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研究成果の概要（和文）：現代の日本人大学生を中心とした若い世代(二十歳前後)の自然な日本語による談話を、大学
生録音者20名以上により合計200時間以上録音し、そのデータをテクスト化することによって、現在の日本語コーパス
データにおいて不足している日本語談話コーパスを作成した。このコーパスから、日常生活に密着した自然な現代日本
語のさまざまな特徴を読み取ることができる。成果として言えることは、このコーパスは、日本語談話分析研究のみな
らず、英語圏その他での日本語会話学習教材作成にも大いに役立つことが期待できる。

研究成果の概要（英文）：Natural Japanese discourse amongst the modern young generation (around at 20) 
dominated by Japanese university students had been recorded more than 200 hours by more than 20 
university students. The transcripts of the recorded sound files was used to create a discourse-based 
Japanese corpus which is insufficient in the whole Japanese corpus data now. So, this corpus shows 
various features of the modern and natural Japanese language which are related to daily life. As a 
result, it can be expected that this corpus greatly contributes to not only discourse analysis in 
Japanese, but also creating conversational Japanese learning materials for English-speaking countries and 
others.

研究分野： Applied Linguistics
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、日本のアニメや歌などのサブカルチ

ャーや「技術立国日本」への憧れにより、世
界で日本語学習熱が更なる高まりを見せて
いる。国際交流基金調によると、1998 年に
約200万人だった海外における日本語学習者
は、現在およそ 300 万人とされている。この
ことから、日本語学習熱は一時的な宣伝効果
によってなされたブーム的な現象ではなく、
長い年月をかけて草の根的に日本像が世界
に浸透してきた結果であると言える。しかし
ながら、それを支える日本語学習教材を見る
と、英語圏の英語学習教材にくらべ、自然な
言語の記述という面で大きく劣っているよ
うに映る。これは、主として日本語学におけ
る言語計量分析研究の遅れから、日本語コー
パスも英語のそれに比べると、国立国語研究
所などによる比較的小規模か、限られた分野
のものしか存在しておらず、結果として言語
ローデータ抽出が不十分になっている。 
このような背景から、英語教育に長年携わ

ってきた谷（研究代表者）は、英語教育者と
いう視点から自らの英語語彙習得研究と英
語コーパス作成およびその研究の経験を活
かし、日本語教育にも日本語談話コーパスお
よび日本語学習教材の開発という面で貢献
をしたいと考えたのが本研究の動機である。 
 
２．研究の目的 
本研究では、既存の日本語コーパスにおいて
不足している自然な談話コーパスを、1 万語
規模の中規模コーパスを目標に作成するこ
とを基礎的目標とし、そのローデータを統計
分析することで、現代日本語会話の特長を多
方面において明らかにし、さらに将来におい
て、特に英語圏においても使用可能である日
本語⇔英語バイラテラル (双方向)方式の記
述スタイルをとる日本語会話学習教材開発
に活用し、さらにそのデータを公開すること
で国際的社会貢献を行うことを最終目的と
した。 
 
３．研究の方法 
日本語の形態素分析の難しさが主因となっ
て、今まで規模的に大きい日本語コーパス資
料が作られなかったため、本研究では 1 万語
規模日本語談話コーパス作成、つまり基礎資
料作成をまず第一目標としている。したがっ
て、信頼のおける資料作成に十分な時間をか
け、その基礎資料が完成してから、第二段階
である教材開発に将来取り掛かるというボ
トムアップ式の継続研究計画を予定してい

る。英語圏におけるコーパス研究という概念
はすでに成熟期を過ぎているが、日本語コー
パス研究は、上記の理由からまだ初期段階の
研究に等しいため、谷（研究代表者）は、研
究期間全般を通して、国内を中心に関連学会、
研究会に参加し、日本語教育の専門家に本研
究の方法に関して意見を求めた。 
 
４．研究成果 
英語圏においては、1990 年代初頭からの

イギリスを中心とした大規模英語コーパス
開発の結果、英語学習用教材である辞書や教
科書に革命的変革をもたらしたのは、広く知
られる通りである。その結果、日本において
も英語学習用教材に大きく影響を与え、近年、
コーパスを基礎とした多くの新しい教材が
出版されているが、谷（研究代表者）自身も、
2004 年発行の JACET(大学英語教育学
会)8000(英単語)に執筆参加以来、コーパス・
統計関連の学会論文執筆や教材開発を続け
てきた。また、2008 年度在外研究において
研究員として滞在した英語圏のニュージー
ランドにおいても、海外、特に英語圏におけ
る日本語学習熱の高まりと、現在の日本語学
習教材の問題点について、日本語授業をアシ
ストする中で体感した。そして、日本語教育
学会関係者複数からも、コーパスベースの新
しい日本語会話学習教材開発は急務である
との意見をいただいた。また、その後この研
究過程で参加した各専門学会でも、同じ意見
をいただいた。 
今までの日本語コーパスデータは、書き言葉
をベースにしたものが中心である。一般に利
用できる日本語会話コーパスは一応存在す
るが、個人研究者の小規模のものか、国立国
語研究所によるアカデミックな独話形式の
ものなどで、特にディスコースつまり談話中
心の会話における語彙の量的分析に適当な
規模のコーパスは見当たらない。既存の国立
国語研究所による日本語大規模コーパスも、
残念ながら書き言葉によるものである。した
がって本研究では、既存の日本語コーパスに
おいて不足している談話コーパスを１万語
規模で作成することを目標とし、達成した。
さらに、このローデータから各部分の分析か
ら、研究発表を行った。 
このローデータをさらに精査分析すること
で、現代日本語会話の特長をさまざまな面か
ら明らかにし、その成果を将来のバイラテラ
ルその他の形式の日本語会話学習教材開発
に活かすことができると期待している。 
なお、詳細にわたって、今もさらなるデー

タ整理と改良を随時行っている。 
以下に、ローデータの例を示す。 

 



女１：配当額が800の、あー言ってたなんか。 
女２：何かよく分かんないなー 
女２：初期条件は同じだから 
女１：800 の整数倍なら何でもいいのかな？ 
女２：ね？ 
女３：でもあんまり 400、それっから･･･あん
まりない方がいいよね？ すごい差が。多分。
分かんない。 
女２：ちょっとだけ 
女１：ね。それが無難な気がする。一番 
女：え、じゃあ（聞き取り不可） 
女１：そこはどうだろ？ そこは（聞き取り
不可） 
女：なんか（聞き取り不可） 
女１：分からない。どうなんだろ？ 
女：なんだあ分からんー。 
（雑音） 
女１：上から順番に決めてくのが 
z 女：（不明）  z：（途中介入者） 
女１：ね！ 
女２：配当額をー 
女３：配当額･･･ 
女４：儲けた中の 4 万円って 
女１：そうだね。 
女４：1 人 4 万円･･･ 
（雑音） 
女１：えー、だからどうればいいんだろう
ね？ こうなるんだ。ね？ あんまりそう、
（不明）ると怖いよね。 
女３：え、これはさ！何を増やせばいいの？ 
女１：結果的にだよ、最終的に利益が、（不
明）。 
（雑音） 
女２：どうしよ？ 
女１：32,000 円？ 
女：32,000 円？ 
女１：結果、48,000 円か？ 無難ではあるよ。
これ系あんまり間違えないって事でしょ？ 
そうだよね。取りあえずそれ系で進めてみ
る？ 
女１：でも結構でかいよね地味に、800 だと。 
女２：800 はでかい。 
女１：どっちが良さげ(?)ですか？ 
女２：うーん、うーん･･･ 
女３：1 期の時って･･･ 
女１：1 期の時は、何も、 
女４：入れないよね？ 
女１：あぁあぁ。入れないよね？ 
女２：どうなんだろ？ 
女３：でも（不明）分かんない。 
女１：え、これ怖いよね？ 後から（不明）
するとなると。 
女２：下のー。 
女３：そうだね。 
女４：そうだねー 
女１：そうしよう。 
女２：12,000･･･ 
女１：オーケ〜。 
（雑音） 
女２：電卓というものを。 

（雑音） 
女２：まぁね。 
女１：まぁいいよね。 
女 ：まぁまぁまぁまぁ。 
女１：短期借入金って･･･なんか、あ、なん
かいんのかな？ 
女２：これって初期条件も 
z 女１：これはもう決まりか？ 
女２：あでも０期じゃなくて 1 期･･･お？ 
女１：お？ 
女２：お？ 
女１：え、分からない･･･短期借入金？ 
女１：なんか 1 期だから、これは考えないか
ん？ 
女２：これも考えるんだね。 
女１：ぽいね。 
（雑音） 
女１：や。や〜難しいっすね。 
女１：前期 B/S、固定資産額まで OK じゃな
い？ 
女２：前期 B/S･･･固定資産額、 
女４：B/S･･･ 
女２：B/S･･･ 
女３：B/S って 
z 女１：B/S ってあれか。 
女３：あれでしょ？ 
女１：これこれ。 
（雑音） 
女１：固定･･･ 
（雑音） 
女２：固定資産額･･･40 万？ 
女３：あっ違う、こっちか。 
女４：こっちでしょ多分。 
女１：2110･･･まで OK ですか。その倍近く
はいけるってことか。倍以上？ 
女１：でも怖いよね、そんな馬鹿みたいに。
うん。 
女：こんなかに債権の（不明） 
女１：だから〜･･･ちょっとこれよーく（不
明）さっき（不明）したから。でもそんなも
んじゃだめか。 
z 女２：でもでも借金がぁ、借金が大きくな
るんだよ 
女１：ほえほえほえ。 
女１：どのくらい･･･どうなんだろ？ そう
だよね。 
女２：配当金少ない上に借金してるから。 
（雑音） 
女３：満期がー、借金（不明）でないから、
利子が。 
女１：そそそそう。 
女１：長期を増やすのはまじちょっと怖いけ
どー。 
女２：短期（不明）次の期に返さないと（不
明） 
女３：（不明）書いてないけど。 
女１：このま、上限が、なに 21 万だからー 
ちょっと多くしても指摘(?)はするが。 
女２：それかー12 万とか？ 
女１：ねー。（不明）くらいかな。 



女１：12 万でいってみる？ 
女２：（不明） 
女１：ねー。なんか最後におじゃんになった
りすんのかな？ 
女２：でも練習だからいいんじゃない？ 
女１：そうだよねー。 
女２：まだ分かんないよねー。 
女３：練習だもんね。 
女４：1 回（不明）書いた方がいいかもしれ
ない。 
（雑音） 
女１：長期かー。 
女２：長期･･･ 
女１：長期となると怖いよね。 
女２：長期が利子きついけどー、（不明）利
子高いのか。 
女１：高い、確か。 
（雑音） 
女１：どうなのー･･･長期借入金･･･あれかぁ。
カップボード(?)とか。 
女１：10 パー、３期間(?)いける･･･からね。 
女１：えー･･･設備投資をするかってこと？
要するに。 
女１：これを使う目的は設備投資なんでし
ょ？ 
女１：借り入れ限度は無いからぁ･･･ 
女１：設備投資する気があるならぁ、結構変
えちゃってもいいんだよ。 
女２：なるほど。それは自分次第ってこと？ 
女３：じゃない？ どうなの？ 
女４：怖い、ど怖い。な。 
女１：でこれ設備投資するって言ってんのか
な？ 
女２：じゃない？ 
女１：そうだよね 
（雑音） 
女１：どーなんだろう。 
女１：増やす？ 
女２：増やす？ 
女３：難しすぎー何これー。 
女１：（不明）先が見えなくない？ どうな
るのかなって。 
女２：ねーちょっと（不明）す？ 
女３：きゅうじゅうー(90)、9 万円とかに？ 
女１：もアバウトすぎてねー。 
女２：いいねー。 
女３：いいよー。 
女１：希望(?)ねぇー。 
女１：負債はいいのかな？ 
女２：負債はまだ。 
女１：そうだよねー。1 期だし。 
女２：X 製品 Y 製品･･･ 
女１：10 の整数倍かぁ。 
女３：そんだけ 
女４：そんだけ 
女１：えーせいさんぐんかくかぁ。 
女１：え何かさちょっとさー、あん、あんま
りさー全部ずらさないとさー練習とかに勿
体ないかなー。どうなるかみたいのもある。 
女３：確かに確かに。 

女１：これを半分とかにしたらさー、どうか
なとか気になるよね一応。 
女２：これ減らしちゃったら売上が減るから
ぁー、借金が返せなくなるんじゃない？ で
も作りすぎても余っちゃう 
z 女３：そう怖いくらい 
女１：リスクが伴う、 
女２：え、じゃあ多分原価がさー変わるじゃ
ん。安い方･･･ 
女１：あー 
女２：（不明）少なめにしてーみたいなやつ？ 
女１：あーそうねー、多分ちょそうねー。ち
ょっ 
女２：X をちょっと多めに（不明）1,050 円 
女１：X（不明）るの？ 
女３：あ、そうねそうね。 
女１：X をー、総計あんまり変わらないうち
に。160 とか？ 
女２：160 とかそんな感じ。 
女１：いってみる？ うーん。 
女１：結構そら（不明）的だけど大丈夫かな？ 
何かどっちがいいんだろ？ 良い機会では
あるけど。いっか取りあえずは。 
女２：いってみよう。 
女３：で、種類？ 
女１：あー（不明）シールが。どれにするか
ってやつかぁ。 
 
注：女１＝女性話者一人目 
  女２＝女性話者二人目 
  ･･･合間、余韻 

Z ＝途中介入者 
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