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大量・多様なテキストデータ 

アクセスは容易 理解は容易？ 

子供 大人 外国人 高齢者 

効率的な情報収集・知識獲得のため 
言語能力の差を埋める技術が必要 

文章読解支援のための語彙平易化 



語彙平易化 
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入力文 
 

未来は若者が担う 
語彙的換言の生成 

 

担う:伝承する,引継ぐ,支える,受け継ぐ 
難解語の検出 

 

担う 

出力文 
 

未来は若者が支える 
語義曖昧性の解消 

 

引継ぐ,支える,受け継ぐ 
難易度に基づく並び替え 

 

1:支える 2:受け継ぐ 3:引継ぐ 

文中の難解な語をより平易な同義語に置換 

語彙平易化の基本的な流れ 
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① 語彙的換言の生成：研究目的 
•  語彙平易化の候補を列挙するために 
高精度に網羅性高く語彙的換言を収集する必要がある 

•  知識に基づく語彙的換言手法 
•  特徴：辞書から規則的に語彙的換言を抽出する 
•  長所：高精度に抽出できる 
•  短所：網羅的に収集することはできない 
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　研究目的 
 

　 　・網羅性を向上させる 
　 　・語彙平易化への応用のため、 
　 　　平易な語彙的換言を抽出する 



知識に基づく語彙的換言：関連研究 
•  日本語WordNet(シソーラス)の概念ID：平原ら(2010) 
•  語釈文の類似度計算：藤田ら(2000), 美野ら(2010) 
•  元の単語よりも平易な換言が得られる保証はない 

•  語釈文の主辞：鍜治ら(2003), 美野ら(2010) 
•  国語辞典の語釈文は見出し語を平易に説明している 
ため、主辞の抽出により平易な換言が得られる 

•  網羅性の課題　e.g. 美野ら(2010) 精度：69%, 網羅性：49% 
• 単一の国語辞典から語釈文の主辞を抽出 
• 品詞を限定（鍜治ら：動詞, 美野ら：名詞） 
• ヒューリスティクス：語釈文の文末が主辞 8 



ヒューリスティクスの限界 

主要部終端型言語 

先行研究の 
ヒューリスティクス 

知識に基づく語彙的換言：提案手法 

9 
語釈文全体から広く 
換言候補を収集する 



知識に基づく語彙的換言：網羅性の評価 
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知識に基づく語彙的換言：精度の評価 
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知識に基づく語彙的換言を用いた語彙平易化 
100語　被験者：小学高学年５人 換言前の難解語 換言後の平易語 
被験者の１人も理解できない語 25語   1語 
被験者の過半数が理解できる語 55語 97語 
被験者の全員が理解できる語 33語 83語 

100文　被験者：小学高学年５人 換言前の難解文 換言後の平易文 
被験者の１人も理解できない文   6文   0文 
被験者の過半数が理解できる文 71文 88文 
被験者の全員が理解できる文 24文 38文 
被験者の過半数が＊＊＊の方が 
理 解しやすいと回答した文 35文 65文 

被験者の全員が＊＊＊の方が 
理 解しやすいと回答した文   4文 22文 12 



② 研究資源の構築：研究目的 
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•  読解支援を必要とする読者のためにも、研究を加速させるためにも、
語彙平易化システム・語彙平易化評価セットの公開が必要である 

•  語彙平易化のベースラインシステムの公開 
•  典型的な4つの機構を備えた標準的なシステムを構築する 
•  システムをWebで公開することにより、読者に技術を届ける 
•  標準的なベースラインとして提供し、研究の議論を深化させる 

•  語彙平易化の評価セットの公開 
•  自然言語処理アルゴリズムの一般的な評価尺度である 
精度および再現率の自動評価の枠組みを提供する 

•  共通の評価セットを提供し、性能の直接の比較を可能にする 
•  従来の人手評価の課題を解決し、研究を加速させる 

•  人手評価の課題：コスト、再現性 



語彙平易化のベースラインシステムの公開 
公開されているツールや言語 
資源を組み合わせ、標準的な 
アルゴリズムでシステムを構築 

入力文 
 

未来は若者が担う 
語彙的換言の生成 

 

担う:伝承する,引継ぐ,支える,受け継ぐ 
難解語の検出 

 

担う 

出力文 
 

未来は若者が支える 
語義曖昧性の解消 

 

引継ぐ,支える,受け継ぐ 
難易度に基づく並び替え 

 

1:支える 2:受け継ぐ 3:引継ぐ 

  形態素解析：MeCab 
  平易語：学習基本語彙 

語彙的換言知識： 
•  基本的意味関係の事例ベース 
•  内容語換言辞書（SNOW D2） 
•  動詞含意関係DB 
•  日本語WordNet同義語DB 

難易度：単語親密度DB  述語項構造解析：SynCha 
 格フレーム辞書：京都大学格フレーム 14 



語彙平易化の評価セットの公開 

入力文 
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1.  語彙的換言データセットの構築 
 
1.  対象語の選定 
2.  クラウドソーシングを用いた語彙的換言の列挙 
3.  複数の作業者による作業結果の統合 

（クラウドソーシングを用いた語彙的換言の評価） 

2.  語彙平易化データセットへの変換 
 
1.  クラウドソーシングを用いた平易化候補の難易度による並び替え 
2.  複数の作業者による作業結果の統合 
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語彙平易化の評価セットの公開 
•  データセットの規模（クラウドソーシング：のべ500人が作業） 

•  233語 × 10文脈 
•  名詞：63語、動詞：72語、形容詞：50語、副詞：48語 

•   語彙的換言と語彙平易化の評価のためのデータセット 
•  二つの位置がピッタリ合ったところを【検出する】か、 
差を【検出する】かという部分だけが異なる。 

•  【検出する】発見する 1；検知する 4；見つける 1； 
•  【平易】(見つける) (発見する・検出する) (検知する)【難解】 

•  構築した語彙平易化システムの自動評価 
Precision Recall F-measure 名詞 動詞 形容詞 副詞 
89% 8% 15% 62文 65文 3文 0文 16 



まとめ　　http://www.jnlp.org/SNOW 
 語彙平易化のための語彙的換言手法を提案　精度：70%　網羅性：84% 
1.  知識に基づく手法：国語辞典を利用したアプローチ（12：研究会奨励賞） 
　　　　　　　　　小学生の読解支援への有効性を確認 

2.  知識に基づく手法：手法１の網羅性を改善（13：査読付国際会議, 15：査読付学術論文） 
3.  用例に基づく手法：文脈の種類数に着目したアプローチ（14：査読付国際会議） 

 
 語彙平易化のための研究資源を公開　　　　精度：89%　再現率：8% 
 

1.  シ ス テ ム：日本語で公開された初の語彙平易化システム（2/18 日経新聞） 
　　　　　　典型的な４つの機構を備えた標準的なベースライン 

2.  評価セット：日本語で公開された初の語彙平易化評価セット 
　　　　　　精度と再現率の自動評価の枠組みを提供 
　　　　　　従来の人手評価のコストと再現性の課題を克服 17 



研究業績 1/3 
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