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格フレーム検索
検索  ヘルプ

名詞から検索

検索例: 「積む」, 「修行を 積む」, 「積む:P」(受身), 「積む:C」(使役) 

「逃れる」を検索しました。

逃れる:動1
<ガ格> <数量>人 :4,全員:2,人々:2,人:2,艇:2,民:2,...

＊ <ヲ格> 難:2912,追及:70,批判:9

<ニ格> <補文>:6,寺:2,城:2,島:2,...

<デ格> <補文>:54,<時間>:26,機転:16,事:9,ところ:6,お陰:5,所:4,<数量>:4,活躍:4,畑:3,ファインセー
ブ:3,方法:2,さばき:2,ファウル:2,カット:2,弾:2,対応:2,ブレーキ:2,お蔭:2,セーブ:2,...

<ノ格> <時間>:5,警察:5,消滅:5,釈:4,震災:4,責任:4,当局:3,一切:3,革命:3,大火:2,所:2,洪水:2,<数量
>:2,風:2,攻撃:2,ヘロデ:2,場:2,者:2,爆発:2,焼失:2,...

逃れる:動2
＊ <カラ格> 手:459,腕:127

<ノ格> 魔:71,男:18,俺:17,彼:11,彼女:8,私:7,警察:6,軍:6,者:6,男達:5,開発:5,捜査:4,ぼく:4,官
憲:4,敵:4,彦:3,僕:3,先生:3,組織:3,王:3,...

逃れる:動3
<ガ格> 人:2,...

＊ <カラ格> 呪縛:217,束縛:88,拘束:38,ストレス:35,重圧:25,弾圧:20,プレッシャー:16,規制:16,制約:13,コン
トロール:11,圧力:10,圧迫:9,制限:6,抑圧:5

<ノ格> <時間>:14,母親:4,神:4,男:3,重力:3,父親:2,<補文>:2,酒税:2,言葉:2,彼ら:2,生活:2,英
国:2,口:2,母:2,腕:2,観:2,タブー:2,親:2,父:2,エロ:2,...

逃れる:動4
<ガ格> <数量>人 :8,人:6,人々:3,多く:2,...

＊ <ニ格> 国:68,パキスタン:42,国外:39,台湾:34,日本:31,アメリカ:25,エジプト:23,インド:14,イギリス:14,フ
ランス:13,イラン:13,ヨルダン:12,外国:11,東国:11,海外:11,スイス:10,中国:10,他国:10,カナ
ダ:9,隣国:6,...

逃れる:動5

自動構築された格フレーム辞書の精度向上を見込んだ人手評価
黒田 航        李 在鎬        渋谷 良方        河原 大輔        井佐原 均

(独) 情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター

この作業を通じて経験的に得られた
言語学的知見

1.  ガ格は他動詞と他述語で同じ挙動
をしない．自動詞のガ格の一部は
他動詞のヲ格に似た振る舞いをす
る [非対格性の効果の確認]

2.  形容動詞，形容詞のガ格と他動詞
のガ格は同じ挙動をせず，自動詞
のガ格の一部と(従って他動詞の
ヲ格と) よく似た振る舞いをする 
[非対格性の効果の拡張版?]

3. 「x が y の z に寄与する」(z はサ
変名詞) のような疑似補文を項を
取る動詞ではノ格を項扱いする必
要がある．

この作業は言語学にとって有益な情
報を多く含み，言語資源開発の単
なる下準備にしておくのはもった
いない．

[2] 用例結合法の見直しとその効果
の確認

仮定: 格の結合順位を述語ごとに決
めて辞書を構築したらどうなる
か? [中本・黒田 (2005) は格ご
とに用例説明力が異なることを
示唆している]

試した手法
[手法1] 人手解析の結果に基づいて

優先度を決定
[手法2] 人手解析と結果が大差ない

統計量を利用して優先度を決定
効果を検証するための評価実験 (連

体節に後続する名詞の格を推定
する実験)

精度向上は確認できたが，予想していたほどではなかった．考え
られる理由は次の通り:
1. 類似度の評価に使われているシソーラスの精度に難がある (ヲ
格との共起の良い名詞とそうでない名詞の体系化に差がある?)
2. 結合の閾値を述語ごとに最適化していないため? (現行の閾値
はおそらくヲ格の強い述語に向いているが，ニ格が強い述語には
向いていない）

Web文書から自動構築された大
規模格フレーム辞書には大きな
期待が寄せられているが，精度
向上が必要．それを見込んで，
[1] 状況基盤の意味フレーム理
論 (中本・黒田 2005) に基づく
現行の格フレーム辞書の人手評
価と [2] 用例結合法の改良のた
めの提案と，その効果の確認 
(部分的) を行なった．

<厄災難からの避難>
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<ガ格> 者:5,犯人:3,...

＊ <ヲ格> 罪:125,刑:18,罰:17,処分:11,処刑:10,刑罰:10,死刑:9,処罰:6,制裁:5

逃れる:動13
＊ <ヲ格> 攻撃:82,追撃:44,空襲:25,襲撃:17,空爆:12,爆撃:10,猛攻:5,侵略:5

<ノ格> 軍:8,アメリカ:3,米軍:3,彼女:2,<数量>:2,敵:2,組:2,雪:2,ワーム:2,...

逃れる:動14
<ガ格> 宣:2,...

＊ <ヲ格> 戦火:178,火事:5,火災:5

<ノ格> <数量>:7,応仁の乱:5,<時間>:3,維新:3,戦争:3,応仁:2,...

逃れる:動15
＊ <ヲ格> 迫害:180,虐待:6

<ノ格> ナチス:17,ドイツ:5,政権:4,派:3,ナチ:3,帝国:3,幕府:3,夫:2,ヒトラー:2,王:2,...

逃れる:動16
<ガ格> 子供:2,人:2,...

＊ <ヘ格> インド:26,国:26,日本:16,中国:14,台湾:10,国外:10,エジプト:9,イギリス:8,アメリカ:8,海外:7,外
国:6,他国:5

逃れる:動17
＊ <ヲ格> 危機:121,危険:24

<ノ格> <時間>:3,化:2,倒産:2,絶滅:2,最大:2,...

逃れる:動18
＊ <ニ格> 州:35,村:13,京都:13,上海:11,町:8,パリ:8,伊勢:8,ペシャワール:7,加賀:7,東方:6,伊予:6,奈

良:6,郡:6,アムステルダム:5

逃れる:動19
<ガ格> 任:2,...

＊ <ヲ格> 戦禍:49,乱:18,戦争:18,革命:17,内戦:15,戦い:6,動乱:6,戦闘:6

<厄介事の回避>

<敵[+human]の
攻撃からの避難>

単一の状況と一致する良い格フレームの例

複数の状況が混在する変な格フレームの例

[1] 現行の格フレーム辞書の精度とし
て，言語学者が，一定の基準で用法
クラスターを幾つかの等級にわけ，
その割合と誤りの傾向を16個の術
語について調べた結果が右．
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調査結果から伺える，改善して精度向
上に繋がりそうな難点は次の通り:
1. 同表記異語の扱いが未熟
2. 形態素の過分析/過分割 [深刻]
3. 複合動詞の扱いが未熟
4. 格要素同士の共起情報の損失 [深刻]
5. ハに吸収されている格の扱い

今後の課題:
1. 他の評価方法 (「は」に吸

収された格の推定) による
効果の確認

2. 動詞クラスと用例結合の閾
値の相関の有無の調査

わかったこと:
1. 他動詞の自動詞で大きく精度が異な

る [ニで終わる名詞句の解析の低精
度が強く影響している?]

2. 今回のデータに関する限り，述語の
頻度と精度には強い相関はない．


