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『複合動詞の構文データベース』の構築 
Development of the “Compound Verb Construction Database” 

 
YI Yeong-il 

 

 This paper confirms the effectiveness of an approach to the acquisition of Japanese compound verbs 

focusing on grammatical cases, and introduces the “Compound Verb Construction Database” constructed with the 

aim of supporting their education and acquisition. 

 Previous research has frequently highlighted the difficulties faced by non-native speakers in mastering 

Japanese compound verbs. Various attempts have been made to improve dictionaries in order to support their 

acquisition, and this kind of “dictionary-based” approach is particularly effective in supporting receptive knowledge 

of compound verbs. At the same time, “corpus-based” approaches have also been suggested. These ways, providing 

the large number of examples essential for improving productive knowledge, facilitate understanding of compound 

verbs. 

 One helpful method of the lexical acquisition is the use of verb classification, and grammatical cases can 

be used to define such classes. This method can also be utilized in regard to compound verbs, but presently there 

are insufficient methods of specifying such information when searching for examples. 

 The “Compound Verb Construction Database” has been constructed and made publicly available in order 

to meet this kind of search. Approximately 500,000 examples were extracted from the “Aozora Bunko” digital 

library. Examples were analyzed syntactically and provided with a log-likelihood ratio score as a measure of co-

occurrence. The major characteristic of the database is the feature of searching for examples by case-marking 

particles or case-bearing elements. Unlike existing online dictionaries and databases, it accepts multiple selection 

of grammatical case elements. 

 Going forward, it will be necessary to improve search methods based on trials of actual use, as well as 

further consideration of the sources of examples. In addition, tagging elements with categorical data will increase 

the site’s effectiveness. 

 
【キーワード】複合動詞、格、共起情報、青空文庫、ユーザインターフェース 

Compound verb, Grammatical case, Co-occurrence, Aozora Bunko, User interface 

 

 

1. はじめに 
 

日本語の複合動詞(compound verb)1の多様性は現在まで多くの研究者が指摘しているところであり、

日本語学習者にとってその習得が難しいという報告も各所でなされてきた。例えば松田(2004)は「～こ

む」の複合動詞について「受容(reception)」と「産出(production)」の 2 側面から調査を行い、「『～こむ』

に対する学習者の意味知識は上級者になっても母語話者とは異なるものであり、その理解は極めて不安

定なものである」(松田 2004:139)と述べている。 

                                                        
1 本稿における「複合動詞」は、特に断りがない限り「日本語複合動詞」のことを指す。 
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このような現状において「辞書の改善」が多く試みられてきたが、本研究では「コーパスによる支援」

の可能性を探る。その際に格(case)を用いた複合動詞のカテゴライズについても確認したい。複合動詞

の理解には格の情報が重要だと考えるからである。その考察に基づき、格助詞・格要素を手がかりに複

合動詞の構文・用例を検索できるオンラインデータベース『複合動詞の構文データベース』の開発を試

みた。本データベースは複合動詞の学習・教育の際に活用できるよう、誰でも使用制限なく利用できる

形で公開している。 

本稿では、複合動詞を扱う Web 辞書やデータベースについての検討も行い、本データベースが既存の

ものとどのように異なるか明確にする。後半は具体的な使い方に触れながら検索仕様について解説し、

最後に今後の課題と展望を述べたい。 

 

 

2. 複合動詞の語彙習得の困難性 
 

松田(2004:2)は留学生へのアンケートをもとに、複合動詞の習得において留学生がどのような点を困

難に感じているかについてわかりやすくまとめている。やや長くなるが以下に引用する 2。 

 

(1)「結合条件」に関するもの 

a)どんな動詞と結びつくのか分からない。そのため勝手に単語を作り出す危険性がある。(⇒ 

過剰般化につながる) 

(2)「単純動詞」と「複合動詞」の使い分けに関するもの 

a)「書きこむ」という言葉を知っていても「書く」と「書きこむ」をどう使い分けてよいかわ 

からない。そのため「書きこむ」の方が適切な場合であっても「書く」で間に合わせてしま 

う。(⇒使用の回避につながる) 

b)「〜こむ」の意味は「飛びこむ」のような事例から「中に入る」ことだと思っている。しか 

し「入りこむ」や「埋めこむ」は「入る」や「埋める」自体がすでに「中に入る」ことなの 

に、なぜ「〜こむ」をつけるのか分からない。(⇒意味構造に関する理解の混乱) 

(3) 「習得の方法」に関するもの 

a)「〜きる」や「〜こむ」などと結合する複合動詞の数は非常に多く、その意味は単に「V1 の 

意味＋V2 の意味」3だけでは理解することができない。(⇒「V1＋V2」ストラテジーの限界) 

b)「座る」(単純動詞)と「座りこむ」(複合動詞)の意味の違いを知りたい時、辞典を引くが、 

説明が十分ではない。(⇒入手できる辞典の限界) 

c)V1 の意味と V2 の意味を足してもその意味がわからない時、それぞれを母語に対訳して理 

解しようとするが、あまり効果がない。(⇒対訳ストラテジーの限界) 

 

上記の習得困難性について、(1)と(2a)は「産出」における問題、(2b)と(3)は「受容」における問題

と大まかにカテゴライズすることができる。学習者の語彙習得について考える際、両者の問題に対して

「辞書による支援」と「コーパスによる支援」の 2 通りのアプローチがありうるが、前者は「受容」学

                                                        
2 箇条書きの番号・記号については一部変更している。以下本稿では「習得困難性(1a)」のように参照する。 
3 V1 は前項動詞、V2 は後項動詞を指す。 
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習において不可欠なものであり、後者は「産出」学習において特に有用である。 

複合動詞の習得を支援するために現在まで多く採られてきたアプローチは「辞書の改善」である。例

えば松田(2004)は認知意味論の観点から従来の辞書の記述を批判的に検証し、「コア図式」という概念

を導入した「～こむ辞典」のような意味提示方法を提案している。また、『複合動詞レキシコン』4(以下

『レキシコン』)は「外国人日本語学習者を含む一般の利用者にも役立つことを意図したオンラインの

データベース」(神崎 2013)であり、複合動詞に特化した Web 辞書として語彙習得の場面においても活

用可能である。 

他方で辞書からの接近とは異なるアプローチとしてコーパスを用いた学習も提唱されている。陳

(2007:101)は「複合動詞の微妙なニュアンスは生の実例に大量に触れることが重要」であり、「コーパス

を利用した効率的な用例の検索と KWIC(keyword in context)形式のような前後の共起環境の提示も有効」

だと述べている。例えば先に取り上げた『レキシコン』でも、各語彙項目に『NINJAL-LWP for BCCWJ』5(以

下『NLB』)へのリンクが提供されているので、この両者を活用することで「現代日本語書き言葉均衡コ

ーパス(BCCWJ)」6から複合動詞の用例を参照するような学習が可能である。 

 

 

3. 格情報を手がかりとした用例提示 
 

ところで、動詞一般の語彙習得において動詞のカテゴリに着目することは一つの有効な手段である。

日本語の多様な動詞のカテゴライズについては現在まで様々な手法が試みられてきたが、その中に大

石・松本(1995)が提示した「格パターン分析法」というものがある。動詞の項構造(格パターン)が動詞

の語彙的意味と密接な関わりを持つことに注目し、格パターンの違いを基準として動詞(主に単純動詞)

の分類を試みている。 

複合動詞においても、早くから山本(1984)が「格支配」7から複合動詞の分類を行っている。すなわち

単純動詞だけではなく複合動詞の意味分析においても格からの接近がすでに試みられてきたというこ

とだが、このアプローチは非母語話者による複合動詞の語彙習得にも活用できると思われる。例えば山

口(2012、2013)は複合動詞とその構成要素の動詞について、それぞれが取りうる格要素の重複率という

観点から対照しているが、このような研究は先に取り上げた複合動詞の習得困難性(2)のような課題を

解決する有力な手立てとなりうるであろう。 

格情報を活用した用例検索は、既存の各ウェブサイトでも実現可能ではある。先に取り上げた『NLB』

では、複合動詞の「文法パターン」から調べたい格助詞を選択すると BCCWJ に実際に出現した格要素

の一覧が「コロケーション」パネルにリスト化され、そこからさらに目的の格要素をクリックすると用

例が表示される。また『Web データに基づく複合動詞用例データベース』8(以下『Web 用例 DB』)では

格要素が格助詞ごとに表形式で一覧になっており、目的の格要素をクリックすると Web コーパスの用

例を確認することができる。 

しかしながら語彙習得支援の目線から見れば、どちらのウェブサイトも用例提示の方法に若干の改善

                                                        
4 https://db4.ninjal.ac.jp/vvlexicon/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
5 http://nlb.ninjal.ac.jp/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
6 https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
7 山本(1984:34)は「＜格支配＞とは、動詞の名詞句との共起制限」だと定義している。 
8 https://csd.ninjal.ac.jp/comp/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
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の余地があろう。『NLB』では格助詞・格要素はそれぞれ 1 つずつしか選択ができないため、複数の格助

詞や格要素を比較することが難しい。このことについて、例として山本(1984:39)から以下の用例を引

用して考えてみたい。 

 

(4)売り歩く 

a)金魚屋ガ金魚ヲ売リ歩ク。 

b)金魚屋ガ金魚ヲ売ル。 

c)金魚屋ガ歩ク。 

 

用例からわかるように、「売り歩く」を構成する「売る」と「歩く」の項数は異なっており、2 つが複

合した「売り歩く」が取る項数は構成要素動詞からの推測が難しい。このような複合動詞は非母語話者

の「産出」過程における障害となりうる。ところが、『NLB』では「～が売り歩く」「～を売り歩く」と

いう情報は提示されるが、「～が～を売り歩く」という形で記述がなされていない。すなわち、検索した

動詞に対して項を 1 つのみ提供する『NLB』形式の結果表示では、検索した動詞が一項動詞なのか二項

動詞なのかという情報がひと目で判断できず、検索者は用例を一つひとつ確認して項がいくつ含まれて

いるのかを確認しなければならない。 

『Web 用例 DB』は『NLB』と異なり、複合動詞を検索した後に「格パターン」のリンクをクリック

することで「格要素ペア」として 2 項まで同時に表示することができる 9。しかしながら、この「格要

素ペア」は共起頻度の確認はできるものの、用例の表示機能とは連携していない。用例はあくまで「複

合動詞の検索→格要素の選択」というステップを踏むことでしか辿り着けず、そこから格助詞や格要素

の情報を得るためには、KWIC 形式で表示された用例の前後文脈の中から検索者自身が見つけ出さなけ

ればならない。 

 

 

4. 『複合動詞の構文データベース』の構築 
 

以上の考察から、格情報を複合動詞の語彙習得に活用するためには、従来の各 Web 辞書・データベー

スよりも柔軟な用例検索・提示方法が要求されることがわかる。そこで筆者は、格情報を手がかりに複

合動詞の用例検索ができる『複合動詞の構文データベース』(以下『構文 DB』)を構築した。本データ

ベースは複合動詞の学習・教育の際に活用できるよう使用制限なく一般公開しており、パソコンを始め

とする各種情報端末でウェブブラウザ 10を用いて https://nlp201.gitlab.io/jcv_onlineにアクセスすることで

誰でも自由に利用が可能である。 

 

                                                        
9 「格助詞/格要素」の形でセットになったものが表形式で表示される。 
10 推奨ウェブブラウザは Google Chrome 最新版である。macOS 環境では Safari での動作も確認している。Windows 環境

においては Microsoft Edge でも確認しているが、Internet Explorer での動作はサポートしておらず、非推奨である。 
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図 1『構文 DB』のトップページ 

 

『構文 DB』の構築手順を簡潔にまとめると以下のとおりである。 

 

① 『青空文庫』から作品を選定し、計 50 万文を抽出 

② JUMAN++と KNP を用いて用例を解析 11 

③ 用例に出現した動詞について複合動詞か単純動詞かを判別 

④ 50 万文の共起強度を計算して集計するプログラムを実行 12 

⑤ 手順②の解析スコアを参照しつつウェブサイトに引用する用例を選定 

⑥ 格助詞・格要素、共起強度、用例の情報を動詞ごとに分割して JSON ファイルに記述 

⑦ ウェブアプリケーションを作成し、GitLab Pages を利用して公開 

 

上記の手順のうち特に解説が必要と思われるものについて、具体的な使用方法にも触れつつ、以下の

各節で詳述していく 13。 

 

4.1. 『青空文庫』からの用例収集 
用例の収集にあたっては以下の 4 点に留意して様々なテキスト資源を比較検討し、最終的には『青空

                                                        
11 JUMAN++のバージョンは 1.0.2、KNP のバージョンは 4.19 のものを用いた。 
12 統計ライブラリはプログラミング言語 Python で使用できる Pandas を用いた。 
13 データベースサーバ不要の設計、静的ファイルのみの構築、高速な検索機能、CI(continuous integration、継続的インテ

グレーション)を利用した自動ビルド・ホスティングなどのような技術的な特徴もあるが、本稿では複合動詞の検索・用

例提示に特に関わりがある側面についてのみ触れる。 
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文庫』14を活用して作品を選定することとした。 

 

• 作例でなく実例であること 

• 電子化されたテキストデータであること 

• 一定程度以上のまとまったデータ量を確保できること 

• 著作権の問題に対処しやすいこと 

 

『青空文庫』は著作権の保護期間を過ぎた作品を電子化してオンラインで公開している 15。また収録

数は本稿執筆時点で 15,000 作品を超えており、十分なデータ量を確保できると判断した。 

上記の各条件を満たす別のテキスト資源としてウェブページのテキストも挙げられる。人手によるデ

ータ入力がベースの『青空文庫』を利用するよりも遥かに膨大なデータ量を期待できる一方で、取得し

たテキストが日本語母語話者によるものかどうかの判断が難しく、取り上げる用例として適切かについ

ての検証が別途必要になろう。また出典元のウェブページの存在期間が流動的であるという理由からも

今回は採用を見送った 16。 

『青空文庫』を用例出典として利用するにあたって気をつけなければならない点がある。著作権保護

期間は作者の死後 70 年のため 17、古い作品が多く収録されていることである。非母語話者の語彙習得

を支援するというデータベースの性格上、用例の初出が古いことは好ましくない。そこで本研究では『青

空文庫』の「図書カード」から作品情報を取得し、現代仮名遣い 18のもののみを収集の対象とすること

でこの問題に対応した 19。 

テキストデータの抽出においては、1 作品につき 100 文を上限として、計 50 万文を選出している 20。

1 作品ごとの上限を設定した理由は、『青空文庫』には短詩から長編小説まで収録されているため、文章

量の多い特定作品からの抽出に偏ってしまうことを防ぐためである。 

 

4.2. 複合動詞の構文解析 
収集したテキストデータは作品情報(メタデータ)・ルビ・引用者注などを除去した上で一行一文の形

式に変換してから構文を解析する。本研究では形態素解析に JUMAN++21を用いた。形態素解析器とし

ては MeCab22の方が解析速度に優れるが、後述するように複合動詞の分析に適した機能を有するという

判断から JUMAN++を採用している。 

一般に、複合動詞は表記の揺れが大きいことが知られている。小椋(2012:327、2014:113)は、和語の

中でも動詞に表記の揺れが多く、さらに動詞の中でも単純動詞より複合動詞の方が高い割合だというこ

とを BCCWJ のデータから計量的に示した。MeCab を用いる場合はこの表記揺れへの対応が難しいが、

                                                        
14 https://www.aozora.gr.jp/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
15 著作権が消滅していない作品も存在するが、それらは作者から公開の許諾が得られているものに限る。 
16 実際、大量のウェブページをコーパスとして構築した『Web 用例 DB』を使ってみると、用例の出典元にアクセスして

も既にウェブページが削除されていたり移転によりアクセスできないことがある。 
17 著作権法第 51 条に基づく。環太平洋パートナーシップ協定締結に伴い、2017 年の著作権法改正によって従来の 50 年

から 70 年に保護期間が延長された。 
18 図書カード上は「新字新仮名」と記述されている。 
19 より根本的に対処するためには作品の初出年度の活用も必要であり、今後の課題としたい。 
20 形態素解析を行って動詞が含まれていると判断された文のみを利用している。 
21 http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN++ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
22 https://taku910.github.io/mecab/ [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
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JUMAN++では解析結果に付与される「意味情報」の中の「代表表記」23の情報を用いることで対応が可

能である 24。 

日本語の複合動詞は種類が多く、姫野(1999:245-260)は計 2,379 語の複合動詞をリストとして書き出

している 25。しかしながら、形態素解析器が用いる辞書にこれらのすべてが 1 つの形態素として登録さ

れているわけではない。そのため、形態素解析によって複合動詞が 1 つの形態素として分析されること

もあれば、複数の形態素として分析されることもある。 

この問題に対処する方策は大きく分けて 2 通りが考えられる。一つは複合動詞を 1 つの形態素として

可能な限り多く辞書に追加登録する方法であり、今一つは解析結果から動詞の連続出現を見つけて処理

する方法である。ユーザ辞書を追加できる JUMAN++は前者でも対応可能ではあるが、辞書に登録した

形態素が解析結果に大きく影響する場合はモデルの再訓練が必要となる。また、訓練したモデルを用い

た形態素解析で複合動詞が意図したとおりに 1つの形態素として分析されるかどうかは実際にテストし

てみるまでは不確かである。 

本研究では後者の方法を用いることにしたが、動詞の連続があるからといってそれが必ずしも複合動

詞だとは限らないことに留意する必要がある。そこで、形態素解析した結果を用い、連続している動詞

の前項側を連用形、後項側を終止形にして接続した上で、それが自作の「複合動詞リスト」に存在する

場合は複合動詞と認定することとした。この「複合動詞リスト」は『Web 用例 DB』が提供している複

合動詞リスト 26をベースにし、表記揺れにも対応できるように加工したものである。 

格解析においては、形態素解析の結果を元に KNP27を用いた。KNP が分析対象とする格助詞は「ガ、

ヲ、ニ、カラ、ト、デ、ヘ、マデ、ヨリ、ノ」であるので、『構文 DB』もこれに従う。収集した計 50 万

文の全文を格解析し、出現したすべての格要素と格助詞を動詞ごとに集計している。 

 

4.3. 対数尤度比による共起強度の集計 
構文を把握するにあたって、共起強度を測る指標としてどのような尺度(共起尺度)を用いるかを選定

する必要がある。『Web 用例 DB』は共起頻度(frequency)、『NLB』は共起頻度と MI スコア(mutual 

information score)と LD(log dice)が利用可能だが、『構文 DB』ではコーパス言語学でよく用いられる尺

度である対数尤度比(log-likelihood ratio)を用いることにした 28。対数尤度比は、以下の式で求めること

ができる。 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  2 × Σ実測値 � log𝑒𝑒実測値− log𝑒𝑒期待値 � 
 

この対数尤度比の値を、すべての動詞と格助詞・格要素の出現パターンについて計算し、各動詞ごとに

統計データを分割し、ウェブアプリケーションからの利用が容易になるように JSON(JavaScript Object 

                                                        
23 代表表記の詳細は京都大学大学院情報学研究科黒橋・河原研究室(2016:28)を参照。 
24 複合動詞の後項動詞は稀に連濁が起きる場合があるが、これについても代表表記で対応が可能である。複合動詞の連

濁の詳細については佐藤(1989)を参照されたい。 
25 姫野(1999)では「～こむ」のように生産性の高い後項動詞の複合動詞は代表的なものに限定して取り上げているので、

実際にはさらに多くの複合動詞が存在する。例えば『Web 用例 DB』には 3,757 語の複合動詞が登録されており、コーパ

スを通して多様な使用実態を窺い知ることができる。 
26 https://csd.ninjal.ac.jp/archives/japanese_compound_verb_list_1_3.zip [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
27 http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?KNP [2019 年 9 月 30 日アクセス] 
28 例えば BNCweb(http://bncweb.lancs.ac.uk)においてもデフォルトの共起尺度は対数尤度比になっている。 
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Notation) フォーマットで記述をした 29。 

 

4.4. 複数の格助詞・格要素の検索 
複合動詞関係の従来の Web 辞書・データベースでは複数の格助詞・格要素の検索が難しいことは既に

述べたが、『構文 DB』では以下のような検索仕様を実現している。 

 

• 複合動詞を選択した後、表示する格助詞・格要素の数を検索者が選択できる 

• 調べたい格助詞を選んで用例を絞り込める 

• 表示された結果を格要素でさらに絞り込むことが可能である 

 

格助詞・格要素については既述の通り『NLB』ではそれぞれ 1つずつ、『Web 用例 DB』ではそれぞれ

2 つずつのみ対応しているが、『構文 DB』では表示数を検索者が自由に設定することが可能である。複

合動詞を入力したあとで格助詞・格要素の数を選択すると、その数に対応した構文・用例が表示される。

例えば、「複合動詞」欄に「思い出す」を入力し、「格助詞・格要素の数」欄から「2」を選択すると図 2

のような検索結果になる。 

 

 
図 2「思い出す」「格助詞・格要素 2 つ」の検索 

 

調べたい格助詞を絞り込むためには、右側の「フィルター」機能を用いる。複数の格助詞をあわせて

検索した結果を表示させることもできるし、1 つの格助詞のみを検索対象にすることも可能である。例

えばヲ格のみを表示させたい場合は、「複合動詞＝思い出す」かつ「格助詞・格要素＝1」とし、「フィル

ター」の「格助詞の絞り込み」で「ヲ」のみにチェックを入れればよい(図 3 を参照)。 

 

                                                        
29 比較対象として共起頻度も利用可能にしているが、初期設定では対数尤度比によるソートが有効になっている。 
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図 3「～ヲ 思い出す」の検索結果 

 

さらに『構文 DB』は格助詞だけでなく格要素の絞り込みにも対応する。まず何番目の項を検索対象

とするかを決めるために「フィルター」の「絞り込む格要素番号」から番号を選択する。次に、「格要素

を検索」の欄をクリックすると実際に用例に出現した格要素の一覧が選択肢として表示されるので、調

べたい格要素を選んで構文を絞り込むことができる。例えば、「複合動詞＝見下ろす」かつ「格助詞・格

要素の数＝3」かつ「格助詞の絞り込み＝ガ・ヲ・カラ」と設定した上で、「絞り込む格要素の番号＝3」

かつ「格要素を検索＝上」とフィルタリングすると、「～ガ ～ヲ 上カラ 見下ろす」という構文・用例

が取得できる(図 4 を参照)。 

 

 
図 4「～ガ ～ヲ 上カラ 見下ろす」の検索結果 

 

4.5. 検索対象選択の自動化と入力補完機能 
調べたい複合動詞の項目に辿り着くための検索手順はウェブサイトごとに違いがある。『レキシコン』
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は入力欄をそれぞれ複合動詞・前項動詞・後項動詞と切り替えることで各対象を検索する形式になって

おり、また入力補完機能 30が有効になっている点に特徴がある。『Web 用例 DB』は切り替え操作が不要

で、1 つの入力欄で複合動詞・前項動詞・後項動詞のすべてを対象とした検索を実行できるが、入力補

完機能はなく、検索候補のリストの中から調べたい項目をクリックして複合動詞を選ぶ形式である。

『NLB』は前項動詞および後項動詞による検索には対応しておらず、入力補完機能もないため、複合動

詞を完全一致する形で検索しなくてはならない。そのため『NLB』の検索機能を用いるよりは、『レキシ

コン』から『NLB』にリンクが張られていることを利用し、『レキシコン』の検索機能を援用するほうが

利便性が高いだろう。 

以上の各ウェブサイトの検索仕様を参考にし、『構文 DB』では 1 つの入力欄において複合動詞・前項

動詞・後項動詞のすべてを対象とした入力補完を実装した。『レキシコン』の入力補完機能と『Web 用例

DB』の検索対象選択の自動化を組み合わせたような仕様がユーザにとって最も使いやすいと考えたか

らである。例えば入力欄に「出」と入力すると、「出る」が後項動詞として使われる「思い出す」や前項

動詞として使われる「出会う」のどちらも検索候補としてサジェストされるようになっている(図 5 を

参照)。 

 

図 5 入力補完機能 

 

4.6. 多様なデバイスへの対応 
情報機器の発達により、ウェブサイトにアクセスする端末は多様化している。そのため開発者は、ユ

ーザが使用しているハードウェアやソフトウェアの差異 31にどこまで配慮してウェブサイトを作るか判

断しなければならない。特に、Web 辞書を含む「検索サイト」は、手軽に利用できる携帯端末で閲覧す

                                                        
30 文字列に部分一致する候補が選択肢としてポップアップする機能を指す。 
31 ハードウェア面では、ディスプレイ(解像度)の大きさ、文字入力のデバイス(画面のタッチ操作・キーボードの使用の

有無)などが挙げられる。ソフトウェア面では、オペレーティング・システム(パソコン OS・携帯端末 OS)、ウェブブラ

ウザの違いなどが代表的である。 
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ることもあれば、レポート作成時に参照する場合などにパソコンから利用することも多く、多様なデバ

イスからのアクセスが想定される。 

アクセス端末の多様化への対応を容易にする手段として、クロスブラウザ対応をしたウェブアプリケ

ーションのフレームワークを利用する方法があり、『構文 DB』もこの方法を活用することにした。具体

的には Vue.js という JavaScript のフレームワークを主軸にし、さらに Vuetify というマテリアルデザイン

(material design)のフレームワークを組み合わせることで、柔軟なウェブデザインを実現している 32。例

えば、タブレットやスマートフォンで『構文 DB』を閲覧すると、それぞれの画面のサイズに合わせて

コンテンツの順番や横幅を自動で変更して表示するようになっている 33(図 6 を参照)。 

 

 

図 6 タブレット(左)とスマートフォン(右)での表示例 

 

 

5. まとめ 
 

本稿では、語彙習得の観点から複合動詞と格の関係に着目し、複数の格助詞・格要素を比較して見て

いくことの必要性を確認した。そして従来の複合動詞関係の Web 辞書・データベースでは実現が難しか

った検索仕様を実装した『構文 DB』について紹介し、その特徴と使い方を解説した。本データベース

が実際に複合動詞の学習・教育の現場で使用に耐えうるものであるかは、使用者からのフィードバック

をもとに今後検証していく必要がある。 

また、用例の出典として利用した『青空文庫』は文学作品が多くを占めるが、技術的な制約により、

今回のテキスト処理では地の文と会話文の区別を行わなかった。いわば書き言葉と話し言葉が混在した

状態で用例を提供している状況であり、この両者をどのように分離するか、あるいは用例の出典として

より適当な別のテキスト資源を探すことも視野に入れて検討していかなければなるまい。 

以上の課題を踏まえた上で、今後のさらなる展望として、『構文 DB』は格要素のカテゴリ情報を提供

することで学習者にとって一層有用な用例検索サイトになると見込んでいる。例えば現時点では「佐太

郎ガ苦労ヲ思い出す」という構文を表示するに留まっているが、学習者・教育者が欲するのは「佐太郎

                                                        
32 Vue.js はバージョン 2.5.22、Vuetify はバージョン 1.3.0 を用いている。 
33 ウェブブラウザのサイズに合わせて表示コンテンツを可変的に適応させるデザインをレスポンシブウェブデザイン

(responsive web design)という。 
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ガ」という個人名ではなく、「人(あるいは人名)ガ」というカテゴリ情報ではないだろうか。そのような

抽象化を経た情報に触れることで特に「産出」の学習が促進されると思われる。その実装のためにはテ

キストの分析からやり直し、ユーザインターフェースも一から再設計を要するが、さらなる考察・試行

錯誤を積み重ねてデータベースの改善に結びつけていきたい 34。 

 

YI Yeong-il  

東京大学・日本学術振興会特別研究員 
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