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Webコーパスを用いたオノマトペ用例辞典の開発
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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用例

を習得するのは難しいといわれている．オノマトペの意味・用法を理解するには，複数の用例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変わっていくことから，最

新の用例を知ることが重要となる．そこで，今回はWebコーパスから数多くの新しい文章を，また，青空文庫から用

例として適切な文章を自動抽出し，提示できるようなオノマトペ用例辞典の開発を提案する．また，学習者が用例を

より理解しやすいよう，オノマトペの係り受け関係で用例をグループ化することも考えている．
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Abstract Onomatopoeia, which is imitative word such as ”doki-doki”, ”shikkari”, is exepress concrete phe-

nomenon and it plays a crucial part in communication. It is difficult for learners of Japanese who study Japanese

onomatopoeia to understand their means and usages even they have a good skill of Japanese. It is because ono-

matopia is sensuous and the words are different in different language. It is said that reading lot of sentences with

onomatopoeia can help learners understanding how to use onomatopoeia effectively. In addition, onomatopoeia’s

mean change frequently with times, learners may want to know ”lively” usage of onomatopoeia. Then we propose and

develop an online onomatopoeia example-based dictionary which collects a lot of sentences with onomatopoeia from

Web corpus. We collect sentences by two corpus, they are Yahoo! search results and ”aozora bunko” which is digi-

tal library for non-copyrighted novels. We propose some heuristics for selecting good sentences for onomatopoeia’s

examples for learners, and show our proposed methods can select good sentence effectively by its experimentation.
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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，日本語学習者にとってオノマトペの用例を習得す

るのは難しいといわれている．オノマトペは感覚的なものであ

るので，音に対する感性や，文化的，歴史的背景が異なってい

ると習得は難しい．また，オノマトペはひらがな，あるいはカ

タカナで表記されるため，漢字を習得している中上級の日本語

学習者であっても，その意味を理解するのは困難である．

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，新しいオノマトペが頻

繁に作られていることから，常に新しい用例を知ることが重要

となる．

先行研究 [5]にて香林らは，オノマトペの用例を 3ヶ国語以上

で同時に一画面に表示し，オノマトペの意味を用例を用いて表



すようなオンライン多言語辞書を構築した．

このオンライン多言語辞書は以下の特徴を持つ．

• 平易な日本語が使われている「窓際のトットちゃん」か

ら手動で文章を抽出し，それを意味がわかるようにまとめてい

るので，用例として適切な文章のみ取得することができる．

• 日本語，英語，中国語，韓国語に訳された用例が同時に

表示できる．

この辞書では，用例として適切な文章を得ることができるが，

最新のオノマトペの用例まで網羅することはできない．更に，

用例の抽出を手動で行っているため開発コストがかかる．

そこで，本研究ではWebコーパスから数多くのオノマトペ

の最新の用例を自動抽出し，日本語学習者のためのオノマトペ

用例辞典を開発する．コーパスとは言語研究のために大量に収

集された書き言葉および読み言葉のテキストであり，Web空間

上の膨大なWebページから収集されたコーパスを「Webコー

パス」という．本辞典はWebコーパスを利用することで最新

のオノマトペの用例を数多く提示することができる．Webサイ

トは個人の判断で作成されているため，適切ではない文章が含

まれている可能性もある．そこで我々は，オノマトペの用例の

適正度を高く保つための手法をいくつか提案する．なお，先行

研究の辞書では多言語に渡って対訳を表示することができ学習

者の理解をより深めることができるが，本研究では日本語のみ

の用例を抽出する．

2. オノマトペ用例辞典

本研究で開発するシステム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．

本辞典の特徴は，Web サイトと青空文庫 [11] の両方から用

例を取得することにある．Webサイトから抽出する用例は新し

く，また，数も多いが，Webサイトは個人が経営していること

が多いため，用例として適切ではない文章も多く抽出されてし

まう．それに対して，青空文庫から抽出した文章は著作権の消

滅した作品から取得してきているため用例として適切である文

章のみ抽出できる．だが，青空文庫から抽出した用例は新しさ

にかける．このように性質の異なる 2つから用例を抽出する．．

2. 1 システムの流れ

オノマトペ用例辞典のシステムの流れを図１に示す．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，あるいは青空文庫のページを Yahoo!API [10] を用いて検

索し自動取得する．それらのページの中からそのオノマトペ

を含んでいる文章を抽出する．また，日本語係り受け解析器

cabocha [4]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 [1]．用例の抽出方法について

は 2.2節，用例の適正度については 3章，用例を格納するテー

ブルについては 2.3節，検索インタフェースについては 4章に

て詳しい内容を述べる．

図 1 辞典システムの概要

2. 2 用例の抽出

自動取得したページからオノマトペの含まれている文章を抽

出する．まず，取得ページの HTML文から指定したオノマト

ペよりも後ろにある文から終了タグを抽出する．終了タグが抽

出できたら，その終了タグの開始タグを指定したオノマトペよ

り前にある文から抽出する．そして，抽出された開始タグと終

了タグに挟まれている部分を抽出する．その抽出された部分の

うちオノマトペより前にある文と後ろにある文から文の終了を

表すのに一般的に用いられる「。」，「…」，「・」，「！」，「？」，「：」

などの記号で挟まれている部分を抽出し，それを用例とする．

2. 3 スキーマ定義

自動抽出してきた用例を格納し，検索インタフェースを作成

するために以下のようなテーブルを定義した．

onomatopes

(id int，

onomatope varchar)

sentences

(id int，

onomatope_id int，

url varchar，

cache varchar，

sentence text，

modword varchar，

modpart varchar，

attach varchar，

reftitle varchar)

onomatopes は我々がオノマトペ (onomatope) を手動で入

力したオノマトペリストである．それぞれのオノマトペには

ID(id) を付与する．sentences は自動抽出してきた用例 (sen-

tence)，オノマトペが用例内で係っている語 (modword)とその

品詞 (modpart)，付属語 (attach)，抽出元のURL(url)とキャッ

シュページ (cache)，そのページのタイトル (reftitle) を格納



するためのテーブルである．それぞれの用例には ID(id) を与

える．

オノマトペの係り受け関係，付属語については 3章において

詳しい内容を述べる．

3. 用例として適正な文章の抽出

本辞典は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，

また，「ぽかぽか」などオノマトペ単体で使われているものなど

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，オノマトペの文法的性質を辞典に取り入れること

を考えている．

3. 1 オノマトペの文法的性質を利用した用例の抽出

オノマトペは，基本的に副詞で，用言（動詞，形容詞，形容

動詞）を修飾するものが主であるが，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果たす．オノマトペの品詞と付

属語の関係を表１に示す．また，オノマトペは「ぽかぽか陽気」

などのように複合名詞として用いられる場合も多い．

我々は，Webから抽出された文章の用例としての適正度を向

上させるために以下の 2点の手法を提案する．

1)　 Yahoo!検索時に表１にある付属語を付けての検索と付

属語を付けない検索の両方を行い文章を収集する．付属語をつ

けることにより，効率的に用例として適切な文章を集めること

ができる．

2)　 1)で収集した文章の中で，オノマトペが用言または名

詞を修飾するもののみを抽出する．ただし「～だ」で終わるも

のと「～する」動詞はその限りでない．

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. 2 文法的性質を用いた用例抽出の精度を調べる実験

提案手法の有効性を検証するにあたって以下の実験を行った．

3. 2. 1 実験の内容

本辞典システムを使用し，3.1節の手法を適用した場合，抽

出した文章がどのくらいの割合で用例として適切であるかを調

べる目的で行った．

「ぽかぽか」，「しとしと」，「しっかり」，「のんびり」，「ぴちぴ

ち」，「すっぱり」，「くるくる」，「ちらほら」，「しんみり」，「まっ

たり」という 10個のオノマトペに対して，以下の手法で用例

を抽出した．

1)付属語をつけて Yahoo!検索した結果から用例を抽出

2)付属語をつけずに Yahoo!検索した結果から用例を抽出

3)付属語をつけて Yahoo!検索した結果から取得した文章を

手動でオノマトペの係っている語の品詞ごとに用例を分類し，

それぞれ抽出

4)付属語をつけずに Yahoo!検索した結果から取得した文章

を手動でオノマトペの係っている語の品詞ごとに用例を分類し，

それぞれ抽出

5)付属語をつけて Yahoo!検索した結果から取得した文章を

cabochaにかけ，オノマトペの係っている語の品詞ごとに用例

を分類し，それぞれ抽出　

6) 付属語をつけず，Yahoo!検索した結果から取得した文章

を cabochaにかけ，オノマトペの係っている語の品詞ごとに用

例を分類し，それぞれ抽出

用例を抽出する対象は Yahoo!検索で上位 50ページにあげら

れたページである．

以上の手法を表 2にまとめる．

表 2 実 験 内 容

　 付属語あり 付属語なし

品詞限定なし 1) (図 2) 2) (図 3)

手動で品詞限定 3) (図 4) 4) (図 5)

cabocha で品詞限定 5) (図 6) 6) (図 7)

3. 2. 2 実験の結果

1)の結果を図 2，2)の結果を図 3，3)の結果を図 4，4)の結

果を図 5，5)の結果を図 6，6)の結果を図 7に示す．図 2，図

4，図 6では抽出された文章のうち，用例として適正である文

章の数と不適正である文章の数，そしてそれらの割合をそれぞ

れ示す．図 3，図 5，図 7ではそれに加え，オノマトペが複合

名詞として使われている文章の数と割合を示す．また，上記の

手法で抽出された文章の例を図 8に示す．

用例として不適正なものは，「ぽかぽか」などオノマトペ単体

が 1文となっているもの，「ぽかぽかの夢」(『ぽかぽか』はペー

ジの筆者のニックネームとして用いられている) などオノマト

ペが固有名詞として使われているもの，「楽しかったんでよしと

しとするしかない。」など文章に誤字や脱字，明らかな造語が

含まれているもの，「『しとしと』という言葉は…」のようにオ

ノマトペが名詞として使われているものなどである．

複合名詞とは,「ぽかぽか陽気」など他の名詞と結合して 1語

の名詞となっているものである．

3. 3 考 察

3. 3. 1 提案手法の有効性に関する考察

図 2，図 3より，オノマトペ単体を見出し語として検索をか

けるより，オノマトペの語尾に付属語をつけて特定の品詞の役

割を持たせたものを見出し語として検索をかけた方が適正な用

例を高い割合で抽出できることがわかった．図 3では，「ぽかぽ

か」などオノマトペ単体を１文としている文章が不適正な文章

の高い割合を占めているが，図 2で付属語をつけることでこれ

らの語の多くを除去することができた．

また，図 3では複合名詞が多く抽出された．複合名詞は「ぽ

かぽか陽気」や「しっかり者」などオノマトペの意味・用法を

知るのに役立つものもあるが，抽出された複合名詞のほとんど

は「ぽかぽか日記」や「ぴちぴちピッチ（アニメ名）」など用例

として適正だと判断し兼ねるものばかりであった．よって，付

属語をつけて検索することで複合名詞も用例から除去できるこ

とは有意義であると考えられる．

図 4と図 5はそれぞれ図 2と図 3で抽出された文章の内，オ



図 2 付属語をつけて検索し品詞を限定しなかった場合の結果
図 3 付属語をつけずに検索し品詞を限定しなかった場合の結果

図 4 付属語をつけて検索し品詞を手動で限定した場合の結果 図 5 付属語をつけずに検索し品詞を手動で限定した場合の結果

図 6 付属語をつけて検索し品詞を cabocha で限定した場合の結果 図 7 付属語をつけずに検索し品詞を cabocha で限定した場合の結果

図 8 抽出された文章

　付属語なし 適正 「雨がしとしと降り出した。」「しっかり温める。」

　　　 不適正 「しとしとさんのプロフィール」「しとしと」

　　　 複合名詞 「のんびり温泉」「しとしと横浜」

「と」 適正 「プランをしっかりと立てよう。」「ぽかぽかと午後の陽気が背中にあたる。」

　　　　　 不適正 「しっかりと涙」「しっかりと。」

「な」 適正 「ぽかぽかな陽気」「歯ごたえしっかりな鶏砂肝」

　　　　　 不適正 「ぽかぽかなの」

「の」 適正 「しとしとの雨の中を歩いた。」「ぽかぽかのマットで寒い日も春の暖かさ」

　　　　　 不適正 「ぽかぽかの…。」「のんびりのほほ～ん生活」

「だ」 適正 「魚介の風味はしっかりだが強すぎない。」「心も体もぽかぽかだよね。」

　　　　　 不適正 「のんびりだら～り」「ぽかぽかだ。」

「する」 適正 「笑う君を見てると心がぽかぽかするんだ。」「ぽかぽかする陽気になってきました。」

　　　　　 不適正 「楽しかったんでよしとしとするしかない。」「ぽかぽかする。」

ノマトペの係っている語の品詞で用例を限定したものであるが，

不適正な文章は全く抽出されなかった．図 2では，タイトルな

どで「のんびりと。」など用例として適正でないものも多く抽

出されたが，これらの文章に含まれているオノマトペは係って

いる語がないため，係っている語句の品詞を限定することで除

去される．また，「１日１日をしっかりと。」などオノマトペの



係っている語が省略されているものも除去できる．これらのこ

とから，抽出された文章をそのまま用例とするよりも，その中

からオノマトペの係っている語の品詞で用例を限定する方が，

適正な用例を高い割合で得る上で有効であると考えられる．

全体を通して，文法的には適正であるがあまり一般的には使

われないような文章がいくつか抽出された．例えば「ぽかぽか

な親子」や「ぽかぽかの願い」などである．オノマトペは感覚

的な語彙であるため用法も個人で異なる．今回はこれらの文章

も適正な文章の内にいれたが，「ぽかぽかな陽気」など万人が意

味・用法認識できるようなものとは別格であるため，本辞典シ

ステムでは抽出された文章のオノマトペ，付加した付属語，オ

ノマトペの係っている語を 1つの文章として再度検索し用例を

集め，その用例の件数でランキングすることを考えている．「今

日もぽかぽかと暖かい天気で気分がいい。」という文章が抽出

されたら「ぽかぽかと暖かい」で再度文章をWebから集め直

すということである．これにより，一般的な用例数が増える一

方で「ぽかぽかな親子」のような一般的でない用例との差が大

きくなり，上位に現れなくなると思われる．このようにするこ

とで，学習者にオノマトペのより適当な意味・用法を理解して

もらえるのではないかと考えている．

3. 3. 2 品詞限定の自動化による影響

本辞典では cabochaを用いてオノマトペの係っている語とそ

の品詞を抽出する．そこで，実際に cabochaを使用した結果と

手動で係っている語と品詞を判断した結果 (理想的な結果)の違

いを考察する．

図 6 と図 7 は，図 4 と図 5 でオノマトペの係っている語の

品詞の分類を手動で行っていたところを実際に cabochaを使っ

て行ったものの結果である．図 4と図 5では用例として不適正

な文章が抽出されなかったのに対し，図 6と図 7では不適正な

文章も抽出されてしまっている．その原因は cabochaの係り受

けの誤判断であることが多い．誤判断が原因で抽出された不適

正な用例としては，「ぽかぽか　～やよいの育児日記」，「ぽかぽ

かは天然鉱石を精製した製品で…」などがあった．この例では，

前者は「ぽかぽか」は「育児」に係り，後者は「製品」に係る

と誤判断された．cabochaが係り受けを誤判断する原因として

は，オノマトペを副詞と判断するように作られていることが挙

げられる．cabochaではオノマトペは用言に係るというルール

がある他，いくつかのルールをベースに係り受けを判断してお

り，誤認識の例にあるようなサブタイトルや固有名詞としての

オノマトペの利用は想定されていない．このような cabochaの

性質により，用例として適正な文章の割合が低くなってしまっ

ている．また，Webページから文章を抽出しているため，完璧

に文章を抽出できているわけではない．そうなると文法が正し

くないものが含まれているということになり，cabochaは対処

できない．そこで，これらの対策として，用例を手動で修正す

ることを考えている．

3. 4 青空文庫からの用例抽出

本辞典では，用例として適正な文章を抽出するために青空文

庫から文章を抽出する．青空文庫には，旧仮名遣いが使われて

いるページが存在し，それでは外国人学習者はオノマトペの用

法を理解しにくくなってしまうと考えられるため，現代仮名遣

いで書かれているページからのみ用例を抽出する．

3. 5 青空文庫からの用例の精度を調べる実験

青空文庫から用例を抽出した内，用例として適正な文章の割

合を調べるため以下の実験を行った．

3. 5. 1 実験の内容

青空文庫でどのくらいの割合で用例として適正な文章を得ら

れるのか，また cabochaにかけた際に適切な係り受けがどのく

らいの割合で抽出できるのかを調べるため，3.2.1の 1)～6)の

手法で青空文庫から用例を抽出した．対象は上位 50ページで

ある．見出し語としたオノマトペは 3.2.1と同じものである．

3. 5. 2 実験の結果

1)～6)の結果を表 3に示す．結果はオノマトペそれぞれにつ

いて用例として適正，不適正，また複合名詞を数を出しまとめ

たものである．

表 3 青空文庫での結果

付属語 品詞限定 適正 複合名詞 不適正

1) あり なし 41 0 0

2) なし なし 16 0 3

3) あり 手動 39 0 0

4) なし 手動 16 0 0

5) あり cabocha 12 0 4

6) なし cabocha 9 5 0

3. 5. 3 実験の考察

表 3より，かなり高い割合で適正な文章を抽出できているこ

とがわかる．だが，用例数がとても少ない．それは現代仮名遣

いのページに限定しているために 50ページ全てを抽出できて

いないためである．また，現代仮名遣いのページの限定しても

日本人でも理解しにくい用例も抽出される．例えば「割れたる

面はぴちぴちと氷を砕くが如く粉微塵になって室の中に飛ぶ」

（「薤露行」夏目漱石）は躍動感の伝わる文章であるが，日本語

を勉強する外国人には多少難しいかもしれない．また，青空文

庫からは最新の用例が抽出されない．「さくさく」というオノマ

トペは昔から擬音語として使われてきたが，現代では「さくさ

く片付けて遊ぼう。」など「手際よく，迅速に」という意味で使

われることもある．このように現代になって出てきた用例は青

空文庫からは抽出されなかった．よって，一般のWebページ

からの抽出も必要となる．

4. 検索インタフェース

あらかじめユーザにはWebページと青空文庫のどちらから

用例を抽出するのかを選択してもらう．Webページから抽出し

た用例の表示画面のイメージを図 9に示す．

ユーザが用例を知りたいオノマトペを選択すると，その用例

と，用例の中でオノマトペが係っている語句が一括表示される．

用例は，上からオノマトペに「と」，「の」，「な」，「だ」，「す

る」をつけて抽出した用例，付属語を付けずに抽出した用例の

順で表示される．また、そのそれぞれについて、オノマトペの

係っている語の数でソートされている．１つの用例でしか係ら

れていない語を含む文章は用例から削除している．用例にはそ

れぞれ「URL」がついておりクリックするとその用例の抽出元



のキャッシュページが参照できるようになっている．また，用

例として不適切だと思われる文章はユーザが編集できるように

なっている．

また，学習者の理解をより深めるためにそれぞれの用例に

ユーザがコメントをつけられるようにする．

図 9 用例表示画面のイメージ

5. 関 連 研 究

近年膨大なWeb空間からの情報抽出が注目を集めており多

くの研究が行われている．藤井らが開発しているWebコーパス

による事典 cyclone [8]はWeb空間から用語説明として適切な

文章を抽出することで膨大な内容量の事典を実現している．ま

た，Webによる人物情報の抽出 [3]や人物のニックネームの抽

出 [7]などの研究もある．これらは目的に応じて適切な文章を抽

出するためにヒューリスティックスを利用しており，我々もこ

れらの研究と同様，オノマトペを含んだ例文に関するヒューリ

スティックスを適用している．しかしながら，ヒューリスティッ

クスを利用した情報抽出はある程度の精度の向上は期待できる

が，確実性は保障できない．そのため抽出結果の人的修正が必

要である．その点で我々はWikipedia [9] のような利用者参加

型の手法を組み合わせていくことも検討している．

外国人に対する日本語教育のための e-learning教材に関して

は，東工大留学生センターが提供している「あすなろ」[6] が

ある．あすなろは科学技術用語を含んだ文書を対象に，数カ国

語の対訳と日本語文書の文法や語句の説明などを表示すること

できめ細かい学習コンテンツを提供している．オンラインのオ

ノマトペ文例辞典に関しては国立国語研究所の提供するペー

ジ [13] やアルクが提供するページ [12]があるほか，音声や画像

を用いたマルチメディア辞書 [2]などもある．しかしながらこ

れらのシステムが用いる文例はすべて提供者が集めたものであ

り，その数には限りがあるため，我々がWeb 空間から膨大な

文例を抽出することができれば，これらのシステム構築・運営

の一助になると考えられる．

6. まとめと今後の課題

本稿では，オノマトペの用例を自動抽出し，それらを日本語

学習者に提示するというオノマトペ用例辞典について記した．

今後は，オノマトペとオノマトペが係っている語を用いた用

例パターンをだけでなく、オノマトペが係っている語以外の語

との用例パターンを抽出することも考えている．例えば「陽射

しがぽかぽかと暖かい」の「陽射し」と「ぽかぽか」のパター

ンなどである．また，それを使ってオノマトペ同士を関連付け

ることも考えている．

また，既存の国語辞典等からオノマトペの複数の意味を取得

し，検索条件式や意味の分類に利用することも考えている．

そして，４章で述べた用例として適正でない文章を修正でき

るような利用者参加型の手法をシステムに組み込む．それに関

連してユーザが自作の用例を追加できるようにするシステムを

考えている．ただし，個人の判断で用例を追加してしまうと用

例として不適正な文章が用例に追加されてしまう恐れがあるた

め削除フラグをそれぞれの用例に付加し，ユーザに削除した方

が良いと思う文章にはフラグを立ててもらい，それが一定量を

越えたら削除されるというようなシステムも考えている．
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