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はじめに 
Ko-BaKo/J は、Windows の環境下で日本語の文書を分析・分類するために必

要な日本語処理機能を提供します。その機能は、日本語文の解析機能を中心

に、その解析機構を利用するための文書ファイルのテキスト化機能や解析用

辞書の編集機能から成ります。その解析機能の結果には、利用者の必要とす

る利用環境に適した意味分類体系の情報を付与できます。本システムは、こ

の解析機構を利用するためのテキスト化機能、解析機能を関数レベルでも仕

様を公開しており、以下に示す構成になっています。 

関数群  
Office ファイル対応文切り関数、 

  テキストファイル対応文切り関数 
  Html ファイル対応文切り関数 
  日本語文解析関数 
  解析結果参照関数 
  仮名・ローマ字への変換関数 
支援ツール  
  動作環境の初期設定ツール 

辞書エディタ（対話型） 
  辞書内容更新ツール（一括処理、バッチ型） 
サンプルプログラム 
  文切りツール 
  日本語解析ツールⅠ（ファイルインタフェース） 
  日本語解析ツールⅡ（原文の自由、解析結果出力） 
  解析結果格納ファイルからの情報抽出ツール 
  漢字混じり文の仮名への変換ツール 

※システムを構築するための手引き書として、ここのサンプルプログ

ラムには、そのソースプログラムとリンク環境も含まれています。 
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本システムの特徴 
本システムの大きな特徴としては、解析結果を解析対象原文内に出現した単語表記で表

現するだけでなく、各用語の意味情報も含めて構成したデータにまとめているところが

あげられます。機械的に言語解析を行う際に参照される各用語の辞書内容には、その用

語の意味分類情報の記述が必要となりますが、本システムではその解析システム用の意

味分類情報だけでなく、解析結果を参照するシステムが必要とするそのシステム独自の

意味情報を付与することができます。 
解析結果から文書を検索するためのインデックスを構築するにしても、文中に出現した

単語表記を利用したインデックスだけでなく、該当単語における上位の用語や該当単語

を部品とした構成製品での検索などが行える機構を用意しております。 

必要とされる立場に適した分野の用語に対してのみ、このような意味情報を記述してい

ただくことで、必要とされる文書の分類や検索などが効率良く行うことができるように

なります。 

具体的な例を挙げると以下のような機構を構築することができます。 

 ・場所と地域との関係での知識獲得や分類や検索が可能 
例えば京都のお寺や神社などの名前を洛中、洛北、洛南、洛東、洛西というような

地域名の一部として登録しておくことで、地域名で関連するお寺や神社などの固有

名詞の出現する記事や案内を検索することができます。 
 ・問い合わせ対応 

取り扱っている商品名や製品型番などをその分野名を上位として登録しておくこと

で、各商品名を示した情報検索・抽出ではなく、分野名によって情報を検索・抽出

しておくことができます。 
 ・個人名と組織名との関係での知識獲得や分類や検索が可能 

メンバー名の登録において、その所属するグループ名を上位として登録することで、

該当メンバーに関する文書をグループ名によって検索・抽出しておくことができま

す。 
 

また、本システムは、上記の解析処理を行う機構をライブラリとしても提供しており、

それらを使ったシステムが容易に作成できることから、「ことばよるユーザインタフェ

ース」の研究や実験など VC++を用いたソフトウエアの教材としてもご利用いただけま

す。 
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１．インストール 

本製品はＣＤに圧縮して格納されております。まずは Windows マシンの任意の場所に

解凍する必要があります。 
以下、C:¥J_Tools に解凍するものとして、ご説明いたします。C:¥J_Tools という部分

をインストールマシンの解凍する場所に置き換えてお読みください。 
 
1.1 解凍場所の作成 

解凍場所に C:¥J_Tools というフォルダーを作成します。Ko-Bako/J は解凍すると数百

Ｍありますから、そのサイズの領域があるディスクを指定してください。Ｃのディスク

でなくても構いません。 
 
1.2 Ko－BaKo/J の解凍 

お使いの解凍ツールで、１．１で作成した解凍先を指定してＣＤ内の KoBaKo_J.zip フ

ァ イ ル を 解 凍 し て く だ さ い 。 先 の C:¥J_Tools を 解 凍 先 に 指 定す る と 、

C:¥J_Tools¥KoBaKo_J というフォルダーが作成され、そのフォルダーの中には、以下

の構成でシステムが置かれます。 

 ＊１：システム構築環境： 
Microsoft Visual C++ .NET  
 Microsoft Development Environment 2002 Version 7.0 
 Microsoft .NET Freamework 1.0 Version 1.0 

フォルダー名 内容 説明 
EXE 各種ツール 辞書メンテナンスツールやサンプルプログ

ラムの実行ファイルが格納されています。 

LIB 各種ライブラリ ライブラリを使ったシステムを作成する際

に使用するライブラリをまとめて格納して

あります。VC++で同じように参照される.h
や.lib そして.dll などのファイルが格納され

ています。 
JEDIC 解析知識 解析用辞書と解析知識が格納されていま

す。 
src サンプル ライブラリを用いたソースプログラムとリ

ンク環境です。ここでは、＊１の環境下で

実行形を構築しています。 
DOC 各種書類 本説明書など 
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1.3 動作環境の設定 

EXE フォルダーに格納してある各種ツールやライブラリを使用する上で必要となる環

境を設定します。 

EXE フォルダーに というファイルがあります。 

 
この Setup_J.exe をダブルクリックして起動してください。 
この処理によってインストール先の確認が行われます。 
C:¥J_Tools にインストールしていれば、ダイアログ内のテキストボックスに

C:¥J_Tools¥KoBaKo_J と表示されるはずです。 
 

 
ここで指定したフォルダーには、１．２で示した表の JEDIC など解析に必要なフォル

ダーが置かれているはずです。これを確認して「OK］ボタンを押してください。 
 
以上の操作で、各種ライブラリ、ツールが使用できるようになります。 
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２．日本語文解析ライブラリ 
ここでは提供する関数の仕様を説明いたします。 

 
2.1 日本語文解析ライブラリをまとめるクラス定義 

日本語文の解析用に以下の表に示す機能を持った関数が用意されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

これらの関数は JanaLIB.h に記述された下記のクラスのメンバー関数になっており、

このクラスのインスタンスをひとつ作成することで使用できるようになります。 
これらのメンバー関数を利用するには、JanaLIB.h の他に、JanaLIB.lib, JanaLIB.dll
などが必要となります。 
class JANALIB_API CJanaLIB { 

protected: 

    HINSTANCE m_hDll; 

    char   inifile[MAX_INIF]; 

    char   intext[MAX_ITXT]; 

    int    intextid ; 

    int    MList[MAX_MLIST]; 

    int    MCount; 

    int    NCount; 

    int    SCount; 

    char *MorpInfo[MAX_MLIST]; 

    char *NodeInfo[MAX_NCT]; 

    char *StructINFO[MAX_LINE]; 

public: 

    CJanaLIB(void); 

    // functions 

 機能 関数名 
１ 日本語文解析機構初期化処理 JAnaINIT 
２ 日本語文解析機構終了処理 JAnaClose 
３ ユーザ辞書指定機能 set_inifile, get_inifile, JAnaUserDic 
４ 日本語文解析機能 JAnalysis 
５ 形態素解析結果抽出 GetMorphFirst, GetMorphNext, GetMorph 
６ 構文解析結果抽出 GetNCount, GetNode 
７ 掛かり受け構造図抽出 GetSCount, GetStruct 
８ カナ・ローマ字への変換 Kanji2Kana, Kanji2RomanAlp 
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    int set_inifile(LPCSTR filename) ; // ユーザ辞書環境設定ファイル名の設定 

    int get_inifile(LPSTR filename) ;  // ユーザ辞書環境設定ファイル名の確認 

    int JAnaINIT( ) ;                  // 日本語解析システムの開始処理 

    int JAnaClose( ) ;                 // 日本語解析システムの終了処理 

    int JAnaUserDic( ) ;               // ユーザ辞書の設定処理 

    int JAnalysis(int aflag, LPCSTR intext) ;   // 日本語解析処理 

    int GetMorphFirst() ;              // 形態素解析結果 先頭形態素 ID をゲット 

    int GetMorphNext(int mid) ;        // 形態素解析結果 次(右)の形態素 ID をゲット 

    int GetMorph(int mid, LPSTR mout, int iSize) ;   // 該当形態素情報の抽出 

    int GetNCount();                   // 構文木のノード数をゲット 

    int GetNode(int nid, LPSTR nout, int iSize) ;  // 構文解析情報の抽出 

    int GetSCount();                   // 掛かり受け構造図の行数を求める 

    int GetStruct(int lid, LPSTR sout, int iSize) ;   // 掛かり受けの状況を図示 

    int Kanji2Kana(LPCSTR intext, LPSTR outbf, int iSize) ;    // かなに変換 

    int Kanji2RomanAlp(LPCSTR intext, LPSTR outbf,int iSize) ; // ローマ字に変換 

}; 

 

以下に、各関数の仕様を示します。
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2.2 日本語文解析ライブラリ内の関数仕様 
2.2.1 解析機構の初期化処理関数 

関数名  int JAnaINIT( ) ;          

概要  日本語文解析の動作環境を構築します。 

戻り値  下記の値が戻ります。 

1 :正常終了          

-1:解析処理用知識ベースが見当たりません。 

リリース物件の EXE にある Setup_J.exe を実行してください。  

-2:解析処理用知識ベースが不完全です。再度、インストールをお願いします。  

-8:テンポラリーファイルの作成に失敗しました。テンポラリエリアのディスクスペー

スが不足している可能性があります。  

-9:メモリーが不足しています。他のアプリケーションを終了させてから実行してくだ

さい。          

説明 本関数を実行することによって、日本語文の解析関数やユーザ辞書の設定関数を使用

できるようになります。  

 

コーディング例 

// 言語処理用環境の構築 

JanaINS = new CJanaLIB ; 

// 言語処理用環境の初期設定 

 ret = JanaINS->JAnaINIT() ;  

 if ( ret < 0 ) { 

  CString    strData; 

  strData.Format("初期化に失敗しました（%d)",ret); 

  AfxMessageBox(strData); 

  return TRUE ; 

 } 

 

2.2.2 解析機構の日本語文解析機構終了処理関数 

関数名  int JAnaClose ( ) ;          

概要  初期処理関数によってアロケートされたメモリー領域を開放します。 

戻り値  常に１が戻ります。 

 

コーディング例 

 if ( JanaINS != NULL ) 

  JanaINS->JAnaClose( ); 
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2.2.3 ユーザ辞書環境の変更          

関数名  int JAnaUserDic( ) ;         

概要  解析機構が参照するユーザ辞書の環境設定を行います。 

戻り値  下記の値が戻ります。 

1 :正常終了       

-1:解析処理用知識ベースが見当たりません。 

リリース物件の EXE にある Setup_J.exe を実行してください。  

-2:解析処理用知識ベースが不完全です。再度、インストールをお願いします。  

-8:テンポラリーファイルの作成に失敗しました。テンポラリエリアのディスクスペー

スが不足している可能性があります。  

説明    ユーザ辞書設定ファイルを先に設定しておく必要があります（2.2.2 set_inifile()参

照）。この関数では、該当するユーザ辞書設定ファイルの内容に従って、解析環境が参

照するユーザ辞書環境を設定します。 

 

コーディング例 

  JanaINS->set_inifile(DictNameListFile) ; 

  JanaINS->JAnaUserDic() ; 

 

2.2.4 ユーザ辞書設定ファイル名の設定          

関数名   int set_inifile(LPCSTR filename) ;     

引数  ユーザ辞書設定ファイル名     

説明     ユーザ辞書設定ファイルを設定します。そのユーザ辞書設定ファイルの記述形式は以

下のようになっています。 

  +------------------------------ 

  ¦[KOBAKO/J] 

  ¦DOC1=c:¥KoBaKo_J¥UserDic1 

  ¦DOC2= 

  ¦DOC3= 

  ¦DOC4= 

  ¦DOC5= 

１行目は、 [KOBAKO/J] に固定です。 

２行目以降は、 DICn=＊＊＊＊＊＊(n:1～5)として右辺にパス付きの辞書ファイル名を指

定します。Nの値が小さいものが優先されます。 

ユーザ辞書は５ファイルまで指定でき、優先順位の順にユーザ辞書を記述したファイル名

を指定します。本関数ではユーザ辞書設定ファイル名の設定のみを行います。実際の解析

機構へのユーザ辞書環境の変更指示はJanaUserDic()によって行います(2.2.3参照)。 
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戻り値  下記の値が戻ります。 

1 :正常終了   

 

コーディング例 

  JanaINS->set_inifile(szTempFile) ; 

 

参考：  ユーザ辞書環境を記述したユーザ辞書設定ファイルを介して解析機構に指示するよう

になっているので、システムを再び起動した場合に、同一のユーザ辞書設定ファイル

を指定すれば、過去に設定したユーザ辞書環境に戻すこともできます。 

 
 
2.2.5 ユーザ辞書設定ファイル名の確認 

関数    int get_inifile(LPSTR filename) ;        

引数 ユーザ辞書設定ファイル名の格納エリア 

説明    2.2.4 で示した set_inifile（）で登録したファイル名を引数で指定した場所に求める

ことができます。 

 

 

2.2.6 日本語解析関数           

関数     int JAnalysis(int aflag, LPCSTR intext) ;     

概要     日本語文を引数にして解析処理を行います   

引数     第一引数：処理モード 

第二引数：原文（日本語文） 

説明    第二引数で示される原文を解析します。解析結果は内部のメモリー領域に置かれ、そ

のメモリーからの情報抽出は 2.2.7 以降の参照関数で行うことになります。 

第一引数は、解析処理フェーズを下記の数値で指定をします。  

   １：形態素解析のみを行うモード  

   ２：形態素解析後、構文解析を行うモード  

  ３：構文解析結果を図示するための情報の作成まで行うモード 

 

戻り値 下記の値が戻ります。 

1 以上 :正常終了      

0   ：原文無し  

0 以下：解析失敗 

コーディング例 

  ret = JanaINS->JAnalysis( iAmode, (char *)tbuff) ; 
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  if ( ret <= 0 ) { 

   //異常処理 

  } 

 

 

2.2.7 形態素解析結果参照関数（１）   

関数     int GetMorphFirst() ;  

説明     原文に対する形態素解析結果を最初（最も左）の形態素の ID を求めます  

戻り値  下記の値が戻ります。 

0 以上 :左端の 形態素を示す ID     

-1  ：形態素解析情報が存在していません。 

コーディング例 

  iMode = 1 ; 

ret = JanaINS->JAnalysis( iAmode, (char *)tbuff) ; 

  if ( ret > 0 ) { 

   nid = JanaINS->GetMorphFirst() ; 

   while ( nid >= 0 ) { 

    ret = JanaINS->GetMorph( nid, buff, 4096 ) ; 

    if ( ret > 0 ) { 

     fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

    } 

    nid = JanaINS->GetMorphNext( nid ) ; 

   } 

  } 

 

2.2.8 形態素解析結果参照関数（２） 

関数    int GetMorphNext(int mid) ;  

引数    形態素の ID 

説明    引数で指定された形態素の右に隣接している形態素の ID を求めます。  

戻り値  下記の値が戻ります。 

0 以上 :該当形態素 ID     

-1  ：形態素解析情報が存在していません。 

コーディング例 

  iMode = 1 ; 

ret = JanaINS->JAnalysis( iAmode, (char *)tbuff) ; 

  if ( ret > 0 ) { 
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   nid = JanaINS->GetMorphFirst() ; 

   while ( nid >= 0 ) { 

    ret = JanaINS->GetMorph( nid, buff, 4096 ) ; 

    if ( ret > 0 ) { 

     fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

    } 

    nid = JanaINS->GetMorphNext( nid ) ; 

   } 

  } 

 

2.2.9 形態素解析結果参照関数（３） 

関数    int GetMorph(int mid, LPSTR mout, int iSize) ; 

引数    第一引数：形態素 ID  

GetMorphFirst 関数、GetMorphNext 関数の戻り値を指定します。 

第二引数：形態素情報の抽出エリアのアドレス 

第三引数：第二引数で示したエリアのサイズ 

説明    形態素の ID を示し、該当する形態素情報を抽出する  

       （形態素情報の形式など詳細は、コーディング例の後に示します） 

戻り値  下記の値が戻ります。 

-1  ：形態素 ID が不正です。 

-2  ：形態素解析情報が抽出エリアのサイズを越えています。 

0 以上：得られた情報のバイト数 

コーディング例 

  iMode = 1 ; 

ret = JanaINS->JAnalysis( iAmode, (char *)tbuff) ; 

  if ( ret > 0 ) { 

   nid = JanaINS->GetMorphFirst() ; 

   while ( nid >= 0 ) { 

    ret = JanaINS->GetMorph( nid, buff, 4096 ) ; 

    if ( ret > 0 ) { 

     fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

    } 

    nid = JanaINS->GetMorphNext( nid ) ; 

   } 

  } 
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形式    形態素情報は、タグで括られた形式で得られ、各形態素の持つ細かな情報は、そのタ

グ内の属性によって示されます。 

・ひとつの形態素情報は、morph タグで括られ、その内部には sub_m タグによって詳細

な情報が記述されています。 

・<morph>タグには、以下の属性名が存在します。 

属性名 意味 

id 形態素 ID 

hdwd 形態素の表記文字列 

bspl 該当形態素の原形文字列 

pos 品詞 

spos 細品詞 

year 該当形態素の西暦の値 

month 該当形態素の月 

day 該当形態素の日 

week 該当形態素の曜日 

hour 該当形態素の時 

minute 該当形態素の分 

second 該当形態素の秒 

 

 注：本システムでは時刻を表現する文字列部分を形態素解析結果ではひとつにまと

めています。その文字列の情報を上記の表にある日時を示す属性で表現し直し

ています。入力文中に元号を含む文字列があった場合も、形態素情報内の該当

する属性の値では西暦に直して表現されます。「添付資料４：日時部分の解析

結果」に時刻表現の文字列の解析結果をまとめました。参考にしてください。 

 

・<morph>タグは下位に<sub_m>タグで括られた補助情報を持つ場合があります。 

・<sub_m>タグは、解析で使用された辞書単位に作成され、そのタグには以下の属性名

が存在します。 

id 補助形態素 ID 

doc_id 辞書識別文字 

B は、システムの持つ基本辞書 

1,2,…は、ユーザ辞書の ID 

bspl 該当形態素の原形文字列 

read 原形文字列の読み 

pos 品詞 
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spos 細品詞 

ako 意味分類（解析機構が参照する） 

thisa 検索・分類用意味分類（上位、仲間） 

thpof 検索・分類用（全体・部分） 

thval 検索・分類用（属性） 

※これらの属性は、解析時に参照された辞書に記述されているものです。これらの属

性の中で、thisa,thpof,thval は解析機構では参照されることはありません。これ

らの属性には、解析システムの結果を利用するシステムが参照するためのもであり、

解析結果を利用するシステムに適した意味分類の体系（上位・下位関係）を設定す

ることができます。 

ここでは、解析結果を利用する立場によって各用語における意味分類体系は異なる

ものと考えており、解析機構で参照する意味分類（AKO）とは別の意味情報のエリア

を辞書内に用意しています。thisa,thpof,thval の属性の値がそのためのフィール

ドであり、この値を文書の分類・検索に利用することができる。 

基本辞書内でも、すべての用語ではありませんが、thisa,thpof,thval に値を設定

してあります。 

以下に出力例を示します。 

    例：「上野」という語の形態素情報 

<morph id="M002" hdwd="上野" bspl="上野" pos="名詞" spos="普通名詞"> 

<sub_m id="0" dic_id="B" read="うえの" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="人工的場所" 

 thisa="施設,駅" thpof="東京" thval="駅名"></sub_m> 

<sub_m id="1" dic_id="B" read="うえの" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="地域" 

 thisa="地域,場所" thpof="三重県" thval="地名"></sub_m> 

<sub_m id="2" dic_id="B" read="うえの" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="地域" 

 thisa="地域,場所" thpof="東京都" thval="地名"></sub_m> 

<sub_m id="3" dic_id="B" read="うえの" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="人工的場所" 

 thisa="施設,駅" thpof="東京都,ＪＲ東日本,東北本線" thval="駅名"></sub_m> 

<sub_m id="4" dic_id="B" read="うえの" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="人" 

 thisa="人,生き物" thval="名前,姓"></sub_m> 

</morph> 

   例：日時を示す語の形態素情報（日付・曜日） 

<morph id="M005" hdwd="昭和２０年８月１５日" bspl="昭和２０年８月１５日" pos="名詞" 

 spos="普通名詞" year="1945" month="8" day="15"> 

<sub_m id="7" dic_id="B" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="時間"></sub_m> 

</morph> 

<morph id="M003" hdwd="昭和２０年８月１５日（水曜）" bspl="昭和２０年８月１５日（水曜）" 
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 pos="名詞" spos="普通名詞" year="1945" month="8" day="15" week="Wed"> 

<sub_m id="5" dic_id="B" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="時間"></sub_m> 

</morph> 

 

   例：日時を示す語の形態素情報（時刻） 

<morph id="M005" hdwd="午後２時３０分" bspl="午後２時３０分" pos="名詞" 

 spos="普通名詞" hour="14" minute="30"> 

<sub_m id="18" dic_id="B" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="時間"></sub_m> 

</morph> 

<morph id="M005" hdwd="午後２時３０分１５秒" bspl="午後２時３０分１５秒" 

 pos="名詞" spos="普通名詞" hour="14" minute="30" second="15"> 

<sub_m id="18" dic_id="B" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="時間"></sub_m> 

</morph> 

<morph id="M005" hdwd="２：３０ ＰＭ" bspl="２：３０ ＰＭ" pos="名詞" 

 spos="普通名詞" hour="14" minute="30"> 

<sub_m id="3" dic_id="B" pos="名詞" spos="普通名詞" ako="時間"></sub_m> 

</morph> 

注：ここでは見やすくインデントしています。 

 

    ・morph タグ内の情報に関する補足 

     id ： 形態素情報にユニークに付けられた番号 

      この値は構文解析結果のノードから形態素を指し示す際に用いられる。 

     pos,spos ： 品詞、細品詞は、下記のようになっています。 

品詞 細品詞  品詞 細品詞 

普通名詞  文頭接続詞 

副詞的名詞  
接続詞 

文中接続詞 

特殊名詞  感動詞 感動詞 
名詞 

副詞的名詞  句点 

代名詞 代名詞  読点 

基数  

記号 

その他の記号 
数詞 

序数  こと、もの 

五段  
形式名詞 

の 

一段  前置単位 

する  
単位 

後置単位 

動詞 

くる  助数詞 前置助数詞 



 18 

愛す・愛する  単位に後置 

信じる・信ずる  

 

数、単位に後置 

 

熱す・熱する  助詞 助詞 

判定詞 だ  助動詞 助動詞 

形容詞 形容詞  接頭辞 接頭辞 

動詞用法  接尾辞 接尾辞 

名詞用法  サ変語尾 する サ変 

連続用法  だ 

「に」をとる  である 

「な」をとる  

形容動詞語尾 

です 

「の」をとる  使役語尾 

名詞用法  五段語尾 

形容動詞 

連続用法  

動詞語尾 

一段語尾 

副詞 通常の副詞  形容詞語尾 形容詞語尾 

限定連体詞    
連体詞 

形容連体詞    

 

    ・sub_m タグ内の情報に関する補足 

     id ： 形態素の補助情報に付与した番号 

一文中でユニークな番号になっており、構文解析結果のノードからも、この番号を

使って該当形態素を示します。 

     thisa ： 解析結果に対する検索や分類に利用するフィールド。 

検索や分類に必要な語に対して、利用者独自の分類体系を設定できるフィールドで、

thisa には上位語を設定します。 

thpof ： 該当語が何の部分かを記述できるフィールド 

thval ： 該当形態素の属性を記述できるフィールド 

※th 類のフィールドに関して、システム内の基本辞書の中の地名や駅名、人名には値

が記述されています。その他にもいくつかの分野において記述されており、これから

も記述を加えたいと考えています。ですが、基本的には、利用する立場にあった用語

セットに対して値を記述していただくことものとして考えています。  

記述を必要とするものがありましたら、別途、ご相談させていただくことも考えてお

ります。 
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2.2.10 構文解析結果参照関数（1） 

関数     int GetNCount();  

説明     構文構造上のノードの数を求めます。このノード数だけ 2.2.11 で示す関数で内容を抽

出することになります。 

戻り値  下記の値が戻ります。 

１以上 :構文構造のノード数 

０  ：構文構造の情報が存在していません。 

コーディング例 

  int iNct = JanaINS->GetNCount() ; 

  fprintf(ofp, "<s_info>¥n") ; 

  for ( ii = 0 ; ii < iNct ; ii++ ) { 

   ret = JanaINS->GetNode(ii, buff, 4096) ; 

   if ( ret <= 0 ) 

    break ; 

   fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

  } 

  fprintf(ofp, "</s_info>¥n") ;  

 

 

2.2.11 構文解析結果参照関数（2） 

関数     int GetNode(int nid, LPSTR nout, int iSize) ; 

引数    第一引数：ID （ 0 以上、2.2.10 の関数の戻り値－１までの値 ） 

第二引数：構文ノード情報の抽出エリアのアドレス 

第三引数：第二引数で示したエリアのサイズ 

説明    第一引数のシーケンシャルな数値に割り当てられた構文ノード情報を抽出します。  

GetNCount()の数だけ、第一引数を０から順に指定しながら本関数をコールすると、構

文構造のノード内容を順に得ることができます。 

       得られる構文ノード情報の詳しい説明は、コーディング例の後に示す。 

戻り値  下記の値が戻ります。 

-1  ：形態素 ID が不正です。 

-2  ：形態素解析情報が抽出エリアのサイズを越えています。 

0 以上：得られた情報のバイト数 

コーディング例 

  int iNct = JanaINS->GetNCount() ; 

  fprintf(ofp, "<s_info>¥n") ; 

  for ( ii = 0 ; ii < iNct ; ii++ ) { 
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   ret = JanaINS->GetNode(ii, buff, 4096) ; 

   if ( ret <= 0 ) 

    break ; 

   fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

  } 

  fprintf(ofp, "</s_info>¥n") ;  

 

形式    構文ノード情報は、タグで括られた形式で、構文ノード情報の細かな情報は、そのタ

グ内の属性によって示されています。 

・ひとつの構文ノード情報は、node タグで括られている。 

・<node>タグには、以下の属性名が存在する。 

属性名 意味 

id 構文ノード ID 

word 構文ノードに対する原文中の表記文

字列 

hdwd 構文ノードの中心になる語の原型文

字列 

morid 構文ノードに対する形態素 ID 

neg 否定表現のノードかどうか示す 

ako 意味分類（解析機構が参照する） 

thisa 検索・分類用意味分類（上位、仲間） 

thpof 検索・分類用（全体・部分） 

thval 検索・分類用（属性） 

sub_mid 該当する形態素の詳細情報の ID 

cm ケースマーカー（表層） 

nextnode 係り先の構文ノード ID 

year ノード内容の西暦の値 

month ノード内容の月の値 

day ノード内容の日の値 

week ノード内容の曜日の値 

hour ノード内容の時の値 

minute ノード内容の分の値 

second ノード内容の秒の値 

 

  例：「今日の天気は晴れている。」という文の場合 

GetNCount()の戻り値は３になり、GetNode 関数の引数を 0,1,2 と指定することで、構文
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情報が得られます。以下に形態素情報とともに構文情報を示す。 

 

形態素情報 

<morph id="M002" hdwd="今日" bspl="今日" pos="名詞" spos="副詞的名詞"> 

<sub_m id="0" dic_id="B" read="きょう" pos="名詞" spos="副詞的名詞" 

 ako="時間" thisa="本日,時間"></sub_m></morph> 

<morph id="M003" hdwd="の" bspl="の" pos="助詞" spos="助詞"> </morph> 

<morph id="M004" hdwd="天気" bspl="天気" pos="名詞" spos="普通名詞"> 

<sub_m id="13" dic_id="B" read="てんき" pos="名詞" spos="普通名詞" 

 ako="自然現象"></sub_m></morph> 

<morph id="M005" hdwd="は" bspl="は" pos="助詞" spos="助詞"> </morph> 

<morph id="M006" hdwd="晴れ" bspl="晴れる" pos="動詞" spos="一段"> 

<sub_m id="15" dic_id="B" read="はれる" pos="動詞" spos="一段" 

 ako="自然現象"></sub_m> 

<sub_m id="16" dic_id="B" read="はれる" pos="動詞" spos="一段" 

 ako="行為" thisa="行為"></sub_m></morph> 

<morph id="M007" hdwd="ている" bspl="ている" pos="助動詞" spos=""> </morph> 

<morph id="M008" hdwd="。" bspl="。" pos="記号"> </morph> 

構文情報 

<node id="N002" word="今日の" hdwd="今日" morid="M002,M003" ako="時間" 

 thisa="本日,時間" sub_mid="0" cm="NO" nextnode="N004">今日の</node> 

<node id="N004" word="天気は" hdwd="天気" morid="M004,M005" ako="自然現象" 

 sub_mid="13" cm="GA" nextnode="N006">天気は</node> 

<node id="N006" word="晴れている" hdwd="晴れ" morid="M006,M007" 

 ako="自然現象,行為" thisa="行為" sub_mid="15,16">晴れている</node> 

 

    ・node タグ内の情報に関する補足 

id  ： 構文構造のノードに付与した番号。一文中の構文情報内でユニークな番号に

なっています。構文構造のノード間の係り受け関係は、この ID で示すことに

なります。 

morid ： 該当構文ノードの構成要素となる形態素情報の ID がリストされます。 

ako  ： 該当構文ノードの中心語の意味分類(構文解析によって絞り込めたものをリ

ストしています） 

thisa ： 解析結果に対する検索や分類(構文解析によって絞り込めたものをリストし

ています） 

thpof ： 該当語が何の部分かの記述(構文解析によって絞り込めたものをリストして
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います） 

thval ： 該当形態素の属性(構文解析によって絞り込めたものをリストしています） 

sub_mid ： 該当構文ノードの構成要素である形態素情報の補助情報の ID 

cm  ： 掛かり受け関係のケース情報 

       通常は助詞または助詞相当語がセットされる。 

      例： 馬が走る： 馬 → cm="GA"  → 走る 

連体のような場合、動詞から体言にかかるがそのケースマークは先頭に "-" 

を付けて記述されます。 

      例： 走る馬：  走る → cm="φ(-GA)"  → 馬 

φは、用語間に助詞を含んでいなかったことを示しています。同じような例

として以下のような場合もあります。 

      例： お魚くわえたどら猫：  お魚 → cm="φ(WO)"   →くわえた 

      例： お魚くわえたどら猫：  くわえた → cm="φ(-GA)"   →どら猫 

nextnode ： 係り先の構文ノード ID 

    先に挙げた構文情報の例では、  

「今日の」は、４番の「天気は」に掛かり、 

      「天気は」は、６番ノードの「晴れている」に掛かることを示しています。 

 

  例：「昨日は、昼食を食べなかった」という文の場合（否定の例） 

形態素情報 

<morph id="M002" hdwd="昨日" bspl="昨日" pos="名詞" spos="副詞的名詞"> 

<sub_m id="0" dic_id="B" read="きのう" pos="名詞" spos="副詞的名詞" 

 ako="時間" thisa="時間"></sub_m></morph> 

<morph id="M003" hdwd="は" bspl="は" pos="助詞" spos="助詞"> </morph> 

<morph id="M004" hdwd="、" bspl="、" pos="記号"> </morph> 

<morph id="M005" hdwd="昼食" bspl="昼食" pos="名詞" spos="普通名詞"> 

<sub_m id="3" dic_id="B" read="ちゅうしょく" pos="名詞" spos="普通名詞" 

 ako="製品"></sub_m><sub_m id="4" dic_id="B" read="ちゅうしょく" 

 pos="名詞" spos="普通名詞" ako="非物理的人工物"></sub_m></morph> 

<morph id="M006" hdwd="を" bspl="を" pos="助詞" spos="助詞"> </morph> 

<morph id="M007" hdwd="食べ" bspl="食べる" pos="動詞" spos="一段"> 

<sub_m id="9" dic_id="B" read="たべる" pos="動詞" spos="一段" 

 ako="行為" thisa="行為"></sub_m></morph> 

<morph id="M008" hdwd="なかっ" bspl="ない" pos="助動詞" spos=""> </morph> 

<morph id="M009" hdwd="た" bspl="た" pos="助動詞" spos="助動詞"> </morph> 

構文情報 
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<node id="N002" word="昨日は、" hdwd="昨日" morid="M002,M003,M004" 

 ako="時間" thisa="時間" sub_mid="0" cm="HA" nextnode="N007">昨日は、</node> 

<node id="N005" word="昼食を" hdwd="昼食" morid="M005,M006" 

 ako="製品,非物理的人工物" sub_mid="3,4" cm="WO" nextnode="N007"> 

昼食を</node> 

<node id="N007" word="食べなかった" hdwd="食べ" morid="M007,M008,M009" 

 neg="T" ako="行為" thisa="行為" sub_mid="9">食べなかった</node> 

 

 

2.2.12 掛かり受け構造参照関数(1) 

関数     int GetSCount(); 

説明     解析後の掛かり受けの状態を図示するための行数が得られます。 

コーディング例 

  int iSct = JanaINS->GetSCount() ; 

  fprintf( ofp, "<struct_com>¥n") ; // 係り受け関係構造図 

  for ( ii = 0 ; ii < iSct ; ii++ ) { 

   ret = JanaINS->GetStruct(ii, buff, 4096) ; 

   if ( ret <= 0 ) 

    break ; 

   fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

  } 

  fprintf( ofp, "</struct_com>¥n") ; 

  

 

 

2.2.13 掛かり受け構造参照関数(2) 

関数     int GetStruct(int id, char *sout, int iSize) ; 

説明     GetSCount()の数だけ、第一引数を０から順に指定しながら、この関数をコールすると、

構文構造の図が一行ずつ順に得られます。 あくまで人が見て、係り受け構造を確認す

るための機能であって、このデータ部分を機械的に扱うことはないと思います。 

以下に、３文ほど、出力例を示します。 

 

     →→→  

    ｜   ｜ 

 →→→｜   ｜ 

｜   ｜   ｜ 
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今日の 天気は 晴れている  

 

 →→→→→→→→  

｜        ｜ 

｜     →→→｜ 

｜    ｜   ｜ 

昨日は、 昼食を 食べなかった  

 

              →→→→→→→→→→→→  

             ｜            ｜ 

             ｜          →→｜ 

             ｜         ｜  ｜ 

             ｜       →→｜  ｜ 

             ｜      ｜  ｜  ｜ 

         →→→→｜      ｜  ｜  ｜ 

        ｜    ｜      ｜  ｜  ｜ 

      →→｜    ｜      ｜  ｜  ｜ 

     ｜  ｜    ｜      ｜  ｜  ｜ 

 →→→→｜  ｜    ｜      ｜  ｜  ｜ 

｜    ｜  ｜    ｜      ｜  ｜  ｜ 

走り去る 車に 飛び乗る アクションが 次の 仕事 です  

 

コーディング例 

  int iSct = JanaINS->GetSCount() ; 

  fprintf( ofp, "<struct_com>¥n") ; // 係り受け関係構造図 

  for ( ii = 0 ; ii < iSct ; ii++ ) { 

   ret = JanaINS->GetStruct(ii, buff, 4096) ; 

   if ( ret <= 0 ) 

    break ; 

   fprintf(ofp, "%s¥n", buff) ; 

  } 

  fprintf( ofp, "</struct_com>¥n") ; 

 

 

2.2.14 仮名への変換関数 

関数     int Kanji2Kana(char *intext, char *outbf, int iSize) ; 
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引数    第一引数：原文  

第二引数：ひらがな文の出力エリア  

第三引数：ひらがな文の出力エリアのサイズ  

説明    第一引数の文字列を平仮名表記に変更し、第二引数で指定されたエリアに返す。辞書

に読みが不足している場合は、漢字のまま結果に現れるので、該当語をユーザ辞書に

登録する必要があります。 

 

コーディング例 

 unsigned char kbuff[8192] ; 

 strcpy( tbuff, “第二引数で指定されたエリアに平仮名表記の文字列を返す” ) ; 
 ret = JanaINS->Kanji2Kana((char *)tbuff, (char *)kbuff, 8192) ; 

     

 

 

2.2.15 ローマ字への変換関数 

関数 int Kanji2RomanAlp (char *intext, char *outbf, int iSize) ; 

引数  第一引数：原文  

第二引数：ローマ字文の出力エリア  

第三引数：ローマ字文の出力エリアのサイズ  

説明  第一引数の文字列をローマ字表記に変更し、第二引数で指定されたエリアに返す。辞書

に読みが不足している場合は、漢字のまま結果に現れるので、該当語をユーザ辞書に登

録する必要があります。 

コーディング例 

 unsigned char kbuff[8192] ; 

 ret = JanaINS->Kanji2RomanAlp((char *)tbuff, (char *)kbuff,8192) ; 
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３．文切りライブラリ 
ここでは、日本語文書ファイルに対して原文の抽出を行う関数の仕様を説明します。 
日本語文書ファイルとして、下記のものからテキスト部分を抽出し、文切りすることが

できます。 
・MS-Office の Excel,Word,PowerPoint のファイル 
・html ファイル 
・Text ファイル 

ここに示す関数群を利用するには、下記のファイルを参照する必要があります。 
  MSOFile.h、MSODLLincl.h、CnvHtml.h、CnvTxt.h、HtmlCodeCnv.h 
  MSOFile.lib、CnvHtml.lib、CnvTxt.lib 
  charcode.dll、CnvHtml.dll、CnvTxt.dll、MSOFile.dll 

 
3.1 Office 文書ファイルからの原文抽出 

3.1.1 初期化 

Office 文書のテキスト抽出のための各種関数を使用するためには、最初に一度だけ下

記のように、AxfOleInit 関数を呼んでおく必要があります。 
if (!AfxOleInit()) 

return (FALSE); 

また、Office文書用関数をまとめたクラスのインスタンスをひとつ用意して、そのメンバ

ー関数を使用できるようにします。 

CMSOFile msoFile; 

 
3.1.2 読み込み 

関数     int ReadMSOData(sInTXTfilename, FALSE, LANG_JAP); 

引数    第一引数：Office 文書ファイル名  

第二引数：文切りする場合は、FALSE を指定（本システムでは常に FALSE を指定） 

第三引数：該当ファイルの原語 

（本システムでは、日本語の指定なので、常に LANG_JAP を指定します）  

説明   指定された文書ファイルの識別子を参照し、該当するファイル（Excel, Word, 

PowerPoint）に合った読込み処理を実行して、文書内容を文切りしながらメモリーに

ロードします。 

戻り値   0：読込みに成功 

      0 以外：読込みに失敗 

コーディング例 

    if (msoFile.ReadMSOData(sInTXTfilename, FALSE, LANG_JAP) == MSO_ERR_SUCCESS) { 

        BOOL rc = msoFile.GetFirstMSOData(str); 
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        while (rc) { 

            fprintf(ofp, "[%s]¥n", str);     // 一文を出力 

            rc = msoFile.GetNextMSOData(str); 

        } 

    } 

 

3.1.3 先頭の文に位置づけて該当文（１文）の読込み 

関数     BOOL GetFirstMSOData(CString &svStr); 

引数    第一引数：文の格納エリア   

説明    指定された文書ファイルの第一文を抽出します。抽出した後、内部で管理しているポ

インターを次の文の位置に移動させます。 

戻り値   TRUE：読込みに成功 

      FALSE：読込みに失敗 

コーディング例 

    if (msoFile.ReadMSOData(sInTXTfilename, FALSE, LANG_JAP) == MSO_ERR_SUCCESS) { 

        BOOL rc = msoFile.GetFirstMSOData(str); 

        while (rc) { 

            fprintf(ofp, "[%s]¥n", str);     // 一文を出力 

            rc = msoFile.GetNextMSOData(str); 

        } 

    } 

 
 
3.1.4 注目位置の文を抽出 

関数     BOOL GetNextMSOData(CString &svStr); 

引数    第一引数：文の格納エリア   

説明    指定された位置の文を抽出します。抽出した後、内部で管理しているポインターを次

の文の位置に移動させます。 

戻り値   TRUE：読込みに成功 

      FALSE：読込みに失敗 

コーディング例 

    if (msoFile.ReadMSOData(sInTXTfilename, FALSE, LANG_JAP) == MSO_ERR_SUCCESS) { 

        BOOL rc = msoFile.GetFirstMSOData(str); 

        while (rc) { 

            fprintf(ofp, "[%s]¥n", str);     // 一文を出力 

            rc = msoFile.GetNextMSOData(str); 
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        } 

    } 

 
3.1.5 補足と注意事項 

サンプルプログラムとして、OneSentというフォルダーにソース類があります。これらの関

数は、OfficeがインストールされているWindowsパソコンでのみ使用することができます。 

サンプルでは、状況表示のためにプログレスバーを制御するイベント処理ルーチンも含まれ

ていますが、実際の文抽出処理には直接は関係ありません。下記のソースがその部分です。 

 
 

    msoFile.SetMessage(m_hWnd, WM_USER); 

    fprintf(ofp,"INfile=[%s]¥n", sInTXTfilename) ; 

    if (msoFile.ReadMSOData(sInTXTfilename, FALSE, LANG_JAP) == MSO_ERR_SUCCESS) { 

        BOOL rc = msoFile.GetFirstMSOData(str); 

        while (rc) { 

            fprintf(ofp, "[%s]¥n", str); 

            rc = msoFile.GetNextMSOData(str); 

        } 

    } 

 
 
 
3.2 Html 文書ファイルからの原文抽出 

3.2.1 初期化 

html文書用関数をまとめたクラスのインスタンスをひとつ用意して、そのメンバー関数を

使用できるようにします。 

CCnvHtml m_cnvHtml; 

各種メンバー関数の動作環境を設定します。ここでは、該当htmlファイルの原語種別を日

本語に設定します。 

    m_cnvHtml.SetLangJapan(); 

 
3.2.2 読込み 

関数     HTML_DOCINFO *GetHtmlDocInfo(LPCSTR pFname, int SrcLangMode, int *rc); 

引数    第一引数：Html 文書ファイル名  

第二引数：該当ファイルの原語 

（ここでは日本語の指定なので、常に LANG_JAP を指定します） 
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第三引数：リターンコード情報セットエリア 

説明    指定された文書ファイルの読込み処理を行い、文数や各文の先頭位置の情報を管理す

る構造を構築します。 

戻り値   NULL 以外：読込みに成功 

      NULL：読込みに失敗 

 

コーディング例 
    m_cnvHtml.SetLangJapan(); // HTMLを解釈するコードを日本語にする 

    int rc; 

    //Htmlファイルの読込み 

    HTML_DOCINFO *pInfo = m_cnvHtml.GetHtmlDocInfo(sInTXTfilename, LANG_JAP, &rc); 

    if (pInfo == NULL) 

        return; 

 
 
3.2.3 文を抽出 

3.2.2の関数によって、設定された文書情報の変数として以下のものがあります。 
 ・文数   pInfo->iBlockCount 
 ・各文の文字数  pInfo->pstrBlockBuf[ii].iBlkCharCount 
 ・各文の先頭位置  pInfo->pstrBlockBuf[ii].pstrCharBuf 

   （ii番目の文の文字数、先頭位置を表しています） 
   これらの情報から、順次、該当文を抽出していく操作を行うことができます。 
  コーディング例 

    for (int ii = 0; ii < pInfo->iBlockCount; ii++) { 

        char *data = (char *)malloc(pInfo->pstrBlockBuf[ii].iBlkCharCount * 2 + 1); 

        if (data == NULL) 

            continue; 

        HTML_CHARBUF *cp = pInfo->pstrBlockBuf[ii].pstrCharBuf; 

        int di = 0; 

        for (int jj = 0; jj < pInfo->pstrBlockBuf[ii].iBlkCharCount; jj++, cp++) { 

            if (cp->cCharactor[0] == '¥0') 

                break; 

            data[di++] = cp->cCharactor[0]; 

            if (_ismbblead(cp->cCharactor[0])) 

                data[di++] = cp->cCharactor[1]; 

        } 
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        data[di] = '¥0'; 

        fprintf(fp, "%s¥n", data);  //得られた文を出力 

        free(data); 

    }  

 

 
 
3.3 Text 文書ファイルからの原文抽出 

3.3.1 読込み 

関数     TEXT_INFO *GetTextInfo(LPCSTR pFname, int mode, int *rc); 
引数    第一引数：txt 文書ファイル名  

第二引数：該当ファイルの原語 

（ここでは日本語の指定なので、常に LANG_JAP を指定します） 

第三引数：リターンコード情報セットエリア 

説明    指定された文書ファイルの読込処理を行い、文数や各文の先頭位置の情報を管理する

構造を構築します。 

戻り値   NULL 以外：読込みに成功 

      NULL：読込みに失敗 

コーディング例 
TEXT_INFO *pInfo = cnvTxt1.GetTextInfo(sInTXTfilename, LANG_JAP, &rc); 

if (pInfo == NULL) 

return; 

 
3.3.2 文を抽出 

3.3.1の関数によって、設定された文書情報の変数として以下のものがあります。 
 ・文数   pInfo->snum 
 ・第一文の情報位置 pInfo->data (第１文の文情報構造体を指す) 

 ・各文の内容  文情報構造体->data 
 ・次文の情報位置  文情報構造体->next 

   これらの情報から、順次、該当文を抽出していく操作を行うことができます。 
  コーディング例 

    TEXT_INFO *pInfo = cnvTxt1.GetTextInfo(sInTXTfilename, LANG_JAP, &rc); 

    if (pInfo == NULL) 

        return; 

    if (pInfo->snum == 0) // 文数が0 

        return; 
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    // 文の出力 

    TEXT_SENT *sp; 

    for (cct = 0, sp = pInfo->data; sp != NULL; sp = sp->next) { 

        fprintf(fp,"%s¥n", sp->data);   //得られた文を出力 

    } 
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４．ツール 

ここでは日本語文の解析機構を用いるための支援ツール、ならびに２．日本語文解析

ライブラリで説明した関数群を用いたサンプルプログラムの使用方法を説明します。 
 
4.1 支援ツール 

解析機構を利用する上で必要になるツールが添付されております。 
動作環境の設定を行うツールと、ユーザ辞書をメンテナンスするためのツールがあり

ます。 
 

4.1.1 動作環境の初期設定ツール 

本ツールは、１．インストールの中でも説明しているツールです。システムをインス

トールすると基本辞書や各種ライブラリ群がインストールされます。本ツールでは、

それらの格納先を確認します。 
インストールした際には、最初に一度行う必要があります。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フォ

ルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この Setup_J.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記のダイアログが表示されます。 

 
Ko-BaKo/J のパスとして、最初からインストールして展開されたフォルダー示されて

いるはずです。このパスを確認して「ＯＫ］ボタンを押してください。 
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これによって、システムが参照する基本辞書の所在などを設定します。 
 
4.1.2 辞書エディタ（対話型） 

本ツールでは、ユーザ辞書の内容を更新するために内容の確認をしながら、該当語の

新規登録、修正や削除を行うことができます。 
ユーザ辞書の必要性： 
 ユーザ辞書に用語を格納する意味として、2 通りのものが考えられます。 
 ・不足語の登録 

用語が足りない場合、ユーザ辞書に該当する語を登録していただき対応してい

ただくことになります。 
大規模な辞書ではありますが、製品名など不足している用語などの登録が考え

られます。 
 ・解析結果を利用するための意味情報の登録 

最初の「本システムの特徴」でも記述しましたが、文書を解析した結果を利用

しやすくするために、お使いになられる分野に適した意味情報を付与するため

の登録が考えられます。 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この JPDedit.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記のメイン画面が表示されます。ここから各機能を選択し

て辞書の登録や編集を行うことができます。  
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まず、登録、内容変更したい該当見出し語を入力し、該当用語の品詞を選択してい

ただきます。 

辞書名にはユーザ辞書ファイル名を指定します。 

格納先であるユーザ辞書が存在している場合は、そのユーザ辞書を指定し、もし、

ユーザ辞書を新規に作成する場合は、その作成先のユーザ辞書を指定してください。

辞書名として記述された辞書がオープンできない場合は、辞書がオープンできなか

ったことを示した後、該当辞書ファイルを新規に作成するか問い合わせてきます。

その時に該当ユーザ辞書の新規作成を指示することで、該当単語の登録手続きに進

むことができます。 

下段の各ボタンによって、該当用語の品詞によって異なる画面が表示されます。必

要な情報を記述して登録・修正や削除の指示を行うことができます。 

 

 名詞編集画面  

 

意味分類は、解析システム自体が参照するフィールドで、決まった値のセッ

トから選択することになります。階層構造で内容を示し、上位の分類は下位

の分類情報を包含しています。 

以下に、意味分類の全ての値を上位・下位関係をインデントで表現したもの

を示します。 
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    人 
    組織 
    地域 
    自然 
      地勢 
      天文 
    人工的場所 
    自然物 
      生物 
        動物 
        動物の一部または派生物 
        植物 
        植物の一部または派生物 
      物質 
        固体 
        液体 
        気体 
    人工物 
      半製品 
      製品 
      人工物の一部または派生物 
    活動 
      行為 
      精神活動 
        理性的活動 
        感情的活動 
    現象 
      事象 
      自然現象 
      社会現象 
      生理現象 
    活動の産物 
      行為の結果 
      精神活動の結果 
      社会的に定着した抽象物 
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      文化として定着した抽象物 
      非物理的人工物 
    抽象的場所 
    時間 
    存在 
    集合 
    属性名 
      性質 
      状態 
      外観 
      類・型 
      数量 
      関係 
      機能 
    属性値 
      性質値 
      状態値 
      外観値 
      類・型値 
      数量値 
      関係値 
      機能値 
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 動詞編集画面  

 

・活用型  
以下の中から対応するものを１つ入れます。  
    五段 
    一段 
    ザ変 
    愛する 
    熱する 
    カ変 
    サ変 

・構文形  
以下の中から対応する方を１つ入れます。  
    他動詞 
    自動詞 
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 形容詞編集画面  

 

 

 形容動詞編集画面  

 

 

 副詞編集画面  
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 単位の編集  

 

 

 
4.1.3 辞書内容更新ツール（一括処理、バッチ型） 

本ツールは、ユーザ辞書ファイルに対して、初期化や内容の抽出、内容の一括登録を

行うことができます。また、何らかの理由で辞書アクセス中に異常が発生した場合な

ど、該当辞書がロックされたままになってしまうことがありますが、そのロック状態

を解除する機能を提供しています。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 
 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この JPDtool.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記のメイン画面が表示されます。ここから各機能を選

択して辞書の登録や編集を行うことができます。  
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タグによって、要求する機能の選択を行い、その機能に必要なパラメータの入力と

実行指示を行うことができます。機能は以下の 6 種類です。 

・内容出力 ・一括登録 

・辞書初期化 ・ロック解除 

・バッチ編集（出力） ・バッチ編集（出力） 

次ページ以降に各機能の説明をします。 
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Ａ）内容出力： 

  ユーザ辞書の内容をファイルへ出力する 

 

出力ファイルの形式は、Ｂ）一括登録で説明する形式に同じです。 

（添付資料１に、他のツール用に示したサンプルデータがあります） 

 

Ｂ）一括登録： 

  ファイルに記述されている辞書を一括登録する 

 

登録ファイルの形式を以下に示します。 

１辞書データは１行で表します。各辞書データは、フィールドごとにタブ

で区切られたカラムで構成され、各カラムの意味は以下のように品詞によ

って異なります。  
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各カラム内容の説明  
・見出し  

全て２バイト文字で、最長６２文字です。動詞の場合は、サ変動詞の

ときのみサ変語幹、その他は終止形が見出し語となります。形容詞の

場合は、終止形が見出し語となります。形容動詞の場合は、形容動詞

語幹が見出し語となります。  
・読み  

見出しの読みをひらがなで入れます。  
・意味分類  

以下の中から対応するものを入れます。複数個入れたい場合は、１バ

イトのセミコロン(;)で区切ってください。 
    人 
    組織 
    地域 
    自然 
      地勢 
      天文 
    人工的場所 
    自然物 
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      生物 
        動物 
        動物の一部または派生物 
        植物 
        植物の一部または派生物 
      物質 
        固体 
        液体 
        気体 
    人工物 
      半製品 
      製品 
      人工物の一部または派生物 
    活動 
      行為 
      精神活動 
        理性的活動 
        感情的活動 
    現象 
      事象 
      自然現象 
      社会現象 
      生理現象 
    活動の産物 
      行為の結果 
      精神活動の結果 
      社会的に定着した抽象物 
      文化として定着した抽象物 
      非物理的人工物 
    抽象的場所 
    時間 
    存在 
    集合 
    属性名 
      性質 
      状態 
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      外観 
      類・型 
      数量 
      関係 
      機能 
    属性値 
      性質値 
      状態値 
      外観値 
      類・型値 
      数量値 
      関係値 
      機能値 

・～の仲間 （解析結果では、thisa の値になります） 
自分の上位概念を表す語を入力します。省略可能です。複数語入力す

る場合は、半角のセミコロン(;)で区切って入力します。  
・～の部分  （解析結果では、thpof の値になります） 

自分を部分としてもつ語を入力します。省略可能です。複数語入力す

る場合は、半角のセミコロン(;)で区切って入力します。  
・～の属性値  （解析結果では、thval の値になります） 

自分が属性値の場合、その属性を入力します。省略可能です。複数語

入力する場合は、半角のセミコロン(;)で区切って入力します。  
・異表記  

全く同じもので、異なる表記がある場合、その表記を入力します。省

略可能です。複数語入力する場は、半角のセミコロン(;)で区切って入

力します。  
・活用型  

以下の中から対応するものを１つ入れます。  
    五段 
    一段 
    ザ変 
    愛する 
    熱する 
    カ変 
    サ変 

・構文形  
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以下の中から対応する方を１つ入れます。  
    他動詞 
    自動詞 

・語尾  
以下の中から語尾となるものを全て、１バイトセミコロン(;)で区切っ

て入れます。  
    な 
    の 
    に 

・位置  
以下の中から対応する方を１つ入れます。  
    数字の後 
    数字の前 

 
Ｃ）辞書初期化： 

  ユーザ辞書を初期化する 

 

存在しない辞書ファイル名を指定した場合は、新規に作成します。既存の辞

書ファイルの場合は、初期化してよいか確認した後、内容を初期化します。 
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Ｄ）ロック解除： 

  辞書エディタの辞書に対するアクセス中に問題が起こるとロックされた状態

のままになってしまいます。 この機能によってロックを解除します。  

 

 

 

Ｅ）バッチ編集（出力）： 

  A)内容出力と違って、指定した用語のみをバッチ編集（書込）で入力するファ

イル形式で出力します。辞書ファイル内の該当語のみを確認、更新するために

使用します。 

 

・辞書名  

編集対象となる辞書名を指定します。  

・出力ファイル  

辞書データを出力するファイル名を指定します。  

・見出しファイル（見出し）  

辞書ファイルから出力したい用語を指定する方法として 3 種類あり、
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見出しファイル（見出し）の指定域の直下のラジオボタンで選択しま

す。それぞれ以下の意味があります。 

a)「見出しファイル指定」を選択 

出力する見出しのリスト（１行１見出し）のファイルを指定します。  

b)「見出し指定」を選択 

見出しファイル（見出し）の指定域に、出力対象の見出しを一語の

そのまま記述して、出力用語を指定します。  

c)「全見出し出力」を選択 

見出しファイル（見出し）の指定域には、何も指定しません。 

辞書ファイルに登録されている全てが出力されます 

 

上記の指定の後「実行」することで、指定された辞書から、指定された見

出しの辞書データを指定された出力ファイルに書き出します。  

 

・出力データ形式 

出力データ形式は、  

  見出し行 

  辞書パス行 

  辞書パス行 

   ... 

  見出し行 

  辞書パス行 

   ... 

となっています。 

辞書は、同じ見出しに対して、複数の品詞のものが存在する場合があり

ます。見出しと辞書情報を繋げてパスと呼んでいます。この複数の辞書

パスを複数行で表現しています。 

a)見出し行の形式 

見出し行は、  

  *REPLACE*+タブ+見出し 

となっています。 

b)辞書レコード行 

辞書パス行は、辞書内容や、一括登録で出力される辞書データ形

式で、見出しが、UPDATE という文字列に置き換わったものになっ

ています（UPDATE+タブ+よみ+タブ+品詞+...）。  

出力例） 
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  *REPLACE* お茶 

  UPDATE おちゃ 名詞 製品 

  *REPLACE* コワい 

  UPDATE こわい 形容詞 

  ... 

これを編集して、バッチ編集（書込）で入力ファイルとして指定します。 

 

・辞書内容の修正指示 

パスを追加するには、該当見出しのエリアに一行追加（コピー）し

て、UPDATE の位置に NEW と記述すると同時に、その行の内容を修

正します。これによって、その行は新たに追加する辞書内容だとい

うことを表現しています。 

既存のパスの内容を修正する場合や、そのまま残す場合は、先頭を

UPDATE のままとします。  

また、パスを削除する場合は UPDATE を DEL に変えます。 

  例） 

  *REPLACE* お茶 

  UPDATE おちゃ 名詞 製品 

  NEW おちゃ 動詞 サ変 自動詞 

  *REPLACE* コワい 

  DEL こわい 形容詞 

  ... 

これを書き込むと「お茶」に動詞のパスが追加され、「コワい」は

削除されます。 

 

注意：バッチ編集（書込）では、見出しごとに内容を差し替えます。

そのため、変更しない辞書パス行でも残しておく必要があり

ます。もし、UPDATE 行を削除したファイルをバッチ編集（書

込）で指定すると、該当辞書パスは削除されます。UPDATE 行

の削除は、UPDATE 部分を DEL と明記した場合と違いはまった

くありません。 

DEL と記述することで辞書の更新指示が履歴として残ること

になります。 

 

Ｆ）バッチ編集（書込）： 

辞書ファイル内の該当語のみをファイルに記述された内容に更新します。 
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 バッチ編集（出力）で作成したファイルを修正した結果を本機能によって辞書

ファイルに反映することができます。 

ファイルの編集方法に関しては、Ｅ）バッチ編集（出力）を参照してください。 
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4.2 サンプルプログラム 

ここでは、「２．日本語文解析ライブラリ」、「３．文切りライブラリ」で説明した関数

群を用いたいくつかのサンプルプログラムを説明します。ライブラリ内の関数を使用す

るものに関しては、ソースプログラムも添付してあります。これらは、下記の環境下で

実行形を作成して確認してあります。 
WindowsXP 
Microsoft Visual C++ .NET  
 Microsoft Development Environment 2002 Version 7.0 
 Microsoft .NET Freamework 1.0 Version 1.0 

 
4.2.1 文切りツール 

本ツールは、Office 文書（Excel, Word, PowerPoint）や Html ファイル、プレーンテ

キストファイルから、1 文単位に切り出して指定されたファイルに 1 行 1 文の形式で

出力します。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この OneSent.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記の画面が表示されます。ここで入力ファイルと出力

先を入力し、実行を行うことができます。 
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入力ファイルの「参照」ボタンによって、ファイル選択ダイアログが表示されます。

そのダイアログの「ファイルの種類」のメニューから、TXT,Word,Excel,PPT,Html
の種類が選べますから、まずそのメニューで該当ファイルの種類を指定してから、

入力ファイルを選択してください。 
 
３）ソース 
 本ツールのソースなど作成環境は、src¥Onsent フォルダー内に格納されています。 

 
4.2.2 日本語解析ツールⅠ（ファイルインタフェース） 

本ツールは、指定されたファイルから 1 行ずつ読み込み、日本語解析した結果を指定

されたファイルへ出力します。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この UseJanLib.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記の画面が表示されます。ここで入力ファイルと出力

先、そして解析の処理フェーズなどを入力し、実行を行うことができます。 
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解析関数には、下記のパラメータを与えることができます。  

・ 形態素解析だけ実行する  

・ 構文解析まで実行する  

また、「ユーザ辞書」のボタンで下記のダイアログが表示され、ユーザ辞書の設定・

変更が可能です。ユーザ辞書は５つまで指定できます。  

 

 

このダイアログで「OK」のボタンを押すと、解析ツールに対して使用するユーザ辞

書の指示を送る関数をコールします。 

 

 注：本ツールの出力である解析結果は、xml 形式で出力しております。 

 
３）ソース 
本ツールのソースなど作成環境は、src¥UseJanlib フォルダー内に格納されていま

す。 
 

 
 
 
 
4.2.3 日本語解析ツールⅡ（原文の自由入力、解析結果出力） 

本ツールは、指定されたファイルから 1 行ずつ読み込み、日本語解析した結果を指定

されたファイルへ出力します。 
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１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フォ

ルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この UseJanLib2.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記の画面が表示されます。 

 
原文入力域に解析したい例文を入力し、「日本語文解析」をクリックすると、メモ

帳が立ち上がり、そこに解析結果が示されます。 

例えば、以下のように文書を入力して「日本語文解析」ボタンをクリックします。 
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この操作で以下のようなメモ帳が画面に表示されます。 

 

ファイルインタフェース版同様、出力形式はｘｍｌの形式で出力しているので、該

当ファイルをブラウザーで開けば、下記のようになります。 

 
 
３）ソース 
本ツールのソースなど作成環境は、src¥UseJanlib2 フォルダー内に格納されていま

す。 
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4.2.4 解析結果格納ファイルからの情報抽出ツール 

本ツールは、ファイルに格納された解析結果から、指定されたパラメータに該当する

文を求めます。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この TxtM.exe をダブルクリックして起動してください。 
 
２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記の画面が表示されます。 

 

上部の対象ファイル欄に、Ko-BaKo/J で解析した結果が格納されているファイル群

を指定します。このエリアに Ko-BaKo/J の出力ファイルをドロップすることで対象
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ファイルの設定ができます。 

次に検索条件ですが、以下の条件を指定できます。 

1. 「だれ」条件： 人を意味する用語が含まれる文を求める。  

・解析結果に人名が出現する箇所の情報を抽出します。  

・人名という属性ではなく、それより広い範囲で「私」や「医者」などの 人

物にあたる属性の単語が出現する文の情報を抽出します。 

2. 「いつ」条件： 時を表す用語が含まれる文を求める。  

・時刻が記述されている文の情報を抽出します。  

・より広い範囲で「今日」や「明日」などの時を表す属性の単語が出現する

文の情報を抽出します。 

3. 「どこ」条件： 位置を示す用語が含まれる文を求める。  

  組織、地域・地名、施設を表す用語が含まれている情報を抽出します。 

4. 「なに」条件： 利用者が自由に定義できる属性に対する条件を指定する。  

  例えば、以下の画面では「電気製品」に属する用語を含む文を検索条件に

しています。 

 

このように、文書中に出現する文字列そのものをキーワードにした検索ではな

く、文中に存在する単語の意味情報での検索を評価するためのツールです。 
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このようなパラメータを設定した後、検索指示情報エリア内に、出力先を指定して

から「情報抽出」のボタンをクリックすると、該当文の情報を得ることができます。 

ここでは、仕様手順とその結果を示します。 

まずは、以下に示すユーザ辞書一括登録データをユーザ辞書に登録し、そのユーザ

辞書を使って参考データファイルを解析しています。 

その後、本ツールに、解析結果ファイルをドロップし、検索条件を設定して検索を

行った結果です。 

例として、メールの文書を Ko-BaKo/J で解析した結果を格納したファイルを指定し

て実行した結果を示します。 

 

○ユーザ辞書に登録したデータ 

以下に１０行程度示しますが、登録した全データを末尾の添付資料１に示しま

す。これらは、「4.1.3 辞書内容更新ツール（一括処理、バッチ型）」の入力形

式データです。 
CD プレーヤー しーでぃーぷれーやー 名詞 人工物 電気製品 

ＣＤラジカセ しーでぃーらじかせ 名詞 人工物 電気製品 

ＤＶＤ でぃーぶいでぃー 名詞 人工物 電気製品 

DVD プレーヤー でぃーぶいでぃーぷれいやー 名詞 人工物 電気製品 

DVD レコーダー でぃーぶいでぃーれこーだー 名詞 人工物 電気製品 

MD プレイヤー えむでぃーぷれいやー 名詞 人工物 電気製品 

MP3 プレーヤー えむぴーすりーぷれーやー 名詞 人工物 電気製品 

PDA ぴーでぃーえー 名詞 人工物 電気製品 

アイロン あいろん 名詞 人工物 電気製品 

電話 でんわ 名詞 人工物 電気製品 

白熱電球 はくねつでんきゅう 名詞 人工物 電気製品 

氷かき機 こうりかきき 名詞 人工物 電気製品 

布団乾燥機 ふとんかんそうき 名詞 人工物 電気製品 

複写機 ふくしゃき 名詞 人工物 電気製品 

冷蔵庫 れいぞうこ 名詞 人工物 電気製品 

冷風機 れいふうき 名詞 人工物 電気製品 

液晶テレビ えきしょうてれび 名詞 人工物 電気製品 

 

○解析対象にした文書データ 

添付資料 2 に、ここで使用したサンプルテキストファイルを示します。 
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○抽出されたデータ： 

本ツールで検索した結果を Excel に読み込んだデータを添付資料３に示してあ

ります。 

 だれ（人名）、いつ(日時)、なに（上位は電気製品）をチェックした結果です。 

 

本ツールの出力形式： 

形態素情報を A 列から I 列までに示しています。 

J 列から L 列では、該当形態素を含む語句とその係り先の情報をまとめています。 

係り先は、係り先に動詞を含むもの（L 列）とそうでないもの（K 列）に分けて

２列に表示しています。係り先がサ変の場合は、両方にセットされます。 

また、係り先が体言の場合、動詞が含まれるノードまで繰り返し辿った文字列

をセットしています。 

このように、文書を特定のキーワードで検索する以外に、このように利用者が

構築する用語集の上位名（部類名）を指定しての検索が可能になります。  

 
３）ソース 
本ツールのソースは、評価している最中でもあり、公開しておりません。 

 
 
 
4.2.5 漢字混じり文の仮名への変換ツール 

本ツールは、ファイルに格納された解析結果から、指定されたパラメータに該当する

文を求めます。 
 
１）起動方法 
システムの CD 内のファイルをハードディスク上に展開すると、そこには EXE フ

ォルダーがあります。 

そのＥＸＥフォルダーに というファイルがあります。 

この Reading.exe をダブルクリックして起動してください。 
 

２）使用方法 
本ツールの起動によって、下記の画面が表示されます。 
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入力文に対し、形態素解析辞書を引いた結果から読みを付与します。チェックボッ

クスによって、読みを付与するモードに「ひらがな」と「ローマ字」の指定をする

ことができます。  

 

下記がサンプルファイルの出力例です。 

<jreading> 

<filename>C:¥J_TOOL¥Reading¥reading.txt</filename> 

<sentence id=1> 

<text> 

風神が風を起こす。 

</text> 

<reading_Kana> 

ふうじん が かぜ を おこす。 

</reading_Kana> 

<reading_Roman> 

fuujin ga kaze wo okosu.  

</reading_Roman> 

</sentence > 

<sentence id=2> 

<text> 

今日は雨が降っていて外出はしません。 

</text> 
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<reading_Kana> 

きょう は あめ が ふってい て がいしゅつ は し ません。 

</reading_Kana> 

<reading_Roman> 

kyou wa ame ga futtei te gaishutsu wa shi masen.  

</reading_Roman> 

</sentence > 

<sentence id=3> 

<text> 

カナ漢字変換の逆で漢字カナ変換かな？ 

</text> 

<reading_Kana> 

かなかんじへんかん の ぎゃく で かんじ かな へんかん かな ？ 

</reading_Kana> 

<reading_Roman> 

kanakanjihenkan no gyaku de kanji kana henkan kana ？ 

</reading_Roman> 

</sentence > 

</jreading> 

 

３）ソース 
本ツールのソースなど作成環境は、src¥Reading フォルダー内に格納されています。 
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添付資料１：ユーザ辞書登録データ（一括登録機能の入力形式） 
CD プレーヤー しーでぃーぷれーやー 名詞 人工物 電気製品 

ＣＤラジカセ しーでぃーらじかせ 名詞 人工物 電気製品 

ＤＶＤ でぃーぶいでぃー 名詞 人工物 電気製品 

DVD プレーヤー でぃーぶいでぃーぷれいやー 名詞 人工物 電気製品 

DVD レコーダー でぃーぶいでぃーれこーだー 名詞 人工物 電気製品 

MD プレイヤー えむでぃーぷれいやー 名詞 人工物 電気製品 

MP3 プレーヤー えむぴーすりーぷれーやー 名詞 人工物 電気製品 

PDA ぴーでぃーえー 名詞 人工物 電気製品 

アイロン あいろん 名詞 人工物 電気製品 

あんか あんか 名詞 人工物 電気製品 

インターホン いんたーほん 名詞 人工物 電気製品 

エアーコンディショナー  えあーこんでぃしょなー 名詞 人工物 電気製品 

エアコン えあこん 名詞 人工物 電気製品 

オイルヒーター おいるひーたー 名詞 人工物 電気製品 

オーバーヘッドプロジェクター  おーばーへっどぷろじぇくたー 名詞 人工物 電

気製品 

オーブンレンジ おーぶんれんじ 名詞 人工物 電気製品 

カーナビ かーなび 名詞 人工物 電気製品 

キャッシュレジスター きゃっしゅれじすたー 名詞 人工物 電気製品 

空調機 くうちょうき 名詞 人工物 電気製品 

クーラー クーラー 名詞 人工物 電気製品 

携帯電話 けいたいでんわ 名詞 人工物 電気製品 

コーヒーメーカー こうひーめーかー 名詞 人工物 電気製品 

こたつ こたつ 名詞 人工物 電気製品 

コンパクトカセット こんぱくとかせっと 名詞 人工物 電気製品 

シェーバ しぇーば 名詞 人工物 電気製品 

ステレオ すてれお 名詞 人工物 電気製品 

スピーカー すぴーかー 名詞 人工物 電気製品 

セラミックヒーター せらみっくひーたー 名詞 人工物 電気製品 

タイプライター たいぷらいたー 名詞 人工物 電気製品 

デジタルカメラ でじたるかめら 名詞 人工物 電気製品 

テレビ てれび 名詞 人工物 電気製品 

テレビゲーム てれびげーむ 名詞 人工物 電気製品 

電気蚊取り器 でんきかとりき 名詞 人工物 電気製品 

電球 でんきゅう 名詞 人工物 電気製品 
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トースター とーすたー 名詞 人工物 電気製品 

ドライヤー どらいやー 名詞 人工物 電気製品 

パソコン ぱそこん 名詞 人工物 電気製品 

パネルヒーター ぱねるひーたー 名詞 人工物 電気製品 

ハロゲンヒーター はろげんひーたー 名詞 人工物 電気製品 

ヒーター ひーたー 名詞 人工物 電気製品 

ビデオカメラ びでおかめら 名詞 人工物 電気製品 

ビデオテープレコーダ びでおてーぷれこーだー 名詞 人工物 電気製品 

ファクシミリ ふぁくしみり 名詞 人工物 電気製品 

プラズマＴＶ ぷらずまてれび 名詞 人工物 電気製品 

プラズマテレビ ぷらずまてれび 名詞 人工物 電気製品 

プリンター ぷりんたー 名詞 人工物 電気製品 

プロジェクタ ぷろじぇくたー 名詞 人工物 電気製品 

ヘアドライヤー へあーどらいやー 名詞 人工物 電気製品 

ホームシアター ほーむしあたー 名詞 人工物 電気製品 

ホットカーペット ほっとかーぺっと 名詞 人工物 電気製品 

ホットサンドメーカー ほっとさんどめーかー 名詞 人工物 電気製品 

ホットプレート ほっとぷれーと 名詞 人工物 電気製品 

ポンプ ぽんぷ 名詞 人工物 電気製品 

マッサージ椅子 まっさーじいす 名詞 人工物 電気製品 

ミキサー みきさー 名詞 人工物 電気製品 

ミニディスクプレイヤー みにでぃすくぷれいやー 名詞 人工物 電気製品 

ラジオ らじお 名詞 人工物 電気製品 

ラジカセ らじかせ 名詞 人工物 電気製品 

レコーダー れこーだー 名詞 人工物 電気製品 

ワープロ わーぷろ 名詞 人工物 電気製品 

加湿器 かしつき 名詞 人工物 電気製品 

乾燥機 かんそうき 名詞 人工物 電気製品 

換気扇 かんきせん 名詞 人工物 電気製品 

吸湿器 きゅうしゅつき 名詞 人工物 電気製品 

給茶機 きゅうちゃき 名詞 人工物 電気製品 

給湯器 きょうとうき 名詞 人工物 電気製品 

空気清浄機 くうきせいじょうき 名詞 人工物 電気製品 

蛍光灯 けいこうとう 名詞 人工物 電気製品 

散髪器具 さんぱつきぐ 名詞 人工物 電気製品 

時計 とけい 名詞 人工物 電気製品 
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除湿機 しょしつき 名詞 人工物 電気製品 

食器洗い機 しょっきあらいき 名詞 人工物 電気製品 

食器洗浄機 しょっきせんじょうき 名詞 人工物 電気製品 

炊飯器 すいはんき 名詞 人工物 電気製品 

清浄機 せいじょうき 名詞 人工物 電気製品 

精米機 せいまいき 名詞 人工物 電気製品 

石油ファンヒーター せきゆふぁんひーたー 名詞 人工物 電気製品 

扇風機 せんぷうき 名詞 人工物 電気製品 

洗濯機 せんたくき 名詞 人工物 電気製品 

掃除機 そうじき 名詞 人工物 電気製品 

体脂肪計 たいしぼうけい 名詞 人工物 電気製品 

電気あんか でんきあんか 名詞 人工物 電気製品 

電気カーペット でんきかーぺっと 名詞 人工物 電気製品 

電気スタンド でんきすたんど 名詞 人工物 電気製品 

電気ストーブ でんきすとーぶ 名詞 人工物 電気製品 

電気ポット でんきぽっと 名詞 人工物 電気製品 

電気給湯器 でんききゅうとうき 名詞 人工物 電気製品 

電気毛布 でんきもうふ 名詞 人工物 電気製品 

電子かとり でんしかとり 名詞 人工物 電気製品 

電子レンジ でんしレンジ 名詞 人工物 電気製品 

電子辞書 でんしじしょ 名詞 人工物 電気製品 

電子卓上計算機 でんしたくじょうけいさんき 名詞 人工物 電気製品 

電磁調理器 でんじちょうりき 名詞 人工物 電気製品 

電卓 でんたく 名詞 人工物 電気製品 

電動歯ブラシ でんどうはぶらし 名詞 人工物 電気製品 

電話 でんわ 名詞 人工物 電気製品 

白熱電球 はくねつでんきゅう 名詞 人工物 電気製品 

氷かき機 こうりかきき 名詞 人工物 電気製品 

布団乾燥機 ふとんかんそうき 名詞 人工物 電気製品 

複写機 ふくしゃき 名詞 人工物 電気製品 

冷蔵庫 れいぞうこ 名詞 人工物 電気製品 

冷風機 れいふうき 名詞 人工物 電気製品 

液晶テレビ えきしょうてれび 名詞 人工物 電気製品 
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添付資料２：情報抽出対象サンプルデータ 
MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 02 Nov 2004 10:56:05 +0900 

From: koba@XXX_?.X??.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 

Cc: kobayasi@YYY_.??.jp.com 

Subject: 製品に問題 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

 

練馬区の小林広と申しますが、先日購入しました DVD（型番は DV0712_AB）が動作しません。 

DVD の電源を投入しても何にもいいませんので、電源系の初期故障と思います。 

返品したいので連絡を願います。 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 02 Nov 2004 8:26:45 +0900 

From: miyaj@maki_??.AAA.com 

To: support@YYY_.???.jp.com 

Subject: はじめまして 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

はじめまして。 

貴社製品カタログ記載のＤ４ケーブルは２ｍと４ｍしかないのですが、２．５ｍか３ｍの製品はありません

か？ 

もしなければ、市販品のもので推奨されているものはありませんか？ 

 

＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊ 

牧場（まきば）カンパニー  

住所  : 東京都港区芝浦 2-11-5 

リレーション部 宮野淳子   TEL 03-01-222222 

＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊・・・・＊ 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 02 Nov 2004 19:36:09 +0900 

From: taka@japan.???.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 
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Subject: 型番 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

拝啓 

 

御社のＤＶＤの DZ079 と DZ079ｂの違いを連絡ください。 

DZ079a というものはありますか？ 

 

また、多連装のＤＶＤと CD の製品があれば、下記住所宛にカタログの送付を願います。 

（価格表もお願いします） 

 

 ＡＴＴＳ 玉川事業所（小手町１-２-３４） 

 商品企画部 高島純一 宛 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 01 Nov 2004 10:06:00 +0900 

From: kabako@yesno.???.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 

Subject:ユーザ登録ができない 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

ユーザ登録ができません。 

何度もやりましたがプラズマＴＶが選択できません。 

製品に問題がなくてもこんなところで信用をなくすと思います。 

 

ユーザＩＤ MU0089-22-36-9_XYZ 

名前 大貫啓三 

住所 茨城県鹿島郡旭村小浜 1-11-22  

製品 プラズマＴＶ 

型番  PN-5569U-S22-XXX 

 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 03 Nov 2004 17:57:05 +0900 

From: kuroden@XXX.???.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 
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Subject: ごみのようなものがついてます 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

黒田です。 

ただいまの時刻は 2004/11/02 13:09:17 です。 

 

お世話になっております。 

液晶テレビを 10 月４日に購入。 

そのときは気が付かなかったのですが、画面下隅に小さなゴミ？のようなものがついているのに気がつきまし

た。 

外側ではなく内側についているので、もともとついているのだとおもいます。 

とても気になるので、取替えてもらいたいです。 

土曜日しか家にいませんので、引き取りの場合は、事前に連絡を願います。 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 02 Nov 2004 10:56:05 +0900 

From: mem0x73@???.xxx.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 

Cc: kobayasi@YYY_.??.jp.com 

Subject: ノイズ 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

(1)問題 

 ＤＶＤレコーダで記録中に雑音 

(2)希望 

 製品置換 

(3)期限 

 １１月８日（月） 

(4)連絡先 

 E-mail:mem0x73@???.xxx.co.jp 

 TEL:xxxx-yyy-zzzz 

 大久保英太郎 

以上 

 

MIME-Version: 1.0 

Date: Tue, 03 Nov 2004 8:56:05 +0900 
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From: isono@YYYZZ.???.co.jp 

To: support@YYY_.???.jp.com 

Cc: kobayasi@YYY_.??.jp.com 

Subject: DVD 

Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp 

-------- 

サポート担当者殿 

 8 月に買ったばかりの DVD（DV0712_123abc）が動かない。 

 先ほど着払いで貴社宛に送ったので修理するように。 

 前の製品はぜんぜん故障しなかったので続けて買ったのに裏切られた。 

 

 磯野任晃 （090-xxx-yyy）  
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添付資料３：情報抽出結果 
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添付資料４：日時文字列の解析結果 

 

日付、時刻の表現において、以下のような形態素情報が得られます。 

 

注１：“入力文字列：”の右に示される文字列の解析結果をその次の行に

示しています（形態素情報の最初のタグ部分だけを示します）。 

注２：「３／１２／１９５５」という文字列に関しては、月、日の順の曖昧性が高

いため未知語扱いになっています。 

 

入力文字列：２００１－０８－０２Ｔ１０：４５：２３．５＋０９：００  

<morph id="M002" hdwd="２００１－０８－０２Ｔ１０：４５：２３．５＋０９：００" bspl="２００１－

０８－０２Ｔ１０：４５：２３．５＋０９：００" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2001" month="8" 

day="2" hour="10" minute="45" second="23"> 

  

入力文字列：Ｗｅｄ， ２ Ｍａｒ ２００５ １１：０８：２９ ＋０９００  

<morph id="M002" hdwd="Ｗｅｄ， ２ Ｍａｒ ２００５ １１：０８：２９ ＋０９００" bspl="Ｗｅ

ｄ， ２ Ｍａｒ ２００５ １１：０８：２９ ＋０９００" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2005" 

month="3" day="2" week="Wed" hour="11" minute="8" second="29"> 

  

入力文字列：１９５５．０３．１２ ０８：２３  

<morph id="M002" hdwd="１９５５．０３．１２ ０８：２３" bspl="１９５５．０３．１２ ０８：２３

" pos="名詞" spos="普通名詞" year="1955" month="3" day="12" hour="8" minute="23"> 

 

入力文字列：１９５５／３／１２ １２：００  

<morph id="M002" hdwd="１９５５／３／１２ １２：００" bspl="１９５５／３／１２ １２：００" pos="

名詞" spos="普通名詞" year="1955" month="3" day="12" hour="12" minute="0"> 

 

入力文字列：３／１２／１９５５ ２１：０５  

<morph id="M002" hdwd="３／１２／１９５５" bspl="３／１２／１９５５" pos="名詞" dic="N" />  

<morph id="M003" hdwd="２１：０５" bspl="２１：０５" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="21" 

minute="5"> 

 

入力文字列：Ｈ１３．０８．０２  

<morph id="M003" hdwd="Ｈ１３．０８．０２" bspl="Ｈ１３．０８．０２" pos="名詞" spos="普通名詞" 

year="2001" month="8" day="2"> 
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入力文字列：平成１３．８．１２  

<morph id="M003" hdwd="平成１３．８．１２" bspl="平成１３．８．１２" pos="名詞" spos="普通名詞" 

year="2001" month="8" day="12"> 

  

入力文字列：平成１３年８月  

<morph id="M003" hdwd="平成１３年８月" bspl="平成１３年８月" pos="名詞" spos="普通名詞" 

year="2001" month="8"> 

 

入力文字列：昭和元年８月１５日  

<morph id="M003" hdwd="昭和元年８月１５日" bspl="昭和元年８月１５日" pos="名詞" spos="普通名詞" 

year="1926" month="8" day="15"> 

 

入力文字列：大正１５年１２月４日  

<morph id="M003" hdwd="大正１５年１２月４日" bspl="大正１５年１２月４日" pos="名詞" spos="普通

名詞" year="1926" month="12" day="4"> 

 

入力文字列：Ｔｈｕ Ａｕｇ ２ １０：４５：２３ ＪＳＴ ２００１  

<morph id="M002" hdwd="Ｔｈｕ Ａｕｇ ２ １０：４５：２３ ＪＳＴ ２００１" bspl="Ｔｈｕ Ａ

ｕｇ ２ １０：４５：２３ ＪＳＴ ２００１" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2001" month="8" 

day="2" week="Thu" hour="10" minute="45" second="23"> 

 

入力文字列：２００４－０２－０７  

<morph id="M002" hdwd="２００４－０２－０７" bspl="２００４－０２－０７" pos="名詞" spos="普通

名詞" year="2004" month="2" day="7"> 

 

入力文字列：Ｆｅｂ ７， ２００４ １０：３２ ＡＭ  

<morph id="M002" hdwd="Ｆｅｂ ７， ２００４ １０：３２ ＡＭ" bspl="Ｆｅｂ ７， ２００４ １

０：３２ ＡＭ" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="2" day="7" hour="10" minute="32"> 

 

入力文字列：Ｆｅｂ． ２， ２００５  

<morph id="M002" hdwd="Ｆｅｂ． ２， ２００５" bspl="Ｆｅｂ． ２， ２００５" pos="名詞" spos="

普通名詞" year="2005" month="2" day="2"> 
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入力文字列：Ｍｏｎ， Ｆｅｂ ７ ２００５ １０：１９ ＡＭ  

<morph id="M002" hdwd="Ｍｏｎ， Ｆｅｂ ７ ２００５ １０：１９ ＡＭ" bspl="Ｍｏｎ， Ｆｅｂ 

７ ２００５ １０：１９ ＡＭ" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2005" month="2" day="7" 

week="Mon" hour="10" minute="19"> 

  

入力文字列：Ｆｅｂ ７， ２００４ １０：３２ ＰＭ  

<morph id="M002" hdwd="Ｆｅｂ ７， ２００４ １０：３２ ＰＭ" bspl="Ｆｅｂ ７， ２００４ １

０：３２ ＰＭ" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="2" day="7" hour="22" minute="32"> 

 

入力文字列：Ｍｏｎ， Ｆｅｂ ７ ２００５ １０：１９ ＰＭ  

<morph id="M002" hdwd="Ｍｏｎ， Ｆｅｂ ７ ２００５ １０：１９ ＰＭ" bspl="Ｍｏｎ， Ｆｅｂ 

７ ２００５ １０：１９ ＰＭ" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2005" month="2" day="7" 

week="Mon" hour="22" minute="19"> 

 

入力文字列：Ｆｅｂ．２，２００５ （Ｗｅｄ）  

<morph id="M002" hdwd="Ｆｅｂ．２，２００５ （Ｗｅｄ）" bspl="Ｆｅｂ．２，２００５ （Ｗｅｄ）

" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2005" month="2" day="2" week="Wed"> 

 

入力文字列：２００４／０６／２１（Ｍｏｎ）  

<morph id="M002" hdwd="２００４／０６／２１（Ｍｏｎ）" bspl="２００４／０６／２１（Ｍｏｎ）" pos="

名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="6" day="21" week="Mon"> 

 

入力文字列：Ｊａｎｕａｒｙ ３１， １７０３  

<morph id="M002" hdwd="Ｊａｎｕａｒｙ ３１， １７０３" bspl="Ｊａｎｕａｒｙ ３１， １７０３

" pos="名詞" spos="普通名詞" year="1703" month="1" day="31"> 

  

入力文字列：Ｆｅｂｒｕａｒｙ ２， ２００５  

<morph id="M002" hdwd="Ｆｅｂｒｕａｒｙ ２， ２００５" bspl="Ｆｅｂｒｕａｒｙ ２， ２００５

" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2005" month="2" day="2"> 

 

入力文字列：２００５年０２月０３日  

<morph id="M002" hdwd="２００５年０２月０３日" bspl="２００５年０２月０３日" pos="名詞" spos="

普通名詞" year="2005" month="2" day="3"> 
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入力文字列：２００４／０７／０４ Ｓｕｎ ００：０１  

<morph id="M002" hdwd="２００４／０７／０４ Ｓｕｎ ００：０１" bspl="２００４／０７／０４ Ｓ

ｕｎ ００：０１" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="7" day="4" week="Sun" hour="0" 

minute="1"> 

 

入力文字列：２００４／１２／２０ １９：４１  

<morph id="M002" hdwd="２００４／１２／２０ １９：４１" bspl="２００４／１２／２０ １９：４１

" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="12" day="20" hour="19" minute="41"> 

 

入力文字列：２００４／１０／１５ ［金］ １５：２９  

<morph id="M002" hdwd="２００４／１０／１５ ［金］ １５：２９" bspl="２００４／１０／１５ ［金］ 

１５：２９" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="10" day="15" week="Fri" hour="15" 

minute="29"> 

 

入力文字列：２００４／１０／１５ （金） １５：２９  

<morph id="M002" hdwd="２００４／１０／１５ （金） １５：２９" bspl="２００４／１０／１５ （金） 

１５：２９" pos="名詞" spos="普通名詞" year="2004" month="10" day="15" week="Fri" hour="15" 

minute="29"> 

  

入力文字列：２５／Ｆｅｂ／２００５  

<morph id="M002" hdwd="２５／Ｆｅｂ／２００５" bspl="２５／Ｆｅｂ／２００５" pos="名詞" spos="

普通名詞" year="2005" month="2" day="25"> 

 

入力文字列：２５．Ｆｅｂ．２００５  

<morph id="M002" hdwd="２５．Ｆｅｂ．２００５" bspl="２５．Ｆｅｂ．２００５" pos="名詞" spos="

普通名詞" year="2005" month="2" day="25"> 

 

入力文字列：９月２日（日）  

<morph id="M002" hdwd="９月２日（日）" bspl="９月２日（日）" pos="名詞" spos="普通名詞" month="9" 

day="2" week="Sun"> 

 

入力文字列：午前３時３０分  

<morph id="M002" hdwd="午前３時３０分" bspl="午前３時３０分" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="3" 

minute="30"> 
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入力文字列：午前３時半  

<morph id="M002" hdwd="午前３時半" bspl="午前３時半" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="3" 

minute="30"> 

 

入力文字列：午後３時３０分  

<morph id="M002" hdwd="午後３時３０分" bspl="午後３時３０分" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="15" 

minute="30"> 

 

入力文字列：午後３時半  

<morph id="M002" hdwd="午後３時半" bspl="午後３時半" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="15" 

minute="30"> 

 

入力文字列：午前三時三十分  

<morph id="M002" hdwd="午前三時三十分" bspl="午前三時三十分" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="3" 

minute="30"> 

 

入力文字列：午後三時三十分  

<morph id="M002" hdwd="午後三時三十分" bspl="午後三時三十分" pos="名詞" spos="普通名詞" hour="15" 

minute="30"> 

 

入力文字列：午前三時三十五分  

<morph id="M002" hdwd="午前三時三十五分" bspl="午前三時三十五分" pos="名詞" spos="普通名詞" 

hour="3" minute="35"> 

 

入力文字列：午後三時三十五分  

<morph id="M002" hdwd="午後三時三十五分" bspl="午後三時三十五分" pos="名詞" spos="普通名詞" 

hour="15" minute="35"> 
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本システムに関するお問い合わせに関して、 

 

内容や使用方法などの疑問点、ならびに、ご提案など、下記までお送りくださいますよう

お願い致します。 

 

株式会社 日本システムアプリケーション 

言語グループ 

 〒171-0014 東京都豊島区池袋４－３４－７ 秋島ビル 

 TEL:03-5951-3961 

 FAX:03-5951-3966 

 E_mail:sales@jsa.co.jp 

 


