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1.はじめに
JK 語の前身とも言えるギャル語は『いわゆる
コギャルを中心とした若い女性が話す独特の語
彙。女子中高生の間での流行語と重なり合う部
分も多い。2010 年から 2011 年頃の例としては
「あげぽよ」などがある。』と定義されている
（実用日本語表現辞典）。
これに対し JK 語は女子高生が一般的に使う用語
としてある程度定着している。 JK 語の例として
は「ぴえん」「マジ卍」「パリピ」等がある。
近年は、メディアでも多く取り上げられる事が
多いため一般的に認知される事も増えてきたが、
それでも用語自体が難解であり一般には理解が
非常に難しいと言える。
そこで LINE bot を活用し、リアルタイムに日
本語を JK 語へと変換するシステムを開発した。
これにより一般の人でも簡単に JK 語を使用する

のユーザーID とコネクトさせる。これにより、
データベース上の住所、氏名、支払い情報など
の情報が自動取得され、LINE 上で簡単にピザの
注文を行える。LINE BOT の仕組みを簡単に説明
すると「LINE アプリからのメッセージを、LINE
プラットフォームが受ける。それを Webhook に
より BOT サーバーに送る。BOT サーバーから
LINE アプリ側にメッセージを配信するには、
LINE ディベロッパーアカウントで access token を
取得し、BOT サーバーから LINE Platform に対し
て API を呼び出す」といった形になっている。
また、この実験にあたってエクセルを用いて
JK 語辞書の作成を行った。辞書作成には主にイ
ンターネット上のサイト、ツイッター等を参考
にしている。JK 語の定義には明確なものが存在
せず、一般的に使われているものを辞書として
作成した（図１）

手助けとなる事を願う。

2.提案手法
LINE Bot はネイバー株式会社が提供するコミ
ニュケーションツール「LINE」上で動作するチ
ャットボットのことを指す。ユーザーが LINE
Bot に対し LINE 上でメッセージを送信すると、
その発言に対し自動で BOT サーバーがメッセー
ジを返信する仕組みである。
活用例としてローソン、ドミノピザなど多く
の企業が LINE Bot を導入している。ドミノピザ
を例に挙げると、LINE 公式アカウントを LINE
上で友だち登録し、あらかじめドミノピザの会
員データベースで作成したカウント情報を LINE

図１ JK 語辞書の一部抜粋

3.JK LINE bot の仕組み

LINE bot that Translates to Young Girls Japanese Language
†Yugo Nagata †Otaru University of Commerce
†Masaki Kato
†Eiichi Iwase
†Ryo Shimizu
2-529
†Sumiyo Nishiguchi

今回作成した LINE bot は BOT サーバーに
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Heroku を利用している。また、LINE bot で使用

LINE bot が辞書の逆引きモードに変化する。そ

さ れ る API は LINE Developers よ り LINE

の後、LINE bot はその単語の意味である「」と

Messaging API が提供されており、公式 SDK と

メッセージを返す。

して Java,PHP,Go,Perl,Ruby,Pyhton,Node.js の言
語が対応している。ソースコードは Python で作
成した。
また、JK 語辞書の逆引きにも対応しており、
LINE 上で LINE bot に「意味」とメッセージを
送信すると、JK 語から日本語へと意味を参照す
ることが可能になる。ユーザーが入力した文章
は CSV 形式でログとして保存しており、“入力し
た文章”、“変換した文章”、“変換できた単語とそ

（図２）ライン上の様子

の数”を記録している。
翻訳の仕組みとしては、ルールベース型翻訳を

5.あとがき

基本として作成している。作成した JK 語辞書よ
り、入力されると予想される語句をデータベー
スに登録し翻訳させている。

本報告では JK 語辞書を作成し、LINE bot 上で
ユーザーが実際に入力した文章を翻訳、メッセ
ージを返す機能と、辞書の逆引きにも対応した
LINE bot を作成した。

4.実際の動作

しかし、ルールベース型という翻訳の仕組み上、

図１と図２が実際に LINE 上で動作してみた画
像である。図１は「親友にダイレクトメッセー

口語的な分に対応させづらく自然な翻訳になら
ない場合がある。

ジ送ったらありがとうなってきた」、「あーな

今後は Twitter 上で JK 語が実際に使われている

るほどね」という文章を LINE bot が Heroku 上

文章を元に対訳コーパスを作成し、統計ベース

で「ニコイチに DM 送ったら 397 ってきた」、

型（機械学習）の翻訳を用いる、一般の方々に

「あーね」と翻訳しメッセージを返している。

この LINE bot を利用して頂くことによって収集
したデータを元により自然な翻訳になるよう開
発していく所存である。
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