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著 作 権 に つ い て 

 

小学館コーパスネットワークの著作権は株式会社ネットアドバンスが保有しています。 

BNC（British National Corpus）の著作権は the British National Corpus Consortium が保有していま

す。 

なお、本サービスで使用している BNCのロゴマークは the British National Consortium の登録商標であ

り、同コンソーシアムの許諾なしに使用することは法律で禁じられています。 

検索ソフト SAKURA の著作権は小学館が保有しています。検索画面などを掲載される際は事前に小学館の許

諾をお取りください。 

 

＜個人的に検索結果を使用される場合＞ 

研究・教育などの個人使用の範囲において小学館コーパスネットワークのコーパス検索結果を引用される

場合は、必ずウィンドウ下部に表示されている著作権情報を明示してください。 

コーパスに収録されているテキストはすべて原著作者が著作権を所有しており、日本国著作権法によって

保護されております。KWIC以外の原文表示は、公正かつ適正な引用の範囲を超える場合は、原著作者の許

諾をお取りください。 

 

＜検索結果を商用利用される場合＞ 

書籍などの商用出版物（デジタルを含む）に、小学館コーパスネットワークのコーパス検索結果を引用さ

れる場合は、必ずウィンドウ下部に表示されている著作権情報を明示してください。なお、検索画面など

を掲載される場合は、事前に株式会社ネットアドバンスの許諾をお取りください。 

コーパスに収録されているテキストはすべて原著作者が著作権を所有しており、日本国著作権法によって

保護されております。KWIC以外の原文表示は、公正かつ適正な引用の範囲を超える場合は、原著作者の許

諾をお取りください。 
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1 BNCと LECS(WEBコーパス) 

 小学館コーパスネットワークでは、BNCの会員であれば、BNC以外に、21億語の LECS(WEBコーパ

ス)を検索することができます。LECSを選択して検索を行うと、その中に BNCおよび PERCコーパス

（1,700万語の科学技術コーパス）も含めて検索することができます。LECSについては、後述の「11 

LECS(WEBコーパス)」をご参照ください。 

※Webコーパスの名称を LECS(Large-size English Corpus on SCN)に変更いたしました 

2 ご利用の前に 

(1) 短縮形の扱い 

否定の n't や所有を表す 's は一語として扱われます。従って、これらを含む連語を検索する場合には、

必ず直前の語を空白で区切ってください。 

例：don't stop を調べたい場合は、do n't stop と入力します。 

例：God's sake を調べたい場合は、 god 's sake と入力します。 

(2) n't の基本形は not 

例：isn't や wasn't など be 動詞の活用を無視して否定形を全て調べたい場合は、be not と 

入力します。 

(3) 群前置詞、群副詞、外来語の扱い 

in spite of や on behalf of のようなイディオムは一語として扱われ、単一の品詞コードが振られてい

ます。このような語句を検索する場合には、空白を半角の下線に置き換えて一語として検索してくだ

さい。 

例：in spite of を調べたい場合は、in_spite_of と入力します。 

例：in order を調べたい場合は、in_order と入力します。 

例：a la mode を調べたい場合は、a_la_mode と入力します。アクセント記号は無視します。 

 

as soon as のような接続詞や、in order のような副詞も一語として扱われます。また、a la mode 

のような外来語も同様です。 

例：as soon as を調べたい場合は、as_soons_as と入力します。 

 

(4) 単語認識について疑問が生じたら 

BNC の公式サイトに、群前置詞や群副詞のリストがありますので、もし検索結果が非常に少ない 

場合や、疑問が生じた場合には確認してください。a bit のように全体で副詞の場合と文字通り 

冠詞＋名詞の二語の場合を文法機能上、区別している連語も少なからずあります。 
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下の図は、公式サイト上の一覧リストの抜粋です。 

左から（１）連語（ABC 順）、（２）一語に扱われる場合の品詞コード、（３）連語が分割されて一語づ

つ扱われる場合の品詞コード、（４）注記となっています。自分が調べたい連語が（１）の欄にあれば、

下線でつないで一語として検索してください。 

 

 

マルチワードに関しての BNC 公式サイト： http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/multiwd.htm 

 

なお、「単語情報」でこれらの連語を調べることもできますので、活用してください。以下は「単語情

報」から as_soon_as を引いた例で、全体が接続詞一語として扱われます。 

 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/multiwd.htm
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※ ただし、"as soon as possible"のように文が続かずに副詞句の場合は、三語として扱われます。

 

 

(5) 本文中に現われる、& で始まる文字列について 

KWIC 画面の本文に、&bquo;や&equo;のような意味不明の文字が現われることがあります。 これは、

アスキーの文字コードセットにない外字を表すために利用される標準的な記法で「文字実体」と呼ば

れます。 例えば、&bquo;は「開始の引用符」、&equo;は「終了の引用符」を表します。 ブラウザー側

が解釈して適当なフォントを割当てた場合には、KWIC 上でも適切に表示されますが、大抵の場合解

釈されません。  

KWIC 画面上に現われる文字実体の内容が知りたい場合には、大変お手数ですが下記の文字エンティ

ティリストを参考にしてください。 

 

文字エンティティリスト 

character entity description 

Á &Aacute; capital A, acute accent 

á &aacute; small a, acute accent 
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ă &abreve; small A, breve 

Â &Acirc; capital A, circumflex accent 

â &acirc; small a, circumflex accent 

´ &acute; acute accent 

Æ &AElig; capital AE diphthong (ligature) 

æ &aelig; small ae diphthong (ligature) 

&agr; &agr; small alpha, Greek 

À &Agrave; capital A, grave accent 

à &agrave; small a, grave accent 

Ā &Amacr; capital A, macron 

ā &amacr; small a, macron 

& &amp; ampersand 

ą &aogon; small a, ogonek 

≊ &ape; approximate, equals 

Å &Aring; capital A, ring 

å &aring; small a, ring 

* &ast; asterisk 

ã &atilde; small a, tilde 

Ä &Auml; capital A, dieresis or umlaut mark 

ä &auml; small a, dieresis or umlaut mark 

&Bgr; &Bgr; capital Beta, Greek 

&bgr; &bgr; small beta, Greek 

&bquo; &bquo; normalized begin quote mark 

\ &bsol; reverse solidus 

• &bull; round bullet, filled 

ć &cacute; small c, acute accent 

Č &Ccaron; capital C, caron 

č &ccaron; small c, caron 

Ç &Ccedil; capital C, cedilla 

ç &ccedil; small c, cedilla 

ĉ &ccirc; small c, circumflex accent 

¢ &cent; cent sign 



 9 

✓ &check; tick, check mark 

○ &cir; circle, open 

ˆ &circ; circumflex accent 

@ &commat; commercial at 

© &copy; copyright sign 

↓ &darr; downward arrow 

‐ &dash; hyphen (true graphic) 

ď &dcaron; small d, caron 

° &deg; degree sign 

&Dgr; &Dgr; capital Delta, Greek 

&dgr; &dgr; small delta, Greek 

¨ &die; dieresis 

÷ &divide; divide sign 

$ &dollar; dollar sign 

đ &dstrok; small d, stroke 

▾ &dtrif; dn tri, filled 

É &Eacute; capital E, acute accent 

é &eacute; small e, acute accent 

Ě &Ecaron; capital E, caron 

ě &ecaron; small e, caron 

Ê &Ecirc; capital E, circumflex accent 

ê &ecirc; small e, circumflex accent 

&eegr; &eegr; small eta, Greek 

&Egr; &Egr; capital Epsilon, Greek 

&egr; &egr; small epsilon, Greek 

È &Egrave; capital E, grave accent 

è &egrave; small e, grave accent 

ē &emacr; small e, macron 

ę &eogon; small e, ogonek 

= &equals; equals sign 

&equo; &equo; normalized end quote mark 

ð &eth; small eth, Icelandic 
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Ë &Euml; capital E, dieresis or umlaut mark 

ë &euml; small e, dieresis or umlaut mark 

♭ &flat; musical flat 

&formula; &formula; mathematical formula 

½ &frac12; fraction one-half 

⅓ &frac13; fraction one-third 

¼ &frac14; fraction one-quarter 

⅕ &frac15; fraction one-fifth 

⅙ &frac16; fraction one-sixth 

&frac17; &frac17; fraction one-seventh 

⅛ &frac18; fraction one-eighth 

&frac19; &frac19; fraction one-ninth 

⅔ &frac23; fraction two-thirds 

⅖ &frac25; fraction two-fifths 

¾ &frac34; fraction three-quarters 

⅗ &frac35; fraction three-fifths 

⅜ &frac38; fraction three-eighths 

⅘ &frac45; fraction four-fifths 

&frac47; &frac47; fraction four-sevenths 

⅚ &frac56; fraction five-sixths 

⅝ &frac58; fraction five-eighths 

⅞ &frac78; fraction seven-eighths 

&ft; &ft; feet indicator 

≥ &ge; greater-than-or-equal 

&Ggr; &Ggr; capital Gamma, Greek 

&ggr; &ggr; small gamma, Greek 

` &grave; grave accent 

≫ &Gt; dbl greater-than sign 

> &gt; greater-than sign 

½ &half; fraction one-half 

♥ &hearts; heart suit symbol 

… &hellip; ellipsis (horizontal) 
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― &horbar; horizontal bar 

ħ &hstrok; small h, stroke 

Í &Iacute; capital I, acute accent 

í &iacute; small i, acute accent 

Î &Icirc; capital I, circumflex accent 

î &icirc; small i, circumflex accent 

¡ &iexcl; inverted exclamation mark 

&igr; &igr; small iota, Greek 

ì &igrave; small i, grave accent 

ī &imacr; small i, macron 

∞ &infin; infinity 

&ins; &ins; inches indicator 

¿ &iquest; inverted question mark 

Ï &Iuml; capital I, dieresis or umlaut mark 

ï &iuml; small i, dieresis or umlaut mark 

&kgr; &kgr; small kappa, Greek 

&khgr; &khgr; small chi, Greek 

Ĺ &Lacute; capital L, acute accent 

ĺ &lacute; small l, acute accent 

← &larr; leftward arrow 

{ &lcub; left curly bracket 

≤ &le; less-than-or-equal 

&lgr; &lgr; small lambda, Greek 

_ &lowbar; low line 

[ &lsqb; left square bracket 

Ł &Lstrok; capital L, stroke 

ł &lstrok; small l, stroke 

≪ &Lt; double less-than sign 

< &lt; less-than sign 

— &mdash; em dash 

&Mgr; &Mgr; capital Mu, Greek 

&mgr; &mgr; small mu, Greek 
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µ &micro; micro sign 

· &middot; middle dot 

ń &nacute; small n, acute accent 

♮ &natur; music natural 

ň &ncaron; small n, caron 

ņ &ncedil; small n, cedilla 

– &ndash; en dash 

&ngr; &ngr; small nu, Greek 

Ñ &Ntilde; capital N, tilde 

ñ &ntilde; small n, tilde 

# &num; number sign 

Ó &Oacute; capital O, acute accent 

ó &oacute; small o, acute accent 

Ô &Ocirc; capital O, circumflex accent 

ô &ocirc; small o, circumflex accent 

Œ &OElig; capital OE ligature 

œ &oelig; small oe ligature 

&Ogr; &Ogr; capital Omicron, Greek 

&ogr; &ogr; small omicron, Greek 

ò &ograve; small o, grave accent 

&OHgr; &OHgr; capital Omega, Greek 

&ohgr; &ohgr; small omega, Greek 

Ω &ohm; ohm sign 

ō &omacr; small o, macron 

Ø &Oslash; capital O, slash 

ø &oslash; small o, slash 

Õ &Otilde; capital O, tilde 

õ &otilde; small o, tilde 

Ö &Ouml; capital O, dieresis or umlaut mark 

ö &ouml; small o, dieresis or umlaut mark 

% &percnt; percent sign 

&Pgr; &Pgr; capital Pi, Greek 
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&pgr; &pgr; small pi, Greek 

&PHgr; &PHgr; capital Phi, Greek 

&phgr; &phgr; small phi, Greek 

+ &plus; plus sign 

± &plusmn; plus-or-minus sign 

£ &pound; pound sign 

″ &Prime; double prime or second 

′ &prime; prime or minute 

&PSgr; &PSgr; capital Psi, Greek 

&psgr; &psgr; small psi, Greek 

" &quot; quotation mark 

ŕ &racute; small r, acute accent 

√ &radic; surd =radical (square root) 

→ &rarr; rightward arrow 

Ř &Rcaron; capital R, caron 

ř &rcaron; small r, caron 

} &rcub; right curly bracket 

® &reg; registered sign 

&rehy; &rehy; maps to soft hyphen 

&rgr; &rgr; small rho, Greek 

] &rsqb; right square bracket 

Ś &Sacute; capital S, acute accent 

ś &sacute; small s, acute accent 

Š &Scaron; capital S, caron 

š &scaron; small s, caron 

Ş &Scedil; capital S, cedilla 

ş &scedil; small s, cedilla 

ŝ &scirc; small s, circumflex accent 

§ &sect; section sign 

&Sgr; &Sgr; capital Sigma, Greek 

&sgr; &sgr; small sigma, Greek 

♯ &sharp; musical sharp 
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&shilling; &shilling; British shilling 

∼ &sim; similar 

/ &sol; solidus 

¹ &sup1; superscript one 

² &sup2; superscript two 

³ &sup3; superscript three 

ß &szlig; small sharp s, German (sz ligature) 

ť &tcaron; small t, caron 

ţ &tcedil; small t, cedilla 

&tgr; &tgr; small tau, Greek 

&THgr; &THgr; capital Theta, Greek 

&thgr; &thgr; small theta, Greek 

Þ &THORN; capital THORN, Icelandic 

þ &thorn; small thorn, Icelandic 

× &times; multiply sign 

™ &trade; trade mark sign 

Ú &Uacute; capital U, acute accent 

ú &uacute; small u, acute accent 

Û &Ucirc; capital U, circumflex accent 

û &ucirc; small u, circumflex accent 

&Ugr; &Ugr; capital Upsilon, Greek 

&ugr; &ugr; small upsilon, Greek 

ù &ugrave; small u, grave accent 

ū &umacr; small u, macron 

¨ &uml; umlaut mark 

ů &uring; small u, ring 

Ü &Uuml; capital U, dieresis or umlaut mark 

ü &uuml; small u, dieresis or umlaut mark 

| &verbar; vertical bar 

ŵ &wcirc; small w, circumflex accent 

&xgr; &xgr; small xi, Greek 

ý &yacute; small y, acute accent 
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Ŷ &Ycirc; capital Y, circumflex accent 

ŷ &ycirc; small y, circumflex accent 

¥ &yen; yen sign 

Ÿ &Yuml; capital Y, dieresis or umlaut mark 

ÿ &yuml; small y, dieresis or umlaut mark 

ź &zacute; small z, acute accent 

Ž &Zcaron; capital Z, caron 

ž &zcaron; small z, caron 

ż &zdot; small z, dot above 

&Zgr; &Zgr; capital Zeta, Greek 

&zgr; &zgr; small zeta, Greek 

 

3 検索の種類と切換 

■｢語（句）検索｣と｢コロケーション｣、｢単語情報｣ 

検索の種類は、｢語（句）検索｣、｢コロケーション｣、｢単語情報｣の 3 種類があります。ログイン直後の

画面は、常に図のようになっており、｢語（句）検索｣を開始できる状態です。これを｢検索画面｣と呼び

ます。 

 

(1) ｢語（句）検索｣  

検索語を含む文を検索するための機能です。検索結果は、KWIC 画面に表示されます。用例を探した

い通常の目的には、｢語（句）検索｣の利用が便利です。 

(2) ｢コロケーション｣ 

ある語が文中でどのような語と一緒に使われるかについて、その語の前後 5 語の範囲にわたって出現

する語の頻度を集計し、その結果を表で表示します。 

(3) ｢単語情報｣ 

ある単語を指定して、その単語の BNC における語形別、および品詞別の出現頻度一覧を表示させるこ

とができます。 

他の検索に切り替える場合はこの３つのタブから、希望の検索をクリックします。 
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4 「語（句）検索」 

単語や連語で検索できます。連語で引く場合は、単語の間に半角の空白を必ず入れます。図は、検索語

に"give up"を指定して入力エリアに入力した例です。  

検索語に使用できる文字種は ASCII で定義されているアルファベットと数字です。ただし、大文字と小

文字は区別されません。カンマ、ピリオド、感嘆符、疑問符などの記号も使用できます（一部の記号は

検索できません）。ただし、記号も 1語と扱われるため、記号と語との間には、次のように、必ずスペ

ースを入れます。  

検索語を入力したあと、｢検索｣ボタン、または Enter キー、実行キーを押すと検索が開始されます。 

 

■ 検索の基本設定 

語(句)検索は、単に語や語句で検索する以外に、目的に応じて以下の３つの基本的指定が可能です。こ

れらの指定は組み合わせて使うことができます。 

(1) ｢基本形で検索する｣ 

基本形は辞書の見出し語の意味で、語形変化していない綴りです。活用や単数複数などの語形変化を

すべて含めた検索をしたい場合に、チェックボックスをＯＮにします。ＯＮになっている場合には、検

索語の入力エリアには、基本形しか指定することができませんのでご注意ください。 

 

語形変化として扱われるのは、形容詞の比較級と最上級、名詞の単数形と複数形、動詞の活用形です。

ただし、基本形は 100%完全に校正されていませんので、「単語情報」で語形別の頻度や用例を確認さ

れることをお奨めします。図は、"look"の活用をすべて含めて検索をする例です。look, looks, looking, 

looked"が検索されます。  
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この「基本形で検索する」が選択されていない場合は、入力エリアに入力された形(「表記形」と呼び

ます)のままで検索されます。 

(2) アステリスク記号を使った近傍検索 

離れた 2 語を検索したい場合には、検索したい 2 語の間に、半角の*（アステリスク）を、入れます。

ただし、必ず*の前後にスペースを入れてください。例えば、検索語が lookと closely なら、"look * 

closely"と指定します。*は 1回しか使えません。なお、"look closely"のように連続している場合

も、この検索結果には含まれます。また、"not only * but also"のように前後は連語でもかまいませ

ん。

 

"*"の部分に相当するのは、単語（連語）であり、文字ではありません。したがって、綴りが思い出せ

ない単語の検索や、動詞の語形変化を無視したような曖昧検索に利用することはできません。"look *"

という検索語から、"looks, looking, looked"の例を引くことはできません。 

(3) ｢2 単語間の語数｣ 

2 単語の間に挟まれる語数の初期設定は「1語以内」になっています。これを最大 9語以内まで増やす

ことができます。なお、文の区切りを超えた検索は行いません。  
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(4) ｢出現位置指定｣ 

検索語が出現する位置を、｢文頭｣か｢文末｣に指定できます。⋁の印をクリックするとリストが出ます。

図は、否定の命令を調べるために、"do not"を検索語にして、｢文頭｣に出現する例だけを検索する例で

す。｢文末｣を選んだ場合には、必ず適切な文末記号（ピリオドや疑問符）まで指定します。  

 

(5) 短縮形の入力方法 

短縮形は、独立した 1 語として扱われます。また所有の'sも 1 語です。下記の例を参考にしてくださ

い。必ずスペースで区切って入力してください。 

don't → do n't     wanna → wan na     Napoleon's → Napoleon 's 

(6) 品詞を指定した検索 

検索語(句)の各単語に品詞を指定して検索する場合は「品詞指定」ボタンから品詞を選択して検索語句

に品詞条件を追加することができます。 

 

操作手順： 

 i ) 検索したい語(句）を入力します。その際、表記と異なる変化形を含む品詞を追加する場合は「基

本形で検索」をチェックします。（例えば test~(NN1|NN2)などのように複数形も取得したい場合など） 

ii) 「品詞指定」ボタンをクリックして品詞表を表示させます。 

iii)  検索窓に入力されている場合には検索窓にある各ユニットが順に選択欄に表示されますので、品

詞を指定する単語を選択します。それに対する品詞を選択し、最後に「検索窓にセットする」ボタンを

クリックして設定を反映させます。 

＊以前のバージョンでは検索窓に入力した各単語の出現番号を選ぶようになっていましたが、具体的

な単語を選択欄に表示するように変更しました。また品詞の選択や単語の選択はどちらを先におこな

ってもよいように修正しました。 
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 検索語は左から順に①の単語、②の単語、... となります。 

例： star  *  with の場合 

"＊"を使う場合は「2 単語間の語数」の指定がいくつであっても 1 語として数えます。 

 

 

 

 

 

例： star~P(VV.*) *  with （すでに star に一般動詞が指定されている品詞を普通名詞に変更する例） 

 

  
 

既に品詞が指定されている単語に対して、品詞指定を行う場合はそれまでの条件をクリアして新たに

指定した品詞と入れ替えになります。 

 

検索窓に入力された語句が選択

欄に順に表示されるので任意の

品詞の組合せを選択します。 

単語の選択と品詞の選択はどちらを先に

行ってもかまいません。「検索窓にセット

する」ボタンを押して決定します。 
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検索例： 

i)  次の例は star * with の star に一般動詞を指定した例です。特に検索語句に多品詞の単語が含

まれる場合は、品詞条件を付与することで、より絞り込んだ検索結果が期待できます。 

 

 

   単語  と  ～( 品詞コード )  を組合せて指定します。 

＊ 品詞表からの追加を使わないで手入力でも同じ結果となります。 

その際、 ～( ) は "～" (チルダ)や括弧を含め全て半角で括弧内はスペースは入れられませ

ん。また複数の品詞を指定する場合は "| " （半角）を使います。 

この時、一般動詞は VV.  動詞全般は V.. などと ". "ドットを使って省略することもでき

ます。同様に名詞も N.. 等と入力することで同じ条件を指定したことになります。 

 

 

ii)  品詞条件は、指定した品詞を含む場合と含まない場合を選択できます。 

 通常指定した品詞を含む場合は ~(N..) と指定します。 ~~(N..) と  "～" (チルダ)を 

２つ続けることで指定した品詞を含まない条件での検索を行うことになります。 

 

 iii) 品詞条件は複数の単語にそれぞれ付与することもできます。 

 

 

品詞表から順次選択して追加していきます。また、品詞表を使って、一度指定した単語の品詞条件を変

えて再指定する場合は検索語(句)入力欄にすでにある品詞と入れ替わります。 

 

制限事項： 2 単語間の語数を指定する"＊"に品詞を指定することはできません。 
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▼ 品詞名（略名）による品詞指定 

これまで品詞指定は品詞表にみられるように BNC で利用されているC5品詞セットのみを利用してい

ましたが、よりわかりやすく入力できるように辞書などで利用される略名による指定を代表的な品詞

について指定できるようにしました。 

  品詞名による指定 ワイルドカード指定 

名詞 noun N．* 

代名詞 pron PN．*|DT0 

形容詞一般 adj AJ．* 

副詞、副詞辞 adv  

接続詞 conj CJ．* 

前置詞 prep   

動詞 verb VB．|VD．|VH．|VV． 

動詞〔過去〕   V．D 

動詞〔-ing 形〕   V．G 

動詞〔原形不定詞〕   V．I 

動詞〔過去分詞〕   V．N 

動詞〔3 人称単数〕   V．Z 

 

※ V.* は動詞を全て指定できますが、さらに VM0（can や will などの法助動詞）も含まれてしまい

ますので、全ての動詞のみを指定する場合には "verb"または "VB．|VD．|VH．|VV．" を使います。 

▼ 品詞指定時のヒント 

品詞表の左側の大分類、特に「名詞」「動詞」(be 動詞、do 動詞などの第 2 分類なども含む）を指定を

した場合は検索語との組合せにご注意ください。 

 

例： test~(NN0|NN1|NN2) 

例のような指定をした場合、「基本形で検索」のチェックがない場合には test（名詞）の複数形 "tests" 

の用例は検索できませんので、複数形の用例も得たい場合には「基本形に検索」にチェックを 

いれます。 

一方で、入力した単語が基本形（辞書の見出し語相当の形）とは別の複数形や変化形をそのまま入力し

ている場合は、『基本形で検索』にチェックしてしまうと、検索できない場合がありますので注意が必

要です。 

例： tests~(NN2|VVZ)     ⇒  

 

 

特に、他の文書からフレーズをコピーしたものを検索語句にペーストした際は、多くの場合、変化形な

どをそのまま含んでいますので品詞を指定する際はご注意ください。 

一般的に変化形なども含め、用例を広く収集したい場合には、検索語(句)は見出し語化した単語（基本

形）に直して入力し、『基本形で検索』にチェックします。その上で品詞を指定する場合には "動詞" や 

"名詞" など指定範囲が大きくなるように品詞を選択します。 

入力した単語は「基本形」ではないので『基本形で検索』

にチェックしてしまうと、検索できません 
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■ 品詞指定を用いた詳細検索(BNC/Wordbanks Online のみ)  

検索の基本設定 「(6) 品詞を指定した検索」を拡張して、具体的な単語を指定せず単に品詞のみを指

定したフレーズも検索できるようになりました。また、品詞と同様に単語についても複数列記して OR

検索もご利用いただけます。 

※現在この機能は LECS(Web Corpus)では利用できません。LECS についても順次機能拡張を行う予定です。 

(1) 検索のシンタクス 

 検索語入力欄にスペースで区切られたユニット(文法的にはスロット)が１つの「単語」に対応します。 

詳細検索を指定する際には１ユニットが ~W(    ) など チルダ "~" と 半角の括弧 (  ) で構成され

ています。  

１ユニットの構成要素   ~[LWP](  )         *[LWP] はいずれか１文字指定 

               

チルダの直後につづく大文字 L,W,P(のいずれか１文字)はその後に続く括弧内の内容がどの属性をあ

らわしているかを示しています。 括弧内には ~W であれば表記形を、~L であれば基本形を入力しま

す。 それぞれ、~W(表記形)、~L(基本形) 、~P(品詞) となります。 
  １ユニットの記述の具体例 

i) 表記形の指定 ~W(apple) 

ii) 表記形と品詞の組合せ ~W(apple)~(N.*) 、又は ~W(apple)~P(N.*) 

iii) 基本形の指定 ~L(apple|orange) 

iv) 基本形と品詞の組合せ 
~L(center|centre)~(N.*) 、又は 

~L(center|centre)~P(N.*) 

v) 品詞の指定（一般動詞） ~P(VV.*)               (※ be, have , do は入らない) 

vi) 品詞の指定 (動詞全般) ~P(verb) 

 

表記形と基本形のそれぞれにはこれまでの品詞検索と同じシンタクスが使えます。 

具体的には ~W(apple|orange) は ~(apple|orange) と W やＬを省略することができます。 

表記形と基本形については L とＷを省略することができます。 

~(apple|orange)    （※ チルダ "~" は省略できません） 

 

その際は「基本形で検索する」にチェックがしてあれば ~L(apple|orange)と解釈されることなり、チ

ェックがなければ ~W(apple|orange)となります。また、「基本形で検索する」のチェックがない場合

（以後「表記形の検索モード」とします）で任意の単語のみ基本形にしたい場合は ~L(apple)とすれば

指定した単語のみ基本形を指定して検索することになります。 

 

ただし品詞のみで単語を指定する場合には ~P(NN1|NN2) 等と P を省略することはできません。 

また "|" を使わない場合は apple と単に指定すれば通常の検索語入力になります。 

これまでの検索語の単語の指定方法  apple pie は「表記形の検索モード」では ~W(apple) ~W(pie) 

と同じになります。「基本形の検索モード」では ~L(apple) ~L(pie)と同じになります。 

~L,~P,~W を入れたほうが誤って検索することがおこりにくくなりますので、慣れるまでは省略しな

い書き方をおすすめします。 
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(2) NOT 検索の指定について 

ＮＯＴ検索は、現在のところ品詞の指定時のみ有効になります。また、制約事項として、検索語

(句)の最初の単語を品詞のみ指定する、また"＊"の直後に品詞のみ指定する場合もＮＯＴを使用す

ることができません。 

検索例 

〇 ~W(book|input)~~P(V.*) on 

〇 ~W(round|bound) ~~P(prep) ~P(noun) 

× ~~P(V.*) 

× ~~W(pink|blue) colored ~P(N.*) 

× ~W(get|have) * ~~P(noun) 

(3) 検索例 

検索したい語(句)の例 検索語句入力欄 

形容詞＋examination ~P(AJ.*) examination 

品詞検索(一般動詞) ~P(VV.*) 

core + 名詞 core ~P(N.*) 

make it * to 不定詞 ~L(make) it * to ~P(VVI) 

find/give を使った二重目的語構文 ~L(find|give) ~P(PN.*|DT0) ~P(AT0) ~P(N.*) 
  

※ 『基本形で検索』のチェックはいずれもなしの場合 
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「サブコーパス」の設定 

BNCのサブコーパスは、総計で 18種類に分割されています。話し言葉は、自由会話（Demographic）と

討論や講演の類（Context-governed）に大別され、後者は 4ジャンルに分割されます。さらに、話し言

葉は、複数の話者による対話（Dialogue）と独白（Monologue）という話者の人数によっても分割され

ます。書き言葉は、9ジャンルに分割されます。 

 下図の「サブコーパス画面」から、18サブコーパスを任意の組み合わせや分類名で指定することがで

きます。希望するサブコーパスの分類名やチェックボックスを直接選んで選択します。下図は、初期の

設定で全てが選ばれている状態を示しています。検索対象にしたいサブコーパス名を押すと、他のサブ

コーパスの指定が解除されます。 

すでに選択されているサブコーパス名を解除しないで、さらにサブコーパスを追加したい場合にはチェ

ックボックスを押します。（サブコーパス名をクリックすると、他のサブコーパスの指定が解除されま

すのでご注意ください） 

 上部にある「全てを解除」を押すと一旦全てサブコーパスの指定が解除されますから、次いで希望す

るサブコーパスを選んで指定することもできます。指定が終了したら、必ず右上の「設定を保存する」

ボタンを押します。指定した情報がサーバーに送られ「サブコーパス画面」を自動的に閉じます。 指

定したサブコーパスの語数と比率は、下段に表示されます。 
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(1) ｢書き言葉」を指定する 

全てが指定されている初期状態から「Written」を押すと、その他の指定が解除され、「Written」だけが

残ります。この状態で「設定を保存する」を押すと話し言葉だけが指定されます。  

 

 

(2) ｢選択を反転」 

選択しているサブコーパスの補集合を調べたい場合には、上部にある「選択を反転」を押して、右上の

「設定を保存する」ボタンを押します。 
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5 KWIC画面（語(句)検索の結果表示画面） 

語（句）検索の結果は、デフォルトでは下の図のように KWIC 表示で示されます。このほかに、サブ

コーパス別の出現回数を視覚的にグラフで表す機能があります。（グラフ表示機能については「8 分布

グラフ」を参照してください） 

 

 

■検索結果の数値の見方 

 

 

(1) ｢総件数｣ 

BNCに含まれる件数を表します。括弧内の数字は、100 万語あたりの件数に換算した値です。Spoken と

Written の件数を比較する場合などは、この換算値を使って比較します。 
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(2) ｢採用｣ 

画面表示のためにサーバーが検索した KWIC行の総数を表します。総件数のほうが大きい場合は、

採用した件数は、後で説明する｢初期設定｣の｢検索結果上限｣に等しく、それ以下の場合は、総件

数と同じです。 

数字は、「現在のページ／総ページ」を示しています。 < をクリックすると前のページに戻ります。 

> をクリックすると、次のページに進みます。 

Enterキー、実行キーを押すと、指定したページへジャンプします。 

 

■KWIC 画面から原文を表示する 

青色に表示されている KWIC の各行の検索語をクリックすると、別の画面が開き、前後の文脈をより広

い範囲にわたって読むことができます。検索語は赤の太字になります。また、書誌情報が上段に表示さ

れますので、出典を確認できます。 
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■Spoken コーパスの原文表示に際しての話者情報と発話属性 

原文表示の際に、参照元が BNC Spoken コーパスの場合は、ページ右上に『発話属性表示』ボタンが

表示されます。これをクリックして『ON』にすると、原テキストにマークアップされた発話に関する

様々な情報が表示されます。 

 

BNC Spoken コーパスの会話文には、どこからどこまでを誰が話しているかを示す情報や、各話し手

の年齢、性別、職業等の情報や発話のニュアンスなどの付帯情報が SGML または XML によって付与

されています。このメタ情報は省略された記号や約束事が非常に多く、SGML や XML のマークアッ

プタグの約束事に慣れていないと直感的に理解しにくい点が多々あります。 

SCN では省略されている約束事をなるべく理解しやすい状態に復元し、話者情報などもその都度参照

できるように工夫しました。もちろんオリジナルデータの情報は保持されていますので基本的には

BNC のサイトにある以下の情報に関するものが表示されています。 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/URG.xml?ID=cdifsp 

(1)話者情報と発話属性 

 

 

ON にするとブルーの表示部分の発話属性が表示されます 

発話者を示すシルエットイメージ 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/URG.xml?ID=cdifsp
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表示されている原文が複数人からなる会話の場合は、左側に発話者を示すシルエットイメージが表示

されます。「発話属性表示」ボタンを ON にすると、各々の発話内容に関する詳細状況が発話属性と

して≪≫内に青色で表示されます。 

 

発話者のシルエットイメージは、 (男性)、 (女性)、 (性別・年齢は不明ではあるが一部の話者情

報は開示されている)、 ?(詳細不明者)の４パターンあり、特定の話者を示す場合には各々にアルファ

ベット記号を付けて区別しています。詳細不明者ではあるが別の話者と区別できる場合には、？の横

に数字が入ります。 

 

アルファベットが付いている話者については、シルエットイメージをクリックすると、たとえば以下

のように、さらに詳しい話者情報が表示されます（再クリックで非表示になります）。 

 

＊ Speaker ID は BNC の原テキストについているもので、PS000、PSUNK、PS001 で終わる ID は、

話者を識別できない場合に使用されていますが、SCN では、このような話者の場合は ?(詳細不明)と

しています。 
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 (2)発話属性 

発話属性は大別すると次の８タイプになります。 

 

i) 発話の特質：ささやき声、笑い声など、発話状況がよくわかる音声上の特色。 

  例：<vocal desc=whistling>, <vocal desc=laugh> 

 

ii) 非言語的な発話：咳、ハミング、舌打ちなど。 

 例：<vocal desc=humming>, <vocal desc=cough>, <vocal desc=tut> 

 

iii) 非言語的なイベント：手をたたく、机をたたく、喝采、電話のベルがなるなど。 

  例：<event desc=clapping>, <event desc=loud crash>, <event desc=clock chiming> 

 

iv) 重要な沈黙（休止、無言）：発話中または発話間の通常よりも長い沈黙。５秒以上になる場合には

おおよその秒数が dur=...の形で示されています(dur=duration)。 

 例 <pause dur=10> 

 

v) 文字起こしができなかった箇所：さまざまな理由で、聴きとれなかったり理解できなかった箇所。 

 例：<unclear> 

 

vi) 該当する発話に不明瞭な部分があり、転記するにあたって不完全な部分があること、また書き起こ

す人が推測して補ったりした箇所。 

 例：<trunc> ..... </trunc> 

 

vii) オーバーラップ：複数の発話者が並行して発話をしていたり、発話の途中で別の人が割り込んで

発話しているような場合には <ptr ..>で別話者の発話開始の挿入ポイントを示しています。 

    例： A 《ptr target=FYGLC00B》It's not far. 《ptr target=FYGLC00C》 

A         B 《ptr target=FYGLC00B》What 《ptr target=FYGLC00C》what job did your husband have? 

 

 上記の例は話者２名がほぼ同時のタイミングで発話し、発話が入り組んでいる状況を示しています。 

 A          It's not far. 

B   What  ..         what job did your husband have? 

 

viii) 個人情報などを伏せるために削除した部分： 

 例：<gap reason=anonymization desc="last or full name"> 

 

※各項目の詳細については以下の BNC サイトもあわせてご参照ください 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/URG.xml?ID=codes#shiftcodes 

  

http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/URG.xml?ID=codes#shiftcodes
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(3)原テキスト(BNC SGML version)との対応 

 

 

以下は、上記原文表示の赤色太字 "take off" を含む会話までと、BNC ver.2 SGML 版の原テキストと

の対応を示したものです。 

  

 

 

<u who=PS2ST> 

<s n="96"><w AV0>Well <w DT0>this <w VVZ>looks <w AJ0>fine <w NP0>Alan<c PUN>, <w 

AVQ>how <w PRP>about <w AT0>the <w NN1>summary<c PUN>? 

</u> 

<u who=PS2SU> 

<s n="97"><ptr target=HE6LC00M><w AV0>Well <unclear> <ptr target=HE6LC00N></u> 

<u who=PS2SP> 

<s n="98"><ptr target=HE6LC00M><w AT0>The <w AJ0>new <w NN1>survey <w PRP>for <ptr 

target=HE6LC00N><w NN1>travel <w NN1>group <w ZZ0>O <w ZZ0>A <w ZZ0>G <w PRP>on 

<w DTQ>what <w NN1>business <w NN2>passengers <w VVB>want<c PUN>. 

<s n="99"><w CJS>Whilst <w PNP>they <w AV0>only <w VVB>fill <w AT0>a <w ORD>tenth <w 

PRF>of <w NN2>seats <w PNP>they <w VVB>bring <w AVP>in <w AV0>a_lot <w DT0>more <w 

<u who=.????>.... </u>）のタグで囲まれた範囲が who=... の発話内容であることを

示しています(u=utterance)。 

別の話者からの割込み 
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NN1>income<c PUN>, <w PRP>in <w NN1>Virgin<w POS>'s <w NN1>case <w AV0>almost <w 

DT0>half<c PUN>. 

<s n="100"><w NP0>Ian <gap reason=anonymization desc="last or full name"><c PUN>, <w 

AV0>formerly <w AJ0-NN1>Virgin <w NP0>Atlantic<w POS>'s <w NN1>marketing <w 

NN1>manager<c PUN>, <w VVZ>says <w NN1>business <w NN2>passengers <w VDB>do <w 

NN1>value <w AJ0>good <w NN1>service<c PUN>, <w CJC>but <w AV0>increasingly <w VVB-

NN1>cost <w NN2>matters <w AV0>too<c PUN>. 

</u> 

<u who=PS2SV> 

<s n="101"><w PNP>We <w VVD>discovered <w CJT>that <w AT0>the <w NN1>significance <w 

PRF>of <w NN1>value <w PRP>for <w NN1>money <w VBZ>is <w VVG>creeping <w AVP-

PRP>up <w AT0>the <w NN1>scale<c PUN>, <w AV0>particularly <w PRP>for <w AT0>the <w 

AJ0>corporate <w NN1>buyer<c PUN>, <w AT0>the <w NN1>person <w PRP>in <w AT0>a <w 

NN1>company <w CJT-DT0>that<w VBZ>'s <w PRP>in_charge_of <w VVG>buying <w NN1-

VVB>travel <w NN2>services<c PUN>. 

<s n="102"><w PNP>They <w VBB>are <w VVG>becoming <w AV0>increasingly <w AV0>more 

<w AJ0>important <w CJS>as <w PNP>they <w VVB>want <w TO0>to <w UNC>er <w CJC>and 

<w VVB>try <w TO0>to <w VVI>impose <w NN1>policy <w PRP>on <w NN2>travellers<c PUN>, 

<w CJC>and <w AV0>therefore <w NN1-VVB>price <w VBZ>is <w VVG>becoming <w DT0>much 

<w DT0>more <w PRF>of <w AT0>an <w NN1>issue <w PRP>with <w PNP>them<c PUN>. 

</u> 

<u who=PS2SP> 

<s n="103"><w DT0>This <w NN1>man <w VBZ>is <w AT0>a <w AJ0>corporate <w NN1>travel 

<w NN1>buyer<c PUN>, <w AT0>the <w NN1>sort <w PRF>of <w NN1>customer <w DT0-

CJT>that <w NN1>Virgin <w NP0>Atlantic <w DT0>most <w NN2>needs<c PUN>. 

<s n="104"><w DPS>His <w NN1>name <w NP0>Charles <gap reason=anonymization desc="last 

or full name"><c PUN>, <w DPS>his <w NN1>job <w NN1>director <w PRF>of <w AT0>the <w 

NN1>city <w NN1>bank <w NP0>Merrel-Lynch<c PUN>, <w DPS>his <w NN1>task <w TO0>to 

<w VVI>decide <w DTQ>which <w NN1>airline <w NN0>staff <w AV0>here <w VM0>can <w 

VVI>fly<c PUN>, <w DPS>his <w AJ0>annual <w NN1>budget <w PRP>for <w DT0>this <w 

VBZ>is <w CRD>six <w CRD>million <w NN2>pounds<c PUN>. 

</u> 

<u who=PS000> 

<s n="105"><event desc="Engine starting"> <w AV0-AJ0>Okay <w VVB-NN1>pilot<c PUN>, <w 

AJ0>ready <w PRP>for <w VVB>take <w AVP>off<c PUN>. <event desc=music> 

</u> 

 

  

C の ID（２つ前の発話 ID と同じなので同一人物による発話） 

匿名化：個人名を削除 

非言語的なイベント：エンジン音、音楽 
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■KWIC 画面の表示変更 

 

 

(1) ｢初期設定」 

KWIC表示画面右上にある「初期設定」をクリックすると「検索結果の上限」と「KWICの 1 ページ行

数」を指定することができます。下の画面は、その設定画面です。デフォルトでは、検索結果の上限

3000件、１ページの行数 25 行となっています。 

｢検索結果上限｣は、ヒット数のうち何件の KWICデータをサーバーからあなたの PC に送るかを決める数

です。例えば、BNC に動詞の haveの総件数は、百万件以上です。この全ての用例を表示することは、

実際上不可能であり、また意味がありません。逆に少なければ、検索結果の信頼性を損ねる場合があり

ます。できるだけ多くの検索結果を表示したい場合には、｢検索結果上限｣を大きな値にします。しか

し、その分、サーバー側での処理に時間がかかります。サーバー側の処理が終わってから、最初のペー

ジが表示されますから、この値を大きく設定すると、最初の画面が表示されるまでの時間が長くなりま

す。もし、処理を速くしたい場合は、｢検索結果上限｣を小さな値にします。 

｢検索結果上限｣をたとえ小さく設定しても、検索結果は BNC全体からランダムに選ばれますから、片寄

った結果にはなりません。｢検索結果上限｣は、通常は読んでも苦にならない程度の行数に設定すれば、

必要にして十分です。 
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(2) ｢表示変更｣ 

「ソート・表示変更」をクリックすると、下のようなウィンドウが開きます。 

「結果表示」「属性表示」を使い検索結果の表示を変更します。 

 

(3) ｢結果表示｣ 

「結果表示」の初期設定は「KWIC表示」になっています。その右にある⋁の印をクリックすると、次の

ようなプルダウンメニューが現れますので、ここから表示方法を選び、「この条件で再表示する」ボタ

ンをクリックします。 

 

初期設定は、通常の「KWIC表示」で、長さが異なる前後の文脈を 1行に収めるために、文の途中で切

って長さを揃えた形式になっています。1行の幅は 120 文字です。 

｢1 文 KWIC 表示｣を選ぶと、図のように文の冒頭や最後で切ることをせずに 1文全体を表示します。左

右幅に収まらない文は複数行で表示されます。  
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｢1 文表示｣を選ぶと、図のように検索語を画面の中心に揃えた KWIC表示ではなく、文の冒頭を揃えた 1

文全体が表示されます。この場合でも検索語の場所がわかるように太字で表示します。 

 

(4) ｢属性表示｣ 

｢属性表示｣から｢品詞｣を選ぶと、地の文に品詞コードを振った表示になります。  
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■KWIC 画面のソート機能 

(1) ソートの設定 

KWICの行ソートを指定するときに使います。｢この条件で再表示する｣を押すと設定した条件が有効に

なり、画面が閉じます。コロケーションや単語情報など別の検索モードに変更しない限り設定は保持さ

れます。 

 

(2) ｢指定なし｣ 

KWICの行をソートしません。図は、ソートの設定が｢なし｣で、"ask"を基本形で引いた例です。検索語

の左右の語は揃っていません。  

 

 

 

 

(3) ｢左ソート｣ 

     



 37 

KWICの行を、検索語の左側の語でソートします。ソートキーは、検索語の左隣の語から順に前方に向

けて自動的に設定されます。検索語の直前の語句で KWIC 行を揃えたい場合に使用します。図は、ソー

トの設定を｢左ソート｣にしてから、"ask"を基本形で引いた例の冒頭です。 検索語の左隣に単語がない

例がならびます。 

 

以下の例のように５ページ目から検索語の左側に単語がある文が参照できますが、左隣の列がソートさ

れています。左隣に同じ単語がくる場合はさらにその左隣の単語をソートしています。 

 

 

(4) ｢右ソート｣ 

KWICの行を検索語の右側の語でソートします。ソートキーは、検索語の右隣の単語から順に後方に自

動的に設定されます。検索語の直後の語句で KWIC行を揃えたい場合に使用します。  

(5) ｢中心語を含む右ソート｣、「中心語を含む左ソート」 

中心語を含む左ソートまたは右ソートを行いたい場合にこれを使います。「中心語」という呼称は必ず

しも正確な表現ではありませんが、検索語がフレーズの場合は１番目の単語を中心（詳細ソートでの

「０」に相当します）にしてこの語も含めてソートするという意味で便宜的に使っています。基本形で

検索した場合に検索語の語形ごとに比較したい場合などに利用できます。 
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(6) ｢ソート詳細｣ 

｢ソート詳細｣では、ソートキーの場所と優先度を自由に設定できます。 

｢詳細設定｣を選んで、ソートを優先する順にソートキーを設定します。図は、プルダウンメニューを開

いて第 1 キーを指定しているところです。「ソート詳細」の優先度を変更すると、自動的にソート設定

が「詳細ソート」に変更になります。 

 

 

 

 

 

例えば、検索語の右隣でソートして揃った行をさらに左隣でソートしたい場合には、（1,‐1）の順に

指定します。図は、直後の"for"で揃えて、次に検索語の直前で揃えた結果になっています。  

 

 

 

 

 

逆に（‐1,1）の順で指定すると、検索語の左でソートして揃った行を、さらに検索語の右隣 
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逆に（‐1,1）の順で指定すると、検索語の左でソートして揃った行を、さらに検索語の右隣でソート

することになります。下図は直前の"be"で揃えて、次いで直後で揃えた結果になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※(3)左ソート,(4)右ソート,(5)中心語を含む右ソート、中心語を含む左ソートはソート詳細では以下の

ように設定して再検索した場合と同じになります。 

  第１優先キー 第２優先 第３優先 第４優先 第５優先 

(3) 左ソート -1 -2 -3 -4 -5 

(4) 右ソート 1 2 3 4 5 

(5) 中心語を含む左ソート 0 -1 -2 -3 -4 

   中心語を含む右ソート 0 1 2 3 4 

 

検索語と検索結果の位置を示す詳細検索の数値の対応関係 

検索語(フレーズ）の例 make * up with    

 

検索結果の各単語位置 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

検索結果（例） you own a machine make it up with help 

  , they should sensibly make up with their ex-enemy 
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(7) ｢ソートキー｣の設定 

 

初期設定では、ソートの対象となる文字列は、実際に文に現われる語（表記形）になっています。コー

パスのデータは、実際にはサーバー上では、表記形以外に品詞コードと基本形の 3 つ組みで取り扱って

います。このことを利用して、ソートの対象となる文字列を変更すると、さらに詳細なソートを行うこ

とができます。 

例えば、"agree to"で検索した結果には、to不定詞と to が前置詞の例が混在しています。ソートキー

に｢品詞｣を加えると、"to|TO0"（不定用法）と"to|PRP"（前置詞）が、文字列として区別されます。1

の位置でソートすると、まず"to|PRP"が揃い、その後に"to|TO0"が揃います。切れ目の確認を簡単にす

るために、さらに"to"の右を 2番目のキーにしておきます。図は、そのような仕様でソートキーの設定

とソートの優先順位の設定を行い、検索した結果です。"agree to Zhu's elevation"で前置詞の用例が

終了し、次の行”take in this”から不定法の用例が始まっていることがわかります。  

なお、連語や*を使用した検索では、検索語全体が、青文字になりますが、キーの順番は、最も左の語

が 0で、右隣が 1になり、あくまでも単語の切れ目で数えます。 

 

 

 

 

 

(8) ｢大文字/小文字を区別｣ 

大文字と小文字を区別してソートします。検索は大文字と小文字を区別しませんが、この場合は、

ASCII のコード順にソートしますので、記号類、数字、大文字、小文字の順に並びます。従って、検索

後に小文字と大文字を KWIC 画面上で分けることができます。  
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6 KWIC画面のダウンロード 

 

KWIC画面上部にある「ダウンロード」をクリックすると、画面に表示されたデータを CSV 形式でダウ

ンロードすることができます。中心語の左右の文脈は、個別のフィールドが割当てられます。ただし

｢表示変更｣で｢1 文表示｣が選ばれている場合には、中心語で分割されずに 1 文 1行の形式となります。

もし、CSVのファイルタイプが MS Excel と関連付けられている場合には、MS Excel を起動することも

できます。  

 

7 「クラスター」検索 

 

 

｢クラスター｣は、検索後の KWIC の全行にわたり、行の特定の範囲を調べて、そこに同じ形で登場する

語句を集計する機能です。この機能を使いこなすと、頻度の高い語句や表現を簡単にリストアップする

ことができます。｢この条件で語（句）集計を表示する｣を押すと設定画面が閉じてから処理が始まり、

集計結果は別の画面に表示されます。  

＜注意＞ 語句の集計は、BNC 全体ではなくて、検索結果の KWIC の全行に対する処理です。基本語彙

について精度を確保するには、｢表示設定｣の｢検索結果上限｣を 10,000件程度にしてください。 
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■ ｢集計範囲｣  

KWICの各行のどの部分の語句を集計するかを指定します。集計の範囲は、始点と終点で指定します。指定の

方法は、中心語を 0 の位置として、そこから数えて前方方向は、－符号付きの数字で、後方は＋符号付きの

数字で、語の位置を表します。例えば、中心語を挟んで、前後の 2 語を含む計 3 語で集計する場合は、｢-1

～+1｣となります。また、中心語の後方 3 語を集計する場合は、｢+1～+3｣となります。 

特定の場所の一語だけを集計したい場合は、｢-2～-2｣のように始点と終点を同じにします。一般的に、集計

の範囲の長さを長くすると、異なり数が増えて、１件あたりの頻度が減り、特徴のある集計結果とはなりま

せんから、段階的に長くしてください。また、同じ長さでも始点と終点を変えると、結果は当然異なります。  

"give up"が取る目的語の頻度リストを得る課題をどのように解決するかを、以下に示します。 

まず、目的語を 2 語のフレーズで調べたい場合には、図のように｢集計範囲｣を+2～+3 に設定します。+2～

+3 の設定は、"give(0) up(+1) A(+2) B(+3)"（括弧内は語の位置）を意味し、"A B"の位置に出現する連語

を集計することになります。  

 

｢この条件で語（句）集計を表示する｣

ボタンを押すと、この画面が消えて集

計が始まり、次の図のように結果が表

示されます。語句の長さがすべて２語

になっています。 
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■ ｢１単語で集計する｣  

指定した範囲について、その長さで集計するのではなく、単にその範囲に含まれる単語１語で集計した

い場合には、下段の｢１単語で集計｣をチェックします。さらに、その中から特定の品詞を除外したい場

合、あるいは、特定の品詞だけを残したい場合には、品詞コードで指定することができます。品詞は品

詞一覧から複数を指定できます。  

例えば、次の図は、"help"の検索結果から、+1～+3の範囲に登場する名詞を集計して、頻度順に基本

形で表示させる例です。 
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■ ｢品 詞」 

品詞を指定するには、青字の「品詞」を押して品詞の一覧リストを出します。指定したい品詞を選んで

「検索条件に追加する」クリックすると、その品詞コードがセットされます。 品詞は OR条件でいくつ

でも同時指定することができます。 

 

 

 

(1) 品詞一覧表の見方と利用方法 

品詞分類は上下関係を持ちます。一覧表では、一番左が親で右に向って子供に細分されます。この性質

を利用すると、最下位分類だけでなく、上位や途中の分類を利用して一度に複数の品詞を指定すること

ができます。例えば、｢名詞｣を選ぶと、一度に｢普通名詞｣と｢固有名詞｣を含んだ指定となりますし、

｢普通名詞｣を選ぶと、｢固有名詞｣は除外した単数、複数の名詞を全て指定したことになります。 
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(2) 異なる品詞を複数指定する方法 

すでに｢名詞｣を指定した後で、さらに｢形容詞一般｣を指定する場合は、単純に順次、希望の品詞をクリ

ックすれば、OR 条件として重ねることができます。OR条件は、半角の垂直線"|"が自動的に挿入されま

す。 

■ ｢頻度｣ 、「集計キー」、「ソート」 

 

 

 

 

 

 

 

■  ｢ダウンロード｣  

 

クラスター検索の集計結果は、集計条件をヘッダーにした CSV 形式でダウンロードすることができま

す。  
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8 「分布グラフ」 

「語(句)検索」の結果を、KWIC 表示だけでなく、グラフ表示で視覚的に表すことができます。 

 

 

 

KWIC 画面上部にある「分布グラフ」は、初期設定で OFF になっています。ON の部分をクリックす

ると、ON が反転表示され、 

 

KWIC 画面の下にグラフが表示されます。下の図は、BNC 全体で reciprocate を基本形で検索した

後、「分布グラフ」を ON にして表示したものです。 
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100 万分の 1 あたりの出現件数に換算したサブコーパスごとの頻度が、棒グラフと円グラフで表示され

ます。棒グラフは出現頻度で、円グラフは出現率で表示してあります。（棒グラフのサブコーパス名

は、数が多くて表示しきれないときは、間引いて表示されていることがあります） 

 

棒グラフは棒の部分に、円グラフは扇形の部分にカーソルを当てると、サブコーパス名と頻度、または

出現％が表示されます。 
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9 ｢コロケーション｣ 

 

｢コロケーション｣検索をしたい場合は、検索画面の「語(句)検索」、「コロケーション」、「単語情

報」の 3 つのタブのうちから｢コロケーション｣をクリックします。 

｢コロケーション｣検索は、ある語が文中でどの語と共に使用されているかについて、その語の前後 5語

の範囲にわたって頻度などを調べた表を表示します。表の中心に調べたい語が位置するので、中心語と

呼び、前後に現われる語を共起語と呼びます。  

■ 中心語の指定 

入力エリアに調べたい共起関係の中心となる語を 1語だけ入力します。中心語は、検索結果となる共起

表の中心にレイアウトされます。｢検索｣ボタンを押すと検索が開始します。使用できる文字種は、アル

ファベットと数字だけで、大文字と小文字は区別されません。記号は使用できません。  

<注意> ｢共起｣の検索語に、連語は指定できませんから、複合語や句動詞など 2語以上で 1語として扱

いたい語の共起を調べることはできません。 

 

(1) ｢基本形で検索｣ 

語形変化をすべて含んで検索する場合に選びます。共起する語も全て基本形で集計されます。 

 

(2) 中心語、共起語の品詞設定 

両方の「品詞コード入力」エリアの左側にある、「中心語の品詞」、「共起語の品詞」をクリックする

と、「品詞一覧」が表示されます。指定したい品詞を選んでクリックすると、その品詞コードが自動的

に「品詞コード入力」エリアに入力されます。詳細は「7 「クラスター」検索」の「品詞」を参照して

ください。 

■ 共起語の設定 

共起語の表示は、設定を何も行わない場合、全ての品詞にわたって、共起頻度の多い順にソートしたリ

ストとなります。中心語にどのような語を指定しても、大抵の場合、絶対的に頻度が高い冠詞や代名詞
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などが共起表の上位を常時占める結果となります。特定の品詞について調べたい場合に、これでは非

常に不自由ですから、表示させたい品詞を指定できます。  

また、共起語のソート方法は、単純な共起頻度以外に、3 種類の統計量を用意しており、適時切り替え

ることができます。  

品詞の指定と、ソート方法の指定は、完全に独立しており、任意に組合せることができます。  

以下に説明する共起語の設定を適切に行わないと、本来リストアップできる共起語を見落とすことに

なりますので、品詞の指定とソート方法については、十分な理解の上でご活用ください。  

<注意> 共起頻度とは、語 A と語 Bが同じ文中で近傍に出現した回数です。初期設定は前後 3語の範囲

を個別に集計しています。詳しくは｢共起表の見方｣を参照してください。  

■ ｢共起語のソート｣ 

共起語のリストをどの統計量にしたがってソートするかを選びます。初期設定は、共起頻度の絶対値の

大きい順位です。 

 

(1) ｢T スコア｣ 

T スコアは、統計の手法として知られる T 検定を応用したものです。Tスコアでは帰無仮説として、ラ

ンダムな語の並びにおける共起確率が使用されています。したがって、T スコアが十分に高い場合は、

偶然の共起ではないという判断が可能です。 

(2) ｢LogLog スコア｣ 

M.I.の結果に、共起頻度の対数を乗じた値です。実際の共起頻度が値に反映されるので、後述の M.I.

の欠点が解消されています。一般的には、名詞句の慣用的な表現を調べる場合などに、重宝します。  

(3) ｢M.I.スコア｣ 

｢M.I.｣は、Mutual Informationの略表記で、｢相互情報量｣と訳されます。M.I.は、共起頻度の確率

を、2 語の単独頻度の確率の積で割って対数化したものです。この値から 2 語がどれだけ独占的に共起

しているかの程度を知ることができます。 
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単独の頻度に対して共起頻度が高ければ、M.I.の値は高くなります。ただし、共起頻度が極端に小さい

場合で、かつ単独頻度も十分に小さい場合に、値が大きくなり過ぎることがありますから、上位にラン

クされた共起語の頻度には、必ず注意してください。 

 

■ ｢共起表｣の見方 

 

共起表の列は、検索語を中心にした前後 3 語の範囲と、さらにその外側に前後の範囲のデータをマージ

した計 9 列から構成されます。 

行は、その位置での共起語のリストです。行は、統計量の多い順にソートされます。統計量は、共起頻

度以外に、T スコア、M.Iスコア、LogLog スコアの計 4種類があります。  

共起表は、各列ごとに集計した結果ですから、列と列の間にどのような統語的な関係があるかを知るこ

とはできません。つまり、隣り合った列の、リストの 1 位に来ている 2語が、連語としてやはり 1位と

なるかどうかについて、共起表から知ることはできません。あくまでも、中心語と各列の 2語の共起関

係を調べた結果です。  
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(1) 出現頻度 

共起語の横、および中心語の下に表示されるのは、その語の BNC中の総頻度数です。 

   

共起語の統計値は、共起語の右に表示されます。共起頻度でソートした場合は、共起頻度だけが表示さ

れます。他の統計量でソートした場合には、その値に続けて（  ）内に共起頻度も表示されます。特に

M.I.でソートしたときには、上位の共起頻度に注意してください。 

下図は、M.I.でソートした例です。なお、各列で共起頻度 2以下は、集計していません。 

 

(2) ｢-3～-1｣と｢+1～+3｣の見方と集計方法 

検索語に対して、知りたい共起語の位置が不定の場合があります。例えば、"want"の目的語に相当する

語としてどのような名詞が共起しているかを概観したい場合には、｢+1～+3｣の列を見ます。ただし、す

べての例が、wantの目的語とは限りませんので、実際の例文で必ず確認してください。  

｢-1～-3｣および｢+1～+3｣の値は、それぞれ、-1、-2、-3（または+1、+2、+3）の各列に出現した同じ語

について、その共起頻度を合算した共起頻度、およびそれに基づいて他の統計量を計算しています。 
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(3) 共起表最上段の数値表示について 

 

■ 表示設定 

検索画面上部にある「初期設定」をクリックして、共起表の表示設定を行うことができます。 

 

設定できるのは、「検索結果上限」（初期設定は 100 行）と「１ページ行数」（初期設定は 25 行）です。

入力したあとに「設定を保存する」ボタンを押してください。 

 

■ KWIC 画面表示 

共起表の共起語をクリックすると、実際の用例を KWIC 画面に表示することができます。このときにサー

バーから検索する上限数を設定します。初期設定は 3000 行です。なお、最大は 2 万行です。KWIC 画面の

見方や表示の設定方法などは、「6 KWIC 画面」をご覧ください。 

■ ｢ダウンロード｣ 

共起表を CSV形式でダウンロードします。CSV のファイルタイプが MS Excel に関連付けられている場

合には、MS Excel で開くこともできます。「6 KWIC画面」をご覧ください。 
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10 ｢単語情報｣ 

｢単語情報｣は、検索語を入れると、BNC中での品詞別の頻度表を表示します。調べたい語の品詞が不明

の場合にも利用できます。 

 

図は、"forget"を基本形で検索した例です。品詞コードの意味は、品詞一覧から調べてください。  

 

■ 検索条件 

検索したい語は、「完全一致」「前方一致」「後方一致」「部分一致」の４つの検索方法で検索するこ

とができます。 
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■ KWIC 表示と原文表示 

検索結果の一覧のうち、数字や品詞が青字になっています。これらをクリックすると KWICが表示され

ます。KWICの中心語をクリックすると原文が表示されます。また、KWIC情報をダウンロードすること

もできます。これらの機能や表示設定などについても、「語(句)検索」、「コロケーション」における

KWICの機能、表示設定と同様ですので、参照してください。 
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11 LECS(Large-size English Corpus on SCN ,旧名称 WEBコーパス) 

 

LECS(WEB コーパス)を検索するには、「語(句)検索」画面の入力エリアの「BNC」の右にある∨の印

をクリックし、プルダウンメニューから「LECS」を選びます。LECS は、現在「語(句)検索」機能だ

けがご利用になれます。 

 

 

 

 

そのあとの検索方法や、検索画面は、基本的には BNC と同じですが、以下の点にご留意ください。 

 

◇語(句)検索 ---- BNC と検索画面、検索方法、表示設定は同一です。「4 語(句)検索」をご参照くださ

い。 

◇コロケーション ---- 利用できません。「コロケーション」のタブを選んだ場合、自動的に BNC のコ

ロケーション画面になります。 

◇単語情報 ----利用できません。「単語情報」のタブを選んだ場合、自動的に BNC の単語情報画面にな

ります。 
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■サブコーパスについて 

デフォルトで LECS(WEB コーパス)を選択

すると、LECS、BNC、PERC コーパス

（1700 万語の科学技術コーパス）をすべて

まとめて検索します。もし LECS だけを検

索したいときは、サブコーパス画面から、

BNC、PERC コーパスの選択チェックを外

します。 
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■ 語(句)検索機能と「分布グラフ」表示 

語(句)検索の結果を「分布グラフ」で表す機能は BNC と同一です（「9「分布グラフ」」参照）が、棒グ

ラフ、円グラフに出現比率で表されるサブコーパスは、BNC Written と BNC Spoken が別々に含まれ

ていることにご注意ください。

 

■ 原文表示 

小学館コーパスネットワークでは、著作権法の規定により、LECS(WEB コーパス)の原文を表示するこ

とはしておりません。KWIC の中心語をクリックすると、次のようなウィンドウが開き、原文を表示

する代わりに、該当の英文が含まれるウェブページの URL が表示されます。クリックしてウェブペー

ジを開き、原文をご確認ください。なお、この URL はコーパス作成時点のもので、リンクが切れてい

たり、内容が変更になっていたりして、原文を確認できないこ可能性があります。あらかじめご了解く

ださい。 
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12 ｢ログアウト｣ 

 

ブラウザーからの検索を一旦終了される場合は、必ず以下のやり方で「ログアウト」を行ってください。  

 

■ログアウトの方法  

正しいログアウトの方法を説明します。  

使用後はブラウザーの「ファイル」メニューにある「閉じる」やウィンドウ外枠の右上隅の「×」でブラ

ウザーを終了させないでください。図に示すように、検索画面の右上にある「ログアウト」ボタンを押し

て終了してください。  

 

 

■「ログアウト」ボタンを押さずに、ブラウザーを閉じた場合に起こること  

ブラウザーの「×」などで終了した場合は、サーバー側ではまだログインしたままの状態であると判断し

ています。しかし、そのまま 30 分が経過しますと、サーバー側で自動的にログアウトします。これを「タ

イムアウト」と呼びます。  

もしタイムアウトの前に別のマシンや同じマシンからログインすると、「利用できるアクセス数を超えて

います」とアクセス数がご契約の ID数をこえている警告が出てログインできません。これは、不正使用

を避ける機構が正常に働いているためです。  
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■なんらかの障害で正常にログアウトできなかった場合に起こること  

回線が切れたり、マシンやブラウザーが異常終了した場合も、上記と同じで正常にログアウトしていない

ため 、タイムアウトの前には、別のマシンからはログインできません。異常終了によりクッキーのデータ

が壊れてしまった場合には、タイムアウトの前でも同じマシンからログインできないことがあります。こ

の場合も、サーバー側でログアウトするまでの約 30分程度、大変恐縮ですがお待ちください。  
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