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はじめに
•本発表の趣旨

•既存の概念や理論にとらわれて思考停止に陥り，研究が
停滞してはいけない。既存の概念や理論は誰かがそのと
きの都合に合わせて作り出したものである。状況や立場
が変われば当然見直しが必要になる。積極的な見直しや
検証により研究の新展開が期待できる。
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1.計量的語彙研究



1.計量的語彙研究
•「計量的語彙研究」＝「計量語彙論」

•計量語彙論――統計的方法論を取り入れ，語彙の量的構
造を明らかにしようとする語彙研究の一分野。日本では，
1950年代から計量国語学会の発足とともに発展してきた。
国立国語研究所が数回にわたり実施してきた大規模な語
彙調査もその普及に貢献した。(『新版日本語教育事典』
「語彙量」の項目より）
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1.1 計量的語彙研究の軌跡
•語誌の寄せ集めにとどまらない語彙研究が意図的に行わ
れ始めたのは一九五〇年ごろであり、しかも計量的研究
としてであった。語彙構造の量的把握についてこの四半
世紀に挙げ得た成果は、見方によっては目覚しいし、ま
た案外に乏しい。これは日本だけの事でない。(水谷
1977: 45)

•語彙の量的記述と見られる報告は種々あるが、それで
《構造》が捉えられたかと言えば、疑わしい。(水谷
1977: 45)
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1.1 計量的語彙研究の軌跡
•理論の形式面に着目すれば、音韻論と語彙論とには似た
所が多い。音韻論が言語科学の中では先進的領域であっ
たのに引替え、語彙論は近年に至るまで語誌的研究を主
とした。語彙論を語彙の論と見るとして、音韻論との進
歩の差の出た事は見逃せない。 (水谷1977: 46)
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1.1 計量的語彙研究の軌跡
•その原因は、両分野がそれぞれに対象とするものの種類
の多少にあると思われる。音韻論が精々一〇の二乗の
オーダーの対象を扱えばよいのに対し、近代社会を支え
る言語の語彙論では少なくとも一〇の四乗、少し欲を出
せばもう一桁上のオーダーの対象を考慮に入れないと、
本格的な議論ができない。人間が一まとめに考えること
のできる広さには限度があるから、この違いが音韻論と
語彙論との発達の速さに利いたのであろう。(水谷1977: 
46)
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1.1 計量的語彙研究の軌跡
•（略）語彙論で語彙の全般に関わるような事柄を見よう
とすると、何と言っても手っ取り速いのは統計量の利用
である。統計量は対象の集団的特性を簡潔に記述し得る
ものとして案出された。（略）語彙論が（個々の語の論
の寄せ集めでなく）語彙の論であろうと念願した時、ま
ず語彙の統計的特性に目を向けたという学史的事実は、
全く自然の成り行きであった。(水谷1977: 46-47)
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1.2 計量的語彙研究への批判
•統計的扱いによって語のいわば個性が切り捨てられてし
まうではないかという心配は（しばしば非難の形で現れ
たが）別問題である。これは言語の統計的研究一般に起
こる問題で、（略）どんな方法にも（したがって非計量
的方法にも）限界があること、すべての《個性的な》事
柄に価値があるとは限らないこと、計量も問題の立て方
では個性が扱えること、質的特性と量的特性とは全く異
なるという単純な二元論があまり有効でないことを、
言っておこう。(水谷1977: 47)
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1.2 計量的語彙研究への批判
•そのような認定基準(山崎注: 調査単位の基準)を考案するた
めには、日本語の単語の構造に関する深く広い理解が必
要とされますから、この点でコーパスの利用は言語学の
基礎研究（この場合は形態論）と密接に関係しています。
言語学者のなかには語彙調査を「数えるだけの研究ね」
などと言って小馬鹿にする人がいますが、そういう人は
数える（測定する）という行為の科学的な意味を理解し
ていないのだと思います。(前川2016: 4)
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2.法則からの解放



2.0 法則からの解放
•樺島の法則，大野の法則を例にして，見直しの重要性を
指摘する。
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2.1 樺島の法則
•樺島の法則(樺島1954, 1955, 1979)
•現代語のテキストにおける，延べ語数による品詞構成比
がジャンルによってほぼ同じような傾向を見せることを
経験的に明らかにしたもの。

•樺島(1954)で記述的な結果が示され，樺島(1955, 1979)
で数式化された。
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2.1 樺島の法則
•まず、助詞・助動詞以外の、所謂目立語と総称される品
詞(名詞・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・連体詞・感動
詞・接続詞)はいかなる割合で現代文の中に含まれている
かを調査してみる。たゞし、現代文といっても種々あり、
内容や条件が異なる文章は品詞の割合を異にするかもし
れないから、一応考えられる条件、内容によって種類別
けをして調査しなければなるまい。また同一種類の文で
あっても、文の長さが異なれば品詞の割合が異なる事も
考えられるから、文の長さ別に品詞の割合を調べるのが
妥当であろう。(樺島1954: 15)
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2.1 樺島の法則16

樺島(1954: 16)



2.1 樺島の法則
•これによって、文長の増加につれ品詞数は直線的に増加
している事、及びこの直線は、ほゞ原点を通るものであ
る事がわかる。即ち品詞の割合は文の長さの如何にかゝ
わらず一定であると見てよい。この事は名詞、動詞以外
の品詞についても言える事であり、また小説地の文以外
の種類の文についても見られる結果である。従って、以
下において文の長さを考慮に入れない名詞何パーセント、
動詞何パーセントという一義的な表現が可能になる。(樺
島1954: 15-16)
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2.1 樺島の法則18

樺島(1954: 17) 集計単位は文節



2.1 樺島の法則19

•名詞の百分率を示す点が直線上に並ぶように横軸に文の
種類をとったのであるが、面白いことに形容詞、形容動
詞、副詞、連体詞を合併したものの百分率を示す点も
ほゞ一直線上にならんでいる。そして名詞の百分率とこ
れらを合併したものの百分率とは反比例している。

•動詞は増加しているとも減少しているとも言えない姿を
示しているがこれも注目すべき現象であろう。

•また感動詞、接続詞が話し言葉に多い事も見られる。(樺
島1954: 16)



2.1 樺島の法則20

•先に「国語学」第18集において、品詞（自立語のみ）を
グループに分けた場合、文中におけるそれらの比率が一
定の規則性を示すことをのべたが、その後の調査によっ
てほぼ確信をえたので報告する。(樺島1955: 55)



2.1 樺島の法則
•文中の名詞の百分率を𝑁𝑁、動詞のを𝑉𝑉、形容詞～副詞(※)
を合わせたものを、𝐴𝐴𝐴𝐴、感動詞接続詞を合わせたものを
𝐼𝐼であらわす事にする。（略）これらの間には一定の関係
がある。

• 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 45.67 − 0.60N (1)
• log 𝐼𝐼 = 11.57 − 6.55 log𝑁𝑁 (2)
• 𝑉𝑉 = 100 − (𝑁𝑁 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐼𝐼) (3)

樺島(1955: 55)
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※形容詞～副詞：形容詞，
形容動詞，連体詞，副詞



2.1 樺島の法則22

樺島(1955: 56)



2.1 樺島の法則
•以上のようにN、V、Ad、I、の間に規則性が見られ、和
歌や俳句のように、特殊な文であると考えられるものま
でがこれに従っていることを考えると、よほど特殊な条
件にある文でないかぎり、(1)(2)(3)式または第一図のよ
うな値をとるのではないかと考えられる。(樺島1955: 
55-56)
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2.1 樺島の法則24

樺島(1979: 216)



2.1 樺島の法則
•N―名詞
• V―動詞
•M―形容詞・形容動詞・副詞・連体詞
• I―接続詞・感動詞

• 𝐼𝐼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑏𝑏𝑏𝑏

•𝑀𝑀 = 𝑐𝑐 − 𝐴𝐴𝑁𝑁
• 𝑉𝑉 = 100 − 𝐼𝐼 − 𝑀𝑀

(樺島1979: 216-217)

25

式は1955と違っているが，接続詞類と形容詞類
が名詞によって決まり，動詞は接続詞類と形容
詞類によって決まるという構造は同じ。



2.2 大野の法則
•大野の法則(大野1956，水谷1965，1981)
•古典作品の異なり語数による品詞構成比がジャンルに
よってほぼ同じような傾向を見せることを経験的に明ら
かにしたもの。

•大野(1956)で記述的な結果が示され，水谷(1965,1981)
で数式化された。
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2.2 大野の法則27

大野（1956: 45）



2.2 大野の法則
•いま、万葉と源氏の名詞、動詞、形容詞、形容動詞、そ
の他の百分率をグラフに目盛り、名詞、動詞、形容詞の
万葉と源氏の値を端点として各〻を結ぶと名詞は単調減
少の直線となり、他は単調増大の直線となる。ここに、
他の七作品の百分率を、上記と同一のグラフの上に目盛
ると、その各点は上記の三直線上に、ほぼ垂直に並ぶこ
とが判る。これは、各作品における語彙の、各品詞の増
大、減少が、常にほぼ一定であることを証明しているや
ように思われる。（第八表) （大野1956: 45)

28

仮名遣いは現代仮名遣いに改めた。以下同じ。



2.3 水谷による数式化
•国語の語彙の使用情況を品詞の観点から調べて法則化し
たものとして，異なり語数の水準に立っては大野晋の研
究1，延べ語数の水準に立っては樺島忠夫の研究2が，挙
げられる．樺島の法則は数式化してあるが，大野の法則
は直感的なグラフで示したにとどまる．その大野の法則
を数式化すると共に，その式をデータに当てはめる際に
起る問題点の検討をしてみるのが，本稿で扱う事柄であ
る．併せて，大野の法則の持つ意味を明らかにしたいと
考える．(水谷1965: 1)
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2.3 水谷による数式化30

水谷(1965: 4)



2.3 水谷による数式化
•更には「体」即ち名詞と例えば「用」との構成比の増減
がなぜ相反するかというような理由づけになると，解釈
の可能性が色々あるが，定かな事は言えない．現状では，
大野の法則は経験法則として認めておくより仕方がない
という所であろうか．(水谷1965: 13)

31



2.3 水谷による数式化
•（略）大野の法則は次のように述べ直す方がよいと思わ
れる．

•（著しく異質ではない）多数個の表現域（つまり作品
等）での，見出し語水準での名詞構成比の平均が �𝑋𝑋，特
定表現域に関する名詞構成比が𝑥𝑥である時，他の語類の
構成比𝑦𝑦との間には𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏(𝑥𝑥 − �𝑋𝑋) で表される（近似的
な）線型関係が在る；ここに𝑎𝑎と𝑏𝑏とは，対象とする表現
域の集団及び着目する語類に依存して決まる定数である．

(水谷1981: 97)
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2.4 法則の影響
•確立した不動の法則とみなされ，その後の見直しや検証
がほとんどなされなかったのではないか。

•見直し・検証が行われなかった理由として
•研究者人口が少ない（他分野への無関心）
•検証にはまとまったデータが必要になる
•人名が冠されたことによる権威化
•などが考えられる。
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2.5 法則の見直し
•筆者はかなり長い間にわたって，語彙の計量調査，特に
その量的構造の研究をいわゆる専攻としていたが，語群
の分布の観点からの研究には手を染めなかった．それは，
上記の二人の法則が夙に発表されていたからで，この分
野の研究者の少ない状態にあっては，なるべく課題の重
複を避けた方がいいと考えた為でもあった3．

•しかし今顧みると，かの二法則が発表されて既に久しい
のに，殆ど誰もその成果を踏まえて研究を進める事をし
なかったように思われる．（中略）学界から忘れられて
いるのではないかとさえ疑われる大野の法則を取り上げ
る次第である．(水谷1965: 1)
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2.5 法則の見直し
•語類構成比の問題は語彙の分布問題の重要なテーマとし
て1950年代から研究が行われているが、大野(1956)、樺
島(1954)(1955)などの初期の研究以降、目立った進展が
ないようである。水谷(1983)における語類構成比の記述
と計量国語学会編(2009)の品詞構成比率の記述(pp.95-
96)の間に進歩が見られないことはこの分野の研究が停
滞していることを示していると言ってよいだろう。(山崎
2014: 233) 

•以下，スライド36－50の内容は，山崎誠(2014)に基づく。
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2.6 疑問点
•樺島の法則では，機能語（助詞・助動詞）が省かれてい
るのはなぜか。

•樺島の法則では，文節相当（長単位）によるものだった
が，短単位でも当てはまるか。

•そこで，
•助詞・助動詞（Pとする）を加えた分析を行う。
•短単位での分析も行う。
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2.7 短単位の場合37



2.7 短単位の場合
•文の長さが10を超えたあたりから値が安定する。
•長さ43からN（名詞類）がP（助詞・助動詞類）を上回
る。

•長さ1の文ではI（接続詞・感動詞類）が一番多い。
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2.8 長単位の場合39



2.8 長単位の場合
•文の長さが10を超えたあたりから値が安定する。
•短単位の場合とちがって，N（名詞類）とP（助詞・助動
詞類）の逆転は起こらない。

•長さ1の文ではN（名詞類）が一番多い。
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2.9 文の長さと品詞類の相関（短単位）

•赤字は相関係数が高い組み合わせ。
•文の長さと強い相関があるのは，N（名詞類）のみ。

41

文の長さ N V M I P
文の長さ 1.000 0.951 -0.157 -0.575 -0.210 -0.307

N 1.000 -0.210 -0.566 -0.187 -0.358
V 1.000 -0.568 -0.885 0.975
M 1.000 0.681 -0.438
I 1.000 -0.832
P 1.000



2.9 文の長さと品詞類の相関（長単位）

•赤字は相関係数が高い組み合わせ。
•文の長さと強い相関があるものはない。(樺島の記述と矛
盾)

42

文の長さ N V M I P
文の長さ 1.000 -0.156 0.033 -0.306 -0.213 0.260 

N 1.000 -0.965 0.454 0.940 -0.931 
V 1.000 -0.493 -0.954 0.928 
M 1.000 0.637 -0.726 
I 1.000 -0.986 
P 1.000 



2.10 レジスターによる違い
• N(名詞類)とP(助詞・助動詞類)とに着目すると，短単位
で以下の5つのパターンが見られた。

• 1. 常にN>P：OL、OP、OW、PN
• 2. 常にN<P：OB、OC、OM、OV
• 3. N＜PからN＞Pへ変化：LB PB
• 4. N＝PからN＞Pへ変化：OT、PM
• 5. N＜PからN＝Pへ変化：OY
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2.10 常にN>P44



2.10 常にN<P45



2.10 N＜PからN＞Pへ変化46



2.10 N＝PからN＞Pへ変化47



2.10 N＜PからN＝Pへ変化48



2.11 レジスターによる違い
•長単位ではほとんどのレジスターでPがNを上回る。OL
はその例外。
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2.12 長単位における例外的なレジスター50



3.理論からの解放



3.0 理論からの解放
•現在のコーパス開発の基礎となっている，語彙調査の理
論についてその功罪を考える。
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3.1コーパスにおける言語単位
•国立国語研究所のコーパスは短単位，長単位という2つ
の言語単位で解析されている。

•これらの単位はオンライン検索ツール「中納言」を利用
する際に必須の知識となっている。

•また，公開している語彙表も短単位，長単位の2種類が
ある。
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3.1 コーパスにおける言語単位
•中納言で「自動車」を検索

• 短単位で0件。
• 長単位で3185件。
• 短単位で「自動」＋「車」で10275件。

•短単位の10275件と長単位3185件の差7090件は「自動
車」が複合語の中に含まれる場合があるため。

•長単位で「自動車」を含む複合語は2021。そのうち約3
分の2は頻度1。
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3.1 コーパスにおける言語単位
• BCCWJ長単位語彙表で「自動車」は1805位（全体頻度
3184）。

•短単位の10275件を長単位の語彙表に当てはめると，
「色々（551位，10282件）と「深い（552位，10242
件）」の間に位置する。

•では，「自動車」の使用順位は「本当は」550位くらい
と言ってよいか。
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3.1 コーパスにおける言語単位
•解析単位が異なるので，短単位と長単位はいっしょに
扱ってはいけない（と言われている）。

•短単位と長単位とは粒度が異なる（等質でない）。
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3.2 語彙調査における言語単位
•現在，コーパスで利用されている短単位，長単位という
言語単位はもともとは語彙調査のために開発された概念
であった。

•語彙調査における調査単位（言語単位）は，調査単位の
境界を決めるための規則，および，任意の二つの調査単
位の同定のための規則とから成り立っている。この考え
はコーパスの形態素解析においても同じ。
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3.2 語彙調査における言語単位
•語彙調査の成立根拠と基本的諸概念の定義

• 「語彙調査（word count）」と呼び慣らわされて来た調査のお
もな仕事は，各「語」の使用度数，更に適切には使用率を調べる
ことであった。すなわち

• (1)「語」と呼ばれその存在が予期されているものについて，
• (2)意味上・形式上同じと見てよいものを，それぞれに，まとめ，
• (3)まとめられた各群が実際に使われている度数または割合を測
る

• ことだと言える。(国立国語研究所1958: 94)
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3.2 語彙調査における言語単位
•さて上述の性質を有する語彙調査が実行出来るためには，
あらかじめ次の問題を解決して置く必要がある。

•（i）与えられた任意の文章を語に分調する方法，
•（ii）与えられた任意の二語を同じ語か異なる語かのど
ちらかに必ず分類する方法。(国立国語研究所1958: 94)

59



3.2 語彙調査における言語単位
•（略）以上の事は語彙調査が科学として成り立つための
必要条件だと言わなくてはならない。こういう根拠が
はっきりしていなければ，調査結果を他に応用する際に
も，応用の有効性が保証されない。もし役に立ったとし
たら，それはまぐれ当りに過ぎないか，全然データがな
いより増しだという程度の事かである。〔もし前者なら
それは科学ではないし，後者なら研究水準の低さのあか
しである。〕 (国立国語研究所1958: 94-95)
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3.2 語彙調査における言語単位
•この理論を生み出したのは水谷静夫(1926-2014)であり，
1958年の段階で，集合論を用いて「単位語，見出し語，
使用度数，延べ語数，使用率，語彙」を定義した。

•その後，水谷(1960)などを経て，水谷(1983)では，連糸
理論を用いて再定義し，方法論的な完成をみた。

•これらの理論的な根拠に支えられて，語彙調査は行われ
てきており，その方法論をコーパスも引き継いだ。
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3.2 語彙調査における言語単位
•理論的記述の例
•基本記号・連ね・空連糸の三種を理論の原始的考えとす
れば，連糸はこう定義される：

• 1. 空連糸はそれ自体で連糸である．
• 2. 既に連糸だと確かめてあるαの直後に基本記号βを連
ねて成るαβの姿のものも，連糸である．

• 3. 以上の範囲の規則を有限回使って連糸だと確かめられ
るものだけが， 連糸である．(水谷1983: 8)
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3.2 語彙調査における言語単位
•私の関心事の一つは国語についての言わばintegrated 
theoryだ。それは或統一的な方法原理から国語学の諸分
野をなるべく包括的に扱うことに帰する。その方法原理
を私は1970年頃からNBG風の公理的集合論に仰ぐ気持が
強まった。（略）この線で既に文法論には『稿本国文法
大体』(1991)を書いている。（略）この文法論は、連糸
理論を集合論の中に建設して引用水準の変項・常項も使
へるやうに拡張した論理体系に立つ。(水谷1994: 32)
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3.2 語彙調査における言語単位
•理論的な根拠から導かれることとして，以下の2点があ
る。

•調査対象がもれなく，重なり合いのない，連続した調査
単位に分割できる。

•分割された調査単位に対して，必ずただ1つの見出し語
を決めることができる。

•また，その前提として調査単位の等質性が求められる。
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3.2 語彙調査における言語単位
•平たく言うと，以下のような制限がある。
•数え漏れがあってはいけない。
•同じ文字列を2度以上数えてはいけない。

• 「日本語教育」を「日本」「語」「日本語」「教育」のよう
に分割していけない。

•連続しない文字列をひとつにまとめてはいけない。
• 「食べてさえいる」から「ている」を取り出してはだめ。

•掛詞はどちらか一つの意味を採用する。
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3.2 語彙調査における言語単位
•このような制限の多くは，使用率を求め，それを他の
データと比較できるようにするために作られたと言って
よい。

•単に出現頻度を求めるだけであれば，制限にとらわれな
くてもよいのではないか。

•必要な言語単位をすべて付与しておけばよい。仮にMulti 
Level Segmentation (MLS)と呼ぶ。
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3.3 MLSの例
•データ
•そこで，次のステップとして，問題解決への期待が大き
く，かつ，科学技術の寄与が比較的大きい課題を幾つか
摘出し，問題解決における科学技術の役割の位置付け，
研究開発の現状などについて述べることとする。

•データの出典：BCCWJの白書サンプル(OW_00001 (科学
技術庁(1976)『科学技術白書』)より抽出。194文字)
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3.3 MLSの例
• [[そこ][で]] [，][次][の][ステップ][[と][し][て]][，]
• [[問題][解決]] [へ][の][期待][が][大きく][，]
• [かつ][，][[科学][技術]] [の][寄与][が] [[比較][的]]
• [大きい][課題][を] [[[幾][つ]][[か]]] [[摘出][し]] [，]
• [[問題][解決]] [[に][おけ][る]] [[科学][技術]][の]
• [役割][の] [[位置][付け]][，] [[研究][開発]] [の]
• [現状][など] [[に][つい][て]] [述べる]
• [[こと][と][する]][。]
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3.3 MLSの例
• レベル１での分割で取り出される単位

• そこ/で/，/次/の/ステップ/と/し/て/，/問題/解決/へ/の/期待/が/
• 大きく/，/かつ/，/科学/技術/の/寄与/が/比較/的/大きい/課題/を/
• 幾/つ/か/摘出/し/，/問題/解決/に/おけ/る/科学/技術/の/役割/の/
• 位置/付け/，/研究/開発/の/現状/など/に/つい/て/述べる/こと/と/する/。

• レベル２での分割で取り出される単位
• そこで/として/問題解決/科学技術/比較的/いくつ/摘出する/問題解決/
• における/科学技術/位置付け/研究開発/について/こととする

• レベル３での分割で取り出される単位
• いくつか

• レベルの数字は最小単位（形態素）の結合次数とほぼ対応する。
• 文字レベルの分割をレベル０と考えることもできる。
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3.3 MLSの例
•言語量
•各レベル別に示すことで，言語単位の等質性を確保。

• レベル1：延べ62 異なり39
• レベル2：延べ14 異なり12
• レベル3：延べ1 異なり1

•使用率
• (a)すべてのレベルを足した数(=77)を分母とする。
• (b)データの全文字数(=194)を分母とする。
• 使用頻度1の場合，(a)では0.013，(b)では0.005となる。
• すべての出現の使用率の合計が1になるので，(a)がよい。
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3.4 MLSのメリット・デメリット
•メリット
•語の単位を気にせず検索できるようになる。
•短単位，長単位を包含することにより，従来のシステム
と共存可能。

•デメリット
•アノテーション作業にこれまでよりも時間がかかる。
•記述方法が決まっていない。
•理論的な裏付けがない。
•結合次数をレベル分けの基準に使うことの妥当性。

71



3.4 要検討
•非連続の単位の扱い
•「食べてさえいる」
•「見たり，聞いたりする」
•「反省のはの字もない」

•「ている」を取り出す場合と「たりφたり」を取り出す
場合の処理の違い。後者を1単位とするかどうか。

•「の○の字も□ない」のような枠組みと変項だけを取り
出す場合の処理。
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3.5 見直しの契機
•短単位で「自動車」を検索すると1件も出てこない。
•長単位で検索するよう勧められる。
•語彙表は短単位と長単位に分かれている。

•不便の解消という現実的な問題から出発すると，どこが
ネックでどこをどう変えればよいかが見えてくる。
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4.おわりに



おわりに
•枯れたテーマはない。
•不利を有利に。
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•ご清聴ありがとうございました。
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