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研究成果の概要（和文）
：本研究では、今後の日本語研究にとって利用価値の高い、大規模な書
籍コーパスを構築した。この書籍コーパスは、以下の特徴を持つ日本で最初の本格的な書き言
葉コーパスである。
（１）ランダムサンプリングによって母集団を過不足なく代表すること。
２ ）
（
短単位・長単位の２種類の言語単位による形態論情報が付与されていること。
（
３ ）XML によ
り文書構造、形態論情報、文字情報等が記述されていること。
（４）可能な限りすべてのサンプ
ルの著者に連絡をとり著作権処理を施したこと。書籍コーパスは『現代日本語書き言葉均衡コ
ーパス』の主要な部分を占め、２０１１年中に一般に公開する。
研究成果の概要（英文）
：We have compiled a large balanced corpus of books which will be

a highly useful resource for the future research of Japanese language. This corpus is
the first authentic balanced written corpus in Japan and has the following
characteristics.(1)Represents the distribution of population properly by random
sampling. (2)Segmented by two kinds of word unit(short word unit and long word unit).
(3)Text strucrure, morphological information and character information are annotated
using XML.(4)Every sample is sought the copyright permission as long as possible.
The book corpus is the main part of the BCCWJ(Balanced Corpus of Contemporary
Written Japanese) and will be open to the public in 2011.
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１．研究開始当初の背景
１９９０年代におけるコンピュータ環境
の普及に伴い、「コーパス」を利用した言語
研究への関心が高まってきた。コーパスを活
用した言語研究で先んじていたのは英語を

対照とした英語コーパス言語学の世界であ
った。一方、日本語研究においては、工学系
の言語処理研究において実用的な目的でコ
ーパスの利用が積極的に進められていた。そ
れに比して人文系の日本語研究においては、

コーパスそのものの不足から研究のブレイ
クスルーが見いだせない状況であった。海外
では、英語の代表的なコーパスである British
National Corpus の完成（１９９４年）に触
発され、諸外国でも国家プロジェクトとして
コーパスの構築が始まっていた。そのような
中で、日本でも国立国語研究所から２００４
年に『日本語話し言葉コーパス』、２００５
年に『太陽コーパス』が公開され、コーパス
が研究に与える飛躍的貢献が認められるよ
うになり、当時の日本語研究でもっとも需要
が高かった現代語の書き言葉のコーパス作
成への期待が学界内に高まってきた。世界的
な水準の書き言葉コーパスを効率良く達成
するには、既に二つのコーパスを公開して、
コーパス構築のノウハウを備えた国立国語
研究所がもっとも適切であることから、特定
領域研究を申請するに至った。
２．研究の目的
本研究の目的は、日本におけるコーパス言
語学の定着と発展及びコーパスを利用した
応用技術の深化と拡大を目指して、書籍を対
象にそれらを適切に代表する「書籍コーパ
ス」の構築方法を開発し、その方法論に基づ
き、実際にコーパスを完成させることである。

等を把握し、構築のための参考情報を得る。
４．研究成果
(1)書籍コーパス（24,320 サンプル、約 6500
万語）の構築をほぼ完了した。書籍コーパス
は『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の主
要な部分を占めており、その他のサブコーパ
スと併せて一般公開の準備を進める段階に
入った。書籍コーパスは、すべてのサンプル
に対して固定長サンプル、可変長サンプルを
設け、分析目的に応じて使い分けられるよう
にした。
書籍コーパスを構成する生産実態サブコ
ーパス及び流通実態サブコーパスについて，
NDC(日本十進分類法)別の構成比を示す。比
率は固定長サンプルで計測したものである。
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３．研究の方法
(1)書籍コーパスの代表性を確保するために、
書き言葉の生産と流通という２つの観点か
ら母集団を設定する。生産の面では、２００
１年～２００５年に国内で出版された書籍
を対象に、流通の面では、東京都内の５２自
治体の公立図書館に所蔵されている書籍の
うち、１９８６年～２００５年に発行され、
かつ、１３自治体以上で所蔵されている書籍
を対象とした。
(2)書籍コーパスの構築作業はサンプリング、
著作権処理、電子化、形態論情報付与の４つ
の段階に分かれる。
（１）サンプリングでは、
無作為抽出により、固定長サンプル（１００
０字）と可変長サンプル（１万語を上限とす
るひとまとまりの文章）を指定し、併せて、
書誌情報を取得する。
（２）著作権処理では、
書誌情報をもとに抽出されたサンプルの著
作者を推定し、許諾依頼を行う。（３）電子
化では、ＸＭＬ（文書構造記述言語）を用い
て分析用の様々な情報を付ける。（４）形態
素解析では、自動的に精度の高い単語認定を
行う。目標とする精度は、９８％以上である。
(3)コーパスの一部を「コアデータ」として、
人手による修正を加え、精度の高いデータと
して活用できるようにする。
(4)コーパスの諸仕様は、マニュアルの形で整
備して公開し、コーパス利用の普及をはかる。
構築途中のコーパスを「モニター公開デー
タ」として希望者に無料で配布し、利用状況
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流通実態サブコーパスの構成比
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(2)形態素解析用辞書 UniDic に搭載する短単
位データベースを電子化辞書班と連携して
構築した。辞書の見出しに当たる語彙素数は
約２１万である。
(3)形態素解析結果を人手で修正し精度を９
９％に高めたコアデータを完成させた。コア
データには、短単位、長単位、文節の３種類
の言語単位の境界情報を付与した。語数は短
単位で約１１０万である。
コアデータの内訳は以下の表３のとおり。
表３

コアデータの内訳

媒体

短単位

長単位

雑誌

246,000

200,000

新聞

361,000

273,000

白書

228,000

159,000

Yahoo!知恵袋

111,000

95,000

Yahoo!ブログ

118,000

100,000

(4)著作権処理はすべての書籍サンプルにつ
いて連絡先を調査し、連絡先が判明したもの
については許諾依頼を行った。
(5)コーパスの構築に関するノウハウをまと
めた報告書を１７冊刊行した。
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