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１. 複合動詞レキシコンの目的  
 複合動詞は東アジアに特徴的な語彙で、特に、 日本語
の複合動詞は豊かに発達している。 

 複合動詞データベース開発の遅れの一因でもある。 

日本語の複合動詞データベースを開発する目的 

（言語学）理論的研究への量
的サポート、統計的研究へ

の質的サポート 

（言語学）対照言語研究、 

類型論的研究のサポート 

（自然言語処理）豊かな表現
による機械翻訳や検索など
をサポートする辞書 

（日本語教育学）体系的な複
合動詞学習のサポート 

複合動詞の形態的・統
語的・意味的情報 



２．「複合動詞レキシコン」の特徴 

１）これまでの動詞や複合動詞研究の知見や
情報を活かしたデータベース 

 

２）複合動詞の語としての「記述」だけではなく、
「語形成」という動的なプロセスも考慮した
データベース 

 



３．従来のデータベースの付与情報 

 １）．野村雅昭・石井正彦（1987） 

『複合動詞資料集』（文部省科学研究費補助金特
定研究（１） 言語データの収集と処理の研究） 

   - 文学作品データと辞書データから収集。 

   - 複合動詞：7432語 

   -五十音順複合動詞表、度数順構成要素の表、

前接率順構成要素表、後接率順構成要素表 な
どから構成される。 



２） Yoshiko Tagashira, Jean Hoff(1986), Handbook of 
Japanese Compound Verbs,  THE HOKUSEIDO  

 

 研究社の日英辞書から取り出した 

 1000語の複合動詞のリスト 

  そのうち日本語学習にとって最重要な複合動詞200
語を選定。それに対して情報を付与。 



• NIGIRISHIMERU 

(1) V1= nigiru=grasp 

      V2=-shimeru=(intensification) 

     CV=“activity-manner”= grip tightly 

(2) Hold something with one or both hands as one’s 
own posession with no intention of letting it go; …. 

(3) [people] ga [thing/body part] o nigirisimeru 

(4) ３つか４つかの例文 

 



3)  山下喜代(2007)『日本語教育のための合成語

のデータベース構築とその分析』（科研費研究
成果報告書）   

国語辞典７種類と、分類語彙表増補改訂版、日
本語能力試験出題基準改訂版データベースなど
から、合成語を抽出。ある語がどんな語構成要
素と結合しているかの情報が主。 
 延べ16040語 
 異なり4828語 

合成語データベースと造語成分データベースを
作成 
 



まとめ 
（既存データベースにみられる情報） 

 ①複合動詞の頻度、前項後項の語構成要素の使用
頻度など 

 ②定義文：複合動詞、前項動詞、後項動詞 

 ③構成要素どうしの関係 

 ④複合動詞の文型パターンと共起する名詞 

     （名詞はカテゴリ化） 

 ⑤掲載されている辞書 

 ⑥用例 

 など。 



４．複合動詞レキシコン構築への対策 

１） 既存動詞辞書で付与されている情報を調査 

 

２）言語学的な複合動詞研究ではどのような情報を
利用して分析を行っているかのリサーチ 

 

３）複合動詞の情報として重要な項目を勘案して付
与情報をピックアップ。 



４－１） 既存動詞辞書で着目している情報 

 

① 類義語、上位語、下位語 （分類語彙表、IPAL、
EDR、日本語ＷＮ） 

② 文型パターン、共起名詞、受身、使役などの情
報（ＩＰＡＬの動詞辞書） 

  ＩＰＡＬ (1997) 『ＣＤ－ＲＯＭ版  計算機用日本語
基本辞書ＩＰＡＬ  －動詞・形容詞・名詞－』, 情報
処理振興事業協会 

③ 意味役割の付与 (Levin class に基づく動詞
データベースVerbNetなどを参考)  

 



４－２）言語学的分析で着目している情報 

１）複合動詞、前項動詞、後項動詞の格パタン（項
構造）と名詞の選択制限⇒動詞の継承関係などの
分析や複合動詞の主要部の判定 

 例１）○雪が降り積もる。×雨が降り積もる 

    

２）複合動詞、前項動詞、後項動詞について、 

   主語に意志性があるかどうか⇒複合動詞形成の際
の制約条件となる。「他動性調和の原則」（影山1993）「主語一致
の原則」（松本1998）など。 

  

 



３）複合動詞の主要部（ヘッド）の位置 

  主要部がどこかで複合動詞のタイプを分析。 
 

４）前項動詞と後項動詞の語構成的、意味的関係 

4-1) 接頭辞＋単純語、単純語＋単純語、 

        単純語＋接尾辞, 固定化    

4-2) 語り明かす（V2 while V1付帯状況）など 

 

５）アスペクト 

動詞の意味記述の際に、動詞のevent 構造などの記述で分

析されることもある。  



５．Version1で検索できる情報 
複合動詞への形態的、統語的、意味的情報の付与 

① 文型パターン 
② 簡単な意味役割 
③ 共起する名詞 
④ 主語の意志性（他動詞、自動詞、自動詞[意志]の別） 
⑤ 語構成（接辞と単純語の構成） 
⑥ 定義文 
⑦用例 

・日本語学習者用基本動詞用法ハンドブック検索ツール 
 http://verbhandbook.ninjal.ac.jp/ 
・国立国語研究所ＢＣＣＷＪコーパス 
⑧コーパス中（BCCWJ）での頻度 



遅れるかも… 

 

⑦ 翻訳（英語、など） 

⑧ 前項動詞と後項動詞の意味的関係 

⑨ 主要部の位置（統語的・意味的の区別） 

⑩ 類義語 

 

 

 



６．複合動詞レキシコン 

複合動詞の研究書の用例、辞書などから、 

語彙的複合動詞約２８００語を収集。 

統語的複合動詞 後項動詞４７語収集。 

 ・複合動詞を収集した資料 

   姫野昌子(2004) 『日本語表現活用辞典』（研究社） 

    姫野昌子(1999)『複合動詞の構造と意味用法』（ひつじ書房） 

    影山太郎(1993)『文法と語形成』（ひつじ書房） 

  山下喜代(2007)『日本語教育のための合成語のデータベー   
     ス構築とその分析』（科研費報告）   

  田中茂範・松本曜(1997)『空間と移動の表現』中右実編『日英比較
選書』6巻 ）研究社  



対象にする複合動詞の範囲 

 ① 和語動詞 

 ② 動詞連用形＋動詞 
 

 

 

 

Ａ． 書き込む、押し開く 

Ｂ．書き始める、呼び続ける 

語彙的複合動詞 

統語的複合動詞 

例） 



複合動詞データベースの 

検索システムを、画像でご紹介 



複合動詞全体一致。検索はローマ字も可能 



後方一致検索 



前方一致検索 



NLBの動詞頻度情報 

★語彙素：繰り返す  ★読み：クリカエス, kurikaesu 

★活用：五段・サ行     ★総頻度：5574 

★サブコーパス頻度（PMW）：NR: 4628 (104.61), SP: 240 
(43), OM: 326 (65.66), OC: 273 (51.16), OY: 107 (44.6) 

★表記形頻度（表記形サブコーパス頻度）：繰り返す: 4450 
( NR: 3576, SP: 188, OM: 325, OC: 260, OY: 101,), くり返す: 578 
( NR: 544, SP: 27, OM: 0, OC: 3, OY: 4,),  

★活用形頻度：連用形: 3459, 基本形: 1276, 未然形: 780, 仮
定形: 49, 未然ウ接続: 10 

★れる・られる後続割合（頻度）：11.5% ( 繰り返される: 642 ) 

★せる・させる後続割合（頻度）：0.3% ( 繰り返させる: 17 ) 

★ない・ぬ・ません後続割合（頻度）：2.3% ( 繰り返さない: 107,  
繰り返さぬ: 11,  繰り返しません: 8 ) 

 





前項から検索 



後項から検索 



出現位置から検索 



前項と後項の組み合わせ検索 



直前の格と共起名詞の検索[NLBのインターフェース] 



格パターンと用例検索 



格パターンとコロケーション検索 



複数見出しでの比較 [NLBとの連携] 

例）単純動詞と複合動詞の比較 



例）複合動詞とサ変漢語の比較 



終わりに 

★3月には「複合動詞レキシコン」を公開予定。 

 

★お気づきのことがあれば、ぜひご意見をお聞か
せください。 

 

 


