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コーパスの説明
コーパスの説明
COCA (CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH)とは？


Brigham Young University の Mark Davies 氏によって作られたインターフェイス



1990~2009 年までの各年 2000 万語、計 4 億語のアメリカ英語を収録



現在も更新中であるため、最近の言語変化を研究するのに最適



BNC の 4 倍の大きさがある



spoken , fiction , popular magazines , newspapers , academic journals の 5 ジャンルから各年、同じ分
量を収録。1 ジャンル当たり約 4000 万語。



詳細リストをダウンロードできる




http://www.americancorpus.org/help/COCASources_2009_08_21.zip

各ジャンルは更に詳細に分かれており、特定分野に絞って検索することも可能。
例：spoken ジャンルの中から ABC と CNN と FOX のみを採用
例：fiction ジャンルの中から MOVIE のみを採用
例：magazine ジャンルの中から MEDICINE のみを採用



複雑な分析が容易に出来る。例えば、以下のようなこと。詳しくは（注３）
COCA は以下のサイト上で、誰でも使用することができる。
（無料）


http://www.americancorpus.org/

10 数回検索すると登録が求められるので、すること。
メールアドレスとパスワードで使用すれば、時間制限はなくなる。
※このコーパスに関する詳しい情報は、全てここに記載されている。


http://davies-linguistics.byu.edu/personal/

※また、他の巨大コーパスについてはこちらを参照。


http://corpus.byuedu/

（同様の方法で、1923～2006 の TIME 誌を集めた約 1 億語のコーパスなどがある）

使用方法
（※以下で説明することは、
、COCA にアクセスした後、
“Where Should I Start?”
Start?”を利用すると、詳しいヘルプ
も示されるのでわかりやすい。
）



はじめに、
はじめに、画面上の
画面上の各種ツールの
各種ツールの説明
ツールの説明をする
説明をする。
をする。

次ページは、名詞の laugh に前後５語以内で共起する形容詞の種類と頻度を、SPOKEN と NEWSPAPER を１
つのコーパス、FICTION と MAGAZINE をもう１つのコーパスとして比較しようという複雑な検索の実行例で
あるが、ここではツールの説明を中心に行う。入力方法や
入力方法や簡単な
簡単な検索の
検索の説明は
説明は以降のページで
以降のページで行
のページで行うので、
うので、

基本を
基本を身につけたい場合
につけたい場合は
場合は、まずそちらを先
まずそちらを先に参照しても
参照してもよい
してもよい。
よい。

ツールの説明
ツールの説明

・CHART：各ジャンルでの頻度及び
５年ごとの頻度がグラフ化される
・LIST：各語彙の頻度順のリストが作
成される。また、リスト上で語彙をク
リックすると KWIC が表示される。
・ここに、調べたい語彙を入
力する。入力方法は下記参照。

・WORD の前後に出現する語彙について調べるとき
は、ここに入力する。
・CONTEXT（下参照）と書かれたところをクリック
することで、この項目を出現させたり省いたりする。
・数字は、前後の何語までを検索するかを決定する。
・POS LIST と書かれたところをクリックすること
で、この項目を出現させたり省いたりする。
・特定の品詞について調べたいとき、ここを使用する。
・WORD や CONTEXT にカーソルを合わせ、この
中から品詞を選択すると自動的にその品詞のタグが
入力される。
(例)CONTEXT にカーソルを合わせておき、POS
LIST から adj.ALL を選択すると、画面のように[j*]
頻度順かアルファベット順か

が入力される。

を選択する。
・2 つのコーパスを比較するときに使用する。
・何番目までリスト化するかを決める。

・4 億語全てから検索する場合は、どちらも
IGNORE を選択。

・GROUP BY は WORD なら WORD に入力した語彙

(例)画面上は、FICTION、NEWSPAPER のコー

の頻度のみ、LEMMA なら LEMMA 化された語彙の頻度

パスと FICTION、MAGAZINE のコーパスの比較

が、NONE ならタグの違いごとに頻度がリスト上に示さ

を指示している。

れる。

※MAGAZINE の中の FINANCIALsection などに限定

・但し、LEMMA 化は WORD への入力の仕方によって

することも可能

可能であり、そちらの方がよい。
(理由)clean と入力し LEMMA を指定すると、[clean]の
レマ化された頻度のみが示されるが、[clean]を入力し
WORD を指定すると[clean][cleaned][cleaner][cleanest]
など分かれて頻度が調べられる。

・CONTEXT とは、対象となる語彙の前後に出現す
る共起語を調べたいときに用いるツールである。
・使用しない場合は、この項目を消しておく

さらに、clean には動詞、形容詞、副詞があるが形容詞の
clean のレマ化されたもののみを調べることも可能。
（※[clean].[j*]を WORD に入力）

？を押せば詳しくわかりやす
い説明が出てくる。具体例も
豊富。



上の設定で
設定で、SEARCH をクリックすると次
をクリックすると次のような画面
のような画面が
画面が現れる。
れる。

（ここでは、２つのコーパスの比較なので下のように SEC1 と SEC２が表示されているが、単一のコーパスで
調べたときは SEC１のみが示される。また、TOKEN２，PM2,RATIO は表示されない）
左表で TOKENS1 は SPOKEN,NEWSPAPER での合計の頻度
TOKEN2 は FICTION,MAGAZINE での合計の頻度
PM1 は SPOKEN,NEWSPAPER での 100 万語当たりの頻度
PM2 は FICTION,MAGAZINE での 100 万語当たりの頻度
RATIO は PM1/PM2 の割合。
例えば、下の場合 RATIO0.50 は great が laugh の 5 つ前以内に出現する割合が、spoken と newspaper
の合計が,fiction と magazine の合計の半分であることを示す。



次に、各語彙をクリックすると
各語彙をクリックすると下表
をクリックすると下表のように
下表のように KWIC が表示される
表示される。
される。
（単一のコーパスで調べたときも同じ）

★また、CHART を選択して SEARCH をクリックすると WORD の各ジャンルでの頻度及び５年ごとの頻度が
グラフ化される。（下のグラフは WORD に[[LAUGH.[N*]]を入力したもの]



それでは
それでは、
では、WORD や CONTEXT を使った、
った、検索の
検索の基本を
基本を説明する
説明する。
する。

1.

COCA を使用して特定の語彙の頻度を調べたいとき。
(例)COCA 全体に”dog”は何回出現するか？


DISPLAY は LIST を選択。



SEARCH STRING の WORD に dog と入力。



SECTION は１，２とも IGNORE のままでよい。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY は WORD のままでよい。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。

※“dog”を含む文脈を表示したいとき（KWIC 機能）は、DOG をクリックすると次のように表示される。

左から番号、年度、ジャンル名、更に細かなジャンル、文脈である。

２．COCA を使用して特定の語彙の共起語を調べたいとき。
(例)COCA 全体に dog の前４語以内に white を含む表現は何回出現するか？


DISPLAY は LIST を選択。



SEARCH STRING の WORD に dog と入力。



〃

の CONTEXT に white と入力。その右の変数バーを、左４、右０に設定。

※CONTEXT 入力ツールが表示されていない場合は CONTEXT の上をクリック。


SECTION は１，２とも IGNORE のままでよい。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY を BOTH WORD に変更。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。

※“white..dog”を含む文脈を表示したいときは、DOG||WHITE をクリックすると次のように表示される。

３．COCA 内で 2 つのコーパスを作成し、特定の語彙の頻度を比較したいとき。
(例)COCA に収録されている ABC TV と FOX

TV の中で”obama”の出現回数の違いは？



DISPLAY は LIST を選択。



SEARCH STRING の WORD に obama と入力。



SECTION１で SPOK:ABC を選択、SECTION２で SPOK:FOX を選択。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY は WORD のままでよい。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。

※各々の“obama”を含む文脈を表示したいときは、表示したい方の OBAMA をクリックする。

４．COCA を使用してレマ化された特定の語彙を調べたいとき。
(例)COCA の SPOKEN＆FICTION ジャンルにレマ化された clear は何種類、各何回出現するか？


DISPLAY は LIST を選択。



SEARCH STRING の WORD に[clear]と入力。
※ここでの、[ ]がレマ化を指示する。詳しくは後述。



SECTION１で SPOKEN と FICTION の両方を選択、SECTION２は IGNORE のままでよい。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY は WORD のままでよい。
※ここで、LEMMA を選択すると、[clear]の頻度のみになってしまう。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。

※ここでの CLEAR は動詞、形容詞、副詞の合計で表示されてしまう。それを解消するための方法は後述。

５．COCA を使用して特定の品詞の種類と頻度を調べたいとき。
(例)COCA の SPOKEN ジャンルと NEWSPAPER ジャンルの動詞（レマ化済み）の種類と頻度は？


DISPLAY は LIST を選択。



[方法１] SEARCH STRING の WORD に[v*]と入力。
〃

[方法２]

の WORD にカーソルを合わせ、POS LIST をクリック。

表示されたものの中から verb.ALL を選択、クリック。
WORD に[v*]が入力される。


SECTION１で SPOKEN を、SECTION２で NEWSPAPER を選択。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY を LEMMA に変更する。
※先ほどと違い、[[v*]]とした上で、WORD を選択してもレマ化はされない。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。

６．COCA を使用して特定の語彙の共起語を調べたいとき。
（発展編）
(例)COCA 全体に[人称代名詞主語]+[think(レマ化)]の後ろ５語以内に certainly を含む表現（I think
…certainly, you thought…certainly etc）は何回出現するか？


DISPLAY は LIST を選択。



SEARCH STRING の WORD に[pp*][think]と入力。



〃

の CONTEXT に certainly と入力。その右の変数バーを、左０、右５に設定。

※ここで、[*pp]は５．の例同様に、カーソルを WORD にあわせ、POS LIST から選ぶとよい。


SECTION は１，２とも IGNORE のままでよい。



SORTING AND LIMITS の SORTING は FREQUENCY のままでよい。



OPTION の GROUP BY を BOTH WORD に変更。
※think を[ ]でくくり、BOTH WORD の方を選択しないと、think や thought や thinks の頻度
はわからない。BOTH LEMMA はだめ。



SEARCH をクリックすると以下の画面が表示される。



更に詳細な
詳細な分析は
分析は、以下のような
以下のような方法
のような方法でタグを
方法でタグを入力
でタグを入力し
入力し、検索を
検索を実行する
実行する。
する。


語彙をレマ化するときは、[word]とする。

(例) [tall] は tall,taller,tallest ／ [sing] は sing,sang,singing etc


シノニムを調べるときは、[=word]で検索すれば、代表的なものは調べられる。

(例)[=strong] は formidable,muscular,fervent etc ／

[=big] は great,high,large,important etc

※シノニムを更
シノニムを更にレマ化
にレマ化したいときは、
したいときは、[[=word]]とする
[[=word]]とする
(例)[[=big]] は great,large の他に greater,larger,largest も出現する。


品詞を特定したいときは、[word].[品詞タグ]とする。

(例)[clean].[j*] は clean の形容詞


その品詞全てを調べたいときは、[品詞タグ*]とする。

(例)[*j] は全ての形容詞 ／

[v?z*] は三人称単数現在形

なお、
なお、カーソルを WORD や CONTEXT に合わせ、
わせ、POS LIST より必要
より必要な
必要な品詞を
品詞を選べばタグ
は自動的に
参照）
自動的に入力される
入力される（
される（タグ付
タグ付けは http://ucrel.lancs.ac.uk/claws7tags.html を参照）


数語を同時に調べたいときは word|word|word|word のように｜で区切る。以下参照



特定の語彙を省きたいときは、-word とする。

(例)全ての名詞を除外したい場合は、-[nn*]


sing,sang,sung のように S#NG を調べたいとき、necessarily,usually のように＃＃＃＃LY を調べたい
ときは、＃が一字なら？を、＃が複数なら＊を入力する。

(例)*ly は necessarily,usually,wally,ugly etc ／

s?ng は sing,sang,sung

上の例で、wally,ugly などを除
などを除いておきたければ、
いておきたければ、*ly.[j*] にすればよい。
にすればよい。

上の方法をさまざまに
方法をさまざまに組
をさまざまに組み合わせることで、
わせることで、複雑な
複雑な検索が
検索が容易にできる
容易にできる。
にできる。
strong のシノニムに名詞の共起語リストは以下のように作成する。

stunning,charminf,gorgeous と名詞の共起。離れた位置での共起を調べる場合は CONTEXT を使用

WORD

に [=expensive] を 、 CONTEXT

に

[[devies:clothes]]を入力すると、expensive の意味を表す
形容詞に、衣類の意味を表す名詞のレマ化されたものが
共起する頻度が検索できる。この場合、両方の語彙を画
面上に表したい場合は、OPTION の GROUP BY で
BOTH WORD を選択しておく。
ちなみに devies は user customized されたもの。詳しく
は http://www.americancorpus.org/help/custom_e.asp

例題１
例題１（基本編）
基本編）
１．COCA 全体に”manhattan”は何回出現するか？
２．COCA 全体に girl の前後４語以内に lovely を含む表現は何回出現するか？
３．COCA に収録されている 1990~1999 のコーパスと 2000~2009 のコーパスで”terrorism”の出現回数の
違いは？
４．COCA の SPOKEN＆FICTION＆MAGAZINE ジャンルをまとめて１つのコーパスにすると、レマ化さ
れた”pretty”は何種類出現するか？また、出現数の最も多いものから、最も少ないものを引いた数はい
くらか？
５．COCA の SPOKEN ジャンルと NEWSPAPER ジャンルの三人称単数現在形動詞（レマ化済み）のリス
トを作成するとどのようになるか？
６．COCA 全体に feel(レマ化)+lile の後ろ５語以内に動名詞の ing 型を含む表現（feels like going etc）の
リストを作成するとどのようになるか？＜ヒント：動名詞のタグは[*vvg*]である＞

例題２
例題２（応用編）
応用編）
１． 基本編の４．で形容詞の pretty のみを選び出し、リストを作成するとどのようになるか？
２．[過去形の動詞＋over]の熟語の種類と頻度を SPOKEN と NEWSPAPER の場合で比較した結果のリス
トを作成するとどのようになるか？
３．否定の接頭辞 dis を含む動詞の過去形のリストを作成するとどうなるか？
４．SPOKEN と NEWSPAPER を１つのコーパスとし FICTION と MAGAZINE をもう１つのコーパスと
して、beat と同様の意味を表す動詞（レマ化）のリストを作成するとどのようになるか？

例題１
例題１（基本編）
基本編）:解答
１．方法は＜検索の基本１．＞と同じ。

11347

２．方法は＜検索の基本２．＞と同じ。

172

３．方法は＜検索の基本３．＞と同じ。

3012 と 108848

４．方法は＜検索の基本４．＞と同じ。

5 と 51733

５．WORD にカーソルを合わせ、POST LIST から verb.3SG を選択しクリック。

このとき、OPTION で LEMMA でなく WORD にしてしまうと’ S が表示されてしまうが、is か has かの判別が
つかなくなるので LEMMA にする方がよい。但し、その他の動詞は本来、この場合 LEMMA でも WORD でも
頻度は等しくなるはずにもかかわらず、ほんのわずか異なってしまう。なぜ？
６．WORD に[feel] like を、CONTEXT に[*vvg*]を入力。下は OPTION が WORD

（参考）OPTION を BOTH WORD にすると次のようになる。

例題２
例題２（応用編）
応用編）解答
１． WORD に[pretty].[j*]を入力。OPTION は WORD を選択。[j*]入力は POS LIST から adj.ALL を選択
してもよい。

２．WORD に[vvd] over を入力。[vvd]は POS LIST から verb.ED を選択してもよい。タグは[v?d*]で入
力されるが結果はたぶん、同じになる。

３．WORD に dis*.[vvd]を入力。

４．WORD に[[=beat]].[v*] を入力。名詞の hit や strike を省くことができている。

６．の入力画面（右上）

