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（3）漢字入出力の方医

②新聞の用字調査

世紀のヨーロッパを中心に︑言語学も科学と
して成立し︑二十世紀の世界各国において︑

言語学は精密科学としての体制を整えるに至
った︒

二十世紀の後半に電子計算機が出現したこ
とは︑人類の歴史上特筆すべき大事件であっ
た︒エレクトロニック・コンピュータを文字

通りに訳した電子計算機の名称が語るよう
に︑コンピュ：タは数の計算をするために作
られた機械である︒しかし︑この機械は︑算
盤のような単純な計算器とはちがって︑符号
化された文字によって情報を記憶し︑作業手

（1）日本語の動詞句形成パタ

ソの研究
②漢字かなまじり文におけ
る文字連続の研究

（3）指示語「この」「その」．

の受けつぎ方の研究

ぎ．・一︑︐曽−

③その他の試み
C 言語処理自動化のための
基礎的言語研究

ら︑欧米の言語は早速︑コンピュータによっ

ニ十六文字は極めて容易に符号化できるか

の処理を施すことができる︒アルファベット

ピュータの二進符号になりさえずれば︑同様

なのではない︒読み書きのための文字も．コン

とは︑その情報が数値である場合にだけ可能

りしている︒情報にこのような処理を施すこ

り︑ある情報を特定の処理によって変形した

の中から必要な情報をさがして取り出した

数の清報の排列順序を変えたり︑雑多蹴情報

二つの情報を比較して異同を判断したり︑多

ら︑計算の過程において︑コンピュータま︑

には必ず判断の論理が組み込︹まれているか

め︑所期の形で答えを出す︒プログラムの中

違いなくたどって︑それからそれと処理を進

実際

iゼ歯

（1）新聞の用語調査

順を指示したプログラムを記憶装置の中に内

（1）単位釦りの自動化
（2）よみがなつけの自動化

・

処理の実際

蔵するレ﹂とにより︑どんな複雑な工程をも間

IC）の作成
言語処理自動化の研究と
B

コンピュータによる言語
A

7一﹄・7

コンピュータ言語学の起り
とその大勢
2 国立国語研究所におけるコ
ンピュータ言語学の研究

る︒諸方面の科学が急激に発達しだした十九

．コ シ ピ ュ ー ダ 言 語 学

コンピュータ言語学の起りとその大勢

コンピュータが出現してから︑それまで人
間だけが使っていた言語をコンピュ⁝タも使
たころ︑言語学は︑人間の言語を分析するこ

うようになった︒人間だけが言語を使ってい
とがすぺてだった︒学問や知識や教養の有無
とは関係なしに︑人が無意識に使っている言
語を分析してみると︑そこに驚くべく精巧な
のあるもので︑音声︑文字︑語彙︑文法など

組織がある︒この組織は見れば見るほど興味
いろいろな面から観察して︑記述しても記述
しても疑問の尽きることがない︒人間の心や

頭脳が何とも不思議なものであるのと同様
に︑人間の言語も不可思議極まるものであ

1

（4）文脈つき用語索引（KW

ノ

コ．ソ．ビュータにとって充分．扱い易いものであ

て扱われ始めたQ日本の㌦いろは四十八文字も

閧ﾌ手続きで入れ替えれば︽B国語の文に

．Bという国の言語の単語に．置きかえ︑語順を

という国の言語で作られた文は︑その単語を

定の関係が見出されている︒それならば︑A

に親類関係にあワ西．語彙や文法に共通点や特

語学によって明らかになってきた通り︑互い

−．ヨーロヅパの諸言語は︑．十九世紀の比較言

㌃タも使い始めたのである︒．

右・人間だけが使っていた言語を︑コンピュ

〆

技術総今研究所﹂︶で一九五八︵昭和33︶年
．に試作されたコソピ箪ータは︑初めから翻訳

ュータに理解させるたあには︑必らず形式上．
．の手がかりを与えなければならない︒言語分

式によって判断可能な識捌標識づきの処理手

析の中がら直観をすべて排し︑ごとごとぐ形

そのような文法を機械文法とよぶ︒機械文法

順として︑文法を組み立てる努力が謡った︒

ト﹂とつけられた︒このことからも︑コンビ

遊目的として作られ︑︑その名も﹁翻訳機ヤマ

ュータと翻訳とのかかわりの深さが感じられ

コ払ビュータによる言語データの処理で翻

学の始まりであろう︒

の探求がおそらくコンピュータのための言語﹁

る︒機械翻訳の可能性が一度確かめられてみ
れに︑それは︑別に︑両言語が親類関係にあ
るごととは関係がない︒A国語文の構文がコ

と自動抄録である︒情報の海の中から知りた

訳についですぐに着眼されたのは︑．情報検索

ンピュータに理解でき︑その内容をB国語の
よいのである︒要は両国語の文法が正確に機

文法に従ってコ．ンピ．ユコタが構文化できれば

理されてい．ても︑・知りたいことの答えを三つ．

典や各種参考書類が目次や索引でどんなに整

．てどんなに必要かは言うまでもない︒百科事．

い情報を早く取り出すことが現代生活にとつ

る手順として︑迷う余地のない論理回路に組

ところが︑文法を︑機械がデータを処理す

械的に把握されるtとである︒

もうとすると︑実にむずかしいことがわかつ

れを機械に適用しようとすると︑ぽとんど無
第一号といわれるMARKIがハーバード大

タの記憶装置の中に入れておき︑キーワード

れない仕事である︒情報源はみなコンピュー

らない文献にあてもなく目を通すのはやりき

る︒まして答えを含んでいるかいないかわか︑

力であった︒人間は言語を分析する時に︑ま

を指定して︑必要な事項をさっ玉取り出すよ

け出すのはなかなかひまのかかるゼものであ−

．ず表現吋容を直観的に理解してから単語と単

てきた︒人間σため0言語学は立派に近代科

語の関係を考え︑主語だの述語だの．に分けて

検索である︒また各種の文献を記憶装置に贈

学として成立していたかに見えたが︑いざこ

すでに機械翻訳の可能性が論じられ始め︑何

行く︒コンピュータは︑文字や文字連続を認
．知することは正確で速いけれども︑人間のよ

ード．やキーセンテンスをピックアップ←た 抄

える時に︑文献全体の代りに文献中のキーワ

．学に現われたのは一九四四年︑そのころから

．人かの試みがあったのち︑一九五四年には︑

うな意識や直観をもたないから︑手がかりな

畢

←

うにしたい︒これが・ンピュータばよる情報

アメリカ︑ジョージタウン大学のドスタ．ート

しに内容を理解することができない︒コンピ

とか．ーヴィンが︑IBM七〇一を用いてロシ

いる︒H本の通産省電気試験所︵現在﹁電子

ア語から英語への翻訳に︑ともかく成功して

く巨然な成り行きであった︒コンビ．ユ！タの

どができる︑．欧米の学老がそう考えたのは全

すればコンピュータに翻訳の作業をさせるこ

ピ．ユータに教えることができるだろう︒そう

．変わるだろう︒その変換ヂ順は︑かなり機械
的なものではない．か︑ならばその手順をコソ

噛一

もつことがある︒伊語がどういう文脈の中で

単語でもv実際の文脈の中では特殊な意味を

内省や直観を排し︑形式だけを尊重して︑機

を記述するという課題を負ったために︑特に

違うアメリカ・イソデヨアンの数多くの言語

義言語学は︑自分たちの言語とは全く構造の

傷

ほど省ける︒その抄録作りを人間がやらない

どういう意味に用いられる傾向があるかとい

．

でコンピュータにやらせたら︑さらに能率的

うことも組織的に研究する必要がある︒情報

械的に分析を進めるという学風を作り出し

レ

である︒これがコンピュータによる自動抄録

の意味の研究が必要になってきた︒これらは

検索や自動抄録に備えて︑機械のために︑語

．録を予め作ウておけば︸情報検索の手間がよ

情報検索や自動抄録は主に単語を相手にす

である︒

ピュータのための言語学に道を開く可能性が

﹁る業務だから︑文法を生命とする機械翻訳よ
りは楽かと思われるが︑なかなかそうでもな

成文法の考え方を発表し︑さらに変形文法に

あった︒ハリスの門にチョムスキ：が出て生

発展してくると︑この生成変．形文法は︑機械

だけではできない︒ことばのかかり受け関係
には︑あいまいなものがたくさんあり︑その

うべきものである︒機械翻訳も︑決して文法

ソフレ﹂という単語だけを目当てにしたので
は必要な情報をのがすことが多い︒必要な階

抄録の試みを進める過程で︑機械文法や機械

以上のように︑機械翻訳︑情報検索︑自動

が大きな影響力をもちだしたのとがちょうど

段階に入ってきたのとチョムスキーの諸論文

められるようになった︒コン．ビュータが実用

文法にとって最も有力な理論であることが認

意味論の研究が進み始めた︒こういう研究

て︑ユソピュータによる言語処理の理論は︑

同じ時期の一九六〇年代であることも手伝っ

多いからである︒

ともに︑それ以上に意味の存在である︒情報

は︑まず初めは︑コンピュータの専門家であ

いるかわからない︒単語は形の存在であると

単・語で表わされる意味の体系が明らかになら

ことが必至の状態になった︒

生成変形文法は論理学と数学に基礎を置い

多かれ少なかれチョムスキーの影響を受ける

検．索や自動抄録を適切に行わせるためには︑

．なけれぽならない︒単語同士の意味の関係に

を求めた︒二十世紀前半の言語学の中で︑最

て︑演繹的な考え方をする︒単純な基本原理

ついて︑抽象・具体の関係︑含む・含まれる

も目ざましい業績をあげたのは︑構造主義の

から次々と派生規則を仮設し︑現実のあらゆ

の関係︑同意語・類義語・反対語の関係︑事
実との対応から来る︑全体と部分の関係︑共

て目ざましい発展をとげ︑ハリスにおいて精
．密な記述法が整ってきた︒アメリカの構造主

作って衰現機構を設定し︑それによって現実

の説明法を考えるのではなく︑まずモデルを

み上げようとする︒現実の文に当ってからそ

る文が作り出せる規則の集成として文法を組

の説に端を発するとされている構造主義言語

言語学である︒スイスの言語学者ソシュール

どれるように記述されなければならない︒し
かも︑よく使われる単語はとかく一語でいろ
いろな意味をもっていることが多いし︑どの

学は︑アメリカのブルームフィールドにおい

存・類縁の関係等さまざまな関係が明確にた

学者はまず︑言語学の研究成果にその拡り所

る工業系の学者の手で行われたが︑それらの

報の所在が﹁物価﹂﹁値上り﹂﹁デフレ﹂﹁生
．活難﹂など︑どんな単語のある処にひそんで

解決に単語の意味の情報が必要になることが

い︒インフレのことを知りたいときに︑﹁イ

機械文法に対して︑いわば機械意味論ともい

た︒その点で︑構造主義の言語学には︑コン

ダ

の文が説明できるかどうがを試していくとい
てコンピュータ言語学という︒

しなおす必要がある︒そういう研究を総称し

し︑言語処理に大きな功績を残したが︑その

ポレーションの言語学部門主任巴して過ご

ヘイズは一九六〇年代の大半をランド．コー

う考え方をするこの理論は︑はじめ伝統的な
コンピュータ言語学は︑8ヨ噴ロ二二〇守門

ピユLタに言語活動をさ．せてみるのには︑こ

ぎσq旺践8︵Cしと略ず︶の訳語である︒

られた︒今は﹁国際コ．ソピュータ言語学会

間︑彼の論文の中にしばしぽこの名称が用い

言語学者には受け入れられなかっ．たが︑コソ

﹁計数言語学﹂﹁計算言語学﹂と訳されること

き取りと合成︑文字の認識と発生︑漢字入出

ある︒三者の区別を明瞭に立てることはむず

ンピュータの出現以前からあった学問領域で

よい︒﹁計量言語学﹂も﹁数理言語学﹂もコ

文著書も多くなった︒日本のコソピェータの

を始めとして︑この名を冠した研究集会や論

巴ピ冒αq三ωユ︒︒︒︶などが定期的に開かれるの

セミナ﹂︵ω￠H＜Φ︽ωo日ぎ母OロOo日ロ信雷江︒旨︐

環としての﹁コンピュータ言語学サーベイ．

翼δロ巴＝畠臥︒︒§ω︶や︑日米科学協力の一

︵冒8ヨ9︒ぎ冨一〇︒二二︒づ8800日崔︐

の方法が最も適していたので︑機械文法と七

もあるが︑﹁計量言語学﹂と訳さ．．れるρ轟亭

議﹂

ては早くから受け入れられる結果となった︒

．れる穴篭ゴ①ヨ無8コ言σq9ω口︒︒︒とまぎれやす

︹冨牙Φ臣αQ駐伴奮や﹁数理言語学﹂と訳さ

コンピュータの性能が急テンポで向上して
︑いくとともに︑コンピュータによる言語処理

力の高速化︑目黒言語による質問応答組織の

専門学会である皆報処理学会にも︑CL研究

いので．﹁コンピュータ言語学﹂の方が明確で

作成︑新聞・雑誌．・辞典等の自動編集︑各種

かしいし︑区別しても︑共通領域が多くなる

．の試みも範囲が広がってきた︒言語音声の聞

事務文書の自動作成等が実用化を目ざして進

．ので︑無理に区別する必要もないかもしれな
いが︑明らかなのは︑問題をとらえる角度が

のままの言語を処理することでは依然として

を省く点で大いに成果をあげているが︑自然

乏するから酒処理手段が形式的に定あられる
．自動編集のようなものは︑単純に人間の労力

常にコンピュータ処理との関係において問題

は直接関係がないQコンピュータ言語学は︑

角度からとらえる︒ともに︑コンピュータと

的にとらえ︑数理言語学は言語を数理一般の

ちがうことである︒計量言語学は言語を統計．

用性の学問であるから︑その内容は雑多であ

と．いう機械の出現によって否応なく起つ﹂た実

語研究を内容とするが︑本来︑コソピゴータ

るQ

委員会という分科会があって研究を続けてい

みつつある︒コンピュータは大量処理を得意

大きな困難をかかえている︒理解したり表現

り︑学問として純粋な体系をもっているわけ

ではない︒将来︑体系がでぎるかもしれない

コンピュータの使用に関連して行なわれる言

以上述べたように︑コンピュータ言語学は

したりする人間の言語活動に類似した言語の

をとらえるところに特徴がある︒

が︑現在は実績によっていろいろな研究をこ

8玉璽け巴︒三ぎσ・巳︒・呼一︒・という名称を始

処理をコンピュータにさせるためには︑人間

めて用いたのがだれか︑睨らかではないがハ

し︑その中にもおのずかち次の三つの領域が

の言語活動をメカニズムとしてとらえるため
の研究を徹底的に進めなければならない︒音

この名が一般化するのに最も与って力があっ
．たの臆アメリカの言語学者ヘイズであろうφ

．

の名で一括して呼ぶよりほかはない︒しか

声︑文字︑語彙︑文法︑文章︑文体等︑言語
のあらゆる面をコンビュー．タ的視点から研究

n

区鴉できるように思われるひ

一︑コンピュータで言語を自動的に処理す
る方法を求めて言語を研究すること
語を研究すること

2︑コンピュータを分析の道具に用いて言
コンピュータに命令したり︑コンピュ

のユソパイラが作られた︒コソ・ハイラの研究

酔

．

ITAC八二五〇︑九六KBの機械に更新す

きたが︑曜和四十八年度から㌻新しい機械H

ることがきまった︒その間に行なってきた研

は︑本来純粋にコンピュータ内部の研究であ
り︑言語学とは関係のないものであるが︑命

究の内容を以下に紹介する︒前節で述べたコ

ようとするところに言語研究とのかかわりが

コンパイラの研究は行なっていないので︑前

ンピュータ言語学の三領域のうち﹂三番目の

令語の体系をできるだけ日常の言語に近づけ
生ずる︒ことに最近は命令語の範囲が拡大さ

ータと対話するための言語を研究するこ

ち︑二番目にあげたコンピュータを道具に用

いた言語調査の実際をまず記し︑次に自動処

記二項目に属する研究を紹介する︒そのう

コンピュータがそれを受けて必要な処理を

理法の研究を︑直接自動処理にかかわるもの

の言語で質問したり仕事を命じたりすると︑

二番目のコンピュータによる言語研究は︑

し︑出た答えを普通の言語で提供するという

と︑自動処理を目ざした基礎研究とに分けて

れて︑専門オペレータでない一般の人が日常

例えば︑︐コソピ．ユータでシェークスピアの作

質問応答システムの作成までが命令語研究の

を研究するというようなもので︑この場合︑

品の語彙調査をしてシェークスピアの用語法

A

記すことにする︒

コンピュータによる言語処理の実際

究もコンピュ：タ言語学に含めるのが適当と

コンピュータは資料作成の道具に使われたに

コンピュータ言語学とはこのようなもので

不定だから︑固定長よりも可変長のデータが

るべきこと︑言語データは調査単位の長さが

当然数値計算用ではなくて︑事務計算用であ

言語調査を行なうためのコンピュータは︑

この種のものをゴンピュータ言語学に含める

ある︒以下︑コンピュータ言語学の全般では

扱いやすいこと︑データ移動の目標記号を︑

法を知ることにあるから︑厳密な意味では︑

すぎず︑研究の目的はシェークスピアの用語

べきでないかもしれない︒しかし︑実際には︑

なく︑圏立国語研究所が行なってきた研究の

語学の研究

国立国語研究所では︑昭和四十年度にコン

なってきた業務の主たるものは︑新聞の用語

でHITACを選んだ︒この機械を用いて行

でさがす命令が使いやす．いこと︑などの理由︑

語頭から語末へ︑つまヴ︑左から右への方向

範囲内においてその内容を紹介する︒

を言語自動処理法の開発に役立てるというコ
ースをたどることが多いので︑この項目もか
かげておく方が実際的である︒三番目のもの
ンピュータの命令語を自然言語に近づけよう

は︑前記の二つとははっきり区別される︒コ

国立国語研究所におけるコンピュータ言

コンピュータを用いて言語を調べ︑その結果

なる︒

範囲に入ってきた︒こうなると︑命令語の研

と

︑3

島

z新聞の用語調査

昭和四十一年一年間の朝日・毎日・読売︑

【一

ピュータの導入がきまり︑HITAC三〇一用字調査である︒
〇︑二〇KCの機械を設置した︒昭和四十一

れまでに︑OObdO炉閃○勾日園＞Z噛℃﹇＼おなど年以来︑この機械によって調査研究を続けて

として作られるものをコンパイラといい︑こ

二

申

．

︑三新聞朝夕刊全紙面に含まれる一億八千万語

5社会

①話題による区分

6国際

1政治

7文化

2外交

8地方 特徴を見出しだい︒文法形式や文体上の特徴

3経済 れらを分析区分し︑それぞれにおける用語の

用度数だけでなく︑部分部分での使用度数を

Gり︑基本語彙を見出すためには︑全体での使

も︑これで︑ある程度わかるだろう︒

9スポーツ

4労働
12広告その他︵甲種区分の十四から十七まで

11芸能・娯楽．

を母集団とし︑それから六十分の・一の抽出比

の合併︶

一0婦人・家庭

︑で抜き出された三百万語を標本として調査し

た︒この﹁語﹂は︑比較的短かく切られた単
速道路建設反対運動対策委員会﹂などと︑い

︑通知﹁11紹介記事．12読者作文

8探訪ルポ9長期ニュース展望10記録． には︑文章一般において︑近い文脈の中での

知暁︑どこでも広く用いられる語とどこかで ．
②三種による区分 ーニュース 2ニュース
特別に用いられる語とを分ける必要がある︒
解説 3社説・コラム 4時事的特集記事
5特別読物 6評論・論文 7実用知識読物 ㈲︑情報検索や機械翻訳の効率を高めるため

語であるが︑．日本語の単語︑殊に漢語は﹁高

くっもつながって複合語を作る性質があり︑
文の中ではこういう複合語が一単語の働きを
こういう複合語の単語が求められ

する︒文を文節で切って助詞や助動詞を切り
離すと︑

．﹁

．

層M

肛刊行した︒︵←文献4︶それまでに︑三分

除いた十六万余の長単位語彙表を四十八年春

などが多量に含まれている︒そういうものを

語としては無意味な経済株式欄の数字や記号

る語の数は洗眼九万である︒この中には︑単

百九十六万余であった︒これに含まれた異癒

了した︒その結果︑概算延べ二百万の実数は・

昭和四十七年に全データの長単位調査を終

文献8の林論文︶

︵﹇▽文献7の林論文︑木村論文︑

たいない︒

きる︒一種類だけの分類で満足しては︑もっ

2標題．欄名

8社内

う︒

14小説

ば︑大量のデータを簡単に分類することがで

㈲︑コンピュータは︑分類標識を与えておけ

語の共存関係を調べる必要がある︒文章の種
娼相互通信
．類によって共存関係の型に違いがあるだろ
17漫画

・る︒この種のものを長単位の単語︑または単

5社内記者末尾署名記事 6略称

③署名形式による底分 1無署名記事 2通
信社記事 3冒頭署名記事 4外部記者末尾

1見出し

10広告

16案内広告

．に長単位之呼んだ︒これに対し︑短かく切っ

署名記事

15一般広告

短単位と呼んだ︒長単位でかぞえれば︑母集

．て得られた単語を短単位の単語︑または単に

無署名記事

末尾署名記事．︑7外電冒頭記名記事

④位置による区分

その他

9外部記者無署名記事

今回の用語調査では︑文をまず長単位に切っ

団は一億二千万語︑標本は二百万語となる︒−

てヵウソトし︑長単位の語彙表を作ってから

8広告その他

．い？ても︑雑多な要素を含んでいるから︑そ

．ω︑新聞は︑話題からいっても文章形式から

であ．る︒

分をしえのは︑次のようなことを考えたため

このように︑四種類もの角度からデータ区

7写真・図表等の説明

3リード4週過5情報源・署名6表

長単位を短単位に分割し︑︑短単位を集めなお
．して短単位語彙表を作った◎入出力には漢字

サンプリングの手法で紙面のどの部分からも

層︑テレタイプを用いた︒サンプルは︑エリヤ．

よってデータを区分し︑．各語の所属区分がわ

﹂六十分σ一ずつ取られた︒記事の性格などに
︑かるポうにした︒データ区分は︑次の四種の
一︑﹂・角度から行なつ寵︒ド

．で

二種類がある︒真の五十音順と疑似的な五十

十音順と使用度二二とがあるが︑五十音順に

これら語彙表における単語の排列には︑五

2︑3︶

の語彙表を三冊刊行している︒︵O文献1︑

ては︑．総度数のほかに︑用語調査の話題区分

使用度数5以上の漢字二千百四十三字につい

行してある︒︵﹇▽文献5︶この漢字表には︑

千九百八十種の漢字についての中間報告を刊

るもので︑三分の一データに含まれていた二

①の漢字使用度数調査は最も簡単に施しう

③語表記のバラエティの調査

こ之はできない︒現在のコンピュータは大部

類は六十四であるから︑もちろん漢字を扱う

と同様の意義をもつ︒同じく現在作業が進行

実態を明らかにするもので︑これも②の場合

の一を処理した段階で︑長単位および短単位

音順とである︒疑似的五十音順というのは︑

に大体準じた十二区分によって︑記事区分別

のものであるから︑コンピュータが長単位の

章は︑よみがなのついていない原表記のまま

数つきで列挙し︑各短単位のあとにそれを含

中を音訓別に分けた上でまず短単位用例を度

般用法と固有名詞用法とを分け︑それぞれの

②の漢字用例調査は︑各漢字について．一

は︑どうしても漢字は漢字のままで扱わなけ

字を調べることが大きな目的である場合に

から︑これでも漢字は扱えない︒用語調査だ

が︑8ビットで区別しう惹数は二百五十六だ

分8ビット・コードを用いるようになった

用いている︒6ビットで区別しうる文字の種

HITAC三〇一〇は6ビヅト・コLドを

︻三︼漢字入出力の方法

中である︒

すべての漢字にその字を代表する一種類の音

使用度数が示してある︒

データを扱う段階では漢字のよみ方がわから

・む長単位用例を度数つきで示すものである︒

十音順を用いたQ︵与文献6の田中論文︶長

ので︑便宜的な方法として︑この疑似的な五

行ない︑あとは人力によって原文にもどり︑

この調査では︑素集計までをコンピュータで

テレタイプは︑新聞社が活字の自動鋳造と記

入出力には︑漢字テレタイプを用いた︒漢字

ればならない︒そこで前記の用語用字調査の

事の遠隔地送信とに使っているもので︑6ビ
ット2列の12ビット︵これで区別しうる数は

正確なよみがなをつけた︒全資料の中から広
である︒これが完成すると︑国語国字問題を

四千九＋六︶で漢字を紙テープ上に符号化し

単位を短単位に切る時によみがなをつけたか

考えるための最も有力な資料になるばかりで

て扱う︒この符号はそのままコンピュータに

告を除いて得られた資料について現在作業中

︻二︼新聞の用字調査

なく︑コンピュータで日本語のデータを処理

る︒

用語調整と同じデータを用いて文字・表記

ゲル﹂という語について﹁上げる﹂﹁揚げる﹂

る漢字の種類やその排列順に拡︑国立国語研

工業の機械を用いることにした︒盤面に入れ

ACのコンピュータと連動実績のある沖電気

入力できるものであることに着眼し︑HIT

の調査を行なっている︒これは次の三種の調
①漢字の使用度数調査

﹁挙げる﹂﹁あげる﹂などの書き分けの数量酌

査に分れる︒

②漢字の用例調査

③の語表記．バラエティ調査は︑例えば﹁ア

する上での重要な資料となる︒

ら︑短単位の表は正しい五十音順になってい

けなら︑かな文字で入出力してもよいが︑漢

ず︑従って五十音順に並べることができない

列したものである︒最初に入力した新聞の文

を与え︑語頭に立つ漢字の代表音によって排

戸．

究所独自の方式によって仕様を作り︑特別注
調査を行なっており︑漢字の使用状況につい

文した︒．研究所はこれまでに雑誌の用語用字
てかなり精度のいい情報をもっているので︑
力で打鍵できるように字の排列を工夫した︒

・これを利用して︑作業者がなるべく少ない労．

盤面には六百のキートップがあり︑各キート
．ップが四つの文字を受けもつので︑合計二千

を使って4文字のシフトをする︒盤内の漢字

四百の字種をそなえている︒片足および両足
は︑当用漢字から﹁朕﹂﹁璽﹂﹁脹﹂﹁壱﹂﹁弐﹂

の五字を除いた千八百四十五字と︑使用度数

と︑．現在でもこの状況は変っていない︒それ

であると考えられるQこの調査を企画した昭

八年度には果せなかった︒︐

成功したが︑高速漢字プリンタの導入は四十

国立国語研究所も︑コンピュータの更新には

コンピュータの補助記憶装置に単位切りの

・︻四︼文脈つき用語索引︵書毛HO︶の作成

和四十年当時そうであ．つたのはもちろんのこ

に対し︑漢字出力については︑大分状況の変

すんだ言語作品を収めておけば︑比較的簡単

化がある︒この調査では︑コンビ蔦ータで処

つき用語索引を作ることができる︒これは︑

作品中の全単語が︑前後一定字数の文脈をつ

なプログラムによって︑第一図のような文脈

紙テープを漢字テレタイプの印字機にかけて

けたままで紙の中央に︑五十音順その他指定

理されたデータのうち漢字テレタイプで印字
しなければならない部分は︑コンゼユータの

印字した︒この時の印字速度は一分間百二十

品に用いられた単語の．全用例が所在場所の情

する排列順序に並ぶものであ．る︒これは︑作

テープせん孔機で紙テープに出力され︑その

おける大きなネックの一つであった︒現在は

字で極めて遅い︒この遅さは︑今回の調査に

ード︵国①矯≦︒乱︶が文脈の中︵崔08富屋︶

究するのには大変便利な資料である︒キーワ

報つきで直ちにわかるので︑・作品の用語を研

漢字プリンタが各社で製作されており︑それ

にあって並ぶので︑この様式の用語索引を

コ．ンピュータからオンラインでつながる高速

千九字︒盤面にない漢字は盤外字マークのあ

をもつ︒印字の文字には︑電光ニュースの文

らは一分間二万字から十万字以上の印字能力

の此較的高い表外漢字二百六十四字の合計二

とに盤内ノソシフトの字を二つ続けて表わ

に翻．字される︒︵旦V文献6の松本論文︶

打つことになっているので︑﹁お釈迦様﹂は
．﹁お釈◇定町様﹂と打たれてのち︑もとの字

翻字する︒例えば﹁迦﹂の字は．﹁◇室町﹂と

タの出現によって︑漢字出力の悪条件はかな

い．う欠点がある︒このような高速漢字プリン

著しく劣るので印刷の組版には用いがたいと

方式のものは速度は速いが字形が写真植字に

のと︑写真植字方式のものとがある︒ドット

字のように点の集合で表わすドット方式のも

国語研究所では︑次のように︑各種の入出

はない︒

あっても︑高速漢字プリンタを用いれば問題

品なら扱いが極めて容易だし︑漢字を用いて

んでいる︒ローマ字やかな文字で書かれた作

凶芝HO︵凶Φ下身︒己HコOo三①×け︶索引と呼

・す︒盤外字コード表を作って作業者があとで．

漢字をコンビ哉ータで扱う時︑一字を四け

ソピュドタそのものと同じくらい高価である

粗﹂

蜘

8の石綿論文︑．文献9の土屋論文︶．

．用意してある︒︵且▽文献6の斎藤論文︑文献

力様式による閑芝HO索引作成プログラムが

たの数字で表わすなどの方法が用いられるこ

り克服されてきたが︑これらの機械は目下コ
から︑実用化にはまだ時間がかかるだろう︒

とがあるが︑あまり効率がよくないよヶであ
はり漢字テレタイプを用いるのが最良の方法﹁

︑や

る︒漢字をコンピュータに入力するには︑や

齢﹁

第一図
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︿入力機V
︿入方文字﹀

まじり

漢字かな

①〃郷ソ．片かな

漢字

②夘舞ソ．甲學

テレタイプ

④謬タイプ二物

︿出力文字V

片かな

ローマ字

漢字かな
まじり

片かな

の
い

つ
か

索引の例（r寒山拾得』より）
思は
牧民の融に⑭て賢者を礼ナると云ふのが，手栖のやうに

つ

れ

【468ζ

て逃げた・

僧は振り

10Σ7

【472●i1】．

【474。4】．

帰つ
或る日山から⑭に騎って
返つ

帰っ

て参られたのでございます・

【470，411
【465，i1】1

返った・

帰ら

それは先項まで，本堂の背後の僧院にをられましたが，行脚に出ら

の

に

思は

て，⑭言総に山足を与へるのである・
思ひ
心の中では，そんな事をして⑧る寒山，拾得が文殊，瞥賢なら，⑧
に騎つた登干はなんだらうなどと，田舎者が芝居を見て，どの役が
どの俳侵かと 思ひ 怒ふ時のやうな気分になって⑭るのである・
思ふ
それから二人顔を見合せて腹の底から聴み上げて来るやうな笑声を
出したかと 思ふ と，一しょに立ち上がって，⑭世係を認け出し

一藍

石

βi

、

れた切，

帰ら

れませぬ・

あれは白干さんが擾林の中から．拾って

【469・

帰ら

9】「

れた捨子でございま

【471910コ．

す・

顧

、
自分の融業に気を取られて，唯営⑭役⑭と年月を送って⑭る人は，

遺と云ふものを

顕

みない・

P

︿出力機﹀

ライン・

ライン・

プリンタ

プリンタ

ライン・

漢字
テレタイプ

プリンタ

①は入かも出力も能率的で速いので最も実

用性があるが︑文字が片かなである点にもど

のについては全く問題がないが︑一般の日本

かしさがある︒②は原文がローマ字であるも

がそのまま生きるので日本語作品の研究資料

文には︑あまり適用の効果がない︒③は漢字

として有用性が高いが印字速度が遅いことが

るデータをコンピュータの中で︑後述の方法

大きな欠点である︒④は漢字で入力されてい

いて索引作成が進んでいる︒漱石の﹃三四

か 第二図高速漢字フ。・リンタで印字したKWIC

夏
目漱 石と
森鴎
鴎外
外のいく
夏目
と森
につ
くつかの作
﹁品
F兄

ち出すもの︒すでに漢字テレタイプで入力し

の片かなによる索引はすでにできている︒古

郎﹄﹃硝子戸の中﹄︑鴫外の﹃高瀬舟﹄﹃雁﹄

で片かなに自動変換してラインプリンタに打

てある資料については時間も早くてこれ︒か最

典作品についても同様の方式で索引作成を試

も実用的である︒同じく④に属するもので︑

て︑あとで漢字に翻字できるようにしたプロ

出力の片かなに漢字の漢テレ・コLドを添え

﹃浮世風呂﹄︑古くは﹃今昔物語﹄の巻二十六

み︑江戸時代の酒落本﹃遊子放言﹄︑滑稽本

また︑鴎外の短編﹃寒山拾得﹄については︑

と巻三十などについて作成が完了している︒

グラムも作ってある︒

現在これらの閑≦HO索引は︑新聞用語調

査のデータについて部分的に作成しているほ

③

‡
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ダ

．噛

ﾄ︒︒︒︒Oρにかけて印字する也とを試みた︒第

本語の漢字かなまじり文では︑句読点の．ある

動詞・形容詞・形容動詞などの自立語は噛漢

字で書かれる傾向がある︒この事実に着眼し
．rタでココド変換し︑．高速漢字プリンタO胴 処以外は︑文字が連続して書かれるから︑コ．
ンピュ！タが無条件に単証叩の切れ目を認定すr て噛漢字かなまじり文につ︑いて︑漢字とかな

漢字テレタイプで入力七た謎ア﹂タ を コ ． ソ ピ ュ ． ．

＼

のように︑それだけで︑単位切りが成功する

．春一が一三一た一︒

場合がある︒いつもこううまくはいかない

との間で切断すると︑

る︒．この作業の自動化ができれば︑日本文の

る．ことはできない︒そこで︑単位切りに．どう．

データ処理に革命をもらすことになろう︒

．詞は︑語幹を漢字で︑．語尾をか．なで最べこと．

が︑この原則を破るものには︑・①動詞・形容

しても人力が必要になる︒機械翻訳にして

．．動処理といえる要素は︐ほとんど無い︒全体
．処理の︑初め︑中︑終りに人間が介入して︑．

日本語における単語認定は︑新聞用語調査

B 言語処理自動化の研究と実験．

｢ろいろな︐処置を施している︒しかし︑．コン

で長短二種類の単位を認めなければならなか

﹁ある﹂﹁する﹂．﹁炉塾﹂﹁な炉﹂のまうな語は︑

が多い︒②動詞・形容詞でも﹁いう﹂﹁いく﹂

∴二図がその一部であるQ．

であるか昏︑将来の言語調査においては︑人

．ピュ二割を使うのは︑もともと省力化のため

ったことにも．表われているように﹁いろいろ

かな書きになりがちである︒③副詞は︑かな．

い︸︒

力作業の介入をできるだけ減らしたい︒そこ

な考え方が可能なので大量のデータについて

で書かれることが多いが︑﹁最も﹂﹁優に﹂の・

今．回一の一事件︸の﹂黒幕一は一直．︻らし

で〜新聞用語用字調査を進め．るかたわら︑そ

は︑−人間にとっても︑非常にむずかしい︒．コ

完全に．一貫した原理で単位切りを果すこと

．も︑情報検索にしても︑日本語の文章を扱う．

の調査資料を斎いて︑処理自動化の実験をさ

新聞用語用字調査の実際処理の中には︑自

まざま試みた︒そ．れには︑次のようなものが

い︒﹁など︑いくつかの規則的な条件が．見

ように漢字とかなで書かれる語も少なくな

回る︒

出される︒動詞が形容詞の語尾は形に制限が
ノ
あるし︑後続するかなとの筒に一定の関係が
問と違って︑判定基準を狂わすことがないか

見出される︒かなで書かれやすい自立語は特

︻一︼単位切りの自動化

ら︑どんなに大量の処理をしても作業の一貫

前述のとおり︑新聞用語巡査では︑長短二

性がくずれるおそれはなくなる︒

判断回路に組んで︑．前述の原則に加えると自

って参照させればよい︒こういう処理過程を︑

定なもので︑．数が多くないから︑一覧表を作．

種頚の単位を設けて︑文を単語に分割した︒

国立国語研究所では︑次の二つの考え方
1 文字排列の情報を利用する方法

で︑この問題に迫った︒

小実験で轄︑ある程度の成功を児允が︑大量

．津輔

動単位切りプログラムを作ることができる︒

＼

漢字かなまじり文においては︑助詞・助動

．

詞などの付属語鳳ひらがなで書かれ︑．名詞．

．冨

単語と単語の間をあけて書く習慣があるか

阻︑

あ︑．一聴して単語の区別が明らかである︒日

一いる大ていの外国語では︑文章を書くとき︑

力と時間を要した︒この作業を自動化するこ
．とができないであろうか︒われわれの知って

作業はすべて人ガでなされ︑これに多大の労

ずかしい課題だが︑ひとたび成功すれば︑人

ンピュータに単位切りをさせるのは非常にむ

ところには︑まず単位切りの作業が必要にな

唱．

．．

﹁はな﹂﹁はながさ﹂の三種が単語の可能性を

て︑順次同様に辞書と照合した結果︑﹁は﹂

．

のデータについて実肘化を図るには︑まだ多

し

くの研究を要する︒︵与文献／3の江川論文︶

声 1

②﹁は＋ながさ＋く﹂を二名麺＋茗詞7＋

茗詞﹂に

④．﹁はながさ＋く﹂を﹁一陥嗣一＋一名詞﹂に

動詞に

③﹁はな＋が＋さく﹂をコ名詞7芋助飼一＋

書と照合して︑﹁な﹂と﹁ながさ﹂が単語と

それぞれ変換する︒この四種の品詞構成を︑

もっと認定されたとする︒﹁は﹂を単語とし

認められたとする︒﹁は＋な﹂のあとは﹁が﹂

2 辞書引きと構文解析による方法
文にでなければ適用することができない︒漢

たら︑次は﹁な﹂﹁ながさ﹂﹁ながさく﹂を辞

字の極度に少ない文や︑かなだけの文に対し

場合だけが文の形をしていると認められる︒

ないと認められ︑その仮設が棄てられる︒こ

あとは構文規則に合わないので文をなしてい

貯えてある構文規則と照合していくと︑③の

あとは︑﹁さ﹂﹁さく﹂を辞書と照合し︑﹁さ

﹁がさ﹂﹁がさく﹂について辞書と照合し︑

く﹂が単語とされる︒これでひとまず﹁は＋

うして︑辞書引きののち︑構文解析による検

﹁が﹂だけが単語とされる︒﹁は＋な＋が﹂の

場合は︑電報のようにのべつに書いては︑人

定を経て︑﹁はな一が

ては︑単位切りの手がかりがないことにな

間にも読みにくいので︑初めから単語の間を

に︑﹁は＋ながさ﹂のあとは﹁く﹂だけが残

な＋がモさく﹂のつながりが得られる︒次

．がある︒いずれにしても︑漢字かなまじり文

﹁は＋ながさ＋く﹂のつながりが得られ︑も

る︒﹁く﹂が辞書照合で単語と認められれぽ

・この方法が功を奏するか否かは︑専ら︑辞

りが完了するQ

らない︒この必要から考えられたのが︑辞書

ることのできる方法を求めておかなければな

ち書きのしてない文章でも︑正しく単語に切

はもちろんのこと︑たとい︑かなだけで分か

つながりの可能性が認められたとする︒ここ

＋さく﹂﹁はながさ＋く﹂の四種類に単語の

な＋が＋さく﹂﹁は＋ながさ＋く﹂﹁はな＋が

順次︑可能性をさぐって行って︑結局﹁は＋

のつながりは棄てられる︒このようにして︑

し﹁く﹂が認められなければ︑﹁は＋ながさ﹂

ては何でもないことである︒それも︑補助記

純なことの繰り返しは︑コソピュ：タにとっ

て能率が悪そうな感じもするが︑こういう単

で止急れば︑でたらめな答えを含んでいるこ

ランダム・アクセス装置があれば︑ずっと能

かるが︑磁気ディスクや磁気ドラムのような

慮装置が磁気テ；プだけだと照合に時間がか

率がよくなる︒

ここでやっかいなのは︑例えば﹁は﹂とい

情報を参照して︑．

う字は︑﹁ハ﹂とも読めるし﹁ワ﹂とも読め

とになるので︑．次に︑辞書に添えてある品詞

．の辞書と照合し︑一致するものがあれば︑ひ

励はなが﹂﹁はながさ﹂﹁はな．津さく﹂につい

．之まず︑﹁は﹂を単語と認定する︒次に﹁は
な﹂についても同様の処置をする︒以下︑

①﹁は＋な＋が＋さく﹂をコ陪麺＋屠嗣
＋莇詞一＋動詞こに

合︑まず﹁は﹂の︐一宇を取って︑記憶装置内

っている︒やたらにたくさん辞書引きがあっ

︑例えば﹁はながさく︒﹂という文がある場

を引きつつ単語を認定していく方法である︒

書と文法規則が完備しているかどうかにかか

は分かち書きの原理が一貫しなくなるおそれ

さく﹂という単位切

ごとになるのが普通だが︑そうすると︑今度

あけて．書く︵これを﹁分かち書き﹂という︶

る︒もっとも︑普通︑かなだけで文章を書く

右に述べた方法は標準的な漢字かなまじり

夢．

うことだQ﹁今﹂﹁花﹂﹁最高﹂7季節﹂を︑一．

本原則とし︑漢字の音訓表を作っておいて︑

え︑二字以上なら各々に音を与えることを基

﹁
て︑どちらに読んだかによって単語認定の結

る︒その例外を辞書に答えさせるのでは︑問

文中の各漢字に周囲の文字環境によって音か

﹁最﹂﹁高﹂がそれぞれ一語なら﹁モットモ﹂

で一語と認め﹁た時に﹁コン﹂は棄てられるQ

う︒つまり︑文が単語に切れていて︑．かつ大

題が字のレベルから語のレベルへ移ってしま

﹁イマ﹂﹁ハナ﹂﹁サイコウ﹂﹁キセツ﹂の読み

見して直ちに単語と認めるから︑その瞬間に

﹁タカ﹂ど読まれるが︑こ0場合は﹁最高﹂

になる︒それを避け︑例外も︑文字排列情報

きな辞書をそなえていなければならないこと

こ乏である︒かなで二様に読めるのは﹁は﹂

果が変って来る︑というようなことが起る

で一語だと認めたから︑﹁モットモ﹂も﹁タ

重篇︑湯桶読みを始め︑例外がいくらでもあ

っか﹂なら副詞︑﹁めした﹂なら名詞と認め

は﹁も．つか﹂とも﹁めした﹂とも読め︑﹁も

カ﹂も出て来る余地がなく︑直ちに﹁サイコ

を利用し︑簡単な環境演算回路と簡単な音訓

訓かを選ばせるようにする︒この原則には︑

られる︒このようなあいまいさがある場合．

ウ﹂と読まれたわけである︒もう一つの原理

表とによって処理してみたい︒事実︑それは

ン﹂とも読めることは知っているが︑﹁今﹂

は︑ つの処置だけで次に進まないで︑あら

は︑われわれが漢字に反応する時に﹁音﹂反

ある程度可能なのである︒例えば︑﹁崩﹂．と

がきまるのである︒﹁今﹂は﹁イマ﹂とも﹁コ

ゆる可能性をたどって︑いくつもの解答を出

応の孫と﹁訓﹂反応の系をもっていて︑漢字

漢字の場合は﹁ホウ﹂と音読されるが︑後続

いろある場合が少なくない︒例えば﹁目下﹂

すよケに周到なプログラムを作る必要があ

．一宇に対しては︑とかく﹁訓﹂反応の系が働
き︑．漢字二字の連続には︑とかく﹁音﹂反応

字がかななら︑先行字が漢字でもかなでも

と﹁へ﹂だけだが︑漢字には読みかたがいろ

る︒

の系が働くということである︒これら二つの

みてみただけであり︑実用化はまだ遠いが︑

たは前だけが漢牢・の時に﹁看板娘﹂﹁黒板ふ

訓で読まれる︒﹁板﹂は︑前後とも漢字︑ま

﹁山崩れ﹂﹁⁝が崩れる﹂のように﹁くず﹂と

いう字は﹁崩御﹂﹁崩壊﹂のように後続字が

可能性は充分にあるσ︵与文献7の木村論文︑

原理を．そのままコンピュータのプログラムに

こ．の方法は︑極めて小量の文章について試

︻二︼よみがなつけの自動化

文献12の石綿・斎藤・．木村論文︶

た︒ここでいう二つの原理は︑結局︑前項の

もちこんで︑r漢字解読の自動化を図ってみ

の時は﹁板前さん﹂﹁杉の板を切る﹂のように

き﹂のように﹁パン﹂と音読され︑それ以外

﹁目下﹂のように両様に読める例は文章の

自動単位切りの二つの原理と同じこどで︑前

﹁いた﹂と訓読される︒このように︑漢字に

中にそう多く出て来るものではない︒例えば

者は辞書引きによる法であり︑後者は文字排

よっていくつかのタイプがあるので︑それに

の回路を︑その字の特徴によって指定できる

対応できるように音訓表を用意し︑環境演算

﹁今は花が最高に多い季節だ︒﹂という文はA

だれが読んでも﹁イマはハナがサイコウにオ

1 文字排列の情報を利用する方法

列の情報を利用する法である︒

漢字がなまじり文において︑平がなに囲ま

も

いがないのには︑二つの原理がひそんでいる

オいキセツだ︒﹂としか読めない︒ここに迷

れた漢字が︑．一字だけなら︑それに訓を与

弓

に用いられている単語をよぐ知っているとい

一運

と思われる︒その一つは︑われわれが︑ここ

．3．﹁

．7

． 〆

ようにしておけばよい︒第三図は︑このよう
にしてコンピュータが漢字を読んだ結果の一
例である︒﹁引続ぎ﹂や．﹁見通し﹂が﹁いん

トナムは，これまでのところ従〔じゅう〕来〔らい〕通〔とお〕り．のきびしい反〔は
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ロ
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のることだけが目
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︵且V文献8の石綿論文︶

︻三︼その他の試み

以下は︑くわしい説明を省き︑ 項目をかか

1かなから漢字への自動変換

げて内容の概略だけを記す︒

漢字によみがなをつけるのは漢字をかなに

変換することであるが︑その反対に︑かなを

ータにかなだけの文章を入力し︑それを漢字

漢字に変換することも必要になる︒コンピュ

かなまじり文にしで出力させることを試みた

が︑これは︑漢字からかなへの変換よりもむ

あればよい︒入力した文章の中に︑ 辞書に収

語尾が︑﹁か︑き︑く︑く︑け︑け﹂だの﹁く︑

動詞︑形容詞︑形容動詞および助動詞は︑

活用形処理の自動化
録されてない語があれば︑ まとめてリストに
して印字し︑あとで人間がよみがなを与える︒

なら﹂などと変化する︒人間なら︑語尾が変

2

ずかしい問題である︒︵且V文献14の田中論文︶

以後︑その語は辞書に増補されることになる︒

化しても同じ語だと認めて︑例えば︑﹁書か

ばっているものを一つの代表形のもとに集め

く13﹂とする︒このように︑各活用形に散ら

い︑い︑けれ﹂﹁だろ︑だっ︑に︑で︑だ︑な︑

このプログラムを二︑三の記事でテストした

﹁書こ2﹂とあれば︑これら全部を集めて﹁書

2﹂﹁書き3﹂﹁厭い4﹂﹁書く一﹂﹁書け一﹂
ゅう︺佐︹さ︺は驚︹おどろ︺いた風︹かぜ︺

れる方︹通う︺のために．﹂などであった︒

︹こう︺校︹こう﹂に進︹しん︺学﹇がく︺さ

った︒時間をかけて諸種の参照表を充実させ

作ってテストした︒結果はかなり好成績であ

とけ︺がNATOを脱︹だっ︺退︹たい︺﹂﹁高 る作業をコンピュータにさせるプログラムを

︹がでぎているので︑

て︑約十万語の辞書

ファイルを作った︒

な

見

ω加えることによっ

である︒﹂﹁雨︹あめ︺が降︹お︺り﹂﹁個1︻倒

一部である︒残りの一％の誤答は︑﹁中︹ち

即OU29『1。101501＃・大〔おお〕谷〔た1こ〕重〔晦う〕〕二〔こ

結果99％に近い正解率を得た︒第四図はその

一凝・ぶなの情報さえ

課駅的だから・・み

い
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第三図

れぽヤ実用化の可能性が充分遷るα︵尋文献

るα﹁．いっ﹂を﹁い︵言﹀ウ﹂互5い︵行︶ウ﹂

研究のために謬惹国立国語研究所にとそ︑．

におとらず大切である︒研究所がこれまでに

そういう基本問題の研究は︑当面の処理業務

﹁．い︵言︶．．っ﹂﹁言っ﹂﹁言わ﹂﹁言う﹂﹁いう﹂

とに分けるのば同形剰語を判別する作業︑

行なってき．た研究は︑どの部門の研究も︑み

3 品詞認定の自動化

7の江川論文︶

く研究として意味をもつが︑こ﹁こでは︑直

所員石綿敏雄は︑日本語文の自動構文解析b

︻一︼日本語の動詞句形成パタンの研究．

おこう︒

って．行なった研究を三つ取り上げて紹介して

実．にコンピュータで作成した研究データを使︑

な究極においては言語処理法の開発に道を開

などをいっしょに扱うのは異形同語を判定す

接︑言語処理自動化を目ざしつつ︑かつ︑現

．単位切りがなされている文章について︑各

同形異語とは馬別々の単語が．たまたま同℃

る作業である︒
単語の品詞をコンゼ蕩弓タに判定させようと
．す6プpグラムで︑①辞書を引いて決める方

@②その語の語形から判定する方法③直前の． 字で書かれることで︑文脈から切り離してそ
ば︑かなによる同形倒語の例︑．﹁工夫︵こう

れだけ見た時には区別がつかない︒﹁いっ﹂

本来同一の語が文中でいろいろな形をとって

﹁名詞＋助詞＋動詞﹂の形で作られる動詞句

の文法規則を精密化するこ乏を目的として︑

字による同形異語の例である︒異形同語は︑
現われる．もので︑この現象は︑活用による語

4 同語異語判別の自動化
これはまだ︑試みたとはい．えないが問題点

にお．ゆる語の意味類型の関係を分析し︑格助

だけ述べておこケ︒コンビ．エユタで用﹁語調査

詞﹁に﹂や﹁を﹂を含む動詞句について単語．

．．たとするQこの中には︑﹁言っ﹂と解さるべき

三をしだ結果﹁いっ﹂という語形が10箇拾われ﹁がいとから生ずる︒同形総目の判別と異形同

排列のパタンを記述した︒この種の研究には．

﹃三四郎﹄から二言8索引を作り︑多数の．

詞句．﹁名詞＋に＋動詞﹂の形成パタンば︑．概．

用例を分析した︒これによって見出された動

いし︑．機械翻訳以下言語自動処理のすべてに

大量のデータが必要なので︑新聞用語調査や．

といっている︒同語異調判別の自動化ができ

．．ものも﹁行っ﹂と解さるべきもの．も︑いっし

ょになっているから︑ごとばの調査として正

は︑日本語のユンピユータ処理の足元にある．．

言語処理自動化のための基礎的言語研究
言語処理が行きづまるところには︑必らず．

C

．

言語研究の基本問題が横たわっている︑︒言語

層

．︷名詞一般︺に︹抽象関係を示す動詞︺

詞句

＝i口．二つの名﹇詞を特完の関係でつなぐ動

三次のようなものである︒

わたって障害が残る︒同語古語の自動判別

．

重大な課題である︒

．ればならない︒そして﹁い︵言︶づ﹂の方は

陣齢．罠︑

﹁行き﹂乏い︑っしょ．に﹁行く﹂の中に入れる
．．七とによ．りて︑はじめて正七い用語調査とな

・一中に入れ︑﹁い︵行︶っ﹂﹁の方は﹁行か﹂や

忌．﹁言わ﹂や．﹁言い﹂といっしょに﹁言う﹂の

・っ．6﹂︑﹁い︵行︶っ4﹂のように区別しなけ

．仁確を期するためには文脈を調べて﹁い︵言︶．

ないと︑用語用字調査の完全自動化はできな

語の判別とをいっしょにして同語異語の判別．

形変化と︑漢字・かななどによる表記法のち

あった︒︵←文献εの中野論文︶﹁

一短があるが︑正解率は80％から93％の間で ふ・くふう︶﹂﹁方︵ほう・かだ︶﹂などは漢

．語からの接続のしかたで判定する方法の三つ．
．の方法で小実験を試みた結果︑それぞれ一﹁長

．．

︵例︶国際経済に関する報告︑雪国に対す剤
援助

齠 移動を表わす動詞句

表わす動講︺

r

．

︵﹇▽文献9の野村論文︶

︻三︼指示語﹁この﹂﹁その﹂の意味の受け

本稿の筆者林は︑鵬外﹃高瀬舟﹄の囚≦8

つぎ方の研究

︵例︶親に柚える︑．側間に知ぢ画引

一困句全体で憎つの行為を表わす動詞句

形式上の特徴に次のような傾向を見出した︒

分析し︑それらの指示機能と前後のことばの

．索引を材料にして﹁この﹂﹁その﹂の用法を

︹人間の行為を表わす名詞︺に︹動詞一般︺

︵例︶相談に応ずる︑失敗に終る

この研究において︑名詞や動詞の意味の分

ω﹁この﹂﹁その﹂が現場の存在物を指示す

類には国立国語研究所編﹃分類語彙表﹄︵昭
39︶を使っている︒︵5文献9の石綿論文︶
︻二︼漢字かなまじり文における文字連続の

②﹁この﹂﹁その﹂が先行文脈中の語を代行

る時は︑先行文脈中に指示目標がない︒

研究

すいQ

概念や︑全体に対する部分を表わす語が来や

㈲﹁この﹂﹁その﹂が文脈中の語を指定する

する時は︑﹁この﹂﹁その﹂の被修飾語に関係

る漢字かなの排列パタンを分析して︑次のよ

所員野村雅昭は︑新聞記事を材料に︑漢字

うな傾向を見出した︒

蒔は︑近い先行文脈中にそれらの被修飾語と

かなまじり文を文節に切り︑各文節内におけ

ω文節は︑漢字で始まり︑ひらがなで終る傾

を表わす動詞︺

︵例︶公園にある森林・顔を横に向ける

同形または極めて近縁の語があることが多

成しやすい︒

件を表わす形式名詞の場合には︑㈹の条件を

いても︑﹁この﹂﹁その﹂の被修飾語が時間条

㈲﹁この﹂﹁その﹂が文脈中の語を指定して

㈹ひらがなで始まる文節のうち︑名詞・動

を外国といわず︑日本の各地に向けるだけで

まったばかりで︑まだ幼稚な段階にある︒目

タ言語学の概要を述べた︒これらの研究は始

以上︑国立国語研究所におけるコンピュー

もたない︒︵﹇▽文献9の林論文︶

度の高いものである︒

﹁こと﹂﹁もの﹂﹁する﹂﹁いう﹂など︑使用頻

ωひらがなで書かれる名詞・動詞の大部分は

なの来る確率が高い︒

詞・形容詞は︑直前に︑ある範囲内のひらが

体詞・副詞などは︑ひらがなだけの文節を構

い︒

向が強い︒

︹具体物を表わす名詞︺に︹動作を表わす動
詞︺

︵例︶手に持つ︑電車に乗る

四一事態の発展・推移を表わす動詞句
︹時間概・念を含む名詞︺に．︹抽象的意味の動
詞︺

︵例︶将来に備える︑遠足が三日にのびた

圃﹁人間的存在に対する行為を表わす動詞句
︹人間や人間集団を表わす名詞︺に︹行為を

②ひらがなで始まる文節のうち︑接続詞・連

￨二一対象物のある動作を表わす動詞句

︹場所・方向を表わす名詞︺に︹存在・動作

詞句

ヨー＝存在または空間性の動作を表わす動

︵例︶手術に行く︑見に来る

動詞︺

︹人間行為を表わす名詞︺に︹移動を表わす

[二意図直行動を表わす動詞句

︵例︶病院に行く︑左右に動かす

詞︺

︹位置を表わす名詞︺に︹移動を表わす動

一二
一ニ
一三

函

も︑東京大学情報科学研究施設︑同音声医学
研究施設︑京都大学情報工学科︑東北大学電

6﹃電子計算機による国語研．究﹄昭43︵林四郎

な考え方﹂﹁言語の意味と言語情報処理﹂松本昭
﹁国籍用漢字テレタイプと同機利用の言語情報

敏雄．﹁語彙調査第一段階のプログラムの基本的

﹁新聞語彙調査の概．略と語彙分析法試案﹂石綿

学経済経営研究所︑通産省電子技術総合研究

処理﹂斎藤秀紀．﹁電子計算機と漢テレによる用．

気通信研究所︑九州大学通信工学科︑神戸大
所︑日本科学技術情報センター︑国立国会図

処理の自動化に関する一方式﹂石綿﹁COBO

彙調査の遺篇語彙表について﹂江川清﹁活用形

判別﹂﹁構文解析自動化の研究皿﹂中野洋﹁語

子計算機による語彙調査﹂木村﹁層別特徴語の
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