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;;(TAC23022-0010-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|フロント|で|ございま|す|。|) 

;;(TAC23022-0010-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|普通名詞|助動詞|補助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0010-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|フロント|で|ございま|す|。|) 

;;(TAC23022-0010-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|普通名詞|助動詞|補助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0010-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<名詞句>   

              (<普通名詞>  フロント)) 

            (<助動詞>  で)) 

          (<補助動詞>   

            (<補助動詞語幹>  ございま) 

            (<語尾>  す))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0020-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|［|えー|］|五|百|十|五|号|室|の|者|で|す|けれども|。|) 

;;(TAC23022-0020-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|記号|間投詞|記号|数詞|接尾辞|数詞|数詞|接尾辞|接尾辞|連体助詞|普通名詞|助動詞|語尾|接続助詞|記

号|) 

;;(TAC23022-0020-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|五 百 十 五 号 室|の|者|で|す|けれども|。|) 

;;(TAC23022-0020-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|名詞句|連体助詞|普通名詞|助動詞語幹|語尾|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0020-1 



  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<名詞句>   

              (<連体詞句>   

                (<名詞句>  五 百 十 五 号 室) 

                (<連体助詞>  の)) 

              (<名詞句>   

                (<普通名詞>  者))) 

            (<助動詞>   

              (<助動詞語幹>  で) 

              (<語尾>  す))) 

          (<終助詞>  けれども)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0020-2|形態素後処理前|見出し|友達|が|来る|こと|に|な|っ|て|ま|し|て|、|部屋|を|替え|ていただけ|る|かどうか|、|お|伺|い|し|た|い|ん|で|

す|が|。|) 

;;(TAC23022-0020-2|形態素後処理前|品詞|普通名詞|格助詞|本動詞|普通名詞|格助詞|本動詞|語尾|助動詞|助動詞|語尾|接続助詞|記号|普通名詞|格助詞|本動詞|

助動詞|語尾|引用助詞|記号|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞|語尾|準体助詞|助動詞|語尾|接続助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0020-2|形態素後処理後|見出し|友達|が|来る|こと|に|な|っ|て|ま|し|て|、|部屋|を|替え|ていただけ|る|かどうか|、|お|伺|い|し|た|い|ん|で|

す|が|。|) 

;;(TAC23022-0020-2|形態素後処理後|品詞|普通名詞|格助詞|本動詞|普通名詞|格助詞|本動詞|語尾|助動詞語幹|助動詞語幹|語尾|接続助詞|読点|普通名詞|格助詞

|本動詞|助動詞語幹|語尾|引用助詞|読点|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞語幹|語尾|準体助詞|助動詞語幹|語尾|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0020-2 



  (<文>   

    (<節>   

      (<副詞節>   

        (<節>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<動詞>   

                (<後置詞句>   

                  (<名詞句>   

                    (<連体修飾節>   

                      (<動詞>   

                        (<後置詞句>   

                          (<名詞句>   

                            (<普通名詞>  友達)) 

                          (<格助詞>  が)) 

                        (<動詞>   

                          (<本動詞>  来る)))) 

                    (<名詞句>   

                      (<普通名詞>  こと))) 

                  (<格助詞>  に)) 

                (<動詞>   

                  (<本動詞>  な) 

                  (<語尾>  っ))) 

              (<助動詞>   

                (<助動詞語幹>  て))) 

            (<助動詞>   

              (<助動詞語幹>  ま) 

              (<語尾>  し)))) 

        (<接続助詞>   



          (<接続助詞>  て) 

          (<読点>  、))) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<名詞節>   

              (<連体修飾節>   

                (<動詞句>   

                  (<動詞句>   

                    (<動詞>   

                      (<後置詞句>   

                        (<節>   

                          (<動詞句>   

                            (<動詞>   

                              (<後置詞句>   

                                (<名詞句>   

                                  (<普通名詞>  部屋)) 

                                (<格助詞>  を)) 

                              (<動詞>   

                                (<本動詞>  替え))) 

                            (<助動詞>   

                              (<助動詞語幹>  ていただけ) 

                              (<語尾>  る)))) 

                        (<引用助詞>   

                          (<引用助詞>  かどうか) 

                          (<読点>  、))) 

                      (<動詞>   

                        (<本動詞>   

                          (<接頭辞>  お) 



                          (<本動詞>  伺)) 

                        (<語尾>  い))) 

                    (<補助動詞>  し)) 

                  (<助動詞>   

                    (<助動詞語幹>  た) 

                    (<語尾>  い)))) 

              (<準体助詞>  ん)) 

            (<助動詞>   

              (<助動詞語幹>  で) 

              (<語尾>  す))) 

          (<終助詞>  が)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0030-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|いつ|から|の|ご|変更|で|ございま|す|か|。|) 

;;(TAC23022-0030-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|代名詞|格助詞|連体助詞|接頭辞|サ変名詞|助動詞|補助動詞|語尾|終助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0030-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|いつ|から|の|ご 変更|で|ございま|す|か|。|) 

;;(TAC23022-0030-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|代名詞|格助詞|連体助詞|名詞句|助動詞|補助動詞語幹|語尾|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0030-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<動詞>   

              (<名詞句>   

                (<連体詞句>   



                  (<後置詞句>   

                    (<名詞句>   

                      (<代名詞>  いつ)) 

                    (<格助詞>  から)) 

                  (<連体助詞>  の)) 

                (<名詞句>  ご 変更)) 

              (<助動詞>  で)) 

            (<補助動詞>   

              (<補助動詞語幹>  ございま) 

              (<語尾>  す))) 

          (<終助詞>  か)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0040-1|形態素後処理前|見出し|十四日|と|十五日|だけ|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0040-1|形態素後処理前|品詞|日時|並立助詞|日時|副助詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0040-1|形態素後処理後|見出し|十四日|と|十五日|だけ|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0040-1|形態素後処理後|品詞|日時|並立助詞|日時|副助詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0040-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞>   

        (<名詞句>   

          (<名詞句>   

            (<連体詞句>   

              (<名詞句>   

                (<日時>  十四日)) 

              (<並立助詞>  と)) 

            (<名詞句>   

              (<日時>  十五日))) 



          (<副助詞>  だけ)) 

        (<助動詞>   

          (<助動詞語幹>  で) 

          (<語尾>  す)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0050-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|［|えー|］|お|部屋|は|ツイン|に|お|替え|し|てよろし|い|ん|で|しょ|う|か|。|) 

;;(TAC23022-0050-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|記号|間投詞|記号|接頭辞|普通名詞|係助詞|普通名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|補助動詞|助動詞|語尾|準体

助詞|助動詞|語尾|助動詞|終助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0050-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|お 部屋|は|ツイン|に|お|替え|し|てよろし|い|ん|で|しょ|う|か|。|) 

;;(TAC23022-0050-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|名詞句|係助詞|普通名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|補助動詞|助動詞語幹|語尾|準体助詞|助動詞語幹|語尾|

助動詞|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0050-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<名詞節>   

                (<連体修飾節>   

                  (<動詞句>   

                    (<動詞句>   

                      (<動詞>   

                        (<後置詞句>   

                          (<名詞句>  お 部屋) 



                          (<係助詞>  は)) 

                        (<動詞>   

                          (<後置詞句>   

                            (<名詞句>   

                              (<普通名詞>  ツイン)) 

                            (<格助詞>  に)) 

                          (<動詞>   

                            (<本動詞>   

                              (<接頭辞>  お) 

                              (<本動詞>  替え))))) 

                      (<補助動詞>  し)) 

                    (<助動詞>   

                      (<助動詞語幹>  てよろし) 

                      (<語尾>  い)))) 

                (<準体助詞>  ん)) 

              (<助動詞>   

                (<助動詞語幹>  で) 

                (<語尾>  しょ))) 

            (<助動詞>  う)) 

          (<終助詞>  か)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0060-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|それ|で|結構|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0060-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|代名詞|格助詞|形容名詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0060-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|それ|で|結構|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0060-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|代名詞|格助詞|形容名詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0060-1 

  (<文>   

    (<節>   



      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<後置詞句>   

              (<名詞句>   

                (<代名詞>  それ)) 

              (<格助詞>  で)) 

            (<形容名詞>  結構)) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  で) 

            (<語尾>  す))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0070-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|お|調べ|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0070-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|接頭辞|本動詞|補助動詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0070-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|お|調べ|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0070-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|接頭辞|本動詞|補助動詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0070-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   



            (<動詞>   

              (<本動詞>   

                (<接頭辞>  お) 

                (<本動詞>  調べ))) 

            (<補助動詞>  し)) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  ま) 

            (<語尾>  す))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0070-2|形態素後処理前|見出し|少々|お|待|ち|くださ|い|ま|せ|。|) 

;;(TAC23022-0070-2|形態素後処理前|品詞|副詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|語尾|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0070-2|形態素後処理後|見出し|少々|お|待|ち|くださ|い|ま|せ|。|) 

;;(TAC23022-0070-2|形態素後処理後|品詞|副詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞語幹|語尾|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0070-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<副詞句>   

              (<副詞>  少々)) 

            (<動詞>   

              (<本動詞>   

                (<接頭辞>  お) 

                (<本動詞>  待)) 

              (<語尾>  ち))) 

          (<補助動詞>   

            (<補助動詞語幹>  くださ) 



            (<語尾>  い))) 

        (<助動詞>   

          (<助動詞語幹>  ま) 

          (<語尾>  せ)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0080-1|形態素後処理前|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0080-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0080-1|形態素後処理後|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0080-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0080-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  はい)) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0080-2|形態素後処理前|見出し|お|願|い|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0080-2|形態素後処理前|品詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0080-2|形態素後処理後|見出し|お|願|い|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0080-2|形態素後処理後|品詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0080-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<本動詞>   

              (<接頭辞>  お) 

              (<本動詞>  願)) 



            (<語尾>  い)) 

          (<補助動詞>  し)) 

        (<助動詞>   

          (<助動詞語幹>  ま) 

          (<語尾>  す)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0090-1|形態素後処理前|見出し|お|待|た|せ|いた|し|ま|し|た|。|) 

;;(TAC23022-0090-1|形態素後処理前|品詞|接頭辞|本動詞|語尾|助動詞|補助動詞|語尾|助動詞|語尾|助動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0090-1|形態素後処理後|見出し|お|待|た|せ|いた|し|ま|し|た|。|) 

;;(TAC23022-0090-1|形態素後処理後|品詞|接頭辞|本動詞|語尾|助動詞語幹|補助動詞語幹|語尾|助動詞語幹|語尾|助動詞|句点|) 

(TAC23022-0090-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<動詞>   

                (<本動詞>   

                  (<接頭辞>  お) 

                  (<本動詞>  待)) 

                (<語尾>  た)) 

              (<助動詞>   

                (<助動詞語幹>  せ))) 

            (<補助動詞>   

              (<補助動詞語幹>  いた) 

              (<語尾>  し))) 

          (<助動詞>   



            (<助動詞語幹>  ま) 

            (<語尾>  し))) 

        (<助動詞>  た))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0090-2|形態素後処理前|見出し|［|え|］|十|四|十|五|の|ツイン|は|［|えー|］|一|万|五|千|円|で|ご|用意|でき|ま|す|が|。|) 

;;(TAC23022-0090-2|形態素後処理前|品詞|記号|間投詞|記号|数詞|数詞|数詞|数詞|連体助詞|普通名詞|係助詞|記号|間投詞|記号|数詞|接尾辞|数詞|接尾辞|接尾

辞|格助詞|接頭辞|サ変名詞|補助動詞|助動詞|語尾|接続助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0090-2|形態素後処理後|見出し|十四 十五|の|ツイン|は|一 万 五 千|円|で|ご|用意|でき|ま|す|が|。|) 

;;(TAC23022-0090-2|形態素後処理後|品詞|名詞句|連体助詞|普通名詞|係助詞|数詞|接尾辞|格助詞|接頭辞|サ変名詞|補助動詞語幹|助動詞語幹|語尾|終助詞|句点

|) 

(TAC23022-0090-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<動詞>   

              (<後置詞句>   

                (<名詞句>   

                  (<連体詞句>   

                    (<名詞句>  十四 十五) 

                    (<連体助詞>  の)) 

                  (<名詞句>   

                    (<普通名詞>  ツイン))) 

                (<係助詞>  は)) 

              (<動詞>   

                (<後置詞句>   

                  (<名詞句>   



                    (<数量詞>   

                      (<数詞>  一 万 五 千) 

                      (<接尾辞>  円))) 

                  (<格助詞>  で)) 

                (<サ変名詞>   

                  (<接頭辞>  ご) 

                  (<サ変名詞>  用意)))) 

            (<補助動詞>   

              (<補助動詞語幹>  でき))) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  ま) 

            (<語尾>  す))) 

        (<終助詞>  が))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0100-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|じゃ|、|それ|で|お|願|い|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0100-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|接続詞|記号|代名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0100-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|じゃ|、|それ|で|お|願|い|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0100-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|接続詞|読点|代名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0100-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<接続詞>   

          (<接続詞>  じゃ) 

          (<読点>  、)) 



        (<節>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<動詞>   

                (<後置詞句>   

                  (<名詞句>   

                    (<代名詞>  それ)) 

                  (<格助詞>  で)) 

                (<動詞>   

                  (<本動詞>   

                    (<接頭辞>  お) 

                    (<本動詞>  願)) 

                  (<語尾>  い))) 

              (<補助動詞>  し)) 

            (<助動詞>   

              (<助動詞語幹>  ま) 

              (<語尾>  す)))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0100-2|形態素後処理前|見出し|どうも|ありがとうございました|。|) 

;;(TAC23022-0100-2|形態素後処理前|品詞|副詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0100-2|形態素後処理後|見出し|どうも|ありがとうございました|。|) 

;;(TAC23022-0100-2|形態素後処理後|品詞|文副詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0100-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<文副詞>  どうも) 

      (<節>   

        (<感動詞>  ありがとうございました))) 



    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0110-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|では|、|［|あのー|］|お越し|にな|る|お|客|様|の|お|名前|を|ちょうだい|でき|ま|す|か|。|) 

;;(TAC23022-0110-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|接続詞|記号|記号|間投詞|記号|サ変名詞|補助動詞|語尾|接頭辞|普通名詞|接尾辞|連体助詞|接頭辞|普通

名詞|格助詞|サ変名詞|補助動詞|助動詞|語尾|終助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0110-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|では|、|お越し|にな|る|お 客 様|の|お 名前|を|ちょうだい|でき|ま|す|か|。|) 

;;(TAC23022-0110-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|接続詞|読点|サ変名詞|補助動詞語幹|語尾|名詞句|連体助詞|名詞句|格助詞|サ変名詞|補助動詞語幹|助動

詞語幹|語尾|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0110-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<接続詞>   

          (<接続詞>  では) 

          (<読点>  、)) 

        (<節>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<動詞句>   

                (<動詞>   

                  (<後置詞句>   

                    (<名詞句>   

                      (<連体詞句>   

                        (<名詞句>   

                          (<連体修飾節>   

                            (<動詞句>   



                              (<サ変名詞>  お越し) 

                              (<補助動詞>   

                                (<補助動詞語幹>  にな) 

                                (<語尾>  る)))) 

                          (<名詞句>  お 客 様)) 

                        (<連体助詞>  の)) 

                      (<名詞句>  お 名前)) 

                    (<格助詞>  を)) 

                  (<サ変名詞>  ちょうだい)) 

                (<補助動詞>   

                  (<補助動詞語幹>  でき))) 

              (<助動詞>   

                (<助動詞語幹>  ま) 

                (<語尾>  す))) 

            (<終助詞>  か))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0120-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|［|えー|］|カレン|・|フォード|と|申|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0120-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|記号|間投詞|記号|人名|記号|人名|格助詞|本動詞|語尾|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0120-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|カレン|・|フォード|と|申|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0120-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|人名|中黒|人名|格助詞|本動詞|語尾|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0120-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   



          (<動詞>   

            (<後置詞句>   

              (<名詞句>   

                (<姓名>   

                  (<人名>  カレン) 

                  (<中黒>  ・) 

                  (<人名>  フォード))) 

              (<格助詞>  と)) 

            (<動詞>   

              (<本動詞>  申) 

              (<語尾>  し))) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  ま) 

            (<語尾>  す))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0130-1|形態素後処理前|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0130-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0130-1|形態素後処理後|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0130-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0130-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  はい)) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0130-2|形態素後処理前|見出し|スペル|の|ほう|、|お|願|い|いた|し|ま|す|。|) 

;;(TAC23022-0130-2|形態素後処理前|品詞|普通名詞|連体助詞|普通名詞|記号|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞|語尾|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0130-2|形態素後処理後|見出し|スペル|の|ほう|、|お|願|い|いた|し|ま|す|。|) 



;;(TAC23022-0130-2|形態素後処理後|品詞|普通名詞|連体助詞|普通名詞|読点|接頭辞|本動詞|語尾|補助動詞語幹|語尾|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0130-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   

          (<動詞>   

            (<名詞句>   

              (<連体詞句>   

                (<名詞句>   

                  (<普通名詞>  スペル)) 

                (<連体助詞>  の)) 

              (<名詞句>   

                (<普通名詞>   

                  (<普通名詞>  ほう) 

                  (<読点>  、)))) 

            (<動詞>   

              (<本動詞>   

                (<接頭辞>  お) 

                (<本動詞>  願)) 

              (<語尾>  い))) 

          (<補助動詞>   

            (<補助動詞語幹>  いた) 

            (<語尾>  し))) 

        (<助動詞>   

          (<助動詞語幹>  ま) 

          (<語尾>  す)))) 

    (<句点>  。)) 

) 



;;(TAC23022-0140-1|形態素後処理前|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0140-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0140-1|形態素後処理後|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0140-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0140-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  はい)) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0140-2|形態素後処理前|見出し|ケイ|エイ|アール|イー|エヌ|、|エフ|オー|アール|ディー|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0140-2|形態素後処理前|品詞|普通名詞|普通名詞|普通名詞|普通名詞|普通名詞|記号|普通名詞|普通名詞|普通名詞|普通名詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0140-2|形態素後処理後|見出し|ケイ エイ アール イー エヌ 、 エフ オー アール ディー|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0140-2|形態素後処理後|品詞|名詞句|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0140-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞>   

        (<名詞句>  ケイ エイ アール イー エヌ 、 エフ オー アール ディー) 

        (<助動詞>   

          (<助動詞語幹>  で) 

          (<語尾>  す)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0150-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|かしこまりました|。|) 

;;(TAC23022-0150-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0150-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|かしこまりました|。|) 

;;(TAC23022-0150-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0150-1 



  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<感動詞>  かしこまりました))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0150-2|形態素後処理前|見出し|では|、|五|百|十|五|号|室|の|ハリス|様|で|、|十|四|十|五|と|ツイン|に|お|替え|し|たらよろし|い|で|す|ね|。

|) 

;;(TAC23022-0150-2|形態素後処理前|品詞|接続詞|記号|数詞|接尾辞|数詞|数詞|接尾辞|接尾辞|連体助詞|人名|接尾辞|格助詞|記号|数詞|数詞|数詞|数詞|格助詞

|普通名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|補助動詞|助動詞|語尾|助動詞|語尾|終助詞|記号|) 

;;(TAC23022-0150-2|形態素後処理後|見出し|では|、|五 百 十 五 号 室|の|ハリス|様|で|、|十四 十五|と|ツイン|に|お|替え|し|たらよろし|い|で|す|ね|。|) 

;;(TAC23022-0150-2|形態素後処理後|品詞|接続詞|読点|名詞句|連体助詞|人名|接尾辞|格助詞|読点|名詞句|格助詞|普通名詞|格助詞|接頭辞|本動詞|補助動詞|助

動詞語幹|語尾|助動詞語幹|語尾|終助詞|句点|) 

(TAC23022-0150-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<接続詞>   

        (<接続詞>  では) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞句>   

          (<動詞句>   

            (<動詞句>   

              (<動詞句>   

                (<動詞>   

                  (<後置詞句>   



                    (<名詞句>   

                      (<連体詞句>   

                        (<名詞句>  五 百 十 五 号 室) 

                        (<連体助詞>  の)) 

                      (<名詞句>   

                        (<人名>  ハリス) 

                        (<接尾辞>  様))) 

                    (<格助詞>   

                      (<格助詞>  で) 

                      (<読点>  、))) 

                  (<動詞>   

                    (<後置詞句>   

                      (<名詞句>  十四 十五) 

                      (<格助詞>  と)) 

                    (<動詞>   

                      (<後置詞句>   

                        (<名詞句>   

                          (<普通名詞>  ツイン)) 

                        (<格助詞>  に)) 

                      (<動詞>   

                        (<本動詞>   

                          (<接頭辞>  お) 

                          (<本動詞>  替え)))))) 

                (<補助動詞>  し)) 

              (<助動詞>   

                (<助動詞語幹>  たらよろし) 

                (<語尾>  い))) 

            (<助動詞>   

              (<助動詞語幹>  で) 



              (<語尾>  す))) 

          (<終助詞>  ね)))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0160-1|形態素後処理前|見出し|はい|、|その|とおり|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0160-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|連体詞|普通名詞|助動詞|語尾|記号|) 

;;(TAC23022-0160-1|形態素後処理後|見出し|はい|、|その|とおり|で|す|。|) 

;;(TAC23022-0160-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|読点|連体詞|普通名詞|助動詞語幹|語尾|句点|) 

(TAC23022-0160-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<感動詞>  はい) 

        (<読点>  、)) 

      (<節>   

        (<動詞>   

          (<名詞句>   

            (<連体詞句>   

              (<連体詞>  その)) 

            (<名詞句>   

              (<普通名詞>  とおり))) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  で) 

            (<語尾>  す))))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0160-2|形態素後処理前|見出し|よろしく|お願いします|。|) 

;;(TAC23022-0160-2|形態素後処理前|品詞|副詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0160-2|形態素後処理後|見出し|よろしく|お願いします|。|) 



;;(TAC23022-0160-2|形態素後処理後|品詞|副詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0160-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>   

        (<副詞句>   

          (<副詞>  よろしく)) 

        (<感動詞>  お願いします))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0170-1|形態素後処理前|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0170-1|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0170-1|形態素後処理後|見出し|はい|。|) 

;;(TAC23022-0170-1|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0170-1 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  はい)) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0170-2|形態素後処理前|見出し|こちら|係|、|鈴木|と|申|し|ま|し|た|。|) 

;;(TAC23022-0170-2|形態素後処理前|品詞|代名詞|普通名詞|記号|人名|格助詞|本動詞|語尾|助動詞|語尾|助動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0170-2|形態素後処理後|見出し|こちら|係|、|鈴木|と|申|し|ま|し|た|。|) 

;;(TAC23022-0170-2|形態素後処理後|品詞|代名詞|普通名詞|読点|人名|格助詞|本動詞|語尾|助動詞語幹|語尾|助動詞|句点|) 

(TAC23022-0170-2 

  (<文>   

    (<節>   

      (<動詞句>   

        (<動詞句>   



          (<動詞>   

            (<名詞句>   

              (<代名詞>  こちら)) 

            (<動詞>   

              (<後置詞句>   

                (<名詞句>   

                  (<名詞句>   

                    (<普通名詞>  係)) 

                  (<読点>  、) 

                  (<名詞句>   

                    (<人名>  鈴木))) 

                (<格助詞>  と)) 

              (<動詞>   

                (<本動詞>  申) 

                (<語尾>  し)))) 

          (<助動詞>   

            (<助動詞語幹>  ま) 

            (<語尾>  し))) 

        (<助動詞>  た))) 

    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0170-3|形態素後処理前|見出し|ありがとうございます|。|) 

;;(TAC23022-0170-3|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0170-3|形態素後処理後|見出し|ありがとうございます|。|) 

;;(TAC23022-0170-3|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0170-3 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  ありがとうございます)) 



    (<句点>  。)) 

) 

;;(TAC23022-0170-4|形態素後処理前|見出し|失礼いたします|。|) 

;;(TAC23022-0170-4|形態素後処理前|品詞|感動詞|記号|) 

;;(TAC23022-0170-4|形態素後処理後|見出し|失礼いたします|。|) 

;;(TAC23022-0170-4|形態素後処理後|品詞|感動詞|句点|) 

(TAC23022-0170-4 

  (<文>   

    (<節>   

      (<感動詞>  失礼いたします)) 

    (<句点>  。)) 

) 


