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「日本語教育の現場に役立つ」論文集



中でも本書の役割は

日々の授業で使用する例文を作る際のヒント
となりうるようなデータを提供すること
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どうすれば現場の役に立つか？
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の
（ほぼ）第二弾

先行研究の節
◦ ……どうせ後から批判するつもりで書いているんでしょ。
本当に重要なことだけ読みたい！
◦ →カット



おわりに，まとめ
◦ ……論文書いた人の「今後の課題」とか明日の授業に
関係ない！条件表現全体をやるわけじゃないし……。
◦ →カット



２．１．２ 「としたら」の後方共起表現
◦ ……読む気がなくなる！
◦ →「●疑問文とともに使われる「としたら」」
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 コーパスを使って、
文法項目のコロケーションを
まとめた本（特に前接動詞）。

 例文作りの手助けとして
作りました。
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実際に使用された言語データを
大規模に集め、
コンピュータで読めるようにしたもの。


主なコーパス：
現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ)
日本語話し言葉コーパス(CSJ)
日本語会話データベース
ＫＹコーパス




「２語間の共起関係。一方の語が，
他方の語が存在しない時よりも存在する時に
生起しやすい場合，２語が共起している
(collocate)と言う。」
McEnery & Hardie(2012)
語の意味を知っただけではその語が
使えるようにはならず，どのような語とともに
使われるのかを知らなければならない。
Lewis(2000)
「条約」という語を使うには？
教育的には定義は緩いほうが良い。
よって機能語と実質語の関係も含める。
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導入

練習（含・宿題）

日本語教師の仕事の中でかなりのウェイトを
占める例文作りに「よく使うか」という視点を
客観的なデータを元に導入するもの。
 特に、言語学習で大きなウェイトを占める
「コロケーション」を見ることが重要。


評価（テスト問題）
全て広い意味で例文
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初級文法項目「てみる」の例
といえば、実際には何が一番
多いでしょうか？
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 「正しいか」を判断する時に、

母語話者の直感は
素早く、正確。
 「よく使うか」を判断する時に、
母語話者の直感は
ほとんどアテにならない。
 コンピュータの助けが
不可欠。



McEnery & Hardie(2012)

「訓練された言語学者であっても，ある
語の出現頻度を直感で判断することは
困難である」
 ベテラン日本語教師であっても。
 というか人間には無理。
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なぜ、文法項目とのコロケーションに
注目したか？
 なぜ、ハンドブックにしようとしたか？


文法の説明は理解できても、良い例文を
作るのが難しい学生が多かった。

 例文は


規則だけでは 作れない。

ベテランの先生も学生も
「この文法項目は、こういう動詞と
よく使う、みたいなことが
書いてあったらいいのに」
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当初は学会でセンセーショナルな発表をし
て仲間を募り、プロジェクトを
立ち上げる予定だった。
 しかし、２０１１年８月に転機が！
 １億語の書き言葉コーパスを、
形態素情報を利用して検索できる
システム「中納言」が公開された。
 これを使えば１人でできる！
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2011年
2012年
2012年
2012年
2012年
2012年
2012年
2013年
2013年
2014年

９月 検索開始
３月 検索終了 企画持ち込み
５月 試作品作成 現場の意見
７月 教科書調査開始
７月 「例文作り」本 企画開始
９月 ハンドブック 執筆開始
10月 副産物として生産性指数を発明
５月 第一稿 完成
９月 生産性データ加筆
11月 ハンドブック 出版

20

01.話題・対象を表す表現 澤田浩子
 02.状況・場合を表す表現 堀内仁
 03.時を表す表現 建石始
 04.様子・予想・傾向を表す表現 太田陽子
 05.条件・逆接条件を表す表現 中俣尚己
 06.原因・理由を表す表現 中俣尚己・内丸裕佳子
 07.逆接・対比を表す表現 清水由貴子
 08.意志・願望・判断を表す表現 加藤恵里
 09.伝聞を表す表現 小西円
 10.否定を表す表現 茂木利伸










「中上級のアカデミックライティングなどで
必要となる項目」がターゲット
教師が例文を作りににくい項目
「～くせに」「～ものだから」
前に来る要素が限られていて、ルールを教えるだけ
では誤用の原因になる項目
○怒りっぽい ×泣きっぽい
ルールだけではなく，典型例を，
根拠をもって示すこと。
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せい
おかげ
ばかりに
だけに
だけあって
とあって
ものだから／ものですから
もの
ため
ゆえ
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『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(BCCWJ)を使用



コロケーション(Collocation)とコンテクスト(Context)
に注目



どんな語が接続するのか、同じ文の前後にはどんな
語がよく共起するのか、そして、どんなレジスター
(使用域)で使用されるのか。



これらを通して「誰が誰に何のために」使うのかという
ことを明らかにする＝文脈化(川口2001)
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最も適切な例文とは，個々の学習者にとって
身近で理解できる例文
 その学習者のことを知っている
教師にしか作れない。
 「例文作り」とは「例文を作る手助け」という
意味
 どんな語が前後に出現するのか、そしてど
んなレジスターに出現するのかというリスト
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アカデミックな文書でよく使われる中上級項目を
ターゲットに，それらを「原因・理由を表す表現」
「対象・根拠を表す表現」など10の機能に分類。
次にそれぞれの機能の中で、対象になる項目を10
前後選定。（通称：ドラフト会議）
BCCWJでの出現頻度が多いものを優先しているが、
記述的な価値なども考慮に入れた。
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まず、各章の初めに、扱う全形式の出現数と
『日本語能力試験出題基準（改訂版）』
における級を示す。
 続いて、形式を２～４個ずつグループに分け、
典型的な例文と解説を示す。
 その後、表とその解説という順番で記述。
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多くの項目で、コーパス検索アプリケーション
「中納言」の長単位検索を利用。
「たことがある」（１語）と「た/事/が/ある」（４語）
複数の条件を組み合わせて足し合わせている。
（１つの文が、複数の切り方に対応することはない。
ある文はどちらかの探し方でしかひっかからない。）



「～としても」 （～「～うとしても」を除く）



「～にしても」

6,502例
961例
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中納言で採用されているUniDicという辞書に従う。



「ている」のような述語接続の複合辞＝助動詞



「によると」のような名詞接続の複合辞＝助詞
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「ものだから／ものですから」
助動詞(68.6%)、動詞(21.0%)
◦ 助動詞は「た」が多い。つまり動詞文。



「もの」
助動詞(92.8%)、形容詞(4.5%)
◦ 助動詞は「のだ」が多い。（野田2015）
そしてその前も形容詞述語文が多い。
属性・判断を表す文との相性が非常に良い。
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終助詞「もの」は自分の体験をもとに、
先行文脈に証拠情報を付け足し、
相手や自分の意見を強化する。
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例文作りのキーとなるポイント
中納言の用語で「語彙素」、
あるいは「代表形」と呼ばれる形で出現数をカウント

前接語（動詞）

◦ 「ている」も「でいる」も【ている】


基本的に８語ほどを収録。

前接語（名詞）

◦ 機能語と実質語を分けたり、順位が低いものでも例文作りで
重要と考えられる語は収録。

せい

おかげ

ある(138)、なる
(118)、する(108)、い
る(92)、見る(51)、来
る(34)、飲む(22)、入
る(21)、出る(21)
気(361)、自分(86)、
私(83)、人 (71)、あ
なた(66)、年(37)、薬
(35)、誰(31)、雨(28)

する(52)、なる(34)、
ある(30)、いる(28)、
来る(16)、出る(9)、
やる(9)

謝罪・卑下

皆さん(95)、あなた
(40)、彼(26)、先生
(18)、誰(15)、協力
(15)、人(14)、みんな
(14)

賞賛・感謝
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「前文脈」・「後文脈」とは、キーの前後の文字列。
（多くの場合はキーが含まれる文）
その文法項目の前後に出現する
文末表現、副詞、接続詞などは重要。
Nグラムという手法を用いた。
出現形レベルで記述した場合と、語彙素・代表形
レベルで記述した場合がある。
◦ 「であります」という語形と共起しやすい語と、
「である」「であった」のように活用はともかく、
とにかく「である」という語と共起しやすい語がある。
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、|ファミマ|で|受付でき|ませ|ん|。|結構|、|
簡単|です|よ|。|ちゃんと|登録し|て|から|、|
もう|一度|



中納言のデータは単位ごとに区切りが入れられてい
るので……
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、
ファミマ
で
受付でき
ませ
ん
。
結構
、
簡単
です
よ
。
ちゃんと
登録し



テキストエディタで
整形。
文を縦に並べる。







、
ファミマ
で
受付でき
ませ
ん
。
結構
、
簡単 
です
よ
。

ちゃんと
登録し

、
ファミマ
で
受付でき
ませ
ん
。
結構
、
簡単
です
よ
。
ちゃんと
登録し

エクセルにずらして
はり、複数のマスを
結合する。
これは２グラムの例。
ほとんど意味がな
いが、すでに「ませ
ん」「ですよ」といっ
たパターンがある。
これを集計して目
視で意味のある情
報を拾い出す。
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「しかし、～だけに～」
バイナリアクセスは読み書きのバイト位置を指定できる
ので、ランダム処理的な捜査もできます。(中略)しかし
高機能なだけに、初心者向きとは言えません。
（『新Visual Basic.NET入門』）
Pと表裏一体のQに
ついて述べる。
 「さすが～だけあって～ね」
そしてさすがにフルマラソンに出場するだけあって
スリムな体。人生を楽しんでおいでですね。
（『森まゆみの大阪不案内』）
自分が凄い！と思っ
た事に共感してもらう。
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BCCWJでは文書の種類を意味する。
＜新聞＞＜雑誌＞＜書籍・流通＞＜書籍・図書館＞
＜国会会議録＞＜白書＞＜広報紙＞＜韻文＞
＜教科書＞＜法律＞＜ベストセラー＞
＜Yahoo!知恵袋＞＜Yahoo!ブログ＞
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「としても」の場合
＜図書館・書籍＞ 37.01%
＜出版・書籍＞
33.90%
＜Yahoo!知恵袋＞ 10.92%
レジスターの母数が違うので、単純に比較できない！
100万語ごとの調整頻度を計算して比較。
単位はPMW(Per Million Words)
「としても」の調整頻度 (PMW)
＜図書館・書籍＞ 96.7
＜Yahoo!知恵袋＞ 83.1



「PてもPても」 （見ても見ても）
＜ブログ＞(4.1)＜知恵袋＞(3.3)
＜白書＞＜国会会議録＞なし 単純に繰り返すことで、
主観的に強調したい。



「～Pても～Pても」 （右を見ても左を見ても）
＜国会会議録＞(22.2)
＜白書＞＜新聞＞なし

条件を増やすことで、
客観的に説得力を
増したい。
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簡単に言えば、その文法項目が、どれだけの実質語
と共起するかという指数。その文法項目が、どれだけ
幅広い場面で使われるかを表す。(中俣2015)
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前の動詞の種類 頻度
2,409
9,711
た後
2,425
31,801
ておく
物質によって比重が決まっているように、
文法項目も「どれだけの語と結びつくか？」
＝生産性が決まっているのではないか？
それを数値化できないか？
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生産性指数＝

Guiraud Index

共起項目の種類数
対象項目の出現数
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頻
度
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 どう～ても

のべ語数

生産性

2.81

• 「どう考えても」と「どう見ても」で７割。
• しかも後件も「おかしい」など
マイナスの判断に限られる。

異なり語数

 いくら～ても

生産性

12.77

コーパスサイズ
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よく使う動詞リストを見て、
例文を作ってみる。
 一例一例が大事なのは言う
までもないが、本質的な機能が
見えてくることもある。
 教科書・問題集に頻出する文脈に
とらわれずに、色々な文脈を。
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「短文作成」の練習にどうぞ。
（すでに『ハンドブック』を学生に見せて
使っているという声も）
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文法項目だけから文を作りにくいのは教師
も学習者も同じ。



共起表現のリストを用意する事で、おかしな
文を作ってしまうことを防ぐ。
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いいえ。
上位の語は「する」「なる」のような抽象的なことも
多い。
意味をとらえやすい実質語でわかりやすい文を
作ることも重要。

52






いいえ。
実際には使われる語は偏っている。よく使う実質語
と文法項目を「チャンク」にして定着させることが
重要。
１つチャンクが定着すれば，そこから類推して色々
な動詞に適用できるようになる。



コーパスの用例から典型例を割り出したが……
１つの例にすべてを詰め込むのは難しい。



おそらくたった１つの典型例を見せるよりも、
文脈化された複数の「例」を見せるほうが良い。



使いドコロが想定しやすい、複数の例を考える
お手伝いができる本だと思います。



でも、典型例を追求していくことも必要かも……
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