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0.はじめに
ある言語学的な問題を扱うとき､コンピュータとコーパスを使用する長所は､大きなデータ

を調べることができ､検索している問題についてより詳しい情報が得られるということである｡

単語の意味や使用についても､コーパスを使うと､伝統的な方法で作られた辞書においての情

報より､さらに詳しい情報を得ることができる｡本研究の目的は､辞書学において､電子コー

パスやコーパス用の方法を使うと､意味分析でどのような結果を得ることができるかを調べる

ことである｡

ここでは､語嚢意味論の面から二つの問題を扱うO-つは多義性､もう一つは類義語である｡

まず､ ｢気にする｣と ｢気にかける｣という慣用句をそれぞれ分析して､諸意味を区別する｡

そして､辞書の説明では扱われなかった､二つの慣用句の意味差異と使用差異を明らかにす

る｡

研究の枠組みとして､フレームネットというプロジェクトのフレーム意味論と Hanksが提

案した単語意味分類を使用するO

上 辞書学におけるコ-パス使用の開発
コンピュータが使用される以前の辞書の作り方の代表的な例としては､18世紀の Samuel

Johnsonが作った英語辞典があるo用例カー ドを使って､文学の用例が辞典に入れられた｡文

学の本は大きなコーパスとして使われた｡日本の場合には､日本語の例文がある最初の辞書は､

明治時代に大槻文彦が編集した 『言海』という辞書(1889-1893)である｡

その後､80年代には､電子コーパスやコンコーダンス (コンピュータでコーパスを検索する

ツール)が使われるようになった｡その方法で作った最初の辞書は 80年代のコウビル ド英語

辞典 (Cobuild)である｡日本では､電子コーパスは日本語辞書作りにまだ使われておらず､

辞書の例文だけに使用されている｡それは日本語の均衡コーパスがまだないからである1｡ し

かし例外として､2003年に､日本人のための英語学習コーパスをもとに作られた三省堂のダ

イズダム英和辞典がある｡

90年代には､ChurchとHanksが相互情報量(MI､Mutuallnformation)他に関する発表

をし､コロケーション統計情報が辞書作成に使われ始めたO日本では､60年代に統計学が盛

んだったが､社会言語学と語嚢学の研究で使われていただけであって､コロケーションの研究

は行われていなかった (伊藤2002､南 1974)0
2002年になって､ワー ドスケッチツール(Wordsketches､単語の概略)が現れ､辞書の作成

に使われるようになった (たとえば､マクミラン英英辞典2002年 (Rundeu2002,Kilgarriff
他 2004).これを用いると､単語の文法的でコロケーション的な記述を10秒で一枚にまとめ

ることができる｡このツールは他の言語のためには作成されているが､日本語のバージョンは

まだない｡

辞書学において理論的でコーパス的な方法として､フレームネット (FrameNet)というプ

ロジェクトがある｡フレームネットの日本語バ-ジョンも作られているが､まだ一般には公開

されておらず､今まで移動動詞が分析されているのみなので､本研究では英語のバージョンを

使う (藤井 包小原 2003).

1国立国語研究所の ｢KOTONOHA｣というプロジェクトの中で､そのようなコ-パスは､=つ のサブコーパ

スとして設計されているO (山崎2006､前川 2006)

-83-



2,研究の資料 とツ-ル
本研究では､主要な日本語国語辞典と和英辞典における r気にする｣と ｢気にかける｣の記

述を調べたoそれらは広辞苑 (第五版､23万語)､大辞林 (第二版､23万 3000語)､研究社

の新和英中辞典 (第四版､7万語)､三省堂のニューセンチュリー和英辞典 (第二版､建方 1000

請)であるOこれらの辞書では､意味記述が短く､類義語が多く使われており､ ｢気にするj

と ｢気にかける｣の違いがわかりにくいO三省堂ニューセンチュリー以外では例文もなく､語

用論的な意味も記述されていない｡辞書によっては ｢気にかける｣の記述がなく､もしくは記

述があっても､ ｢気にする｣を同義語として挙げている (大辞林を除く)0

泰研究では､名古屋大学のホームペ--ジ裾 らゝ利周できる青空文庫コ--｡パスと茶漉サ--ビス

は 本語用例 ｡コロケ-ション抽出システム)を使用し､ ｢気にする｣の 且糾 例､ ｢気にかけ

る｣の 40例を取った｡名古屋大学の青空文擾コ--パスは､より大きな青空文庫のプロジェタ

ト3の-部で､茶菓という形態素解析システムで分析されている (例 :心配-し-ない-で-く

ださい) ｡そのコ-パスは近代日本文学のテキストで_b80O万薄 く単語か形態素∋が含まれて

いるC

この二つの慣頗旬についてトすべての書き方(例 :掛ける,かける)とすべての活,q形 を例 :

気にしている､気にしない､ 気にする等)を検索したO償頗句の周 りの文脈は｡キ-m-ワL---ドの

=7-パスから敢〆='た例文は､採毒表で塞表れる纏厳的なマ､-一夕アジ_タブが可能なので既貰ee且に館

り付けて､E様々な方法 (統語 掛意味的)による分類をした｡意味分析に最も有周であったのは

単語意味分類とプレ---去意味論である｡

†…･十 三;--:; 二,:ま や:'･ち~ ‥̀ 1.:L:'･
慣′弼句に隣接している主語と目的語の機能を持っている単語を意味タラ剥 鳥こ-=jて ミ太閤､

棒の部分､他)語意的なセ ッ ト に結合すると､｡この語垂的なセッ篭､猛キ-Dワ- ドの多義性㌔言

い換えれば別 々の意味もを示す 鮎Ⅹ五指lse晦 ま経由 はaSSeS)凝議貰魯kS且996､鮒の乱 髪相貌

F気にする｣と ｢気にかける｣の場合には､主語は常に太閤であり､目的語は異なるので目

的語の役割を持つ単語の意味を分類した (例 :F赤ちゃんを気にする｣の例文では ｢赤ち率んj

ほ鋸勺語で ｢人間j というクラスになる)｡

以下の図且と図2に見られるように､頻度が最も高いのは人間 (一丸に関してのことがら)孤

クラスであるO ｢丸々の意見と話法｣､ 鳩 分の姿上 ｢体の部分j 等もかなり多いG語廉的

なセットはあらかじめ決定されているわけではないので､クラスに分ける時には､調節や変更

も必要である｡たとえば､ある目的語がほかの目的語と同じか似ている意味を持っていない場

合に､ ｢他｣というクラスに入れたOその後､文脈を見て､その中のいくつかの目的語に共通

点があると分かった｡不安な感 じを表している例文が多かった 持0例)a

慣用句の異なった意味は後に説明するが､慣用句の意味が目的語の語嚢的なクラスとどの程

度関係があるかを示すために､ここに少し挙げる｡目的語が不安なことがらなら､｢心配する｣

の意味となるが､中立的なことがらなら ｢心配する｣の意味とならない｡また､わずらわしい

ことがらなら､ ｢心配する｣の意味ではなく､｢困る｣､または ｢悩まされる｣の意味となる｡

人々の洋服､様子について一般的に話せば､文章は否定になって､ ｢関心がない｣の意味を表

し､人の性質も記述される｡

2 名古屋大学のホ-ムページにはいくつかのコーパスが含まれ､青空文庫だけは一般に利用可能であるo

IlI)://mirie.1rln,.LtlTOlとl･U.こ1°.bl'｡haO.t:hi)出し姐
3httT)I.//www.aox)ra,どr.iT)
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ヨ人間(人に関してのことがら)

□人々の意見と話法(他の人の意見と話法の内容)

□自分の姿(年齢､話し方など)

国体の部分(状態､梯子)

□人々の洋服､様子 (一般的に)

田洋服の部分(有形の物体として､洋服のことがら)

□自然(自然の物:自然現象:音､天気)

■物賞(有形の物休として､物質のことがら)

■他_不安(不安なことがら)

□他_中立(中立的なことがら)

団他_じゃま(煩わしいことがら)

図 1｢気にする｣の目的語の意味的なクラス

三妻≡≡≡妻-::..一二--:-.二: ').:I:::> ≡=l;====:;}il==‥=-㌔--.ノ...ニ=墨I:==f===::====ニゴ=ここ::==:芸芋茎iii=====ご==;二王

::ノ:.

意 篭 表諌≡…

目的言吾の語 嚢的なセット

■人間 (人に関してのことがら)

ロ人々の意見と話法 (他の人の意見と話
法の内容)

■体の部分 (状態､様子)

E3洋服 (着方)

IEj自然 鳩 然現象 動物の鳴き声､天気)

□失敗 (過去のこと)

■他_不安

図 2･T~気にかける｣の目的語の意味的なクラス

｢気にする｣と ｢気にかける｣の目的語の意味的なクラスを比べると､ ｢気にする｣の方が意

味クラスが多いので､ ｢気にする｣の方が意味数が多いと考えられるかもしれないが､それは

｢気にかける｣の例数が少ないからかもしれないOこの二つの慣用句の目的語の意味クラスは

ほぼ同様の内容であり､これらの慣用句の意味として主要なものは共に ｢不安な気持ち｣であ

る｡また､ ｢人間｣と ｢人々の意見と話法｣が多いのも共通である｡これらの意味クラスの 目

的語 と共起すると､多くの場合 ｢心配する｣という意味と結びつくOクラスを見ると､おそ ら

く ｢心配する｣という意味はほぼこの二つの慣用句に共通すると言 うことができるが､そ うで
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あるとしても､その意味と使用法は､二つの慣用句で全く同じか､またはどこか違うか結論づ
けることはまだできないG

結論としては､そのような意味分析の方法は､慣用句の異なった意味を見つけ出すのに有用

だが､広い文脈も確認しなければならないO広い文脈が慣用句の意味に影響を及ぼすため､意

味的なクラスだけ見ても完全な意味理解には至らない｡

4.意味プレ-良
本研究において､もう一つの方法として､C｡FiiimoTeの格文法に基づいて搾られた､現在フ

レームネットのプロジェクト軒TameNet)で使われているフレーム意味論 押rameSeman由涙
を使用する (F捌moTe2003)O主な周語としては ｢意味フレーム(SemanticFTame)JがあるG

フレームというのは記憶の率に保持された枠組み (背景知識)である (藤井､小原2003)O本

研究では､意味を区別するためにフレーム意味論の次の基準を使用するO ｢単語は異なるフレ

-ムに存在すれば､異なる意味を持つ｣(At量血S2003絶,b)o たとえば､英語の動詞 ｢細aT卵ej
は三つのフレ-ムがあり､論争､証取 主張 晦覗aTTe旦血g,Evi通enee,現eaSOぬ めという三つ
の意味がある｡ r気にする｣を分析するとも五つのフレ-ムになりもいわゆる五つの意味にな

るO正しく単語を使用するためには意味フレ-ムを理解しなければならず､また､そのフレ-

ムの要素酔Tame五五emen扉の役割も理解しなければならないOたとえば､諾mo転omMaC鮎eと

いうフレ-ムは二つの要素､濫貰Pe雷ienee宮と取離Cがあり､ ｢ある経験者がある話題に関して
感情を表す｣と記述できる｡

フレ-ムネットめプロジェクトのウェブペ-ジ4では､意味プレ-ムとその要素の説明､あ

るフレ-ムに存在する様磨な語費的な単位の東や代表的なコ-J実弟の例文などが提供されてい

るo ｢気にするj と ｢気にかける｣の意味分析のた鋸 こ､その英語のバ-ジョンを日本語のた

めに修正して健屈した｡

-/i.irl気にする.主の意味プレ.-ム

青空文庫コ-パスの例文と英語のフレ-ムに基づいて､ ｢気にする｣という慣用句は次の五

つの異なる意味､すなわち五つの異なるフレ-ムに分類できる｡

(下線は ｢気にする｣の意味､ボ-ル ドは意味フレ-ふ､カッコの中はフレ-ム要素､例文

はコ-パスの例文の一部である｡ここに表れていない文章の周りの文脈も確認し､意味を結合
した｡)

1.悪い結果を恐かて､人間のこと､または物事を心配する Emot.ion_acfJive塩基泣e王主e班 と
塾由)
SBdBVOnOkoinwokinishite血 ｡鑑Ⅹperiencerは省略されている)

2｡当然の物事の流れを じゃま されて､困る､または悩 ま され る EmotionldiTeeted

軸 と畠山nuj皿S)

Kvl】ukufRunn-】Wn如nokntnwokinishinagara…(Experiencerは省略されている)

3.ある物事ばか り考えて､それ以外考えられず､他のことに集中できない C喝nition
(Cognizerと 塾由)
Konnhnl】nOkntnbakarikinishi£eita(Cognizer_は省略されている)

4.物事に関心がない(A)(否定で)Interest(Cogni詑rと Content)

Kimononadowaamarikinishinai.(Cogdz即 は抜かされている)

5.物 事 の 誤 りな どを 直 す た め に事 を加 え る Reaction】なし誠mulus魅艶鮎 と
Stjmt】11】Rflfrccbd)

rTbhukumnov只blj押WOkinishinagarachiisaikodomo…

4ht1-}p://'framenet･.icsi.berkeley.eduプロジェクトは現在進行中で､現在8900の語嚢的な単位(うち6100が完全

にマークアップ)やマークアップした13万5000の文からのコーパス例に与えた625のフレームが提供されてい

る｡
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｢気にする｣の一番目の意味を例に取って､フレームとフレーム要素の定義を以下に説明する.

Emotion-active とい うフレームは二つの要素､ExperienceT と Tbpicを持っているo

Experiencer(経験者)は次のように定義できる｡Tbpic(話題)､ここの場合には ｢Sadayono

koto｣､に関して感情を表す人で､動詞の主語である0 %pic(話題)は経験者の感情の対象で
ある｡

フレームネットのプロジェクトは Hanksの意味的なクラスを使用していないが､本研究で

分かったことは､慣用句の目的語の意味的なクラスを使 うと､フレームの記述が詳しくなると

いうことであるOたとえば､上述のフレームは､意味的なクラスから得られたデータも含め､

次のように記述される｡ ｢｢気にする｣の経験者はある話題 (ある人か､ある起こり得る問題)

を心配する｡人か物に向けた集中的で直接的な感情を表す｣0

4.2｢気にかける｣の意味フレーム
｢気にかける｣という慣用句も､青空文庫コーパスの例文と英語のフレームを使用し､異なる

意味とフレレムに分類 した.すると､次の二つの異なる意味､また二つの異なるフレームにな

るO

互.a)あまり重要ではない間者を集中的に考えて､悪い感情を抱いている>h)悪い結果を恐れ
て､人間のことや物事を心配する

Emotion｣lC塩ve(E嘩erience王と辿 )

(lot)地 迫盟 Wakonoku壁 WOkinikake絶inakatt乱
(1.2)帥 o心 垣akekure墜地 軸由gakinikaketeiruuchini...

盟.物事に関心がある 王nterest(Cogn由哩 と Conねnt)

Taezui)fnnonf)rivukjjkfm fnkinikaketeimashita…(殺害に関して).起og吐壷er_はDNI5)
la)と1b)の意味の差異は感情の強さ､また､経験者と話題の関係の強さの違いから生じるの

で､フレームネットの分析ルールによると同じフレームとなるO二番目のフレームはコーパス

の例文が少ないので､さらに大きなコーパスを使って確認することが必要である0

4.3慣用句の意味と意味的なクラスと文脈の関係
第 3節で述べた目的語の意味的なクラスは､どの程度フレームネットによって分類 した慣用

句の意味と結びつけられるだろうか｡どの慣用句の意味も､ある特定の条件で､ある特定の 目

的語の意味的なクラスと結びつく｡その条件は､目的語または文の文脈あるいはさらに広い文

脈から見られる｡意味の唆昧さをなくすために､その条件､多くの場合には広い文脈､を知る

必要がある｡

以下の二つの同じ ｢赤ん坊を気にしている｣という例文は､文脈によって意味が異なる｡

例 i:[赤ん坊】を [気 に している】

lExperienceT:DNI]恥pic:NP.Obj:人醐 【Vh'Dl'sum:心配する】 (文脈 :生き残るか)

例2日赤ん坊壬を t気 に している】

lExpeTiencer:DNI]lStimulus:NP.Obj:入関 EV.A.D}'swu:煩わしく感じる】 (文脈 :泣いている
から)同じ目的語と同じクラスなのに､例1の文脈では､赤ん坊が生き残るかどうか心配 して

いるので ｢気にする｣の意味は ｢心配する｣という意味になる｡例2の文脈では､赤ん坊が泣

いていて､ ｢気にする｣の意味は煩わしく感じるという意味になる｡

5D F気にする｣と F気にかけるj a)比較
｢気にするj と ｢気にかけるj の意味分析の結果を比較すると､次のように結論できる｡

5DNI(De鎧niteNulHnstanもiation):この要素は文章中では省略されているが､文脈から分かる｡
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⑳ ｢気にする｣と ｢気にかける｣は､同じフレームに存在すると､同じ意味を持つ可能

性がある｡ ｢気にする｣と ｢気にかける｣は､共にE印加ion_BCiLiveとhTltereStという

二つのフレームに存在するので､この二つの慣用句は､ ｢心配する｣と ｢関心を持っ ｣

という同じ意味を持っていると言えるかもしれないo Lかし､ ｢関心を持つ｣という

意味は､より大きなデータを分析して､確認しなければならないo

魯 違うフレ-ムに存在すると､違う意味を持っ｡ ｢気にする｣は ｢気にかける｣と比べ､

プラス三つの異なるフレームと意味を持っているO

◎ 目的語に同じ意味的なクラスがあれば､同じ意味を持っ可能性があるO ｢気にするj

と ｢気にかけるjは､頻度の高い三つおクラスが同じである｡すなわち ｢大賢乱し ｢入

間の意見と話法｣㌔ ｢他M不安j であるoまた､頻度の低い三つのクラスも共通してい

る｡

@ 違う意味的なクラスがあれば､違う意味を持つ可能性があるO ｢気にする｣と ｢気に

かけるj では ､ 頻 度 が 高 い 五つ･vT}クラスが異なる は た､頻度の低を､‥つのプラスがE

異なる)ら

フL-ノ-ムネ ッ ト と 意 味 ク ラ ス を 使 う と 太 ま か な 意 味差異についで情報を得ることができるが

細かい意味の 差 異 を 知 るた め に は 了 鳳 確 句 が 現 れ る シ チュエ-ション く状態)を様為Fなタイプ

に区別するべ き で あ る 宕以 下 ｢状 態 タ で プ ｣ と 呼 ぶ )｡ニ芝･--パ スの例文を状態タイプによ-二,3て分

析して分かっ た の は ､h 類 似 し て い る タ イ プ の 差 は ､たとえば1L問題の重要度や経験者と敗者の

間の関係やシンタタス等である｡

｢気にするlと ｢鷺にかける｣.m F心配するN星という意味の状態タイプを見ると.類似と差

異があるoいくJ-_)かのタイプで同じな瑚ま｢不安な感じ｣である0本研究で使属したコ-ゝ-パス

では. ある特定の人のため心配｣なら､｢気にするjの場合には死や病気を心配してお り､ ぎ儀

にかける｣の場合 には情報が不足 をどこ-行ったか､大丈夫かきということを心配 している､

また､ ｢気にする｣と ｢気にかける｣では､経験者と話題(A)の関係の強さが異なるo F髄.孤

入府の意見と諸法｣なら､ F気にする｣の場合には経験者の親密な太が例に出て来るが､ ｢気

にかける｣の場合には親密ではないAが建てきて､主に否窪文になるo r否定のことがらと状

態｣なら F気にする｣のほうがより重要な問題について心配しているが､ ｢篤にかけるja)方

が否定文で､不必要な心配になるo

｢関心を持つ｣の方の意味は､より大きなコ-パスで確認する必要がある｡しかし簡単に言

えば､二つの慣用句で共通するのは､目的語が関心を呼び起こすものである起いうことだが､

r気にする｣のほうが一般的で､中立的な内容 (様子や洋服他)が例に現れ､しばしば否定文

になるO一方､ ｢気にかけるj の例は､目的語が表すものについての情報を得たいという意識

を表している｡

語周論的な意味を見ると､この二つの慣用句で同じなのは､誰かに悪い感情を抱かせないよ

うに､または心配しないように言う時に使われるということである｡感情の強さ､問題の重要

さと関係の親密さに微妙な差異があるが､これもさらに大きなコ-パスを使うと､より詳しい

情報が得られるであろうOまた､ ｢気にする｣は､誰かを慰める時にも使用される0

6.結論
電子コーパスやコーパス用の方法を使 うと､単語の意味や使用についてより詳しい情報が得

られる｡今後の課題として､現代的で大きな均衡コ-パスを使って再分析するのが良いと考え

られるOそうして得られたデータは語嚢データベースの一部にすることができ､また辞書作成

のための情報源としても使用できる｡

意味分析にフレーム意味論と語嚢意味分類は有用である｡しかし､多くの場合､暖昧さをな

くすために周りの文脈も確認するべきである｡また､二つの方法を組み合わせると､よりよい

結果､すなわち詳 しい情報が引き出されるOまた､日本語のために英語のフレームを使 うと

時々修正が必要になるが､外国語と比較することも元々のプロジェク トの発展に役立つと思
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最後に､類義語差異を述べるのに､文脈や慣用句が使用されている状態などを調べるべきで

あるOそれらの状況の規定は､フレームネットの今後の課題であると考えられるO
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