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ココーーパパススにに基基づづいいたた言言語語研研究究  
日日本本語語話話しし言言葉葉ココーーパパススのの構構築築にに向向けけてて  

HHeeiikkoo  NNaarrrroogg（（ハハイイココ・・ナナロロッックク））  北北海海道道大大学学言言語語文文化化部部  

於於東東北北大大学学大大学学院院国国際際言言語語文文化化研研究究科科  22000033//11//2277  

  
今今日日ののおお話話のの概概要要  
１１  ココーーパパススととはは何何かか  
２２  ココーーパパススにに基基づづいいたた言言語語のの研研究究ととははどどうういいううももののかか  
３３  話話しし言言葉葉のの特特徴徴  
４４  ココーーパパススにに基基づづいいたた研研究究  
５５  日日本本語語話話しし言言葉葉ココーーパパススププロロジジェェククトトににつついいてて  
  
１１  ココーーパパススととはは何何かか  
■■   ““aa  bbooddyy  ooff  wwrriitttteenn  tteexxtt  oorr  ttrraannssccrriibbeedd  ssppeeeecchh  wwhhiicchh  ccaann  sseerrvvee  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr  lliinngguuiissttiicc  aannaallyyssiiss  aanndd  

ddeessccrriippttiioonn””  ((KKeennnneeddyy  11999988::  11))  
■■   ““llaarrggee  aanndd  pprriinncciipplleedd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  nnaattuurraall  tteexxttss””  ((BBiibbeerr  11999988::  1122))  
■■   アアーーカカイイヴヴ／／EELLTT（（電電子子テテキキスストトラライイブブララリリーー））／／ココーーパパスス（（長長瀬瀬11999944::  111199))    
  EELLTT    「「標標準準的的なな形形式式ををももっったたテテキキスストトテテーータタベベーースス・・・・・・内内容容等等にに関関連連ししてて一一定定のの取取決決めめははああ

るるがが、、厳厳密密なな選選択択基基準準ににままでで至至っってていいなないい。。」」  
  ココーーパパスス  「「  EELLTTののササブブセセッットト。。ああるる目目的的ののたためめにに明明確確なな標標準準にに従従っってて大大量量ののテテキキスストトデデーータタベベ

ーーススがが蓄蓄積積さされれたた」」  

  
ココーーパパススととはは何何かか（（続続））  
■■   言言語語学学ににおおけけるるココーーパパススのの四四つつのの特特徴徴  ((MMccEEnneerryy  22000022::  2299ff))::    

１１））代代表表性性／／標標本本抽抽出出、、２２））量量的的限限界界のの有有無無、、３３））機機械械可可読読性性、、４４））標標準準的的参参考考資資料料ととししててのの性性

質質  
■■   ああるる研研究究分分野野ににおおいいてて重重要要性性をを持持つつ変変数数ににつついいてて信信頼頼ででききるる頻頻度度ななどどのの統統計計量量をを得得らられれるるよようう

にに設設計計さされれたたテテククスストトのの集集合合体体  
 

異異ななるる目目的的ののたためめにに使使用用すするる異異ななるるココーーパパスス  
■■   GGeenneerraall  PPuurrppoossee  CCoorrppoorraa  



■■   翻翻訳訳ココーーパパスス  
■■   同同等等なな構構成成をを持持つつココーーパパスス((ccoommppaarraabbllee  ccoorrppuuss));;  例例：：IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoorrppuuss  ooff  EEnngglliisshh

（（2200かか国国・・地地域域））  
■■   LLaanngguuaaggee  ffoorr  SSppeecciiffiicc  PPuurrppoossee,,  SSppeecciiaall  CCoorrppoorraa,,  学学習習者者ココーーパパスス（（LLeeaarrnneerr  CCoorrppoorraa））  

  
ココーーパパススのの例例  
■■   BBNNCC  ((BBrriittiisshh  NNaattiioonnaall  CCoorrppuuss))    
––  出出版版者者（（OOxxffoorrdd  UUPP、、LLoonnggmmaann  ななどどのの出出版版者者とと、、大大学学ななどどのの研研究究所所のの提提携携  でで  11999911～～  11999944年年にに構構

築築  
––  １１億億語語含含むむ、、中中９９００％％書書きき言言葉葉、、１１００％％話話しし言言葉葉  
––  徹徹底底ししたた標標本本抽抽出出  

・・書書誌誌目目録録かかららのの無無作作為為標標本本抽抽出出（（テテキキスストトのの生生産産側側をを対対象象ととししたた標標本本抽抽出出））ややベベスストトセセララーーリリ

スストト、、図図書書館館貸貸しし出出しし人人気気ラランンキキンンググななどど（（読読者者側側をを対対象象ととししたた抽抽出出））をを組組みみ合合わわせせるるななどどすす

るる  
  ・・分分野野、、時時代代、、発発行行媒媒体体、、レレベベルルにによよるる多多層層偶偶然然無無作作為為抽抽出出  
  ・・ひひととつつののテテキキスストトはは４４万万語語をを超超ええなないいよよううにに切切りり抜抜ききさされれるる  
  ・・TTEEII基基準準にによよるるママーーククアアッッププ  

  
BBNNCC（（続続きき））  
■■   BBNNCCのの書書きき言言葉葉のの構構成成  
フフィィククシショョンン（（文文学学的的テテキキスストト））2255%%、、非非フフィィククシショョンン7755%%  

  
BBNNCC（（続続きき））  
■■   BBNNCCのの話話しし言言葉葉部部分分  
––  1100,,000000,,000000語語  
––  人人口口統統計計的的にに構構成成さされれたた部部分分4400％％、、話話しし言言葉葉のの文文脈脈（（ジジャャンンルル））にによよっってて構構成成ささ

れれたた部部分分6600％％  
––  人人口口統統計計的的にに構構成成さされれたた部部分分はは、、112244人人ののボボラランンテティィアアががテテーーププレレココーーダダーーをを持持

ちち歩歩いいてて計計11000000人人ぐぐららいいのの話話しし相相手手ととのの話話ししをを収収録録ししたた  
––  文文脈脈別別のの部部分分はは、、講講議議、、テテレレビビ・・ララジジオオ放放送送ななどど、、非非日日常常的的なな話話しし言言葉葉もも含含めめるる  

  
BBaannkk  ooff  EEnngglliisshh  
■■   出出版版者者（（HHaarrppeerr  CCoolllliinnss))とと大大学学((BBiirrmmiinngghhaamm))がが共共同同でで11999911年年かからら運運営営ししてていいるる  
■■   モモニニタターーココーーパパスス  ーー  常常ににテテキキスストトがが追追加加さされれるる、、ココーーパパススのの「「質質」」やや「「代代表表

性性」」よよりり「「量量」」がが求求めめらられれるる  
■■   現現在在（（11//22000022））４４億億５５千千万万語語のの規規模模（（一一般般利利用用可可能能はは、、そそののううちち５５千千６６百百万万語語のの



みみ））  
■■   そそのの他他：：CCaammbbrriiddggee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoorrppuuss;;  CCUUPPととNNoottttiinngghhaamm  大大学学;;  ６６億億語語;;  完完全全非非

公公開開  

  
CCOOSSMMAASS    ココーーパパスス集集  
■■   IInnssttiittuutt  ffüürr  DDeeuuttsscchhee  SSpprraacchhee（（ドドイイツツ語語研研究究所所））でで11999933年年かからら運運営営  
■■   現現在在1188億億44千千660000万万語語をを収収録録、、中中約約1111億億万万語語がが一一般般利利用用可可能能  
■■   話話しし言言葉葉はは三三つつののココーーパパスス（（計計約約116600万万語語））がが含含ままれれるる  
■■   原原則則ととししてて、、オオンンラライインン利利用用ののみみ可可能能ででああるる  
 

日日本本語語ののココーーパパススはは？？  
（（奈奈良良先先端端科科学学技技術術大大学学院院大大学学（（松松本本裕裕治治））））  
  

２２  ココーーパパススにに基基づづいいたた言言語語のの研研究究ととははどどうう

いいううももののかか  
■■   言言語語研研究究のの二二つつのの流流れれ  

・・  言言語語能能力力のの研研究究  内内省省にによよるるデデーータタをを重重視視  
  例例：：チチョョムムキキーー、、形形式式文文法法論論、、実実際際のの言言語語使使用用ににはは関関心心をを持持たたなないい  
・・  言言語語をを人人間間のの社社会会的的行行動動、、ココミミュュニニケケーーシショョンンのの中中にに位位置置付付けけるる研研究究  ーー  

機機能能言言語語学学、、談談話話・・会会話話分分析析、、（（認認知知言言語語学学））言言語語のの性性質質がが実実際際のの  言言語語使使

用用かかららししかか説説明明ででききなないい  

  
    ココーーパパススはは、、経経験験的的デデーータタのの調調査査ななららどどんんなな分分野野ででもも役役立立つつ  

  
・・  語語彙彙論論的的研研究究（（辞辞書書作作成成ななどど））  
・・  文文法法論論的的研研究究  
・・  社社会会言言語語学学的的研研究究（（方方言言、、言言語語使使用用域域にによよるる差差））  
・・  文文体体のの研研究究  
・・  通通時時的的研研究究  
・・  言言語語教教育育  

  

ココーーパパススにに基基づづいいたたアアププロローーチチ  
言言語語使使用用のの研研究究のの二二つつのの焦焦点点  



①①  特特定定なな言言語語構構造造（（語語、、統統語語構構造造、、特特性性））のの解解明明  
■■   言言語語構構造造ががどどののよよううなな文文脈脈にに起起きき、、どどんんなな頻頻度度でで起起ききるるかか  
  ⇒⇒  特特定定ななパパタターーンンのの頻頻度度をを調調べべるる  
  ⇒⇒  ババリリエエーーシショョンンをを決決定定付付けけるる文文脈脈をを調調べべるる  

◆◆   言言語語的的使使用用文文脈脈  
・・語語彙彙的的使使用用文文脈脈  
・・文文法法的的使使用用文文脈脈  

  
■■   母母語語話話者者ででもも内内省省にによよるる言言葉葉のの認認識識とと知知識識にに限限界界ががあありり、、単単にに直直感感にに頼頼れれなないい。。大大量量ののデデーータタがが

必必要要ととななるる。。  
 

言言語語構構造造解解明明のの例例  
lliittttllee  vvss..  ssmmaallll  
■■   lliittttllee  ははほほととんんどど述述語語的的にに使使わわれれなないい（（22%%以以下下））；；ssmmaallllはは述述語語的的にに使使わわれれるる（（1155%%

以以下下））。。  
■■   ssmmaallllははllaarrggeeにに対対応応ししてて、、主主にに量量をを表表すすののにに使使わわれれ、、lliittttlleeははbbiiggにに対対応応しし、、具具体体物物・・

有有生生物物をを限限定定すするる（（以以上上、、BBiibbeerr  11999988））  
■■   ssmmaallllはは「「客客観観的的にに」」大大ききささをを描描写写すするるののにに対対しし、、lliittttlleeはは名名詞詞をを同同定定しし、、話話しし手手のの

態態度度（（感感情情））もも表表すす  
⇒⇒  Collocations in BNCCollocations in BNC  

  

②②特特定定なな話話しし手手・・書書きき手手のの言言語語のの特特徴徴のの解解明明  
■■   特特定定なな著著者者のの言言語語使使用用  
■■   特特定定なな社社会会層層のの言言語語使使用用  
■■   ジジェェンンダダーーとと言言語語使使用用  
■■   特特定定ななテテククスストトのの種種類類のの言言語語使使用用  
■■   例例：：  新新聞聞、、手手紙紙、、研研究究論論文文のの言言語語    ((==rreeggiisstteerr))  
  ⇒⇒  個個々々のの言言語語的的特特性性或或いいはは言言語語的的特特性性群群のの使使用用文文脈脈  

⇒⇒  言言語語的的特特性性のの共共起起  
  

例例：：話話しし言言葉葉vvss..学学術術のの言言葉葉（（BBiibbeerr  11999988にによよるる））  
■■   話話しし言言葉葉のの典典型型的的表表現現：：WWhhaatt  yyoouu’’dd  hhaavvee  ttoo  ddoo,,  yyoouu  kknnooww,,  yyoouu  tteellll  hhiimm  wwhhaatt  yyoouu  nneeeedd  

ttoo  kknnooww,,  hhee’’dd  bbee  aabbllee  ttoo  tteellll  yyoouu  hhooww  ttoo  ddoo  iitt    
■■   ⇒⇒  短短縮縮形形、、２２人人称称単単数数、、wwhh--節節、、「「半半」」助助動動詞詞、、挿挿入入語語  
■■   学学術術のの言言葉葉のの典典型型的的表表現現：：AAss  hhaass  bbeeeenn  rreeppeeaatteeddllyy  sshhoowwnn,,  ccuullttuurraall  eevvoolluuttiioonn  iiss  nnoott  aa  

uunniilliinneeaarr  pprroocceessss,,  aanndd  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss  aa  ssiimmpplleerr  ssoocciiaall  
ffoorrmmaattiioonn  mmaayy  eemmeerrggee  oouutt  ooff  aa  mmoorree  ccoommpplleexx  oonnee..  



■■   ⇒⇒  多多くくのの名名詞詞句句、、限限定定形形容容詞詞、、受受けけ身身文文、、外外置置構構造造  
  

実実際際のの言言語語使使用用ににおおけけるる共共起起ののパパタターーンンのの特特

徴徴  
■■   連連続続態態をを成成ししてていいるる  
■■   「「常常ににああるる」」或或いいはは「「絶絶対対なないい」」とといいうう観観察察ははままれれででああるる。。  
■■   相相対対的的なな差差ががああるる  

⇒⇒ 量量的的なな分分析析がが必必要要ととななるる  
  

ココーーパパススにに基基づづいいたた研研究究のの特特徴徴  
■■   経経験験的的でであありり、、（（原原則則ととししてて））帰帰納納的的ででああるる  
■■   原原則則ととししてて大大型型ななデデーータタ集集合合体体をを利利用用すするる  
■■   分分析析ののたためめにに電電子子計計算算機機をを利利用用すするる  
■■   量量的的なな分分析析をを中中心心ととすするる（（たただだしし、、質質的的なな分分析析ととのの組組みみ合合わわせせはは不不可可欠欠ででああるる。。  
  

テテククスストトととココーーパパススのの違違いい  
  

ココーーパパススにに基基づづいいたた言言語語研研究究のの位位置置  
■■   １１））ココーーパパススにに基基づづいいたた分分析析はは通通常常、、従従来来のの方方法法論論をを補補ううももののででああるる。。他他ののアアププ

ロローーチチかからら出出たた問問題題をを解解決決すするるにに利利用用すするるににすすぎぎなないい（（BBiibbeerr  11999988ななどど））。。  
  ・・  構構造造的的分分析析かからら生生じじたた問問題題  
  ・・  理理論論的的考考察察かからら生生じじたた問問題題  
  ・・  直直感感的的観観察察かからら生生じじたた問問題題  

■■   ２２））ココーーパパスス言言語語学学はは使使用用すするる方方法法論論がが言言語語のの観観察察にに実実際際にに質質的的なな変変化化ををももたたらら

しし、、言言語語学学へへのの新新ししいい理理論論的的アアププロローーチチででああるる（（TTooggnniinnii--BBoonneellllii  22000011））。。  
  

３３  話話しし言言葉葉vvss..書書きき言言葉葉  
話話しし言言葉葉のの優優位位性性のの理理由由  
■■   書書きき言言葉葉をを持持たたなないい言言語語ががたたくくささんんあありり、、何何千千年年前前にに世世界界のの言言語語ががほほととんんどど全全てて

そそううででああっったた（（今今ででもも大大半半））  
■■   第第一一言言語語習習得得がが話話しし言言葉葉にによよるる  
■■   文文法法化化はは話話しし言言葉葉にによよるる  
■■   たただだしし、、現現代代社社会会でではは書書きき言言葉葉にによよるる影影響響もも侮侮れれなないい（（各各種種メメデディィアア・・言言語語政政策策



等等をを通通じじてて））  
  

話話しし言言葉葉研研究究ののあありり方方  
■■   話話しし言言葉葉のの研研究究はは必必ずず言言語語使使用用のの研研究究ででああるる  
■■   たただだしし、、（（書書きき言言葉葉とと違違いい））大大量量ののテテキキスストトをを用用意意すするるここととはは困困難難ででああるる  
■■   表表記記（（書書きき起起ここしし））のの困困難難ささ  
■■   従従来来量量的的なな研研究究よよりり、、詳詳細細なな、、質質的的研研究究がが多多いい（（会会話話分分析析ななどど））  
  

４４  ココーーパパススにに基基づづいいたた研研究究  のの成成果果  
■■   教教育育ななどどののたためめのの、、記記述述的的研研究究：：    
辞辞書書編編纂纂、、文文法法書書、、教教材材作作成成  

■■   言言語語のの理理論論的的研研究究  
  

語語彙彙記記述述、、辞辞書書のの例例  
■■   名名詞詞ddeeaallがが最最もも頻頻繁繁にに使使わわれれるる用用法法はは量量をを示示すすもものの（（ggoooodd,,  ggrreeaattととのの共共起起））ででああるる。。ししかかしし、、辞辞書書

でではは、、次次ののよよううににななっってていいるる  
 

ddeeaallのの記記述述のの比比較較（（続続））  
■ ■  American Heritage Dictionary (3rd ed) (1992)American Heritage Dictionary (3rd ed) (1992)  
■■   CCaammbbrriiddggee  AAmmeerriiccaann  DDiiccttiioonnaarryy  ((22000000))  
  

文文法法記記述述のの例例：：LLGGSSWWEE  
  
理理論論的的研研究究  
他他動動文文のの優優位位性性へへのの疑疑問問点点HHooppppeerr&&TThhoommppssoonn  22000011  
■■   444466のの文文かかららななるるアアメメリリカカ英英語語母母語語話話者者のの会会話話のの他他動動性性のの分分析析  
■■   結結果果：：文文のの他他動動性性がが非非常常にに低低いい  
■■   文文のの2277%%ししかか他他動動文文ででははなないいがが、、そそのの2277%%のの中中ももままたた、、ほほととんんどどがが他他動動性性がが低低いい  
■■   典典型型的的なな他他動動文文ががほほととんんどど起起ここららなないい  
■■   ままたた、、GGoollddbbeerrgg  11999955等等でで、、「「言言語語のの文文構構造造のの基基本本ををななすす」」ととさされれるる文文構構造造

（（ddiittrraannssiittiivvee,,  rreessuullttaattiivvee,,  ccaauusseedd  mmoottiioonnななどど））がが実実際際のの言言語語使使用用でではは極極めめててままれれでで

ああるる  
⇒⇒  文文法法理理論論・・教教育育とと実実際際のの言言語語使使用用ののギギャャッッププ  



  

他他動動性性ののパパララメメーータターー  
TThhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  ssccaallaarr  ttrraannssiittiivviittyy  ((HHooppppeerr  aanndd  TThhoommppssoonn  11998800))  
        HHiigghh      LLooww  
AA..  PPaarrttiicciippaannttss  22      11  
BB..  KKiinneessiiss    aaccttiioonn      nnoonn--aaccttiioonn  
CC..  AAssppeecctt    tteelliicc      aatteelliicc  
DD..  PPuunnccttuuaalliittyy  ppuunnccttuuaall      nnoonn--ppuunnccttuuaall  
EE..  VVoolliittiioonnaalliittyy  vvoolliittiioonnaall    nnoonn--vvoolliittiioonnaall  
FF..  AAffffiirrmmaattiioonn  aaffffiirrmmaattiivvee    nneeggaattiivvee  
GG..  MMooddee    rreeaalliiss      iirrrreeaalliiss  
HH..  AAggeennccyy    AA  hhiigghh  iinn  ppootteennccyy  AA  llooww  iinn  ppootteennccyy  
II..  AAffffeecctteeddnneessss  ooff  00    00  hhiigghhllyy  aaffffeecctteedd    00  nnoott  aaffffeecctteedd  
JJ..  IInnddiivviidduuaattiioonn  ooff  00  00  hhiigghhllyy  iinnddiivviidduuaatteedd  00  nnoott  iinnddiivviidduuaatteedd  

  

項項構構造造のの問問題題  
TThhoommppssoonn&&HHooppppeerr  22000011  
■■   項項構構造造（（aarrgguummeenntt  ssttrruuccttuurree））、、格格支支配配ななどどのの概概念念はは、、ほほととんんどどのの統統語語論論でで中中心心的的

なな役役割割をを担担うう  
■■   ししかかしし、、実実際際のの話話しし言言葉葉でで見見るる限限りり、、項項構構造造ににはは多多くくのの問問題題ががああるる  

ーー  ははっっききりりししたた項項構構造造をを持持たたなないい動動詞詞ががああるる。。特特にに、、頻頻繁繁にに使使わわれれれればば使使わわれれ

るるほほどどそそううななるる。。  
ーー  項項２２つつああるるははずずのの動動詞詞がが頻頻繁繁にに１１つつだだけけのの項項でで起起ここるる（（例例：：ffoorrggeett））⇒⇒２２つつ

のの動動詞詞？？  
  ーー  ‘‘PP--WWoorrddss’’をを伴伴うう動動詞詞；；例例：：ppllaayy  wwiitthh,,  ssoouunndd  lliikkee,,  ffiitt  iinnttoo  
  ーー  VV--OO  ccoommppoouunnddss；；例例：：hhaavvee  ffuunn  

  

項項構構造造のの問問題題（（続続））  
■■   項項構構造造がが頭頭のの中中でで予予めめ決決ままっってていいるるももののででははななくく、、非非常常にに柔柔軟軟でであありり、、使使用用のの中中

でで状状況況にに合合わわせせてて変変わわっってていいくく  
■■   項項構構造造とと頻頻度度がが密密接接なな関関係係ににああるる  
■■   我我々々のの言言語語知知識識はは、、恐恐ららくくききれれいいにに分分けけらられれるるカカテテゴゴリリーーにに分分類類さされれたたももののでではは

なないい、、使使用用経経験験のの蓄蓄積積にによよるるももののででああるる  
  

文文法法関関係係へへのの疑疑問問  
  FFuujjiiii//OOnnoo  22000000,,  OOnnoo//TThhoommppssoonn//SSuuzzuukkii  22000000  
■■   話話しし言言葉葉ででのの対対格格表表示示「「をを」」／／主主格格表表示示「「がが」」のの調調査査（（4400分分（（FFuujjiiii  eett  aall..))／／２２時時

間間強強（（OOnnoo  eett  aall..））のの自自然然会会話話のの収収録録かからら標標本本抽抽出出））  



■■   「「がが」」もも「「をを」」もも、、使使わわれれううるる名名詞詞句句ののわわずずかか一一部部ににししかか使使わわれれなないい  
■■   「「がが」」はは動動作作主主をを表表示示すするるののににめめっったたにに使使わわれれなないい  
■■   「「がが」」／／「「をを」」がが使使わわれれるる時時はは、、そそれれがが有有標標ででああるる（（無無標標識識がが無無標標））  
■■   ⇒⇒「「がが」」／／「「をを」」ににはは、、主主語語・・主主格格／／目目的的語語・・対対格格をを表表示示とといいううよよりり談談話話的的なな機機

能能（（項項をを有有標標ににすするる／／焦焦点点化化すするる／／聞聞きき手手のの知知識識でで活活性性化化すするる））ががああるる  
  

抽抽象象論論的的なな認認知知言言語語学学へへのの疑疑問問  
HHaallllaann  22000011  
■■   認認知知言言語語学学でではは、、ppaatthh  mmoorrpphheemmeess（（ppmm））のの空空間間的的なな用用法法、、そそししてて前前置置詞詞ととししててのの

用用法法がが根根本本的的でであありり、、他他のの用用法法がが派派生生的的ででああるるとと主主張張さされれてていいるる（（例例：：

LLaakkooffff//BBrruuggmmaann））  
■■   HHaallllaannはは、、言言語語習習得得ののココーーパパスス((CCHHIILLDDEESSのの一一部部))及及びびBBNNCCのの話話しし言言葉葉をを利利用用ししてて、、

oovveerr,,  oonnのの用用途途をを分分析析、、説説のの検検証証  
  

HHaallllaann  22000011（（続続））  
■■   大大人人のの話話しし言言葉葉はは元元よよりり、、言言語語習習得得ににおおいいててささええ、、空空間間的的なな用用法法、、前前置置詞詞ととししてて

のの用用法法がが最最初初にに来来るるののででははなないい  
■■   副副詞詞的的なな、、典典型型的的なな空空間間的的意意味味をを持持たたなないい用用法法がが最最初初にに習習得得さされれるる  
■■   ppmmごごととににそそのの文文法法をを持持っってていいるる  
⇒⇒  実実際際のの言言語語使使用用にに根根拠拠をを持持たたなないい観観念念論論的的なな認認知知言言語語学学にに問問題題をを提提起起  
  

構構成成素素構構造造へへのの疑疑問問（（１１））  
BByybbeeee//SScchheeiibbmmaann  11999999::  ddoonn’’ttのの弱弱化化  
■■   低低いい異異ななりり語語数数＋＋高高いい延延べべ語語数数がが構構成成素素のの強強いい結結びびつつききをを生生むむ  
■■   使使用用頻頻度度がが文文法法構構造造をを変変ええてて行行くく  
■■   頻頻繁繁にに共共起起すするるももののははひひととつつのの単単位位ととししてて記記憶憶さされれるる。。そそのの力力がが一一般般的的にに考考ええらら

れれるる構構成成素素構構造造もも変変ええるる  
■■   II  ddoonn’’tt  kknnooww::  [[NNPP[[AAuuxx[[VV]]]]]]  >>  [[[[NNPP]]AAUUXX]]VV]]::  AAuuxx++VVのの結結びびつつききよよりりももNNPP++AAUUXXのの

結結びびつつききがが強強くくななっってていいるる  
■■   音音声声変変化化とと共共にに、、統統語語構構造造もも変変わわりり、、全全体体のの機機能能もも変変化化ししてていいるる  
  

構構成成素素構構造造（（２２））  
BByybbeeee  22000011::  リリエエゾゾンン  
■■   フフラランンスス語語ののリリエエゾゾンン（（連連声声））（（例例：：lleess[[zz]]  aauuttrreess））ととそそのの分分布布はは構構成成素素構構造造

（（ccoonnssttiittuueenntt  ssttrruuccttuurree））でではは説説明明ででききなないい  



■■   今今ままでで唯唯一一有有効効なな説説明明はは、、２２つつのの要要素素のの共共起起頻頻度度（（ssttrriinngg  ffrreeqquueennccyy））にによよるるもものの

ででああるる。。更更にに、、変変移移確確率率（（ttrraannssiittiioonnaall  pprroobbaabbiilliittyy））もも関関与与すするる。。（（例例：：ddeevvooiirr  êêttrree  
vvss..  ppoouuvvooiirr  êêttrree））  

⇒⇒    共共起起頻頻度度がが心心的的表表示示にに直直接接影影響響ををすするるしし、、頻頻繁繁にに共共起起すするる語語はは、、構構成成素素のの境境界界

線線をを超超ええててもも一一つつのの固固ままりりととししてて記記憶憶さされれるる  
⇒⇒  更更にに、、英英語語ののII’’llll,,  II’’mmのの例例  
  

問問題題提提起起  
■■   HHooww  [[aarree]]  lliinngguuiissttss  lleedd  ttoo  iimmppuuttee  ssttrruuccttuurree  ttoo  aannyy  sseeqquueennccee  ooff  ffoorrmmss  iiff  nnoott  oonn  tthhee  

ggrroouunnddss  ooff  tthheeiirr  pprroommiinneennccee  iinn  uussaaggee  aanndd  mmeemmoorryy,,  tthhaatt  iiss,,  tthheeiirr  uusseeffuullnneessss  iinn  ddiissccoouurrssee  
rreefflleecctteedd  iinn  tthheeiirr  ffrreeqquueennccyy..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwhhaatt  aarree  tthhee  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  ffrreeqquueennccyy  aass  aann  
eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  ssttrruuccttuurree  aanndd  rreegguullaarriittyy  iinn  llaanngguuaaggee??  ((BByybbeeee  22000011aa::  1199))  

■■   頻頻度度以以外外ににはは、、言言語語のの構構造造とと規規則則性性をを説説明明すするるパパララメメーータタががあありりううるるののだだろろううかか。。  
  

方方法法論論的的問問題題点点  
■■   話話しし言言葉葉のの優優位位性性のの信信念念はは明明ららかかだだがが、、そそのの裏裏付付けけとと、、話話しし言言葉葉とと心心内内語語、、書書きき

言言葉葉のの関関連連ににつついいててああままりり深深くく考考察察さされれてていいなないい  
■■   今今紹紹介介ししたた多多くくのの研研究究はは、、ごごくく少少量量のの話話しし言言葉葉にに基基づづいいてておおりり、、そそのの中中ででもも「「代代

表表性性」」をを保保証証すするるたためめにに何何ららかかののババラランンススををととろろううととししてていいなないい  
  

４４日日本本語語話話しし言言葉葉ププロロジジェェククトト  
■■   従従来来のの話話しし言言葉葉研研究究（（特特にに日日本本語語））ははほほととんんどど質質的的  
■■   本本ププロロジジェェククトトでではは量量的的なな研研究究をを可可能能ととししななががらら、、質質的的なな研研究究ももででききるるよよううににしし

たたいい  
⇒⇒  文文法法研研究究、、語語彙彙研研究究、、談談話話研研究究、、社社会会言言語語学学的的研研究究のの各各分分野野でで役役立立つつよよううににししたた

いい  
  

他他のの話話しし言言葉葉ププロロジジェェククトト  
■■   国国立立国国語語研研究究所所のの『『日日本本語語話話しし言言葉葉ココーーパパスス』』ププロロジジェェククトト（（22000044年年春春公公開開予予定定））

ーー  学学会会発発表表（（モモノノロローーググのの部部分分ののみみ））・・模模擬擬講講演演会会をを収収録録  
■■   名名古古屋屋大大学学ののココーーパパススププロロジジェェククトト日日本本語語話話しし言言葉葉ココーーパパスス。。22000044年年公公開開予予定定

（（科科研研費費））  
■■   小小規規模模ななココーーパパスス：：AACCII  HHaayyaammaa  にによよるる「「イインンタタビビュューー形形式式にによよるる日日本本語語会会話話ココ

ーーパパスス」」（（22000022～～22000066年年、、科科研研費費／／北北九九州州市市立立大大学学とと同同一一？？））（（母母語語話話者者とと非非母母

語語話話者者のの比比較較／／音音声声中中心心））、、『『主主婦婦のの一一週週間間のの談談話話資資料料』』、、『『女女性性（（男男性性））ののここ

ととばば・・職職場場編編』』等等々々))  
  



本本ププロロジジェェククトトのの特特徴徴  
11  自自然然会会話話をを対対象象ととすするる  
22  大大規規模模（（110000時時間間））をを目目的的ととししななががららもも高高いい質質のの表表記記ををすするる  
  ⇒⇒談談話話・・会会話話分分析析的的研研究究もも可可能能ととすするる  
  ⇒⇒DDuuBBooiiss  ((11999933))  にに基基づづかかせせるる  

表記マニュアル表記マニュアル  
33  TTEEII形形式式化化をを考考ええてていいるる  
  

規規模模  
■■   110000時時間間以以上上（（110000時時間間はは英英語語なならら大大体体8800万万語語ににななるる；；11000000時時間間以以上上のの表表記記時時間間がが

想想定定さされれるる））  
⇒⇒    LLLLCC（（11995599~~11997744））はは、、5500万万語語  
⇒⇒    BBNNCCのの話話しし言言葉葉はは、、11000000万万語語  
  

量量とと質質をを合合わわせせたた話話しし言言葉葉のの研研究究  
■■   HHee&&KKeennnneeddyy  11999999::  LLLLCCにに基基づづいいててTTuurrnn--BBiiddddiinngg（（発発言言権権交交代代へへのの働働ききかかけけ））のの研研

究究  
■■   そそのの言言語語的的手手段段やや頻頻度度とと、、社社会会言言語語学学的的なな変変数数とと関関連連をを詳詳細細にに分分析析  
  

公公開開／／利利用用  
■ ■  名古屋コーパスプロジェクト名古屋コーパスプロジェクト  
■■   MMIICCAASSEE  
■■   COSMASCOSMAS  
  

分分析析ツツーールル  
■■   英英語語ななどど欧欧文文にに関関ししててCCoonnccoorrddaanncceerrななどどがが豊豊富富ににあありり、、語語彙彙的的共共起起関関

係係とと頻頻度度情情報報をを調調べべるるののにに役役立立つつ  
■■   日日本本語語はは簡簡単単ななツツーールルがが色色々々  
■■   量量的的分分析析ににはは分分かかちち書書ききがが決決定定的的  

  
 
 
作作者者連連絡絡先先  nnaarrrroogg@@iillccss..hhookkuuddaaii..aacc..jjpp  
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