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語の共起関係とシラパス
ーコーパスに準拠した共起表作りの試み－

スルダノヴィッチ・イレーナ

1 .はじめに

言語研究および第二言語教育の伝統的なアプローチにおいては、単語、

文章、文法規則に焦点が当てられており、この中の言語教育においては、

第二言語の学習項目の選択や提出順、すなわちシラパスの作成にも大きく

注意が払われてきた。しかし、語と語および語と文型の組み合わせパター

ン、いわゆる共起関係の重要性はまだ十分には認められていない。←方、

コンピュータ技術の発展とともに、「コーパスJという電子化されたテキ

ストの集合体の活用は盛んになってきており、言語研究だけでなく、シラ

パス作成、教材開発、辞書編集などにおいてもさまざまな利点をもたらし

た。砂川（2009）がコーパスを活用した日本語研究について述べているよ

うに、主な利点は母語話者の直観と内省で簡単に把握できない言葉の使い

方に気づかせてくれるところ、また教師の言語直観に頼って作成された従

来のシラパスの内容が適切であるかどうかを評価できるところにある。大

規模なコーパスの分析結果から、言葉の使い方に関して特に明らかになっ

たことは、語は孤立的に働くのではなく、他の言語要素と共起して共に機

能を果たすことである（石川， 2008）。

本稿は、外国人学習者にとって語の共起関係を習得することの重要性お

よびコーパスを用いたシラパス作成について概観した上で、日本語教科書

における共起関係の扱いを検討する。そのために、まず大規模なコーパス

を搭載したコーパス検索システムから「イ形容調＋名詞」の共起を取り出

し、この共起を含む語棄のユニットを日本語能力試験のレベルによって初

級から上級までのサブセットを設定し、コーパスに基づいた共起表を作成

した事例を紹介する。以後、共起関係を含んだ日本語学習シラパス作成に

貢献できることを念頭において検討を進める。
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1. 1. 語の共起について

語の「共起」とは、あるテキストにおいて、語と他の言語的要素が同時

に出現する現象である。言語処理およびコーパス言語学の分野において、

同じような意味で「コロケーション」などの用語も使用されるが、その用

語の定義は立場によって異なるため、本稿は「共起」という幅広い用語を

使用する。

語の共起に関する研究の始まりは、日本の英語教育における連語研究に

あると言える（斎藤，1905; Palmer, 1930）。この研究がロンドン学派の J.

R. Firth (1951）に影響を与えたことによって、 Halliday(1966）の機能

主義言語学の理論、 Sinclair(1966）のコーパス研究における collocation

の研究へと発展した（八木・井上， 2007）。特に、 20世紀後半はコーパス

言語学の発展とともに、共起関係の研究が盛んに行われるようになった。

Sinclair (1991)は、コロケーションやイディオムなど語の塊の重要性を

"Principle of Idiom”という形で言い表した。それは、自然言語の話者は

パターン化されたフレーズや構文を大いに活用しているということであ

る。

Erman & Warren (2000）によると、ネイテイブの流暢な文章の約半分

はIdiomPrincipleに則っているという（深田， 2008）。さらに、共起の重

要性を示す Ellis(2001）の研究によると、語の共起に関する知識は言語

知識の基本であり、言語知識は、長期記憶にある言語のチャンク、すなわ

ち塊、またそれぞれのチャンクとチャンクの共起可能性に関する経験に依

存しているとしている。

1. 2.外国語学習者の共起表現習得

特定の語句がユニットとなっていることについては人間の直観があり、

またコーパスから検証されている。さらに、外国語学習者の共起表現局関

する誤用の研究によって、このようなユニットは文法的・語実的に予測不

可能な（unpredictable）ことがあるので、学習者にとっては誤りやすく、

ネイテイブらしい自然な表現になりにくいことが明らかになっている

(Nation. 2001）。例えば、「ファーストフード」という語は、「速い食べ物」
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や「急行食べ物」などと言い換えることはできない。「お茶」は「作る」

のではなく「入れる」などの組み合わせが自然な日本語である。

語と語の共起表現の学習の重要性を指摘している研究は多い。Kjellmer

(1991)は、母語話者らしい自然な発話ができるようになるために、共起

は重要な学習項目であると述べている。語議項目は単独で、教えるのではな

く、個々の語から共起に重点を移すことが必要であると主張している。

James (1998）も「自然さ」のために共起表現習得の重要性を指摘し、母

語話者と学習者のコーパスを比較している。その結果、学習者が利用して

いる共起情報の中には、過剰に利用する共起と十分利用されていない共起

が見られ、学習者は母語話者のように共起を使いこなすのが難しく、母語

にある共起情報の知識の影響が大きいことを明らかにしている。Nation

(2001）によると、共起表現の学習の負担 (1巴arningburden）はその共起

の予測性（predictability）と関連する。学習の負担の大きさは、母語また

は既習の第二言語の共起知識に基づいて、目標語の共起が予測できるかど

うかに依っている。言語学習における共起の導入では、特にどの共起が高

頻度か、また高頻度の語義項目がどのような予測不可能な共起として出現

するかを検討する必要がある。

2. コーパスを用いた第二言語教育

2. 1.言語教育におけるコーパスの役割

言語教育においてコーパスの利用は二種類に分けられる (Johns,

1991)。その一つはコーパスを直接的に言語教育に活用する学習方法で、

データ駆動型学習 （data-drivenlearning : DDL）である。 DDLは、学習

者が自らコーパスを利用し、 言語の用法を発見することで学習を積み重ね

る学習方法である。例えば、学習者は学習文法書の記述をコーパスの解析

結果と比較し、評価することによって学習を進めることができる。そのた

めに、コンコーダンサーと呼ばれるコーパス検索ツール、第二言語学習支

援システムなどの応用が可能である。もう一つは、 言語教育におけるコー

パスの間接的な利用法として、コーパス準拠型（corpus-based）の教材

開発、教材評価などである。これは、研究者や教材執筆者がコーパスの知
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｝↓をi1月・かして辞書や教科書の記述を改訂し、シラパスを改善し、実態とし

ての雷甜に即した教材を作成することを目指すものである。また、コーパ

スが教材評価基準を提供し、教材の全体的な分析を行うことも可能であ

る。伝統的な方法で編纂された教材と比べると、頻度情報を明示化し、語

義 ・用例・語法・ レジスターの記述を精綴化し、口語的な共起表現を適切

に取り込めるようになる。また、学習者コーパスを利用すれば、学習者が

誤りやすい情報をあらかじめ注記などの形で記述に取り込むことができる

（石川，2008）。

日本語教育においても、コーパスの利用は注目されており、「日本語コー

パスjプロジェクトにおいて作成された 「現代日本語書き言葉均衡コーパ

ス」（以下、 BCCWJ: Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) 

などを応用するための活動が行われている。「日本語コーパスJの日本語

教育班および作文支援システム班はコーパス準拠のさまざまな学習資源 ・

教材の作成を目的として研究を行った（砂川， 2009；仁科他， 2008）。

2. 2.語集シラパス作成とコーパス

シラパス作成、特に語蒙シラパスの作成においてコーパスは重要な役割

を果たしている。語棄は外国語能力の基盤で、語葉リストは辞書とともに

最も基本的な教材の一つである。語実シラパスの作成にあたって、 重要な

語棄をどのように選ぶかが問題となる。頻度などを参考にしつつ教師の主

観で語を選ほうとする伝統的な立場がある。一方で、あくまでも客観的に

データを優先する立場がある。例えば、 BrownCorpusに基づくKucera

&Francis (1967）やBritishNational Corpus （以下 BNC）に基づく Leech

ら（2001）による語葉リス ト作成に関する研究成果が挙げられる。これら

の研究による語嚢リストでは、従来は見られなかった品詞別頻度、話し言

葉 ・書き言葉別頻度、レジスターごとの特徴度が含まれている0・近年、語

葉リストは複数の資源を利用して作成されるようになった。例えば、日本

人英語学習者のための語蒙リスト JACET8000 (2003）は、英文テキスト

から学習者が遭遇しやすい 580万語のサブコーパスを作成し、 BNCコー
ゅう ど ひ

パス頻度とサブコーパス頻度を対数尤度比で比較し、 BNCの頻度順を補
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正したものである（石川， 2008）。

日本語教育においては、シラパスデザインのための基礎研究として、砂

川 （2009）による話題別の語業リスト作成の試み、現代文法シラパスの評

価、「活用形の偏りJとして見たコロケーション （バ形で用いられる「元

をただせば」など）および「なければならない」のような機能語のコロケー

ション研究などが挙げられる。山内・橋本（2008）の研究では、学習者が

日常行う 「言語活動・タスク」と語蒙を結び付けるために、日本語教育語

葉シラパスに 「話題タグJと「難易度タグjを付け、同じ「話題Jに属す

る語の中で、簡単なものから難しいものへの導入項目順も示している。こ

の研究の成果は［日本語教育スタンダード試案語柔』（山内， 2008）に

まとめられており、教師用参考書として用いることができる。しかしなが

ら、本書には語蒙シラパスとして共起情報が含まれていない。今後1ま語柔

だけではなく、共起情報を体系的にカバーするシラパスを考える必要があ

る。

2. 3. 日本語の共起関係を扱う研究および資源

近年、日本語の研究において語と語の共起関係の重要性が認められてき

たが、 学習者が増加する中で、語の共起関係の習得を支援する学習用の教

材の供給は、十分とは言えない。

まず、日本語の辞典から見ると、荻野他 （2006）が述べているように、

語義の記述などは詳しくなってきているが、前後の語との結び付きを記述

する部分は非常に遅れている。また、従来の言語資源は、 バランスが取れ

たデータに基づくものではなく、共起関係の種類がすべてはカバーされて

いない。例えば、『日本語動詞の結合価』（荻野他， 2003）は、動詞がとり

得る格と、その絡を担う体言についてのデータを収載したものである。こ

の言語データ集は、 言語処理のために開発された EDRコーパスと共起辞

書のデータに基づいて、約 9400項目の見出しの動調について、係り受け

関係を抽出し、用例による結合価データから作成されている。近年では、

「日本語コーパスJのプロジェクトにおいて、日本語共起辞典の編纂に関

する研究が行われており、ウェブコーパスを用いたコロケーション辞典の
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作成手法が提案されている（荻野他， 2006）。しかし、この辞典は学習者

用の辞典ではない。また、名詞・格助詞・動調だけの組み合わせをカバー

することを目指すものである。

日本語学習者のための最初の共起表現辞典は、『日本語表現活用辞典』

（姫野， 2004）である。この辞典には、例文と共起情報が豊富に記載され

ているが、その共起は名詞と動調、名詞と形容動詞のみである。また、日

本語の大規模な均衡コーパス（いわゆるバランスの取れたコーパス）が存

在していない状況で編纂されたため、新聞、文芸作品、他の辞典などのさ

まざまな言語資源を利用しており、バランスの取れたデータであるとは言

えない。

共起表現を扱う日本語教育用教材において、『ベアで覚えるいろいろな

ことば一初・中級学習者のための連語の整理』（秋元・有賀， 2001)（以

下略して『ベア初中』）が挙げられる。この教材は、語と語の組み合わせ

の習得を目的として作成されたが、「名詞＋動調」のベアを中心に共起を

扱っている。

このような学習者のための共起表現の教材開発に関連して、学習者の共

起の誤用についてさまざまな研究が行われている。例えば、曹・仁科

(2006）において、共起の誤用を防ぐため学習者の作文誤用例から見た共

起表現が分析されている。

さらに、共起情報の検索が可能な「茶漉J（深田， 2007）、「茶器J（松本，

2005）、「KHCoder」（佐野・李， 2007）などのコーパス検索システムが

日本語の教育・学習において利用できる。学習支援システムのうち、作文

支援に向けた「なつめ」は格フレームの抽出ができ、 最近他の共起関係の

抽出が開発されている（仁科他， 2008; Hodoscek他， 2010）。この資源

の大きな利点は、複数のコーパスタイプを載せているため、共起がジャン

ル別に提示されることである。

また、コーパス検索システム SketchEngine (SkE) （スルダノヴイツチ

・仁科， 2008）は、大規模なコーパスからキーワードの複数の共起・文法

関係などの言語学的な情報を取り出すことができる。名詞、動詞、形容詞、

形容動調、副調のキーワード約 50種の共起関係がカバーされており、日
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表 1 SkEで抽出できる名詞および形容詞の共起関係

品詞 共起関係 共起関係の解釈 共起関係の例

modifier Ai Nを修飾する形容詞 新しい挑戦

modifier Ana Nを修飾する形容動詞 果敢な挑戦

をverb Nを＋動調 挑戦を受ける

でverb Nで＋動詞 お湯で溶く

がverb Nが＋動調 挑戦が始まる

にverb Nに＋訪J詞 挑戦に立ち向かう

はverb Nは＋動詞 挑戦は続く

名 から verb Nから＋動詞 お湯から上がる
詞 pronomの 名詞＋のN 最後の挑戦

のpronom Nの＋名詞 挑戦の意欲

がAdj Nが＋形容詞 ・形容動詞 お湯がいい

はAdj Nは＋形容詞・形容動詞 お湯はぬるい

coo rd 並列関係 挑戦・革新

particle N＋助詞 挑戦という

suffix N＋接尾辞 挑戦状

prefix 接頭辞＋ N 初挑戦

modifies N Aiは修飾する名詞 長い歴史

Nは 名詞は＋ Ai 道のりは長い

詞形廿dで・
Nカt 名詞が＋ Ai 前置きが長い

bound N Aiに後置される（非）自立・接尾の名詞 長いわけ

coo rd 並列関係 長い・短い

suffix Ai＋接尾辞 超長い

prefix 接頭辞＋Ai 長さ

本語教育にも幅広く応用できる。表 1はSkEで取り出せる名調およびイ

形容詞の共起関係の種類と例を示す。本稿において「イ形容調＋名詞Jを

取り出すために、「modifiesN」共起関係を利用する。

3. 教科書における共起関係

3. 1.初級・中級教科書における共起の扱い

3. 1.では、 6種の初級および中級日本語教科書における共起表現につ

いて検討する。表2の「基本的な教材の構成」の欄に示されているように、

それぞれの教材の各課はさまざまな要素から成り立っており、課の一部と

して語棄の導入が見られる。それ以外に、 語棄をまとめる索引が追加され
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表2 初級・中級教科書の構成・語集リスト

レベル 教科性 基本的な教材の構成 語裳リスト（共起%）＊

み初
本冊（文型、例文、会話、練習 A.B.C、 本冊索引、翻訳・文

問題）、翻訳・文法解説（詩集、翻訳、 法解説の語葉・関連
I. II 

関連語裳・情報、文法説明） 語蒙（I.II : 8%) 

新基礎
本冊（本謀、文型、例文、会話、練習 A,B,C 本冊索引、分冊の

初級 I. II 
、問題）、分冊（語蒙及び訳、関連語蒙 語蒙・関連語蒙 (I: 

および訳、翻訳法説明） 7.1%、II:13.5%) 

テキスト（モデル会話、レポート、新語・ テキストの新語・表

SFJ 
表現、文法ノート、会話ノート）、ドリ 現、 ドリルの新語・

ル（新語、構造、会話、タスクとアクティ 表現、 ドリルの語蒙

ピティ） 索引（1.8%)

読むまえに、本文、文章の方、 Q&A、 言葉のネットワー

J301中 Grammar Notes，練習、言葉のネッ トワー ク、新出語のリスト

夕、書いてみよう・話し合ってみよう (2.1%) 

読むまえに、本文、読み方の工夫、
言葉のネットワー

J501中
Q&A、GrammarNotes，練習 A,B、言

夕、新出語のリスト
葉のネットワー夕、書いてみよう、話し

中級 てみよう
(3.5%) 

本文 1.2, 3、文型、表現・語句、練習、
語句、各課索引、資

文中I 読解、活用・発話、作文、参考 1.2、3、
料（50音索引） (2.5%) 

接続詞と副詞

本文 1.2、問題、文型・表現、聞く練習、
語句、各課索引、資

文中 II 副詞、作文、活動（話す・聞く・書く）、
料（50音索引） (1.5%) 

（接続詞）、（聴解）

教科書： (1) （み初）スリーエーネ ットワーク編著 (1998）『みんなの日本語初級I.

II』スリーエーネットワーク，（2)（新基礎I.II)海外技術者研修協会（1994.1997）『新

日本語の基礎工 II.Iスリーエーネットワーク，（3) (SFJ）筑波ランゲージグルー

プ（1991)fSituational Functional Japanese』Vol.l3, Bonjinsha Co .. (4) (J301中）

土岐哲 ・関正昭・平高史也・新内康子・鶴尾能子著（1995)r日本語中級J301 基

礎から中級へ－Jスリーエーネットワーク，（5) (]501中）土岐哲・関正昭・平高

史也・新内康子・石沢弘子著（2001）『日本語中級J501一中級から上級へ 』スリー

エーネットワーク，（6)（文中 I,II）文化外国語専門学校 （2001）『文化中級日本語I.

IIJ. Bonjinsha Co. 

＊教科書の調査において、文型・新語導入および会話ドリルの目的で現れるため、

以下のような複数単語表現は共起の扱いと認めていない．挨拶語など慣用的表

現（どうもありがとう）、する動詞（運転する）、文型パターン（～なくてはい

けない）、複合名詞（成績証明書）、複合動詞（読み終わる）
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ている。語蒙リストは主にー単位の語が含まれており、会話表現・関連語

葉・慣用語なども見られる。語蒙習得の面から注目されるのは、『日本語

中級J30U （土岐， 1995）および 『日本語中級J501.l （土岐， 2001) （以下

略して 『J301中』、『J501中』）である。これらの教科書においては、学習

者の語業習得を支援するために「ことばのネットワーク」というセクショ

ンがあり、そこでは共起、漢字、複合動詞、慣用旬、感情表現などを含む

さまざまな面から見た語と語の組み合わせが導入されている。『Situational

Functional Japanese』（筑波ランゲージグループ，1991) （以下略して

『SFJ.I）は、それぞれの場面に適したコミュニケーション能力の育成を目

標としている点に特徴があり、「新しい単語と表現」のセクションにおい

て、発話目的別に会話に生かせる「べつべつにしてくださいj、「気をつけ

てJのようなさまざまな表現が含まれている。

しかし、ぞれぞれの教科書の語蒙リストにある語と語の共起を調べた結

果、共起の扱いは少ないと確認された。索引の語棄リストのうち、共起情

報が記載されているものの割合を表2の右欄に示した。6種の教科書のう

ち、共起情報が多いものは、『新日本語の基礎u（海外技術者研修協会，

1994) （以下略して『新基礎rnと『新日本語の基礎 II』（海外技術者研

修協会， 1997) （以下略して 『新基礎 II』）およびそれに基づいて作成され

た『みんなの日本語初級u（スリーエーネットワーク編著， 1998) （以下

略して『み初 I.I)、『みんなの日本語初級IU（スリーエーネットワーク編

著， 1998) （以下略して 『み初 II.Dで、語義リストのうち 7.1～13.5%の

語に共起情報が記載されている。これらで取り上げられているのは、ほと

んど「名詞＋格助詞＋動詞Jの共起関係である。一方、語蒙リストの語の

約 1.5～2.5%しか共起情報を扱っていない教科書もある。これらの語葉リ

ストで語と語の共起が取り上げられているのは、導入する語柔かパターン

を区別するためである。同様に、 Srdanovic(2011）では、内容を区別す

るために（例えば「はしで食べる」と「はしを渡る」）、国際交流基金・日

本国際教育支援協会（2002）『日本語能力試験出題基準（改訂版）.！の語蒙

リストにおいても、約4～5%の語に共起情報が加えられていることを明

らかにしている。
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以上のように日本語の教科書を調べた結果、共起関係は直接的・体系的

に扱われていないことが明らかになった。これまでの教材作成ではバラン

スが取れた幅広い使用域のデータが利用できなかったという事情があった

ためと考えられる。今後は BCCWJなどのコーパスとツールに基づいて、

学習用の情報をさまざまな面から向上させることが期待できる。

3. 2. 教科書における「イ形容詞＋名調jの共起関係

3. 1.で述べた教科書のうち、「イ形容詞＋名調jの共起関係に焦点を

当て、共起が多い初級教科書 『新基礎IJ『新基礎II』と初・中級の 『ペ

ア初中』を調べる。

『新基礎I.I『新基礎II.Iの索引を調べた結果、現れる共起はほとんど名

調＋助調＋動調の共起関係である（例えば、「右に曲がる」）。イ形容調と

の共起については「名詞＋助詞＋イ形容調Jと「イ形容調＋名詞」の共起

関係が現れ、 8例のうち、「イ形容詞＋名詞Jの共起は「いい天気」「いい

シャツ」の2例である。

続いて、それぞれのイ形容調が導入される課を調べた。各課におけるイ

形容詞の共起情報は体系的には考慮されず、特定の文型を導入する目的

で、他の語との組み合わせで現れていることが分かつた。 一例として、前

述の『日本語能力試験出題基準Jにみられる 4級語葉リストの形容調のう

ち、「あ」行の形容詞の共起を取り上げると、以下のような共起情報が見

られる。
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赤い（8課）：～かぱん、

青い（ 8課） ：～ネク タイ、

暑い（ 8課）：日本は～、国は～、今日は～；（12課）昨日・おと

といは～、日本はタイより～、一番～、ずっと～

新しい（8課）：～かぱん、かぱんは～、～雑誌、

温かい ・暖かい （12課）：昨日・おとといは～、

明るい (16課）：部屋は～、

危ない (17課）：～ですから、

語の共起関係とシラパスII

甘い（12課）：（問題に「辛いJの反対語として現れる） ; (17課）

～ですから

上記8例のイ形容調との共起のうち、「イ形容詞＋名調」の共起は四例

ある。各課で導入されている文型を見ると、 8課は形容詞の現在形、 12

課は形容認の過去形と比較の表現、 16課は接続形、 17課は原因 ・理由を

示す形である。他の課では、すでに導入した形容詞が他の語との組み合わ

せで再現する場合があるが、その扱いは教科書において明確にしておら

ず、共起の面からみれば偶然の出現である。

前述したように 『ベア初中』は、主に「名調＋動詞」のペアを中心に共

起を集めたものである。「イ形容詞＋名詞」の共起を調べた結果、以下の

ものがある。

細かいお金．厚い本．薄い本，やさしい試験，難しい試験，大き

い声，小さい声，明るい色， H音い色，濃い色，薄い色，大きい道，

細い道，広い道，狭い道，いい天気，強い風＇ ijijい風，ひどい風，

温かい風，大きい・強い地震，おなかの大きい人

再び、上記の共起から 4級の 「あ」行イ形容詞の例を取り上げると、八

つの形容調のうち「厚い本」、「明るい色」という形容調の例のみがある。

以上の調査によると、限られた範囲の観察ではあるが、教科書において

「イ形容調＋名詞Jの共起関係は注目度が低いことが明らかになった。

4. コーパスを利用した共起衰作りの試み

3. 2.で日本語教科書における形容詞の扱いを見たが、 4.では、大規

模コーパスに見られる「イ形容調＋名調」の共起関係を紹介し、日本語運

用の実態を反映した共起表作りの試みについて述べる。対象とするのは、

『日本語能力試験出題基準』の語集リスト 4級のイ形容調である。これら

の形容詞について、前述したコーパス検索システム SketchEngineを利

用し、 4億語の大規模コーパス JpWaCを用いて調べた。コーパスとシス

テムの詳細およびウェブコーパスの信頼性・評価については、スルダノ
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ヴイツチ ・仁科（2008）を参照されたい。

J~起の中の語は ［日本語能力試験出題基準』に掲載されているレベル別

の「語業リスト」を利用し、初級の4級から上級の 1級および 「語葉リス

ト」にはない項目のO級までに分けている。レベル内の共起の順序は、シ

ステムが活用している共起の統計的な重要性（ダイス係数）と共起頻度を

利用したものである。コーパス中の例を調べ、不適切な共起（ツールの形

態素解析の誤り、コ｝パス中の例文の繰り返しなど）を共起表から除外し

た。共起表に現れる共起は、大規模コーパスに基づいた材料で、学習の目

的、学習者の年齢、能力レベルなどに合わせて今後の語業 ・共起シラパス

，に応用できるデータである。

表3には共起表の「あ」行のイ形容詞の共起が一例として示されている。

共起はシステムが自動的に提示した高頻度の上位20項および統計的な重

要性の高い上位20項から選んだものであるO 「青い空」 「明るい話」「温か

い人jなど、多くの共起は初級の一般的な日本語の授業にも使えるものと

考えられる。特定のシラパスを作成する場合、学習者の母語の知識も考慮

に入れ、予測しにくい共起を強調することができる。例えば、「明るい人J

という組み合わせは英語直訳で brightperson「利発な人」になり得るの

で、少なくとも英語母語話者には日本語のコンテクストでの共起としては

予測不可能である。

ウェブコーパスの場合は、語の出現傾向もその時点の世相を反映してお

り、広告商品、書籍名、テレビやラジオ番組のタイ トルや内容が影響する

ことがある。，例えば、「青いハンカチJという共起はウェブコーパスが作

成された時点で話題になった商品「幸せの青いハンカチ」の一部である。

また、「熱い人J「熱いメッセージ」のような共起は、特別な場合以外には

教育に利用されにくいかもしれない。このような共起は共起表に含めるか

どうか疑問が残る。一般的な日本語教育には利用 しにくい共起であって

も、日本の文化または日本人の常識と関連する薗から見ると、ある学習者

グループに役立つ語蒙・知識になり得ると考えられる。このような項目

は一、共起表中にマークし、例文を出す必要がある。

今後の課題として、ウェブコーパスだけでなく、バランスが取れた
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イ形容調

（頻度）

青い

(6415) 

赤い

(10109) 

明るい

(15179) 

温かい

(4320) 

新しい

(89405) 

暑い

(12500) 

熱い

(10652) 

厚い

（氏'm)

危ない

(4783) 

甘い

(1仏41)

語の共起関係とシラパスII

表3 コーパスから得られた「イ形容詞＋名調」の共起表作りの例

共起語
コーパスから得られた共起（共起頻度：共起重要性）

の級

4級 空（602:9.5）、鳥（251:9.2）、海（235:7.8）、日 (166:4.4）、顔（84:5.1）、色（68:5.3）、花（64:5.8）、ハ
ンカチ（22:6.9)

3級 光（92:6.5）、森（44:6）、線（41:4.8）、葉（26:5.9)
2級 暖（41:7.3）、果実（17:6.4)

1級 芝（93:8.9）、山脈（35:7.7）、ユニフォーム（14:6.1)
。級 寄蔽（30:7.3）、炎（46:7）、珊瑚礁(16:6.7)

4級 色（249:7.1）、花（120:6.7）、顔（87:5.1）、服（81:6.7）、靴（72:6.9）、帽子（63:7.5)

3級 糸（98:8）、光（103:6.6）、線（88:5.9）、
2級 実（134:7.6）、血（95:7.1）、羽根（68ι1）、屋根（50:6.9）、リボン（37:7.2）、布（48:7.1)
1級 ランプ（29:6.6）、
。級 パラ（69:7.7）、風船（36:7.2）、斑点（32・：7.1）、旅団（31:7.1)

4級 色（164:6.6）、光（128:6.9）、声（120:5.3）、人（92:1.5）、ニュース（91:6.3）。 星（63:6.5)

3級 気持ち（58:4.6）、将来（54:5.5）、
2級 未来（359:8.6）、話題（143:6.9）、雰閤気（125:6.8）、笑顔(106:7.4）、希望（89:6.3）、性格（83:6.6）、

感じ（63:5.2）、表情（52:6.3）、材料（51:6.3)

1級 展望（76:7.6）、兆し（65:7.9）、見通し（52:6.7)

4級 目（170:4.4）、百葉（81:4.3）、人（39:0.3）、飲み物（23:7.2）、手（22:2.4）、ご飯（18:5.7）、お湯（15:
6.3）、お茶(15:5.4）、 ． 

3級 気持ち（107:5.5）、心（104:4.8) 

2級 雰閤気（60:5.9）、歓迎（26:7.2）、人間（25:2.7）、拍手（24:7)
1級 コメント（33:4.3）、人柄（29:7.5)
。級 支援（51:5.3）、声援（20:7.3）、まなざし(19:7.5）、眼差し(18:7.3)

4級 仕事（439:5.8）、年（434:5.5）、人（334:3.3）、問題（295:4.5)
3級 時代（1311. 8）、技術（1033:7.6）、世界（597:6.4）、タイプ（520:7.5）、歴史（518:6.9)

2級 情報（658:6.4）、発見（602:7.8）、制度（426:6.5）、価値（381:6β）、分野（320：・6.4）、アイデア（250:

6.6）、出会い（221:6.4)
1級 ビジネス（429:7.1）、試み（395:7.3）、概念（252:6.4)

0級 ノ〈ージョン（218:6.4)

4級 夏（403:9）、一日（73:7.7）、国（52:3.1）、夜（26:4.4）、毎日 （26:5.9）、時間（27:2.1）、日々 （22:5.3）、

3級 冬（15:4.9）、一日中(13:6.8）、午後（6:4)

2級 季節（74:7.4）、空気（24:5.2)

1級 時期（105:6.5）、日差し（35:8.2）、盛り（32:8.2）、気候（20:6.8）、思い(12:3.1）、太陽（6:4)
0級 最中（26:7.3）真夏（11:7) 

4級 お湯（78:8.2）、お茶（59:7.1）、夏（56:6）、コーヒー（55:6.9）、お風呂（47:6.4）、紅茶（20:6.5)
3級 気持ち（70:4.9)

2級 恩い（490:8.4）、戦い(106:7.7）、議論（106:5.4）、応援（58:7.2）、涙（41:6.1）、期待（43:5.6）、シャ

ワー（33:7.05)

1級 メッセージ(136:7.5）、情熱（57:7.5）、
。級 視線（172:8.8）、想い（162:8.9）、声援（44:4.8）、ハー ト（25:6.8)

4級 本（63:3.6）、コート （9:5.5）、
3級 雲（96:8.4）、壁（95:6.9）、カーテン(Iι6.6）、

2級 （厚〈）御礼（認8:11.8）、（厚く）お礼（194:9.7）、感謝（36:6.7）、氷（24:6.8）、信頼（89:7）、資料

(15:3.3）、唇（13:6.3）、コンクリート（10:5.9）、友情（8:5.6)
1級 保護（14:3.8）、
。級 層（20:4.4）、堆積（13:7.3）、冊子（11:6.6)

4級 目（72:3.2）、橋（71:7.5）、人（54:0.8）、話（14:1.1）、仕事（9:0.7）、国（9:0.6）、
3級 世界（9:0.9）、

2級 状況（33:3.3）、場面（27:5.6）、場所（21:3.4）、状態（20:3.1）、感じ(17:3.4）、時期（8:2.8）、
1級 奴（9・：4.8)

0級 シーン(10:4.l)

4級 言葉(12氾，4.9）、声（52:4.2）、お菓子（49:7.3）、物（32:3）、話（27:2）、飲み物（20:6.5）、

3級 汁(141:9）、生活（62:4.1）、匂い（43:6.9）、味（40:5.5）、夢（32:4.6）、世界（31:2.7）、
2級 香り（261:9.1）、考え(139:6.1）、マスク （55:8.1）、蜜（47:8.3）、感じ（39:4.5）、人生（28:4.1）、

l級 誘惑（27:7.2）、物好き（22:7.4)
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BCCWJなどの諸コーパスタイプを利用し、ジャンル別の情報を考慮しつ

つ、共起表の改善をする必要がある。そのために、仁科他（2008）の研究

成果およびその現在構築中の作文学習支援システム「なつめ」は大きな力

を発揮する。さらに、能力試験のレベルの代わりに、学習者コーパスに依

拠した誤用のパターンなどの客観的なデータに基づいたレベル判定基準

（砂川， 2009）を活用していくことも考えられる。

5. まとめ

本稿においては、日本語学習者の共起習得の重要性および共起情報の面

から見た日本語教育資源の向上の必要性を示した上で、コーパスを利用し

た「イ形容詞＋名詞」の共起表作りの事例を挙げた。この事例は、コーパ

スから得られる共起情報の豊かさを示したものである。近年、日本語教育

にコーパスを活用する動きが盛んになり、従来教師の直観と経験に基づい

て作成されたシラパスは、今後大規模な日本語均衡コーパスに基づいた情

報によって、改善されることが望ましい。複数のコーパス資源を開発し、

さまざまな使用域における言葉の振る舞いを把握することによって、学習

者の目的・年齢・母語・学習環境などの要因に合わせた語蒙リストおよび

共起表の作成、シラパス、教材開発などを行うことが可能となっている。
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Some reflections on the relevance of word 
association da匂 forvocabulary research 

Terry Joyce 

1. Vocabulary research and word knowledge 

In his recent comprehensive Researching vocabulary: A vocabulary 

research manual, Schmitt (2010) makes the following statement: 

One thing that all of the partners involved in the learning process 

(students, teachers, materials writers, and researchers) can agree 

upon is that learning vocabulary is an essential part of mastering 

a second language. (p.4) 

In support of the claim, Schmitt (2010) outlines throughout his book 

much evidence that highlights the importance of vocabulary learning as 

a key component of second language acquisition. However, while the 

statement itself is uncontroversial. it is also fair to say that there are still 

numerous issues within vocabulary research that warrant more detailed 

research and thorough investigation. Indeed, most of Schmitt's first 

chapter, Vocabulary use and acquisition, focuses on discussing ten 'key 

issues’and a sample of nine prominent knowledge gaps in the field of 

vocabulary studies’. For instance, among the key issues, Schmitt singles 

out how a large vocabulary is necessary for language use. the impor-

tance of corpus analysis as a research tool, and how vocabulary learning 

is incremental in nature, as well as how vocabulary is a rich and com-

plex construct. Similarly, among the knowledge gaps, Schmitt singles 

out the absence of an overall theory of vocabulary acquisition, the rela-

tionship between receptive and productive mastery, and measuring the 

various aspects of word knowledge. Although all these various issues 

and knowledge gaps are unquestionably deserving of far greater re-
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