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Abstract:We use metaphor expression to make some sentences more expressive in various scenes that treat
the natural language like the daily conversation. However, it is very difficult to analyze metaphor expression
by a computer. In this report, research the simile expression in the metaphor. Simile expression is technique
to characterize B with a characteristic of A by expression called "B such as A". Therefore, I use a sense
retrieving method that outputs a noun by human’s sense and perception. The purposes of this research is a
method to analyze the simile expression using a sense retrieving method.

1 はじめに
人が会話で用いる様々な表現方法の 1 つに比喩が
ある．比喩とは，ある物事を別の物事を用いて表現
する手法である．例えば，
「彼女の頬はまるで林檎の
ようだ」という比喩の「林檎」は果実の林檎として
ではなく，赤いものの例えとして用いられている．
そのため，機械翻訳では比喩の直訳によって，誤っ
た意味の理解が生じるという問題がある．よって，
機械翻訳などの自然言語処理分野において，コンピ
ュータが比喩の意味を理解することは必要不可欠な
処理と考えられる．
比喩の一種である直喩は表現中に比喩であること
を明示する「のような」といった指標が存在し，例
える語（喩詞）と例えられる語（被喩詞）が明確で
ある比喩である．
比喩に関する研究は直喩が主な対象であり [1]，属
性と属性値の集合の表現に語概念をその意味特徴を
表す語（属性）の集合で定義している概念ベース[2]を
用いて，直喩の意味理解を行う先行研究[3]がある．こ
の研究は，概念ベースから取得した喩詞の属性を被
喩詞に修飾する語の候補としている．
概念ベースはある語と何らかの関係のある語を属
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性としているため，人の常識的な感覚が考慮されて
おらず，直喩の意味理解には限界があると考えられ
る．
人は会話中に直喩表現が用いられた時，経験を基
に培われた常識的な感覚によって喩詞と被喩詞の特
徴を想起し，被喩詞を修飾する語としてふさわしい
別の語に置き換えることで意味理解をする．例えば，
「林檎のような頬」の場合，林檎の特徴である「赤
い，球形，甘い」などを常識的な感覚によって想起
する．そして，頬の特徴である「柔らかい，赤い」
などを想起する．そして，共通する特徴である「赤
い」を別の語に置き換えるのにふさわしいと判断し，
「林檎のような頬」は「赤い頬」を意味していると
理解する．よって，直喩の理解には喩詞と被喩詞の
共通の特徴を常識的な感覚によって想起することが
重要である．このような名詞とその特徴である常識
的な「感覚」の関係を明確にすることができる感覚
想起手法[4]がある．そこで，本稿では感覚想起手法を
用いた直喩理解システムを構築することで，コンピ
ュータに直喩を理解させることを目指す．

2 感覚想起手法
感覚想起手法は名詞に対して連想される感覚語と
知覚語を出力する手法である．感覚語とは人が日常
的に用いる五感に関する形容詞で，
「辛い」や「痛い」
などである．知覚語とはある語に対する印象を表す
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形容詞で「可愛い」や「汚い」などが存在する．感
覚語は 99 語，知覚語は 116 語定義されている．

2.1

感覚知識ベース

感覚知識ベースは NTT シソーラス[5]の構造を参考
に構築した語と感覚の関係を保持した知識ベースで
ある．NTT シソーラスとは一般名詞の意味的用法を
表す約 2700 個の意味属性の上位下位関係，全体部分
関係を木構造で示され，約 13 万語が登録されてい
る．感覚知識ベースにはシソーラスのリーフから選
び出した「代表語」と，ノードから「分類語」が格
納されており，それぞれに感覚語，知覚語が付与さ
れている．

2.2

未知語処理

知識ベースに登録されていない単語を「未知語」
と呼び，これらに関して感覚想起を行うメカニズム
を「未知語処理」と呼ぶ．未知語処理には概念ベー
スと関連度計算 [6]を用いて，未知語に関する感覚想
起を行う．
2.2.1 概念ベース
概念ベースはある語を概念と定義し，概念の特徴
を表す語である属性と，属性の重要さを表す重みの
対で構成されている．ある概念 A は m 個の属性 ai と
重み wi(>0)の対によって式(1)で表現される．
(1)
概念𝐴 = {(𝑎1 , 𝑤1 ), (𝑎2 , 𝑤2 ), ･･･, (𝑎𝑚 , 𝑤𝑚 )}
ここで属性 ai を概念 A の一次属性と呼ぶ．概念 A
の持つ属性 ai を概念とみなし，更に属性を導くこと
ができる．
2.2.2 関連度計算方式
関連度計算方式は 2 つの概念の関連の強さを定量
的に表す手法である．関連度の値は 0.0～1.0 の実数
値をとり，1.0 に近づくほど関連が強い．

2.3

７つの処理手法

2.4.1 信頼度
「信頼度」とは確からしさであり，感覚想起手法の
各処理の出力の精度を測定し，それを信頼度として
設定した．取得処理１～７の信頼度を表 1 に示す．

処理
信頼度

表 1: 各処理の信頼度
2
3
4
5
0.81 0.68 0.58 0.47

6
0.43

7
0.15

2.4.2 信頼度合成方式
ある一つの感覚が複数の処理から取得された場合，
その信頼度を合成する．2 つの処理から得られた信
頼度をそれぞれ p1，p2 とすると，この感覚想起の合
成された信頼度 P は次のように表す．
P = p1 p2 / { p1 p2 + (1 - p1)(1 - p2) }
(2)

3 直喩理解システム
直喩理解システムでは，まず「A のような B」と
いった入力句に形態素解析を行い，喩詞，指標，被
喩詞に分割する．形態素解析には奈良先端大学で開
発された茶筅[7]を用いる．そして，シソーラスを用い
て直喩・例示判別を行う．例示とは，例えば「林檎
のような果物」のように一見指標に見える語を用い
ているが，直喩ではなく具体例を挙げる表現方法で
ある．そして，入力句が例示の場合，
「例示表現」と
出力し，直喩の場合は入力句を変換する際に喩詞と
指標と置き換わる語（候補語）を取得する．その取
得した候補語に対して最も喩詞の特徴を表し被喩詞
を修飾するのにふさわしい語を決めるために点数付
けを行う．最後に喩詞と指標を最も高い点数の候補
語に変換し，結果を出力する．例えば，
「林檎のよう
な頬」という入力の場合，
「赤い頬」と変化し出力を
する．図 1 に直喩理解システム全体の流れを示す．
入力

感覚想起手法では，以下の手法によって感覚を取
得する．
① 入力が代表語の場合は感覚を取得
② 未知語の場合は分類語を特定し，感覚を取得
③ 入力の属性に含まれる感覚を取得
④ 属性に入力を含む感覚を取得
⑤ 入力の属性に含まれる代表語の感覚を取得
⑥ 入力の属性に含まれる分類語の感覚を取得
⑦ 入力の二次属性に含まれる感覚を取得

2.4

1
1

信頼度合成方式

直喩・例示判別
茶筅を用いて
喩詞･接続語・被喩詞に分割
シソーラスを用いて
子ノード，リーフを取得
取得語の中から喩詞を探索
喩詞がある
喩詞がない

「例示表現です」
と出力

直喩表現と判断
感覚想起手法を用いた感覚・知覚語取得
感覚・知覚カテゴリを用いた感覚・知覚語取得
信頼度を用いた点数付け
文間関連度計算を用いた点数付け
被喩詞を最も点数の高い候補語に変換

感覚想起手法では出力の信頼性を上げるために，
2.3 節の 7 つの処理手法によって得られた感覚に対
し信頼度を設けている．
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出力

図 1: 直喩理解システム全体の流れ

3.1

入力

林檎のような頬

入力は「A のような B」といった二つの単語が「の
ような」といった語で接続される句とする．なお，
A および B はそれぞれ固有名詞でない 1 名詞とす
る．また，
「のような」といった A と B を接続する
語には，名詞で接続される「のような」，「じみた」，
「みたいな」，
「風な」
，「的な」の 5 種とする．

3.2

<候補語>

赤い

図 3: 感覚想起手法を用いた候補語取得の例

入力句が直喩表現か例示表現かどうかを判別する．
まず茶筅によって入力句に形態素解析を行い，A
と B を接続する語の直前の単語を喩詞，直後の単語
を被喩詞とする．そして，シソーラスを用いて被喩
詞の子ノード，そしてリーフを取得する．取得した
語に喩詞が存在する場合は例示と判断し，喩詞が存
在しない場合は直喩と判断する．シソーラスにおい
て上位にある語は下位にある語の抽象的な語であり，
下位にある語は，上位にある語を具体的にした語で
ある．よって被喩詞の同位以下に喩詞が存在する場
合は，具体例を示す表現である例示と判別できる．
直喩・例示判別の流れを図 2 に示す．
入力
茶筅を用いて
喩詞･接続語・被喩詞に分割

図 3 より，感覚想起手法を用いて喩詞「林檎」の
感覚・知覚語である「赤い，甘い，丸い」を取得す
る．また，同様に被喩詞「頬」の感覚・知覚語であ
る「柔らかい，赤い」を取得する．そして，喩詞と
被喩詞から取得した感覚・知覚語の中から共通の「赤
い」を候補語とする．
3.3.2 五感・知覚カテゴリを用いた取得
喩詞には被喩詞を修飾するカテゴリがあり，被喩
詞には喩詞によって修飾されるカテゴリがあると考
えられる．例えば，
「林檎のような頬」の場合，頬の
「色」を林檎の特徴によって修飾している．また，
「氷のような手」の場合，手の「温度」を氷の特徴
によって修飾している．本稿では例で示した「色」
や「温度」をカテゴリと呼ぶ．表 2 に五感カテゴリ，
表 3 に知覚カテゴリの一部を示す.

シソーラスを用いて
子ノード，リーフを取得

表 2:
五感カテゴリ
五感語 五感詳細
色
明暗
視覚
形
感じ
表面
音
聴覚
状態
温度
気温
触覚
状態
体感
状態
味覚
感じ
状態
嗅覚
感じ

取得語の中から喩詞を探索
喩詞がある

「例示表現です」
と出力

直喩表現と判断

図 2: 直喩・例示判別の流れ

3.3

赤い，…，柔らかい，…

赤い，…，丸い，…

直喩・例示判別

喩詞がない

感覚想起手法

感覚想起手法

候補語取得

3.2 節の直喩・例示判別によって，入力句が直喩句
であると判定された場合，次の二つの方法で候補語
を取得する．候補語とは入力句を変換する際に喩詞
と接続語に置き換わる語の候補群のことである．
3.3.1 感覚想起手法を用いた候補語取得
感覚想起手法の出力語は人が自然に感じる感覚や
印象を表す語であるため，喩詞と被喩詞の特徴を最
も表現している語を取得するために有効であると考
えられる．そこで，感覚想起手法を用いて喩詞と被
喩詞の感覚語と知覚語をそれぞれ取得し，共通の感
覚語と知覚語を候補語とする．入力が「林檎のよう
な頬」の場合の感覚想起手法を用いた候補語取得の
結果を図 3 に示す．

感覚カテゴリ
感覚語
赤い，青い，白い，…
明るい，暗い，…
大きい，小さい
豪華，質素，…
滑らか，でこぼこな，…
美しい，不快，…
うるさい，静かだ，…
熱い，冷たい，…
涼しい，暖かい，…
硬い，柔らかい，…
痛い，痒い，…
甘い，辛い，苦い,…
美味しい，不味い，
甘い，酸っぱい，…
臭い，芳しい，…

表 2 より，五感語とは五感を示す語であり，五感
詳細は五感語をさらに分類するものである．例えば，
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「赤い」は五感「視覚」に関係しており，五感詳細
は「色」である．よって「赤い」は「視覚：色」に分
類される．2.1 節で述べた感覚語 98 語に対して五感
詳細と五感語の二つのレベルに分類した結果，五感
と五感詳細の組み合わせは 15 種類となった．よっ
て，これらの 15 種類を五感カテゴリと定義する．
表 3: 知覚カテゴリの一部
知覚カテゴリ
知覚語
つまらない
すばらしい，面白い，…
楽しい
強い
うるさい
…

悲しい，憂鬱な，苦しい，･･･
弱い，儚い
静かな
･･･

る「温かい，大きい」を取得する．そして，喩詞「氷」
の感覚・知覚語である「硬い，冷たい」のカテゴリ
分類を行い，
「硬い」からは「触角・状態」，
「冷たい」
からは「触覚・温度」を取得する．また，同様にし
て被喩詞「手」の感覚・知覚語である「温かい，大
きい」のカテゴリ分類を行い，
「温かい」からは「触
角・温度」，「大きい」からは「視覚・形」を取得す
る．そして，被喩詞の五感・知覚カテゴリと共通の
五感・知覚カテゴリを持つ喩詞の感覚・知覚語であ
る「冷たい」を候補語とする．

3.4

表 3 より，知覚語に対してはその知覚語が持つ反
対語を一つのカテゴリとする．知覚語は感覚語と異
なり，五感詳細のように分類は困難である．そのた
め，同様の反対語を持つ知覚語は同様に想起されや
すい語である考え，一つのカテゴリとする．例えば，
「すばらしい」と「面白い」の反対語はそれぞれが
同様の「つまらない」である．知覚語 116 語に対し
て，同様の反対語を持つものに分類した結果，72 種
類となった．よって，これらの 72 種類を知覚カテゴ
リと定義する．
五感・知覚カテゴリを用いて，喩詞と被喩詞から
共通の五感・知覚カテゴリを取得する．まず感覚想
起手法を用いて喩詞と被喩詞からそれぞれ感覚・知
覚語を取得する．次に，取得した感覚・知覚語の五
感・知覚カテゴリをそれぞれ取得する．そして，被
喩詞の五感・知覚カテゴリと同様の五感・知覚カテ
ゴリを持つ喩詞の感覚・知覚語を候補語とする．図
4 に入力が「氷のような手」の場合，喩詞と被喩詞か
ら共通の五感・知覚カテゴリを取得した結果を示す．

喩詞の特徴を表し被喩詞を修飾するのに最もふさ
わしい語を選出するために 3.3 節で取得した複数の
候補語に対して，点数付けを行う．点数付けは初め
に 3.4.1 項の手法を行い，
次に 3.4.2 項の手法を行う．
3.4.1 信頼度の値を用いた点数付け
2.4 節で述べた信頼度の値を用いた点数付けを行
う．ある語から複数の感覚・知覚語が取得された場
合，信頼度の値が高い語の方が低い語に比べて，人
が想起しやすい語といえる．そこで，本稿では喩詞
と被喩詞の共通の感覚語と知覚語に対して，それぞ
れの信頼度の値を乗算することで，その候補語の点
数とする．喩詞としての信頼度を x1，被喩詞として
の信頼度を x2 とすると，候補語の点数 X の計算式(3)
のように計算する．
X = x1 + x2
(3)
図 5 に入力が「石のような食べ物」の場合におい
て信頼度計算の値を用いた点数付けの例を示す．
石のような食べ物
候補語取得

候補語取得

<候補語> 硬い（1.00），茶色い（0.69）

氷のような手
感覚想起手法

点数付け

《点数》 硬い 1.00 + 0.58 = 1.58

硬い（0.58），茶色い（0.48）
茶色い 0.69 + 0.48 = 1.17

感覚想起手法

硬い，…，冷たい

硬い（1.58），茶色い（1.17）

温かい，…，大きい，…

図 5: 信頼度の値を用いた点数付けの例
<カテゴリ> 触覚‐状態 触覚‐温度

<候補語>

触覚‐温度

視覚‐形

冷たい

図 4: 五感・知覚カテゴリを用いた候補語取得の例
図 4 より，まず感覚想起手法を用いて喩詞「氷」
の感覚・知覚語である「硬い，冷たい」を取得する．
また，同様にして被喩詞「手」の感覚・知覚語であ

図 5 より，喩詞「石」と被喩詞「食べ物」は同様
の感覚・知覚語である「硬い，茶色い」が取得され
ている．喩詞「石」の候補語である「硬い」の信頼
度計算の値は 1.00 であり，
「茶色い」は 0.69 である．
被喩詞「食べ物」の候補語である「硬い」の信頼度
計算の値は 0.58 であり，
「茶色い」は 0.48 である．
そこで，
「硬い」の点数 X は喩詞の信頼度 x1 の値 1.00
と被喩詞の信頼度 x2 の値 0.58 を足し合わせた 1.58
となる．また，
「食べ物」の点数 X は喩詞の信頼度 x1

− 38 −

の値 0.69 と被喩詞の信頼度 x2 の値 0.48 を足し合わ
せた 1.17 となる．
3.4.2 文間関連度計算を用いた点数付け
候補語（感覚・知覚語）である形容詞・形容動詞
は複数の意味を持つ場合がある．例えば，形容詞「細
い」は，直径が短い棒状の物の意味や声が細いなど
の意味を持つ．直喩では喩詞は形容詞である候補語
と置き換わるため，喩詞の意味文と候補語の意味文
には高い関連性があると考えられる．そこで，喩詞
の意味文と候補語の意味文との文間関連度計算を行
う．文間関連度とは文間関連度計算方式によって算
出される文と文との関係の強さを定量化した際の値
で，本稿では文の長さに影響されにくい EMD を用
いた文間関連度計算方式[8]を採用する．
文間関連度計算方式を用いて，喩詞と候補語の全て
の意味文との文間関連度計算を行い 3.4.1 項で算出
した点数 X と掛け合わせる．喩詞と候補語の全ての
意味文との文間関連度計算の最大値を EMD 値とし，
候補語の点数 Y の計算式を式(4)で表す．
Y = X * EMD
(4)
図 6 に 3.4.1 項での入力例「鹿のような足」におけ
る，候補語「細い」の全ての意味文と喩詞「鹿」の
全ての意味文との文間関連度計算を用いた点数付け
を示す．
候補語「細い」
の意味文全て

文間関連度

0.0154717
棒状のものの直径が短い。
帯状のものの幅が小さい。
0.00926041
0.00525621

小さい。細かい。
0.00299017

喩詞「鹿」
の意味文全て

「細い」の点数 X は 1.06 であるため，点数 Y は 1.06
と 0.0154717 を掛け合わせた 0.016400002 となる．
最後に喩詞と指標を最も高い点数を持つ候補語に
変換し，出力する．入力が 3.4.2 項の「鹿のような足」
の場合は最も高い点数である候補語「細い」に変換
し，
「細い足」と出力する．

4 評価
直喩理解システムの評価を 4.1 節に示す．また，
直喩・例示判別の評価を 4.2 節に示す．

4.1

被験者 3 名に対して「林檎のような頬」や「子供
じみた声」などの直喩句の評価セットを収集した．
結果として収集した 105 句を評価セットとする．
評価方法は，1 つの入力句に対して出力結果が正
しい場合は 2 点，どちらとも言えない場合は 1 点，
正しくない場合は 0 点とし，被験者 3 名により評価
した．そして，1 つの入力句に対して，被験者 3 名
の合計点（最高 6 点，最低 0 点）のうち 5 点以上の
評価を得た評価セットの割合を精度とする．
既存システムと本システムの評価結果を表 4 に示
す．ここでの既存システムとは丸山ら [3]で提案され
ているシステムとする．また本システムの出力結果
の一部を表 5 に示す．

偶蹄目シカ科の哺乳類
…細長い四肢をもつ…。

遊女階級の一つで「囲」
の異名のこと。

EMD：0.0154717

「細い」の点数Y：1.06 × 0.0154717 ＝ 0.016400002

既存
本稿

6点
50.5
55.2

表 4: 評価結果
5点 4点 3点 2点
8.6
5.7
6.7
1.9
10.5 7.6
3.8
4.8

1点
2.9
1.9

0点
23.8
16.2

表 4 より，先行研究の精度が 59.1%に対して，本
稿では 65.7%であった．

図 6: 候補語「細い」の点数付けの例
図 6 より，候補語「細い」の一つ目の意味文であ
る「棒状のものの直径が短い。帯状のものの幅が小
さい。
」と喩詞「鹿」の一つ目の意味文である「偶蹄
目シカ科の哺乳類…細長い四肢をもつ…。
」との文間
関連度が 0.0154717 である．また，喩詞「鹿」の二つ
目の意味文である「遊女階級の一つで「囲」の異名
のこと。
」との文間関連度が 0.00926041 である．同
様にして，候補語「細い」の二つ目の意味文である
「小さい。細かい。
」に対して，喩詞「鹿」の一つ目
と二つ目の意味文との文間関連度がそれぞれ
0.00525621，0.00299017 である．その文間関連度の最
大値である 0.0154717 を EMD とする．3.4.1 項より

直喩理解システムの評価

表 5: 出力結果の一部
入力
出力結果
評価結果
林檎のような頬
赤い頬
6点
鋼のような体
硬い体
5点
海のような心
美しい心
1点
刃物のような言葉
短い言葉
0点
「海のような心」は既存システムでは 5 点である
のに対して，本システムでは 1 点という評価結果が
であった．望ましい出力としては「広い心」が考え
られる．3.3 節の手法では「海」から「広い」は感覚
想起できるが，
「心」から「広い」は感覚想起できな
かった．これは「広い」が視覚に基づく五感語であ
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り，
「心」は目に見えない抽象物であるため，
「広い」
を感覚想起できなかったことが原因だと考えられる．

4.2

直喩・例示判別の評価

被験者 3 名に対して考えられるだけの例示句を挙
げてもらうという方法を用いて例示句のテストセッ
トを収集した．結果として収集した 50 句を例示句の
テストセットとし，4.1 節の直喩句 105 句中の 50 句
と合わせた 100 句を直喩・例示の評価セットとした．
表 6 に直喩・例示の評価セットの一部を示す．
表 6: 直喩・例示の評価セットの一部
直喩句
例示句
林檎のような頬
林檎のような果物
天使みたいな人
革靴のような靴
ガラスのような心
野球のようなスポーツ

5 まとめ
本稿は，直喩を用いない句に変換することで，コ
ンピュータに直喩を理解させることを目的として，
直喩理解システムを構築した．本稿の評価を行った
結果 65.7％という精度を得ることができた．感覚想
起手法を用いることによって先行研究の精度を上回
ることができた．本稿では比喩の中でも直喩に限定
して研究を行ったので，隠喩や擬人法など他の比喩
を理解するシステムの構築が今後の課題である．ま
た，自然言語には比喩以外にも倒置法などの特有の
表現方法があるので，それらに対応できるようなシ
ステムを構築することで，人とコンピュータの円滑
なコミュニケーションの実現が期待される．
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