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タスクの定義

日本語は，英語等と異なり，単語を空白等で区切
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表 -1 JUMAN

による形態素解析結果の例
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未知語問題と語彙資源
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ん」といった風に誤分割され，この結果を用いて日

3.1 形態素解析

自身による辞書の（半）自動拡張が研究されてきた．
応用上重要と思われる未知語は商品名やサービス

展望

あらゆるタイプの未知語に対応するために，人の

名等だが，それらは膨大な数に上り，解析の専門家

新語生成の過程をモデル化し，新語を自動獲得する

による辞書整備は現実的ではない．既存の大規模語

ことが研究課題であろう．加えて，人が単語と判定

彙知識源として，Wikipedia やはてなキーワード等

した確実な情報を蓄積していくことも重要である．

があるが，それらの外部資源は，分割基準の不一致

各所での判断結果を文脈とともに共有する枠組みが，

から，単語辞書として容易には利用できない．2015

日本語の処理にとって重要である．

年には，分割基準を無視して外部資源を取り込んだ，
実用優先の辞書 NEologd ☆ 4 が登場し話題となった．

Twitter の派生的未知語と対策

今回のエラー分析では，Twitter データにおいて

解析誤りの原因となった未知語の分布調査を行っ
た．Twitter データは，ランダムにサンプリングし
前処理とアノテーションを行った 2,976 文を用いた．
Twitter の未知語を分類した結果，新語・低頻度語
，表記揺れ（21.9%）
，固有名詞（20.3%），
（23.0%）
顔文字・アスキーアート（12.8%），長音記号・小
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書き文字・母音字・促音文字の挿入（11.7%）の順
に出現頻度が高かった．
表記揺れや長音記号・小書き文字・母音字・促音
文字の挿入等に関しては，既知の辞書語を静的・動
的に展開し解析する手法が提案されている．たとえ
ば，
既知の辞書語の表記揺れであるひらがな表記（テ
スト→てすと）は辞書の読み情報を用いてあらかじ
め辞書に展開できる．また，長音の挿入（おいしい
→おいしーい）などは，動的に長音記号「ー」を削
除するルールを適用しながら辞書引きを行うことで，
既知の辞書語を動的に拡張することができる 4），5）．
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