
DEWS2008 B9-1

オノマトペた！：日本語話者も楽しく協力できるFolksonomy型オノマト
ペ学習支援システムの開発

Yusuf　Mukarramah† 浅賀 千里†† 渡辺知恵美††

† お茶の水女子大学情報科学科理学部 〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
†† お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科理学専攻 〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1

E-mail: †{mukarramah,asaga}@db.is.ocha.ac.jp, ††chiemi@is.ocha.ac.jp

あらまし 日本語学習者のためにオノマトペのオンライン用例辞典である「オノマトペディア」が開発された．しか

し，日本人の参加無しではオノマトペディアは学習支援システムとして，不十分なところがある．そこで，「オノマト

ペた！」という日本人の参加を呼びかけるシステムを開発した．更に，日本語話者の力でオノマトペディアの改善を

考える．本稿では，オノマトペた！とその改善してもらうインタフェースについて述べる．
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Abstract Example based onomatopoeia online dictionary, Onomatopedia, was developed to help Japanese learn-

ers studying onomatopoeia. However, without participation of native speakers to the system, Onomatopedia as a

learning-support system is incomplete. Therefore, we developed Onomatopeta!, a photo sharing website which in

the same time is a social network service, to implicitly ask them to participate actively to our system. Further, we

developed web games and interfaces to make them input data that we could use to refine and enhance Onomatopedia.
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1. は じ め に

オノマトペとは「しとしと」「がりがり」などのいわゆる擬

音語・擬態語である．具体的な事象を正確に表現できるのでコ

ミュニケーション上重要であるが，オノマトペが感覚的な語で

あることや，外国語に対応語がないこと，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

トペの習得は難しい．日本語学習者がオノマトペの意味・用法

を理解するには，数多くの用例と触れる必要があると言われて

いる．

我々はこれまで日本語学習者，特に一般的な日本語は理解で

きる中上級者を対象に，オノマトペを習得するためのオンライ

ン用例辞典「オノマトペディア」を開発してきた．オノマトペ

ディアはWeb空間からオノマトペを含んだ文章を収集し，文

例として適切な文章を提示する [1]．

しかし，実際「オノマトペディア」でWeb空間から収集さ

れた文例に関して，用例としての適切さの判定 [1]や意味や用

途による分類 [2] を自動的に行う試みを行っているが，精度が

上がっても最終的にリストアップされた用例に関して，それが

文例として正しいのか，よく使われるかなどの確認やフォロー

をするために日本語話者の協力が必要である．また学習者自身

が文例を参考に文章を作成した際にやはり日本語話者によるコ

メントがあったほうが安心できる．

そこで我々は日本語話者を巻き込んだ Folksonomy型写真共

— 1 —



有サイト「オノマトぺた！」を開発することにした．オノマト

ぺた！とは，オンライン上で，写真にその写真にあったオノマ

トペをつけて投稿してもらい，それをオノマトぺた！ユーザで

共有するというシステムである．オノマトペというのは日本語

話者にとっても大変面白い単語であるので，日本語話者に遊び

感覚で写真を投稿してもらうことで自然とオノマトペの教材が

蓄積される．また，オノマトペた！をきっかけにして日本語話

者を集め，負担をかけないインタフェースでオノマトペディア

の用例コンテンツの改善に協力してもらうためのいくつかの仕

組みを導入する．

本稿ではオノマトペた！のシステムおよびオノマトペディア

を含んだオノマトペ学習支援システムの構築について論じる．

2. オノマトペディア

浅賀らはオノマトペオンライン用例辞典であるオノマトペ

ディアを開発した [1]．ランダムに表示するオノマトペや動詞か

ら検索できるインタフェースでオノマトペの用例を提供する．

また，オノマトペの頭文字で検索できるオノマトペリストも提

供し，リストから用例の検索できるといった使いやすいインタ

フェースで提示している．用例を副詞的用法，連体詞的用法，

複合名詞といった文章中にあるオノマトペの役割で分類し，用

例数の最も多い順に表示している．文法的性質や Cabochaで

係り受け解析を行うことによって「ピチピチぴっち」という商

品名など，明らかに文例として適切でない文章を排除している．

図 1と図 2 はオノマトペディアのインタフェースを示す．

オノマトペディアでは Web 空間から文章を収集することに

より，例えばブログやニュース，日記，掲示板など実に様々な

状況で利用されているオノマトペの文例を集めることができる．

しかしブログや日記から集められた文章は文法があまり正確で

ないもの，使い方が特殊であるもの，文章を理解するために必

要な語句が省略されているものなどが多く含まれている．また

文例として明らかに適切でない文章を排除しているとはいえ，

自動で文例を収集しているため，係り受け判定が間違っている

文書なども依然残っている．

オノマトペディアでそれらの文章が多く登場してしまう場合，

学習者が単独で自習するにはあまり適したツールであるとは言

えなくなってしまう．

この問題に対して有効な対処法として我々は以下の 2点を考

慮し，次節に提案するシステムの開発を行った．

• オノマトペを含むコンテンツを生成するシステムの提供

より精度の高い文例を効率的に収集するためには，自らがオノ

マトペの文例やオノマトペに関連する写真や動画などのコンテ

ンツを積極的に生成するシステムを公開するのが適切であると

思われる．そのようなシステムを提供することによって，ある

程度の精度の高い文例やコンテンツを誘導的に作成させること

が可能になる．

• 文例に対する日本語話者のコメントやフォローの付与

オノマトペディアで収集されたコンテンツは上記のとおり必ず

しも文例として最適なものばかりであるとは言い難いが，その

文例に対して日本語話者がフォローやコメントを加えることに

図 1 オノマトペディアのトップページ

Fig. 1 top page of Onomatopedia.

図 2 オノマトぺディアの用例一覧ページ

Fig. 2 sentence examples page of Onomatopedia.

よって，理解を深めることができる．フォローやコメントを付

与することによって，教科書的な使い方の文例だけでなく，実

世界で活用できそうなちょっと変わった使い方などをも知るこ

とができ，より実用に見合った特徴的な辞書となりうる．

どちらの解決法に関しても，日本語話者の協力が必要とな

る．しかしながら現在のオノマトペディアに対して多くの日本

語話者が積極的にアクセスし，コメントを付与したり新たな文

例を作成するということは想定し難い．そのような作業を行う

メリットが日本語話者自身になく，義務的になってしまうから

である．

そこで我々は，日本語話者同士のコミュニティやゲームなど

の要素を取り入れ，オノマトペ文例を向上させる作業を日本語

話者が積極的に楽しんで行うための仕組みを提案する．

3. 日本語話者を巻き込むオノマトペ学習支援シ
ステム

前節に述べたようにオノマトペディアをより有用なものとす

るには日本語話者の協力が必要である．しかしながら日本語話

者にとってのモチベーションがなければ協力を期待することは

難しい．

そこで我々はコミュニティツールやゲームなどの日本語話者

がオノマトペを楽しむツールを提供することで，段階的にオノ

マトペディアへの日本語話者の協力を誘導するシステムを開発
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(a) (b)

(c) (d)

図 3 日本語話者を誘い込むステップ

Fig. 3 steps to get native speakers to the system.

する．最終的には以下の項目が達成できることを目的とする．

• オノマトペディアを補強する数多くの良質なコンテンツ

を蓄積する

• オノマトペディアの文章に対して日本語話者からのコメ

ントやフォローが付与される

• 日本語話者と日本語学習者の直接の交流が促進される

以上の目的を達成するために，以下の 4段階のステップで段

階的に日本語話者の協力を得ることを狙う．

• STEP1:オノマトペた！：オノマトペを用いたコミュニ

ケーションサイトの提供（図 3a）

まずはオノマトペを利用して日本語話者同士のコミュニケー

ションを促進するサイトを提供する．その手段として我々は

「オノマトペた！」という写真共有サイトを開発している．オノ

マトペた！は写真にオノマトペを張り付けることで写真を表情

豊かなものにする．詳細は第 4節にて述べる．

• STEP2:オノマトペた！とオノマトペディア間の相互連

携（図 3b）

オノマトペた！によって集められたコンテンツとオノマトペディ

アの文例との相互連携を図る．相互の連携が正しく図ることが

できれば，たとえばオノマトペディアの文例に対してそれに見

合った写真を付与することができ，日本語話者の学習のために

大変有効な補助となりうる．しかしオノマトペのみを介して相

互のコンテンツの連携は難しく連携のためのメタデータを蓄積

するためのアプリケーションが必要となる．それらの詳細は第

5節にて述べる．

• STEP3：日本語話者によるオノマトペディアの情報付

与（図 3c）

STEP2にて相互のコンテンツの連携を図ることにより，オノ

マトペた！にてオノマトペディアの文例に対してフォローやコ

メントを入れたり文例に対する情報付与をするような，誘導的

インタフェースを提供する．

• STEP4：日本語話者と日本語学習者の直接的な交流（図

3d）

図 4 オノマトペが貼り付けられた写真

Fig. 4 pictures with onomatopoeia.

図 5 オノマトペた！のトップページ

Fig. 5 top page of Onomatopeta!

システム的な連携だけでなく，オノマトペディアに日本語話者

が参加して積極的にコメントをしたり，オノマトペた！に日本

語学習者が参加してオノマトペ試行の場として利用したり直接

的な交流を促す．

以上の戦略的ステップのうち本稿では STEP1から STEP3ま

でについて述べる．

オノマトペた！について 4章で，連携について 5章で詳しく

述べる．そして，6章にオノマトペディアの用例クラスタリン

グ支援について述べる．

4. オノマトペた！

4. 1 システムの概要

本節では日本語話者協力協力のための第 1 ステップである

オノマトペを用いた日本語話者コミュニケーション促進サイト

「オノマトペた！」について述べる．

オノマトペた！は写真にオノマトペ効果をつけることのでき
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図 6 特定のオノマトペのオノピクチャ集

Fig. 6 onopictures of an onomatopoeia

る写真共有サイトであ．

写真にオノマトペを貼り付けてみると，写真が生き生きとし，

物語が展開されるような表情あふれるものに変わる (図 4)．

この効果を利用して日本語話者に楽しんで写真にオノマトペ

をつけてもらう．オノマトぺた！では写真に付属するオノマト

ペがタグとなる．オノマトペをつけた写真を「オノピクチャ」

と名付ける．

オノマトペた！のトップページを図 5 に示す．トップページ

には，オノクラウドとランダムに選んだオノピクチャを表示す

る．オノクラウドとはオノマトペをタグとするタグクラウドで

ある．オノクラウドで表示されたオノマトペをクリックするこ

とでそのオノマトペのオノピクチャ集の一覧が表示できる．例

えば，「ごろごろ」をクリックすると「ごろごろ」のオノピク

チャが表示される（図 6）．

同じオノピクチャに対しても図６の二つの写真に示されるよ

うに複数の意味を持つことがある．またユーザによって写真に

どんなオノマトペをつけるかという感覚が微妙に異なる場合が

あるため，同じオノマトペを持つ写真一覧を見ることは日本人

にとっても興味深い．

4. 2 オノマトペを利用したコミュニティ支援

オノマトペた！のマイページはログインしたユーザ間のコ

ミュニケーションが図れるサイトとなるよう設計した．ただし

コミュニケーションの手段としてオノマトペを用いた以下の

機能を利用することにより，コミュニケーション中で使われた

データをメタデータとして活用することを狙う．

• オノマトペな気分メッセージ

図 7(2) 部分にはユーザが一言メッセージを入力する場所があ

る．このメッセージは友達関係にあるユーザと共有することが

できる．その上に「今の気分をオノマトペでいうと？」という

入力項目があり，現在の気分をオノマトペで入力することがで

きる．入力をすると一言メッセージとオノマトペが更新される

とともに，そのオノマトペが付与されているオノピクチャから

ランダムに１枚選ばれて表示される．上の写真ではユーザ”ち

えみん先生”が「ほっ」というオノマトペを入力したところ，

一息ついているオノピクチャが表示されている．

• 携帯メールからのアップデート

(1)

(2)

図 7 ユーザのマイページ

Fig. 7 user’s mypage

オノピクチャは携帯メールから簡単にアップロードすることが

できるようにした．オノマトペを貼付ける場所は固定となるが，

メールに写真を貼付し本文の１行目にオノマトペを入力，２行

目にコメント，件名にタイトルを付けて専用メールアドレスに

送信することでアップロードすることができる．携帯でアップ

ロードされたオノピクチャは，「オノマトペな気分メッセージ」

リストに表示されほかのユーザと共有することができる．

この二つの機能を組み合わせて提供することにより実際の利用

において「一言メッセージに表示させるのに適当な光景を見つ

けたのでケータイでアップロードする」というような相乗効果

によって写真のアップロードが促進されることも確認された．

5. オノマトペディアとオノマトペた!間の相互
連携

5. 1 オノピクチャと文例の関連付け

次に 3節に述べた日本語話者協力の戦略的ステップの 2段階

目について考える．ここでは前節に述べたオノマトペた！より

集められたオノピクチャとオノマトペディアの文例との関連付

けを図る．

オノピクチャを作成した時点でも既にオノマトペを介してオ

ノピクチャと文例には関連があるが，これだけではオノマトペ

た！とオノマトペディアの連携が取れない．なぜなら，オノマ

トペは複数の意味をもつためオノマトペのみで関連付けること

は難しいからである．例えば，図 6に示すように「ごろごろ」

のオノマトペは全く異なる意味を持つ．図 6 の上のオノピク

チャに対して文例「あの子がごろごろ転ぶのが好き」は適さな

い．このオノピクチャと文例との関連をつけたい場合，「ネコ」，

「なつく」，「手」といったより細かい関連語が必要である．

そのため，オノピクチャと文例を関連付けするために次の操

作を順に行うことが必要だと考える．

• 関連語を集める

ユーザに関連語を直接入力してもらうことが難しいためゲーム

を用意し，ゲームをやっている間メタデータを集める．
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図 8 O-シュートの画面

Fig. 8 screenshot of O-shoot

• オノピクチャと文例の関連をつける

ユーザにオノピクチャと文例の関連度を評価してもらう．表示

する文例はランダムに選ぶが，ある程度の正確さを持たせるた

め候補となる文例は上の操作で集めた単語を含む文例とする．

以上の操作のインタフェースは次に述べる．

5. 1. 1 Oシュート

このゲームでオノマトペに対して関係のある動詞や名詞を収

集する．図 8は Oシュートの画面である．

1枚のオノピクチャを表示し，下に単語を流す．1 分間で流

れている単語から関係のある動詞や名詞ををマウスクリックで

シューティングし，スコアを集める．流れている単語はオノマ

トペディアで集めた用例を Cabochaで解析し抽出した名詞と

動詞である．解析した用例は 30文であり，その中にオノマトペ

の文例は 6割とそのオノマトペ以外のオノマトペの文例が 4割

含まれている．各単語のスコアはその単語を含んでいるお題の

オノマトペの用例の数とその単語を選択したユーザの数である．

各ユーザの得点を記録しアカウントのないユーザはゲームの

はじめにゲームユーザ名だけ入力してもらう．ユーザが選択し

た単語と選択された数をオノマトペのメタデータとして記録

する．

特定のオノマトペに対して選択された数がある程度高い単語

はそのオノマトペと関連があると判断する．

5. 1. 2 関連語選択パーツ

オノピクチャに対してオノマトペ以外の関連語が付与される

ことによって，オノピクチャにより関連のある文例をオノマト

ペディアから検索することができる．しかしより精密にオノピ

クチャと文例とを連携するために以下のような関連語選択パー

ツをオノピクチャ詳細ページ（図 10）につけることとした．

写真詳細ページは各ページに表示されたオノピクチャをク

リックする時に表示される．このフォームには，O シュートで

得られたオノピクチャの関連語が表示されている．またその他

にもオノマトペディアからそのオノマトペに関連する語のうち

文例数の多いものも一緒に乗せておく．オノピクチャに一致し

ないものはユーザがそれを選択して「削除」することができ，

それにより削除した語とオノピクチャの関連度を低くすること

ができる．

図 9 写真と文例の関連度を求めるインタフェース

Fig. 9 interface for degree of association

図 10 オノピクチャ詳細ページ

Fig. 10 detail page of onopicture

そしてその下にはオノマトペと関連語を含む文例の中から数

件をピックアップして表示する．ここでオノピクチャとそれぞ

れの文例の関連度について 5 段階でユーザに投票をしてもらう

フォームとなっている．

ここでユーザが入力した値で文例との関連度を求める．

オノピクチャopictと用例 senの関連を表す sim(opict, sen)

を定義する．初期値は１である．例えば「がりがり」の場合，

n個 (n > 0)の要素をもつ「がりがり」のオノピクチャの集合

から取り出したオノピクチャopicti (i > 0) と m 個 (m > 0)

の要素からなる「がりがり」の用例の集合から取り出した用例

senj(j > 0)に対して，ユーザが用例 senj にスライドを指定し

たら，指定した値を x，また αを大きさをあらかじめ決める数

(α > 0)とする時，

sim(opicti, senj) = αx + sim(opicti, senj) (1)

とする．

そして senj に含まれている主語，述語，目的語を含んでい

る用例 senp(0 < p < m, p |= j) の sim(opicti, senp)を

sim(opicti, senp) = βαx+sim(opicti, senp)，(0 <= β <= 1)(2)

とする．

例えば，図 9のような質問フォームが表示され，用例「どう

してうちのネコ様は壁をがりがりするのか」に対してユーザが

2を指定する時，上のオノピクチャとこの用例の simに 2× α
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を足す．そして「ネコ」と「壁」（「する」は一般的であるため

省く）の入っている用例の simに 2× β × α を足す．また例え

ば用例「がりがりと頭をかきながら，ベッドから起き上がる」

に対してユーザが-1を指定したら，上のオノピクチャとこの用

例の simに −1×αを足す．そして「かく」と「頭」（この場合

主語がない）の入っている用例の simに −1× β × α を足す．

このようにして，特定のオノピクチャに関連のある用例の

simの値は大きくなっていき，関連のない用例の simの値は小

さくなっていく．

5. 2 日本語話者によるオノマトペディアの情報付与

前節に述べたように，段階的にオノマトペた！にオノマトペ

ディアの文例が関連付けられ表示されるようになった．これに

より，日本語話者がオノマトペディアの文例を見るためにわざ

わざオノマトペディアにアクセスしにいかなくても，オノマト

ペた！を利用している最中にユーザの目に触れるようになった．

これにより，オノマトペディアに少なからず存在する，文法

上あまり好ましくないような文章を日本語話者が添削する機会

が増えると考えている．つまりオノマトペディアに積極的にア

クセスしてまで文章を修正するモチベーションは日本語話者に

はないが，いつも使っているツールの中でおかしな日本語が登

場したらそれに対して修正を加えたいという要求は自然に発生

すると思われるからである．

その一つの試みとして図 10 に示すようにオノピクチャの詳

細ページに現れる関連付けインタフェースにおいて，各文例の

横に修正用のボタンを用意することとした．このボタンを押す

ことにより日本語のおかしな文例を修正したりコメントを残す

ことができるようになっている．

6. 文例クラスタリング支援

これまで述べてきたように誘導的なインタフェースを提供す

ることで，段階的に日本語話者がオノマトペコンテンツを生成

したり，文例を修正したりするができる．それに加えて我々は，

文例の修正だけでなく，オノマトペ学習に必要な様々な情報を

オノマトペた！にて集めることを検討している．

まずオノマトペ同士の類似度を求めることにより，似たよう

な状況で様々なオノマトペを使い分けることができる．また，

文例のクラスタリング支援も考えられる．現在浅賀らは収集さ

れた文例をその例の意味ごとに分類するためのクラスタリング

手法の研究を進めており [3], [4]，それをオノマトペた！で補助

することも必要であると思われる．

以上の 2点を支援するためのアプリケーションについて以下

詳しく説明する．

6. 1 類似度を求める

オノマトペを当てるゲームで類似度を求めたいと考える．オ

ノマトペ当てとは写真に会うオノマトペを当てるゲームである．

オノマトペを外したオノピクチャを 1枚表示し，それに合う

オノマトペをユーザに問い，入力してもらう．ユーザが入力し

たオノマトペがオノピクチャのオノマトペと同じ場合は正しい，

同じでない場合は間違っていると判断し，○か×を表示する．

回答は何回でもできる．あきらめた場合ギブアップボタンで答

えを表示する．

ユーザが入力したオノマトペをメタデータとして蓄積する．

蓄積されたデータを解析することでオノマトペの類似度を求め

ることができると考えられる．１枚の写真に対してユーザが入

力したオノマトペの集合は類似度が高いオノマトペとみなす．

例えば，１つのオノピクチャにあるユーザが「にっこり」と付

け，違うユーザが「うふふ」と付けた場合は，「にっこり」と「う

ふふ」は近いと判断する．

6. 2 クラスタリング支援

複数の意味を持っているオノマトペは少なくない．例えば，

「がりがり」や「さらさら」などである．「がりがり」は擬音語・

擬態語の辞書 [7]によると次のような 4つの意味がある．(1)か

たい物を繰り返し引っかいたり，削ったり，噛み砕いたりした

時などに発する音．(2)引っかいたり，削ったり，噛み砕いたり

した場合に，(1)の音が発するような硬さの様子．(3)ひどく痩

せている様子．(4)自分の利益や欲望のために一途に物事に打

ち込む様子．

先行研究では用例を意味ごとにまとめて表示するために用例

のクラスタリングを行っている [2]．具体的にベクター空間概念

を用いて，重要な単語に重みを付けたり，k-means法でクラス

タリングをしたりしてのいくつかの方法を試しているが，現段

階では精度があまり高くない．そこで我々はオノマトペた！で

集められたオノピクチャとオノマトペディアで集められた文例

との類似度をオノマトペた！のユーザの協力で対話的に求め，

クラスタリング精度を補強する手法を導入する．

5．1節に求めた simを利用する．特定のオノピクチャに対

して，simの大きい用例群を１つの集合とする．この集合に含

まれている用例群は同じ意味を持っていることとなる．しかし，

関連度を求めるインタフェース（図 9）に表示されるオノピク

チャと用例はランダムに選ぶため，特定のオノピクチャと特定

の用例は実際は関連が高いが，同時に表示されることがないこ

とも起こり得ると考えられる．そのため，１つの意味に対して

２つ以上の集合が形成されることがある．この問題を�集合の

積をとること，�オノピクチャを分類することの２つの方法で

解決できると考える．

まず，集合の積をとることについて述べる．オノピクチャa

に対しての用例の集合 A＝ {s1, s2, . . .}とオノピクチャbに対

しての用例の集合 B ＝ {r1, r2, . . .}があるとする．Aと B の

積集合の濃度が高い時，Aと B をまとめ，１つの集合とする．

|A ∪B| =大　⇒ A = B = {s1, s2, r1, r2, . . .} (3)

次にオノピクチャを分類することについて説明する．上と同

様，オノピクチャaに対しての用例の集合A = {s1, s2, . . .}とオ
ノピクチャbに対しての用例の集合B = {r1, r2, . . .}があるとす
る．オノピクチャの分類結果として特定の集合W = {A, B, . . .}
が得られた場合，A と B は同じ意味だということが明らかで

ある．そうすると，s1, s2,と Aの他の要素と，r1, r2,と B の

他の要素を１つの集合にまとめることができる．

W = {A, B, . . .} ⇒ A = B = {s1, s2, r1, r2, . . .} (4)
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このようにして，同じ意味の用例たちが１つの集合にまとまり，

意味による用例の分類ができると考える．

7. まとめと今後の課題

今回は日本語話者を巻き込むためのシステムである「オノマ

トぺた！」について述べた．また，オノマトペディアとの連携

を図るゲームやインタフェースを提案した．今後の課題として

ゲームやインタフェースの検証実験を行い，最後に日本語話者

と日本語学習者がオノマトペ学習支援システムを介してオノマ

トペの学習に積極的に参加できるように考察したい．
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