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Summary A corpus is a collection of linguistic data, usually digitalized and ready to be 
used in a computer, so it can be easily managed in order to look for 
linguistic evidence in our research. A corpus can be as small as a few 
thousand words or contain millions of words. Depending on the objective of 
the research, data in the corpus must be preprocessed in different ways. 
Today, we will introduce the COVARES (Corpus de Variación del Español) 
corpus containing Spanish pieces of literature of different countries, that 
can be used online for many general uses and it is especially designed for 
the study of lexical and grammatical variation. 

 
１．本研究の目的及び背景 

 本研究の目的は、スペイン語圏の資料が含まれるオンラインコーパスを設計し、構築する

ことである。特徴としては、①スペイン語圏の 20 世紀の代表的な文学作品（現在 32 作）の

データが含まれ、②形態素情報（品詞）、正規表現、国別などを含む複雑な検索が可能で、③

時間や出力の利用制限がなく、④インターネットで容易にアクセスできる。さらに、⑤将来

は異なったタイプの資料（文学作品、話し言葉など）を追加可能な設計とする。このような

コーパスは一般研究者・教育者が語彙、文法、語用論、変異、等の研究で自由に利用できる。 

 スペイン語コーパスが最近増えてきたが、インターネット上で検索可能な大きなコーパス

は少ない。規模の大きいコーパスは主にスペイン王立アカデミー（RAE）の CREA と CORDE、

そして米国の Brigham Young 大学の Mark Davies 氏が作成した Corpus del Español である。 

 CREA はテキストのタイプ（科学･技術、社会科学、政治経済、美術、小説など）、年別、国

別、著者、作品などで検索することができるが、研究に不可欠の形態素情報、基本形、正規

表現は利用できない。また、検索の結果が多い（100 ヒット以上）場合は処理時間が遅く、

途中で止まることも珍しくない。これは最新のデータベース技術を使っていないからだと思

われる。 

 Brigham Young 大学（BYU）の Mark Davies 氏が 12 世紀から現在までの約 100 万語のコー

パス、Corpus del Español、を構築し、2002 年に発表した。Davies 氏はそれまでのコーパス

の問題を解決するために、リレーショナルデータベース(RDB)の技術を導入して大変使いやす

いコーパスを構築することができたが、国別検索や正規表現は使えない。 

 このために、本研究では、全てのスペイン語圏の国の資料を集めることにし、既存のコー

パスの検索機能不足を考え、形態素情報（品詞）、国別などのほかに正規表現も利用可能にし

た。このようなコーパスはアクセスしやすいインターネット上に構築し、日本だけでなく、

国際的にもスペイン語学への大きな貢献を目指している。 

 コーパス言語学の一つの特徴は、偏った理論言語学的な仮説にこだわらず、基本的にはあ

らゆる言語現象を観察するための技術である。ゆえに、各研究者は自分の研究課題により多

くのデータから必要な言語学的な証拠(linguistic evidence)をできるだけ効率よく探した
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い。言語研究の目的は形態論、統語論、意味論、語用論、教授法・教育など多くあるので、

コーパスには強力な検索機能が必要である。また、スペイン語のように多くの国で話されて

いる言語の場合はそれぞれの地域の十分なデータも必要である。 
 現在、日本にはいくつかの小型スペイン語コーパスがあるようだが、全ての研究者または

大学院生には手に入りにくいようである。 
 

２．研究の方法・内容 

 本研究のコーパスは標準的なデータベースのタイプ（SQL）を広く使われている環境（LAMPP）

で使うので、構造の拡大、改善、新しいインターフェースの追加、データの更新などは特殊

なシステムと比べてメンテナンスは容易に管理でき、使い方も短期間で学習できる。 
 

２．１．データ収集 

 スペイン語圏の文学作品を選び、前処理した後、データベースに投入する。データの前処

理は、国、作家、作品で整理した。 

 

２．２．形態情報付与 

 スペインのカタルーニャ工科大学で開発された SVMtool スペイン語 POS タガーを利用し、

自動的に形態情報を付与した。データの平文テキストと形態情報はデータベースの別々のフ

ィールドに投入した。 

 

２．３．データベース及びインターフェースの構築 

 データベースは MySQL を、プログラミング言語は PHP と Perl を使い、インターフェースは

図１のように、検索単語を中央に、前後に文脈を表示する伝統的なコーパスインターフェー

スの KWIC 形式にする。 

 

 

図１ スペイン語コーパスの KWIC 出力の例 

 

２．４． 検索方 

 検索条件としては、国別、新聞別、セクション別の設定のほかに、検索文字列は、基本的

に隣接する 3 単語まで検索可能で、次の方法で検索する。 

 

  ＜範疇記号＞  範疇記号を用いる 例： <VMN> <DP> <CS> など 

 原形＃     単語の原形を指定して全ての活用形 例： tener＃ muchacho＃ 

 原形＃範疇記号 単語の原形と活用を指定 例： tener#VMS (tener 動詞の接続法) 
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 ＊語尾     語尾を指定 例： ＊ez  ＊dad   

 語頭＊     語頭を指定 例： re＊ super＊ contra＊ 

 語頭＊語尾   指定した語尾と語頭を合わせて検索 例： re＊ción 

 頭部_尾部    任意の１文字を含む単語を検索 例： ch_mpa  

 /正規表現/   正規表現を指定して、一致する単語を検索 例： /^re[a-z]*ones$/ 

 

３．研究の成果 

 スペイン語コーパスは上智大学の専用サイトで公開1し、海外の学会でも発表している。こ

のようなオンラインのスペイン語コーパスはこれまでに構築されたことがなく、研究成果を

国内・海外の研究者・学生に広く発信することができるようになると期待している。 

 インターネットの登場で使いやすいデジタル化されたデータが簡単に手に入れるようにな

ったし、インターネット上で自由に利用できるコーパスも現れた。これから各言語のコーパ

スはあらゆる情報が含まれる巨大な言語データベースになっていくだろうが、規模が小さく

てもあらゆる研究目的で作成されたコーパスも現れるにちがいない。コーパスを利用するト

レーニングと共に、コーパスを構築する技術も研究しなければならない。 
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