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あらまし オノマトペとはいわゆる擬態語・擬音語のことである．事象を的確に表現でき，コミュニケーションを図

る上で重要なものである．ところが，オノマトペは感覚的なものであるので外国人の日本語学習者がオノマトペの意

味・用法を習得するのは難しく，その学習に有効なのはオノマトペを含む文章を知ることだと言われている．そこで，

我々はWebから数多くの新しい文章を抽出し，学習者に提示できるようなオノマトペ用例辞典「オノマトペディア」

の開発を進めている．本辞典では現在，オノマトペの品詞的役割によって用例を分類し画面上に提示しているが，そ

れでは様々な用例が混在し，オノマトペの意味が理解しにくい．そこで，オノマトペの用例をオノマトペの意味ごと

に分類し提示する手法を検討している．本稿では，オノマトペの意味を考える際に重要なオノマトペの係り受け関係

を考慮したクラスタリング手法について述べる．
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Abstract Onomatopoeia which is imitative word is exepress concrete phenomenon and it plays a crucial part in

communication. But it is difficult for learners of Japanese who study Japanese onomatopoeia to understand their

means and usages because onomatopia is sensuous. An effective method for mastering onomatopoeia is to read a lot

of sentences with onomatopoeia. Then we are developing an online onomatopoeia example-based dictionary which

collects a lot of sentences with onomatopoeia from the Web. Now we presents sentences which is classified in a part

of speech role of onomatopoeia the screen. However each onomatopoeia has multiple meaning, in the current version,

sentences which have different meaning of onomatopoeia are mixed in the example list. Then, we attempt classifying

these examples of onomatopoeia by onomatopoeia meaning to presrent them to Japanese-language learners in more

understandable way. In this paper, we describe the clustering tequnique with modification relation of onomatopoeia

because it’s important to know the onoamtopeia meaining to understand what word onomatopeia qualifing.
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1. は じ め に

オノマトペとは，「どきどき」や「しっかり」などのいわゆる

擬態語・擬音語のことである．具体的な事象を的確に表現でき

る語彙であり，コミュニケーションを図る上で重要なものであ

る．ところが，オノマトペが感覚的な語であることや，外国語

にオノマトペの対応語がないこと，１つのオノマトペが複数の

意味を持つことなどから，日本語学習者にとってオノマトペの

意味・用法を習得するのは難しいといわれている．

日本語学習者がオノマトペの意味・用法を理解するには，複

数の用例として適切な文章からオノマトペが文中でどのように

使われているのかを知ることが有効である．また，オノマトペ

は時代と共に意味が変わっていくことから常に新しい用例を知

ることが重要となる．そこで，我々はWebから数多くのオノ

マトペの最新の用例を自動抽出し，日本語学習者に提示するよ

うなオノマトペ用例辞典「オノマトペディア」の開発を進めて

いる．

現在，オノマトペディアでは，抽出した用例をそのオノマト

ペの品詞的役割を元に分類して画面に提示している．例えば，

「がりがりと削る．」，「がりがりに痩せた猫．」という用例はオノ

マトペであるがりがりが副詞として使われているので副詞的用

法，「がりがりの猫．」は「がりがり」が名詞として使われている

ので連体詞的用法として表示する．だが，このように分類する

と，「がりがり」が同じような意味で使われている用例 (「がり

がりに痩せた猫．」と「がりがりの猫．」)が異なるグループで表

示されてしまうため，用例の意味がとりづらい．そこで，我々

は複数の意味を持つオノマトペの用例をオノマトペの意味ごと

に分類するための手法を考え検証を行っている．クラスタリン

グは，情報検索の手法を適用し，用例を文書ベクトルで表して

行う．先行研究 [1] [2]ではオノマトペの意味によって用例を充

分にクラスタリングできているとはいえなかったため，改善す

るための手法として本稿では，オノマトペが係っている語を考

慮した用例のクラスタリング手法を提案する．

2. オノマトペディア

オノマトペディアはユーザがオンライン上で検索したオノマ

トペを含んでいる文章をWebから抽出し画面上に表示するこ

とで，日本語学習者にオノマトペの用例を提示するシステムで

ある．オノマトペディアの TOPページを図１，用例の表示画

面のイメージを図２に示す．TOP ページには，本辞典が掲載

しているオノマトペの一部とインデックス，オノマトペが係っ

ている動詞の一部が表示されている．学習者が用例を知りたい

オノマトペを選択すると，そのオノマトペの用例が画面に一括

表示される．現在は，オノマトペが副詞として使われている副

詞的用法，連体詞として使われている連体詞的用法，他の名詞

と結合している複合名詞に用例を分類して表示している．また，

TOPページにある動詞を選択するとその動詞にオノマトペが

係っている用例が表示される．それぞれの用例に対して，出典

元のページ，またその用例の周辺にあった文書が見られるよう

になっている．

図 1 TOP 画面

Fig. 1 image of top-screen

図 2 用例表示画面

Fig. 2 image of dictionary

2. 1 システムの流れ

オノマトペリストからユーザが選択したオノマトペを含む

Webページを Yahoo!API [4]を用いて検索し自動取得し, その

中からそのオノマトペを含んでいる文章を抽出する．検索を行

う際，オノマトペに付属語を付けたものを見出し語として検索

したページからも文章を抽出する．付属語については，2.2節

で述べる．抽出した文章を日本語係り受け解析器 CaboCha [5]

を用いてその文章の係り受け解析を行い，オノマトペが係る語

句とその品詞を求める．抽出した文章と情報から用例としての

適正を判定し，適正と判断したものをテーブルに格納する．用

例提示用のWebサーバを設置し，データベースへの検索イン

タフェースを提供する [6]．

2. 2 用例として適正な文章の抽出

本辞典はWebから文章を抽出しているため，用例として適

正ではないものがいくつも検出される．その中には，オノマト

ペが複合名詞として使われているものやオノマトペ単体で使わ

れているものが多い．そこで，しっかりとした文章になってい

る用例を抽出するために以下の手法を用例抽出手法に取り入れ

ている [1] [3]．

1) Webから抽出した文章の中から，日本語係り受け解析器

CaboChaを用いた時にオノマトペが何らかの語に係っている

と判断された文章を抽出する．

2) オノマトペは語尾に付属語をつけることによって様々な品



詞の役割を持つという文法的性質があることから，オノマトペ

の語尾に付属語をつけたものを見出し語として Yahoo!検索を

し，文章を抽出する．オノマトペの品詞と付属語の関係は表１

に示す．

1)，2)の手法を用いることで，不適正な文章を用例から除去

し，用例として適切な文章が抽出できる割合を高めることがで

きる．

表 1 オノマトペと付属語の関連

付属語 オノマトペの品詞 例

と 副詞 髪がさらさらと揺れる

な，の 連体詞 さらさらな髪

だ 形容動詞 髪がさらさらだ

する 動詞 髪がさらさらする

3. オノマトペの意味による用例の分類:目的と基
本概念

本辞典のインタフェースは，用例中のオノマトペが副詞とし

て使われているもの，連体詞として使われているもの，複合名

詞として使われているものというようにオノマトペの用法ごと

に用例を分類して表示している．例えば，「犬ががりがりと壁

を引っ掻く．」という用例は「がりがり」が「引っ掻く」という

動詞に係るので副詞的用法になり，「表面ががりがりのかき氷．」

という用例は「がりがり」が「かき氷」という名詞に係るので

連体詞的用法となる．図３ (a)にこのように用例を用法ごとに

分類した例を示す．この図からわかるように同じような意味で

オノマトペが使われている用例が異なるグループにはいってし

まっている．例えば，「がりがりのやせた雌犬で，そこそこ年は

いってます．」と「かなりがりがりな身体．」の「がりがり」は共

に「ひどく痩せている」という意味で使われているが，用法ご

とに分類して表示するとそれぞれ副詞的用法，連体詞的用法の

用例として表示されてしまう．この２つの用例は同じ意味でオ

ノマトペが使われているので同じグループとして表示した方が

学習者はオノマトペの意味が理解しやすくなる．よって，同じ

意味でオノマトペが使われている用例を同じグループに表示す

る方が良い．オノマトペの意味ごとに用例を分類した例を図３

(b)に示す．明らかに用法ごとにわけた図３ (a)よりもオノマ

トペの意味が理解しやすくなったことがわかる．そこで，我々

は用例中のオノマトペの意味ごとに用例を分類して表示する手

法を検討している．

3. 1 文書ベクトルの作成

用例分類の基本手法として情報検索手法を使用する．用例に

出現する単語に重みをつけ，用例をそれぞれベクトル化し (文書

ベクトル)，文書ベクトルを元に用例のクラスタリングを行う．

文書ベクトルを作成する基本手順は以下のようになっている．

あるオノマトペの用例が N個あったと仮定する．

1)それぞれの用例から主要な単語 (用言，名詞等)の語幹を

抽出する．それ自体があまり意味を持たない単語 (助詞，接続

詞等)の語幹は抽出しない．　

図 3 用例の分類

Fig. 3 clustering of example sentences

2)それぞれから抽出した単語の IDFを計算する．

　　　単語 jの IDF=log(N/nj)

　　　 N:全用例数　 nj :単語 jが含まれている用例数

3)それぞれの用例におけるその単語の重みを計算する．

　　　用例 iにおける単語 jの重み wij=tij ×単語 jの IDF

　　　 tij :用例 iに含まれている単語 jの数

4)それぞれの用例について，単語 jの方向に wij の大きさの

用例ベクトルを作成する．

我々は文書ベクトルを作成する際，上記の基本手順に加えて

以下に述べる調整を行う．

・調整１：オノマトペに関係ある語の重みを強くする

上記の基本手順でベクトルを作成した場合，用例中に含まれて

いる単語はどれも同様に重要だとされて重みが計算されてい

る．「私は昨日，がりがりと氷を削った．」という用例だと，基本

手法のままでは「昨日」というあまり「がりがり」と関係のな

い単語と，「氷」や「削る」という「がりがり」に非常に関連あ

る単語の重要性が等しくなってしまう．オノマトペの用例から

意味・用法を理解する際，オノマトペに関係する語が他の語に

比べて特に重要であるので，オノマトペが係っている語（「削

る」）・その語に係っている他の語 (「氷」)の重みを強くする．

後述の実験では，オノマトペの係っている語の重みは通常の単

語の重みの２０倍，その単語に係っている単語の重みは通常の

単語の重みの１０倍にしている．

・調整２：辞書に含まれる単語の重みを重くする

既存の辞書や辞典的なページにある，オノマトペのある意味に

関する説明文の中からいくつかキーとなる単語を抽出し，その

単語の重みを強くし，より用例が明確に分別できるようにする．

「がりがり」の用例の文書ベクトル化を例にあげると，既存の辞

書の「がりがり」の説明文に「かたい物を引っ掻いたり，削っ

たり，噛み砕いたりした場合に発する音」とあるので，「かた

い」，「物」，「引っ掻く」，「削る」，「噛み砕く」，「発する」，「音」

が重要な単語となるのでその語の重みが強くなるようにする．

後述の実験では，通常の単語の重みの１０倍にしている．

・ 調整３：周辺文書の単語に重みをつける

オノマトペの用例部分だけでは，オノマトペの意味がよく表せ



ていないものもしばしば出てくるので，用例部分だけでなく，

オノマトペの用例の周辺にある文章の全ての語に重みをつける．

例えば，「猫が家の壁をかりかりと引っ掻いていた．犬もがりが

りしていた．壁に引っ掻き傷がたくさんできた．」の場合，用例

部分は「犬もがりがりしていた．」であるが，これだけだと何を

表しているのかが明確に判断できない．そこで，周辺文章であ

る「猫が家の壁をかりかりと引っ掻いていた．」，「壁に引っ掻き

傷がたくさんできた．」に含まれるものに重みをつける．その場

合，そのオノマトペの用例に位置的に近い文章の単語ほど重み

は強く，用例から離れている文の単語の重みは弱くする．後述

の実験では，用例の前後の文章の単語に通常の単語の重みの半

分の重みをつけている．

・ 調整４：次元圧縮を行う

用例に含まれる語が１０個や２０個なのに対して，文書ベクト

ルの次元は数百あるので，１つ１つのベクトルがとても疎に

なってしまう．そこで，我々は LSI法を用いて次元圧縮を行う．

LSI法とは多次元空間の統計量の次元を下げ，多数の変数から

なる旧次元ベクトルの適当な重み付け線形和で表される新変数

で置き換える方法で，少ない次元で元の多次元ベクトル空間を

近似的に表すものである．

4. オノマトペの意味による用例の分類:クラスタ
リング手法の検討

我々は用例をオノマトペの意味により分類するためのクラス

タリング手法の検討を行っている．先行研究 [1]では単純なク

ラスタリング，先行研究 [2] では適切な用例を考慮した多段階

クラスタリングを提案し，実験をもって検証を行った．その結

果から，それらの手法でオノマトペの意味による用例の分類が

充分に行えているとは判断できなかったので，本稿ではその結

果を考察して問題点を明確にし，その問題点を改善できるよう

考慮したクラスタリング手法を提案する．

なお，先行研究の実験はすべて，Webから抽出した「がりが

り」の用例１３４２件をオノマトペの意味ごとにクラスタリン

グする目的で行っている．使用する用例は，副詞的用例の用例

が８１４件，連体詞的用法の用例が５２８件である．実験結果

として得られるクラスタの中の用例中のオノマトペの意味は，

それぞれ既存の辞書 [8]にある意味を元に以下の７つの意味に

わけられるとし，そのどれに該当するのかを手動で判断した．

・(意味 A)　かたい物を繰り返し引っ掻いたり，削ったり，噛

み砕いたりした時などに発する音

　 (A-1)固い物を繰り返し引っ掻いた時に発する音

　 (A-2)自分の身体を引っ掻いた時に発する音

　 (A-3)固い物を食べた時に発する音

　 (A-4)1～3以外の「がりがり」という音

・(意味 B) 引っ掻いたり，削ったり，噛み砕いたりした場合に，

Aの音が発するようなかたさの様子

・(意味 C)　ひどく痩せている様子

・(意味 D) 自分の欲望のために一途に物事に打ち込む様子

4. 1 単純なクラスタリングの結果・考察

先行研究 [1]では，3.1節の基本手順と調整１ (オノマトペに

関係ある語の重みを強くする)，調整２（辞書に含まれる単語の

重みを重くする）を用いて文書ベクトルを作成し，その文書ベ

クトルでクラスタリングを行った場合にどの程度，用例を意味

ごとに分類することができるのかを検証するために実験を行っ

た．その実験の内容は以下の２つである．

・文書ベクトルを k-means法を用いてクラスタリング

k-means 法を用いて文書ベクトルをクラスタリングする．

k-means法の最初の段階でどのシードにも分類されなかった用

例は任意のクラスタにランダムに挿入した．それぞれのクラス

タにそれぞれ特定の意味でオノマトペが使われている用例が多

く集まることが理想的だが，実験の結果はすべてのクラスタに

いろいろな意味の用例が混在してしまった．その理由としては，

文書ベクトルは非常に疎であるため，実際に分類されずにラン

ダムでクラスタに挿入されたものが多かったことがあげられる．

・k-means法を拡張した手法で文書ベクトルをクラスタリング

上述の結果をふまえ，k-means法を拡張した手法でクラスタ

リングを行った．それぞれの用例を一番近いシードに分類し，

どのシードのクラスタにもあてはまらなかったものがあった場

合，クラスタを増やす．そして，クラスタ内の中心を決め，そ

れぞれの用例を一番距離が近いシードに分類する．以上のこと

を繰り返すことで用例すべてをクラスタにわけるという手法で

ある．この実験を行った結果，特定の意味で「がりがり」が使

われている用例を多く持つクラスタがいくつか現れた．例えば，

あるクラスタはすべて「がりがり」が「ひどく痩せている様子」

の意味で使われている用例，また別のクラスタはすべて「かた

い物を繰り返し引っ掻いたり，削ったり，噛み砕いたりした時

などに発する音」の意味で使われている用例といったようなク

ラスタができた．だが，依然として意味の異なる用例が混在し

てしまっていたので改良の余地が見られた．

4. 2 適切な用例を考慮した多段階クラスタリング

オノマトペディアはWebから用例を抽出しているため，文

法的・意味的に適正ではない文章も用例に含まれる．例えば，

「がりがりの予算」や「がりがりの穴熊党」などが含まれてし

まっている．そのことが先行研究 [1]でのクラスタリングが正

確さを欠く原因の一つであると考え，我々は先行研究 [2]で適

切な用例を軸とした多段階クラスタリングの手法を提案した．

その手順は以下のようなものである．

(１)　用例選択

文章として適正である用例として次の条件に当てはまる用例

を選択する．

・オノマトペが副詞として使われている．

・オノマトペが係っている動詞が頻繁に文章の中で使われてい

る．オノマトペの係る動詞を全用例中の出現頻度でソートし，

我々はその内，上位１０個を重要な動詞とする．

(２)　クラスタリング

(１) で選択した用例の文書ベクトルを k-means 法を用いて

クラスタリングをする．

(３)　重み再計算



(２) のクラスタリング結果を元に語の重要度 impt を計算

する．

impt = ασCIt = α

√
1

n
(Σn

i=1CI2
i,t −

1

n
(Σn

i=1CIi,t)2)

CIt = (CI0,t, ..., Cn,t)で，αはパラメータである. CIi,t はク

ラスタ Ci での語 tの重要性の度合いを意味していて以下の式

を用いて計算される．

CIi,t =
cfCi,t

|Ci|

Ci は i番目のクラスタで，cfCi,t はクラスタ Ci の中の語 tが

クラスタに含まれている個数である. impt はあるクラスタの用

例にのみよく出現する単語は高く，どのクラスタの用例にもよ

く出現するものは低くなる．例えば，「する」というのはどのク

ラスタの用例にもよく出現するので一般的な語であり，「身体」

などは特定のクラスタの用例にのみよく出現するので特徴的な

単語であると考えられる．計算した重要度 impt から，次の式

を用いてそれぞれの語の重み wt を再計算する．

wt = impf tftidft

(４)　用例再選択

重み wt と重要度 impt に基づいて，用例を再選択する．はじ

めに，事前に選択された語を除いて重要度 impt の高い１０単

語選択する．全用例中，その１０単語を含む用例と前工程のク

ラスタリングで使用した用例を選択する．

(５)　 (２)～(４)の繰り返し

(４) で選択された文章を (２) に戻りクラスタリングする．そ

の工程をクラスタリングが終わるまで繰り返す．

この手法の有効性を検証するために実験を行った．3.1節の

基本手順と調整１ (オノマトペに関係ある語の重みを強くする)，

調整２（辞書に含まれる単語の重みを重くする）と調整３ (周辺

文書の単語に重みをつける)，調整４ (次元圧縮を行う)を用い

て文書ベクトルを作成し，上記の手法でクラスタリングを行っ

た．最初に k-means法を用いて分類した結果を図４ (a)，全用

例中に含まれる語頻度の上位１０語を図４ (b)，(a)の結果を元

に計算した impt の上位１０語を図４ (c)，impt を元に再選択

された用例を再度 k-means 法を用いてクラスタリングした結

果を図４ (d)に示す．

4. 2. 1 実験の考察

図４ (d)からわかるように，重み調整後にクラスタリングを

行った結果，クラスタ番号１３，１５，１９以外のクラスタに

は同じような意味でオノマトペが使われている用例が集まっ

た．そのクラスタはほぼオノマトペの係る語が同じ用例同士が

集まっていた．異なる意味の用例が集まってしまったクラスタ

が存在する理由として副詞的用法の中に「する」や「なる」や

「いう」などの一般的に幅広くどんな用例にも使われるような

単語にオノマトペが係っている用例が多く含まれていることが

あげられる．例えば，「かき氷の表面ががりがりになる．」と「身

図 4 実 験 結 果

Fig. 4 result of experiment

体ががりがりになる．」はそれぞれ「がりがり」が「なる」に係

るので同じクラスタに入ってしまっているがこれらの「がりが

り」の意味は異なっている．また，逆に，例えば，「がりがりに

痩せた身体．」，「がりがりに痩せてしまった．」は「がりがり」が

「痩せる」に係っているグループ，「がりがりの身体」，「がりがり

の身体になってしまった．」は「がりがり」が「身体」に係って

いるグループに入るというように「ひどく痩せている様子」と

いう同じ意味でオノマトペが使われている用例でも別のクラス

タにはいってしまっている．

これらのような問題を改善するため 4.3節のクラスタリング

手法を提案する．

4. 3 係り受け関係を考慮したクラスタリング手法

本稿では 4.2.1節で述べた問題点を改善できるようなクラス

タリング手法を提案する．その手法の方針は以下のようなもの

である．

・オノマトペの係る語で分類

4.1節と 4.2節で述べた先行研究では，用例を初めから自動的

にクラスタリングしようとしていたが，オノマトペの係る語が

同じ用例にはいっているオノマトペの意味は同じであることは

明確であるので，オノマトペの係る語が同じ用例は最初から同

じクラスタに入ると考えるべきである．そこで，まず初めにオ

ノマトペの係る語で用例を分類してからクラスタリングを行う．

・副詞的用法の用例と連体詞的用法の用例の融合

4.2.1節で述べたように，「がりがり」が「痩せる」に係って

いるグループ，「がりがり」が「身体」に係っているグループの

用例は，オノマトペの意味が同じであるにも関わらず別々のグ

ループになってしまっているので，まず副詞的用法の用例と連

体詞的用法の用例をそれぞれ文書ベクトル化することで，それ

ぞれのグループ固有の特徴が出るようにしてからクラスタリン

グすることで，同じ意味だが用法ごとに別れているグループの

用例が同じグループに入るようにする．

・オノマトペが一般的な動詞に係る用例がさまざまな意味をも



つことを考慮したクラスタリング

「する」，「なる」，「いう」などの一般的に広く使われる語に

オノマトペが係っている場合は，それぞれの用例に違う意味が

あるので最初から他の用例と同じようにクラスタリングをする

のではなく，それらとは別に扱うべきである．

提案するクラスタリング手法の基本概念図を図５に示し，手順

を以下に述べる．

(１)　用例を副詞的用法の用例，連体詞的用法の用例に分類

(２)　副詞的用法の用例，連体詞的用法の用例をそれぞれ別々

に文書ベクトル化

(１)でわけた副詞的用法の用例と連体詞的用法の用例をそれ

ぞれ，3.1節の基本手順と調整１ (オノマトペに関係ある語の重

みを強くする)，調整２（辞書に含まれる単語の重みを重くす

る）と調整３ (周辺文書の単語に重みをつける)，調整４ (次元

圧縮を行う)を用いて文書ベクトル化する．

(３) 副詞的用法の用例，連体詞的用法の用例をそれぞれ別々に

オノマトペの係っている語で分類

先行研究２で，用例中でオノマトペが係っている語が同じ場

合，その用例の中のオノマトペが同じ意味で使われていること

がわかったのではじめに用例中でオノマトペが係っている語で

用例の分類を行う．例えば，副詞的用法の用例では「削る」，

「引っ掻く」，「痩せる」，「書く」などのクラスタができ，連体

詞的用法の用例では，「身体」，「氷」，「床」などのクラスタでき

る．ただし，副詞的用法の用例の中で，一般的に幅広く使われ

る「する」や「なる」や「いう」に係る用例はこの時点では分

類せず，それぞれの用例を一つのクラスタとする．

(４)　それぞれのクラスタに対する代表ベクトルを作成

(３)で作られたクラスタには同じ意味でオノマトペが使われ

ている用例が入っていることが明白であるため，それらの特徴

を表すベクトルを作り，それを代表ベクトルとする．代表ベク

トルは，そのクラスタ内の文書ベクトルを足して正規化したも

のとする．

(５)副詞的用法の用例，連体詞的用法の用例全ての代表ベクト

ルを k-means法でクラスタリング

副詞的用法の用例のクラスタの代表ベクトル，連体詞的用法

の用例のクラスタの代表ベクトルを混合して k-means法を用い

てクラスタリングを行う．それぞれのクラスタがいくつかの代

表ベクトルの集合となる．例えば，「がりがり」が「痩せる」に

係る用例の代表ベクトルと「がりがり」が「身体」に係る用例

の代表ベクトルが同じクラスタに入った場合，「痩せる」と「身

体」に「がりがり」が係っている用例がすべて同じクラスタに

入ったということになる．

このクラスタリング手法で，例えば，「がりがり」が「痩せる」

に係る用例と「がりがり」が「身体」に係る用例が同じクラス

タに入ったり，また，「がりがり」が「身体」に係る用例の影響

で「がりがり」が「やせる」に係る用例も同じグループに入る

など，オノマトペが同じような意味で使われているものや表記

が違うものの用例が同じグループに入ること，また，「する」や

「なる」や「いう」に係っている用例を最初に係る語で分類せ

図 5 提案手法の基本概念

Fig. 5 basic concept of proposal technique

ず，他の代表ベクトルと共にクラスタリングを行うことでそれ

ぞれが正確なクラスタに入ることを期待している．

5. まとめと今後の課題

本稿では，オンラインオノマトペ用例辞典「オノマトペディ

ア」におけるオノマトペの意味による用例のクラスタリングを

オノマトペの係り受け関係を考慮して行う手法の提案をした．

今後はこの用例の分類手法の有効性を検証する．また，類義

語をクラスタリングに取り入れることを考えている．更に，検

索インタフェースに機能を追加したりレイアウトを考えていく

ことでオノマトペディアが学習者にとってより使いやすいもの

になるようにしたい．
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