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  1　開発までの経緯

＜新聞との違い＞

現在のNHKのニュースは，通常のテレビジョ
ンのほかハイビジョン，デジタルテレビ，インター
ネット配信などさまざまなメディアに展開してい
る。また，視聴者サービスのために紙媒体，イ
ンターネット，データ通信などでもさまざまなメッ
セージを発信しいている。この情報伝達に使わ
れるのは音声，映像，文字情報である。

文字情報は，漢字かな交じりの日本語で書
かれているが，視聴者から「放送と異なる漢字
の使用基準に基づいているのか」，「誤字脱字
がある」などの指摘を受けることがある。

しかし，ホームページの番組広報，インター
ネットニュースなど限られた人員で運用している
メディアでは,数多くのチェック網をめぐらせる
ことが難しく，指摘を受ける表記の率は高くな
らざるを得ない。

また，NHKの用字用語ルールは『NHK新用
字用語辞典第3版』（2004）に従うことになって
いるが，すべてのことばを網羅しているわけで
はないし，大型辞典なみのことばを収録するこ
とは不可能である。新聞各社も同じような状況
であり，各社のハンドブック，用語辞典のたぐ
いもほぼ同じ程度の語数を収録しているにとど
まっている。

文字情報が適切であるかどうかは，誤字脱

字の防止，適切な送りがな，常用漢字あるい
は各社が決めた使用漢字の範囲を守ること，
適切な用語の使用などいくつかの重要なポイン
トがある。

新聞各社は，最終商品が新聞紙面であり，
紙面製作にコンピューター製版を導入している
こと，表記や表現のチェックを校閲部がすべて
行っているという放送とは異なった背景がある。

放送は，個別の時間帯を別の制作者が担当
し，それを寄せ集めて時間順に放送している手
順となり，統一的にどこかの部署がすべての情
報送出をチェックするわけにはいかない。いわ
ば，新聞社は1か所で集約してチェックするこ
とが可能な仕組みであり，放送は複数のチェッ
クポイントを常に用意しなくてはならない仕組
みであると言える。

新聞社は，紙面のミスは致命的であるという
考えをもとにして20年以上前から，コンピュー
ター支援による校正システムを作り上げている。
情報の入り口にあたる記者が書く原稿について
は，かな漢字変換システムによる表記の統一，
編集者が使用する編集システムに付け加えた校
正システム，出口である印刷の手前で校閲部
による校閲とおおむね3段階のチェックをコン
ピューター支援で行っている。

記者が使うシステムはパソコンレベルのコン
ピューターに搭載し，編集，校閲システムは，

報道用原稿校正システムの検討と開発
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大型機によるサーバークライアントシステムを使
用しているのが普通である。

＜コンピューター校閲システムの原理＞

文章を校閲する場合には，書かれた文章（現
在では書くのではなくキーボードを用いてコン
ピューターに入力した電子的なテキストデータで
あるが便宜上「書かれた文章」という）を日本語
文法に従って，単語単位に分離し，分けられた
単語が適切であるかどうかを，用意した辞書と照
らし合わせてチェックする方法が一般的である。

この文法規則や，単語辞書，あるいはもう少
し大きな単位の文節，慣用句の辞書は新聞各
社の経験や取り決めに依存することになる。も
ちろん，日本語に共通のルールは各社共通の
部分が多いが，検出方法や判断の手順は異な
ることが多い。

文を単語単位に切り分けるには，助詞，句読
点，文字種（ひらがな，カタカナ，漢字，数字
など）に注目し切り分けていく。切り分けた「単
語」を助詞・助動詞，動詞，形容詞，名詞，
固有名詞など品詞ごとに，処理を行い，必要な
場合は決められた辞書を参照し，辞書にある
ことばと無いことばを区別する。辞書にあれば
正常と見なし，無ければ未知語として指摘する。
この働きをするソフトウエアを「形態素解析」プ
ログラムという。代表的なものにインターネット
で公開されているフリーソフト「Cha-Sen　茶筅

（ちゃせん）」1）があり，研究者，日本語ソフト開
発者などが使っている。

この形態素解析の能力が悪いと，「弁慶がな
ぎなたを持って」を「弁慶／が／なぎなた／を／
持って」と切らずに「弁慶／がな／ぎなた／を／
持って」としてしまい，「ぎなた」という名詞があ
るかのように解析してしまう。

現在，形態素解析のソフトウエアの能力は進
化し続けているが，意味のとおりに完全に解
析できるわけではなく，100％にまで精度を上
げるためには分析論理の積み重ねと，大規模
な用例データベースとの比較などが必要になっ
ている。しかし，精度を100％に上げることと，
処理速度の向上や，プログラムサイズを大きく
しないこととを考え合わせると，実用化の水準
に達していると判断してもよいだろう。

形態素解析ソフトが参照する辞書は，現在で
は10 ～ 40万語の規模のものが開発されている
が，解析対象とする文章に含まれている専門用
語や専門的な表記により左右されるために一概
に大きければよいというものではない。辞書は，
この表記であればよいというフィルターの役を果
たすので，難しい漢字や熟語を持っているほうが
高級であるとは言えず，目的にあったレベルの辞
書をいかに作り上げるかということが肝要になる。

形態素解析が終わったあと，文法チェックを
行う。ワープロなどでも行っている，同じ助詞
の連続を指摘したり，「～たり～たり」の対応が
ない文の指摘をしたりする。

形態素解析と文法チェックの進化は直線的な
ものではなく，何かを改善すると，ある不具合が
発生し，その不具合を修正すると，さらに別の不
具合が生まれるという具合に，ぎくしゃくした進
化の道筋であり，総合的に効率がよくなるように
するには，経験と，不断の改良が必要になる。

NHKでは放送技術研究所でも研究を続け，
一定の成果を上げているが，保守運営の問題
や，応用化に問題があることで，現場に配布す
るには至っていない。

校正支援システムを運用している新聞各社で
特に問題になるのが固有名詞である。報道機
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関が作成する通常の文章の中に
は固有名詞が多く含まれており，
これらは通常の国語辞書には含
まれておらず，分量も非常に多
い。地名人名の多さを想像して
いただければおわかりのように
ほとんど無限といってもよい数
がある。この固有名詞をきちんと処理しないと，
システムの精度を上げることが難しくなる。

＜自前か市販品か＞

新聞各社は，原稿から紙面への流れが，支
流から最後には1つの河口から海に注ぐ水の流
れのようになっている。このため，河口に近い
ところに大きな処理工場を置くことが効率につ
ながるし，発行時間が決まっているから大量の
原稿の処理を短時間で行うために強力なソフ
ト，ハードウエアが求められる。

この処理工場を強力なものにすることが，新
聞発行という目的にかなうわけであり，金と人
材を注ぎ込む理由にもなる。

NHKのような放送局では，ニュースと番組に
より原稿の流れが異なり，常時放送を続けるた
めに，「締め切り時間は24時間」というように
新聞社とは校正，校閲システムが異なる。

新聞社は集中的な校正・校閲システムが，放
送局では分散的な校正システムがそれぞれの
業態にあったものだと考えられる。

放送局では大規模なシステムを導入するより，
現場現場にあるパソコンレベルで動くシステム
が望ましい。

このような要求を満たすソフトを開発するこ
とは容易ではなく，校正支援システムがなくて
は放送が出なくなるというぎりぎりの要求もこれ
まではなかった。

しかし，インターネット配信のための業務を
行っている部局から，「処理量が多く，何らか
の機械的な支援が考えられないか」という相談
を受けた。

筆者と放送用語班では，これまでに記者が
原稿を書くのに使うかな漢字変換システムに，
NHKの表記ルールにのっとった辞書を製作し
ており2），その辞書を応用できないかというもの
であった。

調べたところ，かな漢字変換ソフト「ATOK」
を作っている（株）ジャストシステムが，個人向け
の校正支援ソフトを作っており，その精度も向上し
ていること，類似製品の中では効率が高く，使用
者による独自のルール辞書が作れるなどカスタマ
イズ機能があること，ATOK辞書を作成したデー
タを応用できることから，試験的に市販製品を
NHK仕様に近づけてみることに取り組んだ 3）。

このデータの一部を表1に示す。

  2　開発作業

＜市販ソフトの能力＞

市販されているソフトを使用すると，二重敬
語や，呼応表現，同音語の誤り，重ねことばの
指摘などが行われ，ある程度，実用的なこと
がわかった。しかし，商品名の指摘，表外漢
字の使用，同音語の使い分けなどではNHK
が採用している表記原則と異なるものがあるこ

表1
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とがわかった。
また，文や語のおかしい

ところを指摘するマークがこ
れまでは1種類だったものを
3レベルに分けて指摘するこ
とができるようになっていた。

指摘を厳しくし，人間が
文章の点検を行うための支
援機能として使うことがで
きると判断した。

動作速度も速く，指摘さ
れた個所で適切な候補を選
んで修正することも可能であ
る。（図1参照。文中画面は白黒写真であるがディ
スプレー上は5色のマークで表示されている）

＜辞書の作成＞

使用する辞書には，単語辞書とルール辞書
がある。当面，単語辞書を充実させることを目
標にして，データ作成を行った。

かな漢字変換システムでは，ひらがなから考え
られる複数の候補を提示し，ユーザーに正しい
と思われるものを選択してもらうことが眼目であ
り，辞書には正しい候補を用意しておけばよい。
校正支援システムの場合は「辞書にないから何か
おかしい」という指摘では不十分で，「なぜルール
と異なっているか」を指摘できなくては，正しい表
記に直すことができない。つまり，誤った表記に
ついても辞書化しなければならないことがある。

特に放送の場合は，名詞，固有名詞について
の豊富な辞書を用意することが望まれる。名詞
の中には，「～する」というサ変動詞が付くものと
付かないものがあり，これらの区別も必要になる。
固有名詞については，新聞の場合どのように読む
かは読者に任せることもあるが，放送では音声化

が必要なために，読みを付ける場合も発生する。
先行している新聞社では新規登録を常に続

けているために，固有名詞の辞書が大きくな
り，単語1つあたりでは使用頻度が低いことば
であっても保守点検にかかる工数が増え，悩み
の種になっている。

今回は，本格的な運用に結びつけるための
評価版の作成をねらったものであるので，固有
名詞の登録は運用する中で対費用効果を考え
ながら検討することにした。

また，放送現場から問い合わせが多い漢字
熟語の使い分けについても，判断基準を示せ
るように，準備した。固有名詞では表記の違い
による内容の違いを指摘できるようにした。

例：誘引 － 名詞サ変（ 名詞であって「～する」
の形をとれる）

 － 誘い入れること。おびき引き寄せ
ること。

誘因－ 名詞－物事がそうなってしまった遠
い原因。＜－＞主因

霞ケ関－紛らわしい地名（駅）
霞が関－紛らわしい地名（ビル・町）

図1
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霞ヶ関－使わない－駅は（ケ），ビル・町は（が）
その他の例は，表 2に一部を示した。

多くの単語は報道局版のATOKを製作した
時に使用したデータを加工し使用することがで
きた。

加工作業は，かな漢字変換用辞書では，使
用できないと指摘した表記（使用原則から外れ
る表記）を見出し語として立て，正しい表記を，
候補としてあげることが主になる。
例：ATOK：くしあげ－×串揚げ→くし揚げ
　ジャストライト：串揚げ－表外字「串」－くし

揚げ
その他，活用することば（用言）についても同

様の作業を行い，全体のバランスをとっている。
これらの作業の結果，登録語数は約75,000

語に上った。
『NHK 新用字用語辞典第3版』（以下『用字

用語辞典』と略す）は正しい表記を掲載して
いるのであるからこれらを誤用指摘の辞書に
登録する必要はない。現在使われている『用
字用語辞典』の収録語数が約36,000 語であ
るので，数の上ではほぼ倍の登録が必要に
なった。

  3　検証

これらの語は，専用のツールで辞書化し，
平成20年11月現在，報道局のインターネット
配信部局，大阪局送出技術で検証中である。

＜検証中にわかってきたこと＞

放送文化研究所放送用語班で検証を行いつ
つ，辞書の改良に努めているが，市販ソフトを
使う上での注意点やこれまでの表記基準では
不足することが見えてきた。

現在わかっている，不都合な点は以下のよう
なものである。
1.     漢字で書けるものでも，かなで書いてある

場合は指摘をしないこともある
これは，かな表記を漢字表記に改めるかどう

かを判断したデータを大量に作ることで解決で
きそうである
2.     固有名詞の判別はユーザー辞書によるとこ

ろが多く，3 万語程度では不足する
未定義語を抽出するツールもあるが，玉石混

交の大量データを処理する手間と時間がかかる
こと，固有名詞が正しいかどうかは当事者に確
認する以外の方法がないという2つの理由から
当面は見送らざるを得ない。
3.     数字の扱いについてユーザーがどうすれば

よいかを提示しにくい
日本語文章では算用数字，漢数字が混在す

るが，一定のルールにあっているかどうかの判
別は難しい，特に横書き文章を画面で縦表示
する場合には漢数字主体となるが，横書き文章
には適用できない。この2つのルールを切り替
えることは現状では難しい。数字は「表記のゆ
れ」として指摘されることが多いが，ユーザー
の判断能力が求められる。この校正支援システ

表 2
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ムを運用する場合は，数字の扱いについて別
途ユーザーに指示することが望ましいと考える。
4.     複数の表記がある場合は，たとえそれが

正しくても指摘してしまう（過剰指摘）
過剰指摘と，指摘漏れを比べた場合，過剰

指摘を許しても見逃しを防ぐべきであろう。表
記の不都合な点を指摘するレベルを3段階に分
けて（3色の色分けで）表示することができる
ので，指摘レベルを決めることを厳格にすると，
校正の優先度を付けることができる。現在は，
表外字，異体字の使用，外来語の表記違反を
最高度のレベル1，商標，商品名，町村合併に
よる市町村名の変更をレベル2，読みを付加す
ることができる固有名詞，許容の表記を最低の
レベル3に指定している。
5.     類似語がある場合は指摘をしない

外来語で，アーサ（ASA）とアーサー（人名）
がある場合，人名を「アーサ」と書いていても別
語のアーサがあるために正しい表記と誤認して
しまう。機械的処理では「文脈を読む」というこ
とができないために判別が付かないためである。
この問題を解決することは難しく，辞書を拡充
すればするほど，適正候補に相当する単語が増
え，指摘漏れの現象が増えることになる。

かな漢字変換の場合は候補が多いほど便利
になるということが言えるが，校正支援ソフト
の場合は必ずしもそうはならず，「兼ね合い」が
難しくなる。

＜その他の応用＞

この校正支援システムは，正しい表記にする
ための目的で使用するが，昭和35年にNHK
放送文化研究所が作った『難語言いかえ集』（非
売品）を用いて，文章を易しくすることができな
いかを試してみた。たとえば，「経緯」を「いき

さつ」としたり，「寄与する」を「役立つ，ために
なる，尽くした」などとしたりより易しいことば
に言いかえるものである。

これはそれなりに機能して，より易しい文章
を作成する支援にもなることがわかった。しか
し，常に言いかえ機能を働かすことは無意味な
ので，使用する場面により簡単に切り替えがで
きる機能があれば，有効に働くだろう。

  4　今後

当面，現場で試験的に使用して不具合の報
告を受けているが，同音異義語や，同じ漢字
を別に読む例との競合などの指摘があがってき
ている。今後，およそ半年かけて辞書の不具
合を修正してゆく。その後，ルール辞書（これ
までの誤った文の蓄積。文法的な指摘）を充実
させて実用化に結びつける計画である。

市販ソフトに追加する形のユーザー辞書を作
り上げることで，分散型の原稿校正支援が可能
になり，経費や労力の削減に資するとともに，「ま
ちがいのないアウトプット」に近づけるためのひと
つの道具として提供してゆきたい。しかし，最後
の確認，表現の豊富さはあくまでも人間側の責
務であり，支援ソフトはあくまで「支援」に過ぎ
ないことを頭に置いて使用していただきたい。

（しばた みのる）

注：
1）Cha-Sen（「茶筅」とも言われる）奈良先端科学

技術大学院大学情報科学研究科自然言語処理学
講座（松本研究室）が開発し無償で公開してい
るソフトウエア。ipadic という辞書を使用。1996
年公開，現在はバージョンが 2.4.2 になっている。

2）『放送研究と調査』2005.11「かな漢字変換辞書
の製作」

3）（株）ジャストシステムの Just Right!3 Pro CE


