
 特徴語および類似度を通じて，母語話者と学習者の語彙使用の実態の一旦を明らかにし
た。「BTSJコーパス」と「I-JAS」で同じ傾向が認められたものもあるが，逆の傾向が
出た語もある。それらについてはさらに別にデータでの確認が必要である。
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「BTSJ ⽇本語⾃然会話コーパス2018 年版」における
⺟語話者と学習者の語彙的⽐較訳

⼭崎 誠（国⽴国語研究所）
１．⽬ 的

No. 語彙素 語彙素読み 品詞 頻度
1です デス 助動詞 2,672
2は ハ 助詞-係助詞 2,449
3だ ダ 助動詞 2,231
4の ノ 助詞-格助詞 2,192
5た タ 助動詞 1,971
6て テ 助詞-接続助詞 1,947
7か カ 助詞-副助詞 1,744
8うん ウン 感動詞-一般 1,691
9と ト 助詞-格助詞 1,656

10も モ 助詞-係助詞 1,647
11で デ 助詞-格助詞 1,640
12そう ソウ 副詞 1,587
13に ニ 助詞-格助詞 1,409
14何 ナニ 代名詞 1,407
15はい ハイ 感動詞-一般 1,368
16ね ネ 助詞-終助詞 1,340
17か カ 助詞-終助詞 1,326
18が ガ 助詞-格助詞 1,246
19の ノ 助詞-準体助詞 1,228
20為る スル 動詞-非自立可能 1,179

No. 語彙素 語彙素読み 品詞 頻度
1だ ダ 助動詞 36,196
2ね ネ 助詞-終助詞 20,465
3か カ 助詞-副助詞 18,703
4の ノ 助詞-準体助詞 18,487
5て テ 助詞-接続助詞 18,425
6と ト 助詞-格助詞 16,762
7た タ 助動詞 16,465
8の ノ 助詞-格助詞 14,261
9も モ 助詞-係助詞 14,115

10は ハ 助詞-係助詞 14,033
11です デス 助動詞 13,619
12そう ソウ 副詞 13,526
13で デ 助詞-格助詞 13,502
14に ニ 助詞-格助詞 12,971
15が ガ 助詞-格助詞 12,386
16何 ナニ 代名詞 12,144
17言う イウ 動詞-一般 11,809
18か カ 助詞-終助詞 10,832
19うん ウン 感動詞-一般 10,793
20って ッテ 助詞-副助詞 9,998

 母語話者がもっとも多く
使うのは助動詞の「だ」，
学習者は助動詞「です」。

 「だ」は『名大会話コー
パス』『女性の言葉・男
性の言葉（職場編）』
『日常会話コーパス』の
3つのコーパスにおいて
も頻度が1位であり，他
の母語話者の会話データ
と傾向が一致する。

 母語話者2位の終助詞
「ね」が学習者では16位
と低い。

 品詞の割合では，学習者
は名詞が多く，動詞，副
詞が少ない。

 BTSJコーパスにおける対面の自然会話である238会話（母語場面175会話，接触場面63
会話）。4の特徴語の比較は，接触場面のみ使用。

 BTSJコーパスの接触場面の非母語話者は全員学生なので，学習者とみなす。
 形態素解析はMeCab0.966とUniDic-csj-2.2.0を用いた。誤解析の修正は行っていない。

属性 接触場面・母語話者 接触場面・学習者

副詞 こう，なるほど，そう，かなり，やはり ちょっと，一番，とても，もし，直接

感動詞 あっ，その，ねえ，ほら，えっ はい，んー，いいえ，ううん，そうそう

終助詞 ね，さ，け，もの，な い

代名詞 ぼく，それ，こちら，どちら わたくし，これ，あなた，いつ，なになに

助動詞 だ，てる，つう ます，です，ず，り，た

接続詞 で そして，あるいは，しかも

他の助詞 の準，って，か副，けれど，と接 は，なんか，へ，が接，の格

5．語彙の類似度による⽐較

２．データ
 「BTSJ日本語自然会話コーパス2018年版」（以下，BTSJコーパス）の形態素解析

結果を利用して，日本語母語話者と学習者の語彙の比較を行う。
 https://ninjal‐usamilab.info/lab/btsj_corpus/

 比較方法は高頻度語，特徴語（LLR)，語彙の類似度である。

4．特徴語（LLR）の⽐較

３．⾼頻度語の⽐較（上位20語）

表3 接触場面における母語話者と学習者の特徴語(赤字：I-JASで逆の傾向，緑字：I-JASで有意差無し）

属性 接触場面・初対面・母語話者 接触場面・初対面・学習者

副詞
こう，まあ，やはり，なるほど，けっ
こう

とても，もし，はじめて，いっぱい，
あまり

感動詞 いや否，ええ，その，ねえ，あの
はい，うん，いいえ，そうそう，うう
ん，んー

終助詞 ね，け，もの，な，よ の

代名詞 それ，こちら，僕，どちら，あちら わたし，あなた，どこ，彼女

助動詞 だ，てる，つう，れる，てらっしゃる ます，たい，ず，り

接続詞 で そして

他の助詞 の準，って，と接，か副，けれど は，へ，の格，なんか，より

属性 接触場面・友人・母語話者 接触場面・友人・学習者

副詞
こう，きっと，やはり，かなり，とり
あえず

ちょっと，いちばん，とても，すこ
し，いっぱい

感動詞 まー，ほら，まあ，ねえ はい，いいえ，あはは，あの，ああ

終助詞 じゃん，よ，な，もの，け -

代名詞 おれ，わたし，それ，おまえ，あいつ
わたし，なになに，これ，ここ，い
つ

助動詞 や，てる，つう，らしい，てく です，ます

接続詞 - そして，しかも

他の助詞 の準，って，けれど，が格，し接 は，の格，へ，を，から格

 「多言語母語の日本語学習者横断コーパス」（I-JAS）との比較
 表3の母語話者と学習者とが会話する接触場面における特徴語の傾向をI-

JASの「対話」の部分で調べると，おおよそ似た傾向が確認された(下表）。

 初対面場面および友人同士の場面の比較（表4，表5）
 母語話者は，初対面場面で「ね，け，もの，な，よ」などの終助詞を使っ

ているが，友人場面では「じゃん，よ，な，もの，け」となり，くだけた
語の使用も見られた。

 学習者では，初対面場面で「の」のみ，友人場面では特徴語はなかった。
 人称代名詞では，母語話者が初対面で「僕」，友人で「俺」の対立が見ら

れるのに対して，学習者では，初対面でも友人場面でも「わたし」が特徴
語となっていた。

表4 接触場面・初対面における母語話者と学習者の特徴語 表5 接触場面・友人における母語話者と学習者の特徴語

表1 母語話者の語彙（左）と学習者の語彙（右）

⾼⾒敏⼦（2003）「「⾼級紙語」と「⼤衆紙語」のcorpus‐drivenな特定法」『⼤学院国際広報メディア研究科⾔語⽂化部紀要』44，pp.73‐105.

 特徴語は，話題に左右されない，副詞，感動詞，接続詞，代名詞，助詞，助動詞を主な対象とし，
1%の有意水準であるLLRの値が6.63以上（高見2003: 89）で，対象コーパスで頻度10以上のもの
を抽出した。表3には各カテゴリの上位5語までを示した（5語に満たない場合は当該の語まで）。

同じ傾向 逆の傾向 有意差無し 計

母語話者特徴語 23 2 3 28

学習者特徴語 18 6 5 29

 接触場面の個々の会話ごとに，参加2名の話者の類似度をそれぞれ計算した。
 類似度には，水谷（1980）のDを利用した。この類似度は非対称的であり，依存度と

いうべき性質を持っている。すなわち，語彙的にどちらの話者がどちらに依存してい
るかが分かるものである。

 語彙Aと語彙Bとがあった場合，語彙Aの語彙Bに対する類似度Dは，語彙Aと語彙Bとに
共通して現れる語の延べ語数を語彙Aの延べ語数で割った値となる。Dの値は0以上1以
下の値をとる。

図1 母語話者と学習者の類似度の分布

 母語話者と学習者との間に有
差差はなし（ウェルチのt検
定，p= .07514）
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類似度の開きが大きい会話 母語話者依存 学習者依存

上位9会話 8 1

上位27会話 17 10

⽔⾕静夫（1980）「⽤語類似度による歌謡曲仕訳―『湯の町エレジー』『上海帰りのリル』及びその周辺―」『計量国語学』
12(4)，pp.145‐161.

 2名の話者の類似度が0.1以上離れている9会話のうち，8会話が母語話者依存（学習者
から母語話者への類似度がその逆より大きい），類似度が0.05以上離れている27会話
のうち，17会話が母語話者依存（下表）。

 男性同士の会話はすべて母語話者依存。
 学習者は語彙的に母語話者に依存する割合が高い。

6.まとめと課題

表3：予稿集から
の訂正箇所あり

品詞 ⺟語話者 学習者
名詞 46.00 52.92

動詞 15.50 13.33

副詞 6.32 4.67

形容詞 5.43 5.35

助詞 5.23 4.57

接尾辞 4.94 4.28

感動詞 4.05 3.89

形状詞 3.06 2.33

代名詞 2.67 2.14

助動詞 2.17 1.75

記号 2.07 2.33

連体詞 1.09 1.07

接頭辞 0.99 0.68

接続詞 0.49 0.68

表2 上位語の品詞の割合（異なり）※

※：母語話者の頻度上位1013語と
学習者の頻度上位2018語との比較


