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１．はじめに

国際化・情報化が進む昨今において英語教育の重要性については論を俟たない。日々多くの論文
が公開され、教授法の効果や学習プロセスなどについての議論が展開されている。また、数多くの
教材が開発され、辞書・教科書・参考書など、様々な学習ツールが世に送り出されている。中でも、
学習の拠り所として辞書の存在は大きい。学習者はわからない単語があれば辞書を参照し（受信の
側面）、また、どのように英語で表現すればよいかわからない場合も辞書を参照する（発信の側面）。
さらに、Horsfall（1997）が指摘するように、辞書は自律的な学習に有効に機能し、特に初中級レベ
ルの学習者にとって重要な役割を果たす（cf. Thompson, 1987）。

発信の場面で参照されることが多いのは「和英辞書」である。しかしながら、教育現場では十分
に活用されていないというのが現状である。和英辞書を使うことで学習者が不自然な英語を産出す
るようになると考える英語教員もおり、英和辞典に比べると教室では積極的に活用されていない。
これは、L1（母語＝日本語）を見出し語として L2（外国語＝英語）を検索する方式では適切な単語
が見つけにくい（East, 2008）、L1とL2の単語の１対１対応の理解を促してしまう（Thompson, 1987）、
ターゲットとなる L2についての十分な情報が提示されていない（Laufer, 1995）、などの理由が考え
られる。これらの問題点を解決するためには、新たな和英辞書を開発する必要がある。

本稿の目的は、大規模日本語コーパスを用いて構築した発信型の「和英連語辞書」（https://coldic.

langedu.jp/）の開発についての概要を述べ、その成果を報告することである。本プロジェクト
（JP18H00693）では、和英辞書をより英語教育に有効なものとするため、「連語」に着目し、日本語
を見出し語とした辞書の開発をコーパスの情報等に基づいて進めた。これにより、これまでの和英
辞書ではカバーできなかった表現を取り込むことができ、さらに「格」によって表現をまとめるこ
とで検索性の高いフォーマットを開発した。以下、２節では既存の辞書について簡単に述べ、３節
で和英連語辞書の構築方法を、４節で研究成果について報告する。５節はまとめと今後の課題であ
る。なお、本稿は当該科研費の研究成果報告書を基に記述を拡大したものである。また、本プロジェ
クトのメンバーについては謝辞に記載した。

２．既存の和英辞書と連語辞書

2．1　和英辞書
「発信型」の辞書として代表的なものは和英辞書をはじめとする「母語→外国語」の形で編纂され

る２言語辞書である。しかしながら、前述の通り和英辞書には検索性や網羅性の問題、さらには学
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習者自身のレベルや文脈に合った適切な単語を選択することが難しいという問題がある。連語に関
する記述を検証するため、本プロジェクトにおける研究の予備段階として、現行の和英辞書におけ
る連語のカバー率（収録率）を大規模コーパスで検証した。まず「現代日本語書き言葉均衡コーパ
ス」（BCCWJ）から「関係」（実験用の見出し語）のガ格（関係がある、関係ができる、関係が成立
する等）、ヲ格（関係を築く、関係を持つ、関係を作る等）、形容詞修飾（良い関係、深い関係、新
しい関係等）、形容動詞修飾（密接な関係、良好な関係、親密な関係等）の４つのパターンの頻度上
位各20項目（合計80項目。ただし、補助動詞［いる、くる等］は除き、異形態［良い、よい等］は
高頻度の一方のみとした）を抽出した。次に検証対象の和英辞書として『オーレックス和英辞典』
第２版（旺文社， 2013）（OJE2）、『ジーニアス和英辞典』第３版（大修館書店， 2011）（GJE3）、『ウィ
ズダム和英辞典』第２版（三省堂， 2012）（WJE2）を選択し、「関係」のエントリーにおいて、用例

（句例も含む）等における表現の出現の有無を調査した。80語中、各辞書で掲載があったのは OJE2：
２件（カバー率2.5％）、GJE3：２件（カバー率2.5％）、WJE2：３件（カバー率3.75％）に留まった。
このことは、既存の和英辞書における網羅性の低さを表している。

2．2　連語辞書
連語は発信のための重要な土台となる。単語が「単体」で使われることは稀であり、多くの場合、

他の単語と組み合わせて使用される。その重要性は多くの研究で指摘されている（Ellis, 2003、Chen 

& Baker, 2010など）。コーパス言語学の進展に伴い、Oxford Collocations Dictionary for Students of 

English （Oxford University Press, 2009）、Macmillan Collocations Dictionary （Macmillan Education, 

2010）, Longman Collocations Dictionary & Thesaurus （Pearson, 2013）など多くの英語の連語辞書が出
版されていることも、その証左である（これらの分析については Ishii et al., 2014を参照）。しかしな
がら、これまでの英語の連語辞書は１言語型（見出し語・掲載連語が同一言語）のものの開発に留
まっている。『小学館オックスフォード英語コロケーション辞典』（八木克正 （監修）， 2015）は用例
等に日本語が付されているが、見出し語および掲載連語は英語であり、本質的には１言語型である。

一方、日本語の連語辞書や一般書籍も多く発売されている。例えば、辞書としては『日本語コロ
ケーション辞典』（姫野昌子 （監修）， 2012， 研究社）、『知っておきたい日本語コロケーション辞典』

（金田一秀穂 （監修）， 2006， 学研プラス）、学習書としては『初級から学ぶ� 日本語コロケーション』
（惠谷容子・飯嶋美知子， 2020， くろしお出版）、『コロケーションが身につく� 日本語表現練習帳』
（姫野昌子 （監修），2018，第２版， 研究社）などがある（日本語のコロケーションの抽出方法など
を論じた田野村 2009の論考、レベル別の日本語コロケーションの抽出について論じた李・佐々木
2015なども参照）。これらの書籍は日本語コーパスを利用したものが多いが、日本語コーパスを「日
本語のコロケーション」に利用したという点で、１言語型である。

以上のように、コーパスを用いた連語辞書は多く発売されているが、２言語型のものは管見の限
り存在しない。そこで本研究では、「日本語コーパス」を利用して「日本語の見出し」を作成し、それ
らに英訳を付す形で２言語型の和英連語辞書を構築する。コーパスを体系的に利用することでカバー
率が向上し、さらに日本語の表現を「格」でまとめることで検索性が向上することが期待される。

３．和英連語辞書構築の方法

本節では、発信型の和英連語辞書の構築方法について述べる。本辞書の特徴の１つは、「日本語」
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の大規模コーパスを英語の辞書の作成に用いたということである。多くの英和辞書・英英辞書は、
その見出し語の選定や記述内容に関してコーパスを利用していることを謳っているが、これらはい
ずれも「英語」のコーパスである。一方、和英辞書の場合、見出し語が日本語であるため、日本語
のコーパスを利用して記述を充実させることが可能だが、現状では十分に使われていない（２．１節
参照）。そこで本研究では、見出し語の選定と連語の選定において『現代日本語書き言葉均衡コーパ
ス』（BCCWJ）と『Tsukuba Web Corpus』（TWC）の２つの大規模日本語コーパスを利用して辞書の
記述を進めていく。なお、本辞書の構想については Uchida et al. （2020）にも報告しているので合わ
せて参照されたい。

3．1　コーパスから見出し語の選定
本プロジェクトでは、名詞を中心に見出し語を選定し、その連語について記述を進める。名詞は

トピックを導入する品詞で、これを連語の軸とすることで、自然と特定のトピックに関する表現を
収集することができる。また、頻度の高い連語から「逆引き」することで名詞以外の見出し語を作
成することができる。

まず、大規模均衡コーパスである BCCWJ およびウェブコーパスである TWC などを用いて、高頻
度の名詞を抽出した。それぞれのコーパスから上位500語を取り出し（TWC ではいずれも頻度80,000
以上のものとなった）、プロジェクトメンバー間で意見を交換し、「問題」、「情報」、「子供」、「本」、

「時間」など、特に高校生・大学生が英作文をする際に有益だと思われる約150語を選定した（「こ
と」、「もの」などの形式名詞や「他」、「人」のように見出し語として一般的すぎるものについは除
外した）。また、これらの見出し語を作文のテーマと関連付けやすいように「日常生活」、「社会」、

「技術」、「心身」、「ビジネス」、「学校」、「将来」、「その他」の８つのカテゴリーに分類した。

3．2　連語の抽出・選定
高頻度の名詞を中心として見出し語を決定後、それらの連語について「格」で分類して選定を進

めた。 その際、NINJAL-LWP for TWC （https://tsukubawebcorpus.jp/） や NINJAL-LWP for BCCWJ 

（https://nlb.ninjal.ac.jp/）などの Lexical Profiler を利用し、「ガ格」、「ヲ格」、「ニ格」などの基本的な
格で共起する単語を抽出した。また、修飾語や複合語などの共起パターンも合わせて収集した。例
えば、「会社」の場合、「ニ格」の高頻度の共起表現として「会社に行く」、「会社にする」、「会社に
戻る」、「会社に持つ」などが抽出された。また、修飾関係として「良い会社」、「新しい会社」、複合
語として「有限会社」、「保険会社」などを選定した。これらの表現のうち「会社にする」や「会社
に持つ」は連語表現としては不自然であるため、複数のプロジェクトメンバー間で確認をしながら、
不要な表現として削除した。なお、連語の選定に際しては共起頻度、共起スコア（MIスコア、LogDice

スコア）も取捨選択の基準として参照した。

3．3　日本語表現の修正
抽出された連語表現は、「会社に行く」のように単独で成立し、そのまま英語（go to work）にす

ることができるものもある。一方、例えば「言葉で言い換える」（デ格を伴う「言葉」の連語表現）
のように、単独では意味が成立しにくいものも存在する。この場合、「簡単な言葉で言い換える」な
どのように表現を補う必要がある。また、「言葉に励ます」などのようなものも抽出されるが、その
ままでは不自然な表現であり、「（温かい）言葉に励まされる」のように動詞の変形が必要な場合も
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ある。このような日本語表現に関する修正を、大学院生を中心に依頼し、複数の作業者によって適
切性を判断した。この際、必要な変更は最小限にとどめるように指示し、一部の表現についてはフ
レーズではなく文（「最も安全だ。」、「ネット上に写真が残る。」など）に変換することも可とした。

3．4　英訳とその検証
修正済みの日本語表現について、それぞれ自然な英語を付与した。この作業に際してはまずは約

20の高頻度名詞についてプロジェクトメンバーが丁寧に検証をしながら英訳を行い、連語表現の選
定や日本語の修正の方針などについての確認を行った。その後、大学院生および翻訳会社に依頼を
し、英訳を進めた。図１は作業を依頼した際の簡単な説明書きである。なお、図１の記述にある通

  日本語（翻訳対象）を英語に直してください。英語訳は複数あっても構いません（多く提

案して頂けるとありがたいです）。また、別の所と同じ英語になっても問題ありません。 
  動詞は原則として原形を使ってください（例：健康に気をつける→be aware of health、健

康を維持する→maintain health などのように）。また、一般形は one’s や one を使ってく

ださい（例：人の健康→one's health）。 
  動詞表現の場合、to を付ける必要はありません（料理を出す→to serve food）。 
  名詞表現の場合、必要な場合は冠詞をつけてください（例：親しい友達→a close 

friend）。 
  多くはフレーズですが、文になっても OK です。 
  複数の表現を出す場合は、コンマ(,)で区切ってください。また、表現をまとめる場合は

gain [win] the right のように[ ]を使ってください。Gain [win, acquire] the right のように[ ]
の中に複数あっても構いません。 

  Optional な要素については have exclusive rights (to)のように( )でくくってください。 
 
具体例： 

翻訳対象 English 

ビジネスモデル business model 

ビジネスパーソン a businessperson, a business person 

ビジネスマナーを学ぶ learn business manners 

ビジネススクールに通う go to (a) business school 

ビジネスホテル 
a business hotel, a budget hotel, an 
economy hotel, a commercial hotel 

ビジネスシーンで役に立つ be useful in a business setting 

明確なビジネスプラン a clear business plan 

ビジネスパートナー a business partner 

ビジネスクラスを利用する use business class 

ビジネス英語を学ぶ learn [study] business English 

図１　翻訳指示の内容
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り、１つの表現に対して自然な英語があれば複数の候補を挙げるように指示した。
英訳された表現やその表記などについて、プロジェクトメンバーで分担して確認を実施した。こ

の段階では、（1） 日本語の自然さ、（2） 英語の自然さ、（3） 表現の過不足を主に確認し、必要に応じ
て修正および翻訳の再依頼を行った。

3．5　追加・補充
プロジェクトメンバー間での議論の結果、特に複合名詞のパターンで、辞書としての用例が十分

ではないことが明らかになった。例えば、「名詞＋見出し語」のパターンで「時間」が見出し語の場
合、「配送時間」、「消灯時間」、「下校時間」などが抽出される。これらの複合語は、それ自体が見出
し語として機能することが可能で、これらの格表現（ガ格、ヲ格などで共起する単語）も辞書に含
める必要がある。しかしながら、連語表現を抽出する際に利用した Lexical Profiler では複合語の見
出しがないため、これらのプロファイリング情報を得ることができない。

そこで、本研究では自然言語処理分野で文章生成のタスクで広く使われている GPT ２による文の
自動生成を実施し、複合語の用例を作成した。文の自動生成を辞書記述に応用するという点で新規
性のある試みである。日本語の生成モデルとして rinna 株式会社が Hugging Face のライブラリとし
て提供しているもの（https://huggingface.co/rinna/japanese-gpt2-medium）を利用した。GPT ２は入
力した文字列に対して後続する自然な文を生成することができる。例えば、「配送時間を」などのよ
うに入力すると、「配達時間を指定される場合は、それから着払いで…」などの用例を得ることがで
きる。これを辞書の様式に合うように編集し（この例では「配送時間を指定する」に変更）、それを
英訳した（e.g. specify delivery time）。これにより、複合名詞についても出現確率の高い連語を含む
用例を記述することが可能となった。

3．6　レベル付与
英訳したそれぞれのフレーズに対して、CVLA （CEFR-based Vocabulary Level Analyzer ver. 2.0. cf. 

Uchida & Negishi, 2018）を利用して CEFR レベルの判定を実施した。その際、フレーズ単位ではな
く見出し語単位（複数の用例を含むものは全ての用例を含んだ英文を対象とする）でレベルを付与
した。これは英語の表現としての難易度ではなく、日本語の表現を基準とした難易度を測定するた
めである。例えば、「関係を結ぶ」という日本語の表現に対しては establish relations, enter into a 

relationship の２つの表現が挙げられているが、これら２つの表現を入力としてレベルを判定した
（この場合、B1となる）。レベルの計算に際しては受信（英語→日本語）よりも発信（日本語→英語）
のほうが学習者にとっては難しいという想定のもと、受信レベルの測定を目的とした CVLA の出力
値の小数点を切り上げて算定した（A1=1, A2=2, B1=3, B2=4とし、例えば1.2が出力値であれば、２
に切り上げて A2レベルと判定した）。また、CVLA では判定対象外である C1， C2レベルの単語や語
彙リストにはない内容語（CEFR-J Wordlist および English Vocabulary Profile に記載のないもの）を
含む場合は、産出の難易度は高いと考えられるため、一括して C レベルを付与した（C1と C2の区
別は行わなかった）。これにより、学習者のレベルに合った適切な表現の選択ができるようになるこ
とが期待される。

3．7　辞書データの電子化
以上のようなプロセスを経て、表１のような形で辞書データをまとめた（紙面上でのスペースの
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都合上、簡略化したものを掲載する）。この表形式のままでは視認性や検索性がよくないため、ウェ
ブサーバー上に検索システムを準備し、公開することとした。

表１　辞書データの例
case MI LogDice Japanese English Category 推定レベル

を 8.90 8.43 良い印象を受ける
get a good impression, get a 
positive impression, get a favorable 
impression

その他 B1

を 9.89 9.34 良い印象を与える
make a good impression, make a 
favorable impression, give a good 
impression

その他 A2

を 7.67 7.22 彼に対して良い印
象を持つ

have a good impression of him, 
have a good image of him, have a 
positive impression of him

その他 B1

を 7.75 7.04 強い印象を残す leave a strong impression, leave a 
lasting impression その他 A2

を 8.44 7.42 悪い印象を抱く have a bad impression, have a 
negative impression その他 B1

まず上記のデータの検索速度を確保するため、SQLite を利用してデータベース化し、Python に
よって検索プログラムを作成した。また、視認性を高めるために格ごとに集計して表示する見出し
語検索モードと、検索性を高めるための全文検索モードを作成した。

４．研究成果

本研究の成果はウェブ上で公開している（https://coldic.langedu.jp/）。ウェブサイトのトップペー
ジを図２に示す。最終的には約16,000件の日英対訳のフレーズ、500件近い見出し語を収録した。

図２　オンラインアプリケーションの外観
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4．1　見出し語検索モード
見出し語検索モードは、辞書に収録されている見出し語を一覧にしたもので、公開時点のバージョ

ンで名詞を中心に486件の項目を収録している。また、授業等で利用しやすいよう、名詞の見出し
語についてはカテゴリーを付与した。その結果、学校（22）、日常生活（44）、心身（35）、社会

（29）、将来（23）、ビジネス（40）、技術（20）、その他（77）に分類された（カッコ内は件数、図
３を参照）。見出し語をクリックすると、「～の＋名詞」、「～に＋動詞」、「～を＋動詞」などの格に
よってまとめられた一覧が表示され、矢印をクリックすると詳細な情報が表示される。図４は見出
し語として「会社」を選択し、「～を＋動詞」の内容を表示したものである。それぞれの格をサイン
ポストとして、フレーズの英訳を確認できることがわかる。

図３　見出し語検索モード（一覧）

図４　見出し語検索モード（検索結果）

さらに、エントリー内に含まれるそれぞれのフレーズについて、３．６節で述べた形で CEFR レベ
ルを付与した。以下、それぞれのレベルの用例をランダムに示す。
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�A1
学校にいる （be at school）,� 学校にくる （come to school）,� 新しい言葉 （new words）,� 短い言葉 （short 

words）
�A2
自由に使う （use freely）,� 自由に選ぶ （choose freely）,� 説明を受ける （receive an explanation）,� 説明を
行う （give ［offer, provide］ an explanation）
�B1
重大な事故（severe accident）,� 悲惨な事故（tragic accident）,� 環境を改善する（improve the environ-

ment）, 環境を重視する（value the environment）
�B2
症状の原因 （a cause of the symptom）,� 紛争の原因 （a cause of the dispute）,� 年金を分割する （split a 

pension）,� 年金を減額する （reduce a pension）
�C
対策を提案する （propose a countermeasure）,� 対策をたてる （take measures, take countermeasures）, � 
データを捏造する （forge data）,� データを改ざんする （tamper ［falsify］ data）

CVLA のリーディングモードで判定し、小数点を切り上げて付与したレベルであるが、この例から
（主観的な判断ではあるが）おおよそのレベル感を捉えていることが読み取れる。しかしながら、連
語としての難易度は単語のレベルだけではなく、母語干渉など様々な要因が絡むため、より詳細な
検討は今後の課題である。

4．2　全文検索モード
「全文検索モード」では辞書に収録している全ての用例から該当する文字列を含むものをリストす

る。これにより「情報の」、「関係が」など、自由なキーワードで用例を検索することが可能になる。
例えば「情報の」を入力すると、「情報」の見出し語内にある「情報の保護（A2）: protection of infor-

mation」、「情報の価値（A2）: value of information」などに加えて、「事故」の見出し語に含まれる用例
である「個人情報の漏洩事故（C）: leakage accident of personal information」なども抽出することがで
きる。図５に「会社に」で検索した例を示す。

図５　全文検索モード
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５．まとめと今後の課題

本稿では発信型の和英連語辞書の構築のプロセスとその成果について述べた。大規模日本語コー
パスを用いることにより、これまでの和英辞書では収録されていない表現をリストすることが可能
となり、本辞書の成果は、「使える和英辞書」の作成に寄与するものであると言えるだろう。また、
オンラインで公開中の辞書では、格によって表現を整理してフレーズとその英訳を提示することで
視認性を高め、全文検索で柔軟な入力を受け付けることで検索性を確保することができた。従来の
和英辞書は、エントリー内で表現を羅列することが多かったが、本プロジェクトの成果物のように
格によって整理をすることで使いやすさが向上すると考えられる。

今後の課題として、フレーズ・連語表現の難易度の客観的な測定が挙げられる。CVLA によるレ
ベル判定は、ある程度は直感に沿うものであったが、連語の難しさは表面上の単語の難しさだけは
決まらない。例えば、cut school はどちらも平易な単語だが２つを組み合わせた表現（「学校をさぼ
る」）としては表面上の単語レベルよりも高いと考えられる。そのため、「単語の組み合わせ」の難
易度についてはさらなる検討が必要である。

また、本辞書の有用性を示すため、通常の和英辞書との比較実験を実施する必要があると考えて
いる。英語学習者にライティングタスクを与え、その際にどの辞書を使うのが効果的であるかなど
を検証したいと考えている。

付　記

本論文は JSPS 科研費 JP18H00693（「大規模コーパスに基づく発信型和英連語辞書の構築に向け
て」2018年度～2021年度）の助成を受けたものである。プロジェクトのメンバーとしてご尽力頂い
た石井康毅先生、工藤洋路先生、Danny Minn 先生、Haswell G. Christopher 先生、赤野一郎先生、内
田聖二先生に心より感謝申し上げます。
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Dictionaries are one of the most important tools for language learners.  However, it has been pointed 

out that Japanese-English dictionaries are not fully utilized in educational settings.  The reasons for this 

are considered to be the low searchability and comprehensiveness of Japanese-English dictionaries, and 

the difficulty in selecting appropriate expressions.  To address these problems, we have developed a bilingual 

collocational dictionary based on large corpora.  The corpus-based approach enables us to comprehen-

sively include collocational expressions and to improve visibility and searchability by organizing phrases 

based on linguistic cases.  This paper aims to report on the process of creating the dictionary and to provide 

the overview of the final product of our project.

Development and Publication 
of a Japanese-English Collocation Dictionary Based on Large Corpora

Satoru UCHIDA


