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常用中国補語←非母語話者には理解困難
来来来，坐过来坐过来，让我们一起吹牛皮！来来来，坐过来坐过来，让我们 起吹牛皮！
她眨巴眨巴眼睛，停下笔，堆了一脸甜笑对我
旁边的琼说：“阿姨 你能坐过来一下吗？你能坐过来一下吗？旁边的琼说： 阿姨，你能坐过来 下吗？你能坐过来 下吗？
你和我妈妈换个位置。”
琼说 “为什么呀？”琼说：“为什么呀？”
淇哈哈大笑：“这个画得太丑这个画得太丑了。。。。”
大家一听都明白过来了，晕倒了好几个。

“画丑画丑的就是我们，画漂亮画漂亮就是你妈妈对吧画丑画丑的就是我们，画漂亮画漂亮就是你妈妈对吧



表層の文法形式に乏しい中国語
漢字の意味的結合で代替漢字の意味的結合で代替
融通無碍な結合の典型、中国語動詞補語句

吃好了 吃胖了

吃不过来 坐过来

詹卫东[确立语义范畴的原则及语义范畴的相对性]より



従来 補 定義 分類 結合 揺れ従来、補語の定義・分類・結合規則には揺れ
ex方向補語/結果補語/程度補語/様態補語/

可能補語/動量補語 /数量補語 /可能補語/動量補語？/数量補語？/
動詞連動？/複合補語？

母語話者の説明不足、学習者の混乱、
先行研究は類別分析 統合性欠く先行研究は類別分析、統合性欠く
依拠するデータ量と分布にも偏り
元データ版権処理難しく公開不可



第二言語学習者のための中国語動詞補語辞
書の自主構築書の自主構築
英訳・日訳付きマルチリンガルWeb辞典
大規模データに基づき数量的言語情報取得大規模データに基づき数量的言語情報取得
コーパスに依拠し言語事実発掘
電子化言語資源として公開電子化言語資源として公開
検索と応用利用に貢献



平成14-15年CIECプロジェクト事業基金助成；コーパス
利用の中国語動詞補語辞典、依拠データ制約で一旦終了。
平成18年6月より北京大学漢語語言学研究中心と同計算平成18年6月より北京大学漢語語言学研究中心と同計算
語言学研究所の協力を得、大規模言語コーパスデータ、
Web言語資源を利用し補語句選定と語義記述を蓄積Web言語資源を利用し補語句選定と語義記述を蓄積
平成18年9月品質管理と情報共有用に編集ツール開発
平成19年6月検索編集機能の高度化
平成20年早稲田大学ことばの科学研究所より基金援助
平成21年科研費成果公開補助費採択、入力作業継続
平成18年より現在まで 教員2名 入力作業従事北京大平成18年より現在まで、教員2名、入力作業従事北京大
院生延べ約40名投入



収録補語句 範囲１ 収録補語句の範囲
ほぼすべての補語網羅
（A）述語（動詞 形容詞）＋結果補語（A）述語（動詞、形容詞）＋結果補語
（B）述語（動詞、形容詞）＋方向補語
（C）述語（動詞、形容詞）＋程度補語

補（D）可能補語：(A)(B) （C）の派生形

２ 依拠資源
PKU CCL C を母体としPKU-CCL-Corpusを母体とし、
Weｂの出現頻度を参照
第二外国語学習者向けレベル統制第二外国語学習者向けレベル統制



大规模汉语在线语料库（PKU CCL Corpus）

PKU-CCL
-Corpus

PKU-CTB PKU-ICL
-PD-Corpus

PKU-ICL
-CE-Corpus

大规模汉语在线语料库（PKU-CCL-Corpus）

Corpus PD Corpus p

北京大学中文系

汉语语言学研究中心CCL

北京大学计算语言学研究所

ICL

（20092009年現在データ量年現在データ量4.77 4.77 億字億字）

国家基金项目，企业支持



PKU CCL CorpusPKU-CCL-Corpus
著作権クリア公開

http://ccl.pku.edu.cn/
現代漢語語料庫現代漢語語料庫

現代漢語語義詞典



PKU CCL C 現代漢語語義詞典PKU-CCL-Corpus現代漢語語義詞典



PKU-CCL-Corpus
現代漢語語料庫（2009年データ量7. 3億Byte（695MB ）



2005年段階

PKU-CCL-CorpusPKU CCL Corpus
現代漢語語料庫



補語句選定方法
北京大Courpus+Web頻度+教育用語彙北京大 p 頻度 教育用語彙



選定句の特徴

他辞書に漏れた
常用補語を採録常用補語 採録



①述語と補語の①述語と補語の
基本情報（通し番
号、ピンイン、語
形、来源、頻度、形、来源、頻度、
語義特性）、

②当該補語句に
関する情報（語関する情報（語
彙説明、例文、
注釈）

③補語の用法に
関する情報（結
果、方向、可能、
程度、介詞の各
補語の用法特色、
補語と修飾語の
対比など）



③補語の用法特色に関する情報例③補語の用法特色に関する情報例



４ 公開状況

アクセス方法

砂岡HPにURL
北京大 と北京大CCL とリンク



DCVRC Top頁



20092009年年1010月月66日現在日現在
述补条目总数：20057  
述语词数 (不分义项) (分义项)述语词数: 1641(不分义项)  2096(分义项)  
补语词数: 499(不分义项)   582(分义项)
带补语次数最多的述语 烧 (127个述补实例)带补语次数最多的述语: 烧 (127个述补实例) 
作补语次数最多的补语: 起来 (1061个述补实例) 
已填写释义条目数 20057 (100 00%)已填写释义条目数: 20057 (100.00%)
已填写例句条目数: 20057 (100.00%) 
最近 次编辑数据 2009 10 4 23 40 18最近一次编辑数据: 2009-10-4 23:40:18
编辑数据库总时间: 24.75 hr 



一般検索般検索

DCVRCDCVRC 検索頁検索頁

高次元検索



数DCVRC利用アクセス数
2008年9月ー現在まで約18,000件

DCVRC利用の研究成果
秋萍 年王秋萍2009年6月

基于概念结构理论的汉语完结类虚化结果补语研究
（北京大学中国语言文学系修士論文）（北京大学中国语言文学系修士論文）

覃士娟2009年6月覃士娟2009年6月
程度副词修饰述补结构的统计调查及条件研究
（同上）（同上）



資源拡張

統語情報 他言語資源
との連携順次公開版に反映

多言語対応

コーパス
情報付加

2011年12月以降

例文作成

語義記述 Multi-Corpus
2011年7月以降

DCVRC

語義記述 p

例文デ タ標準化
中英日多言語翻訳

年 開始DCVRC 例文データ標準化
2009年12月完成

2010年7月開始



詹卫东2001确立语义范畴的原则及语义范畴的相对性 《世界汉语教学》第2 期詹卫东2001确立语义范畴的原则及语义范畴的相对性，《世界汉语教学》第2 期
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孟琮等 2003『漢語動詞用法詞典』商務印書館
王硯農等編1987『漢語動詞―結果補語搭配詞典』北京語言学院出版社
缪锦安1987《汉语的语义结构和补语形式》上海外语教育出版社
张国宪2006『中国語の補語』《补语的句位探索-关于非可控义》日中対照言語学
会白帝社会白帝社
砂岡・尹明2003「コーパス利用による中国語教育(１) 中国語コーパス利用と
データ変換」早稲田大学政治経済学部紀要『諸学教養』紀要114号
砂岡和子・詹衛東2007年「言語コーパス利用の中国語電子補語辞典編纂とその
課題 日本中国語学会拡大例会課題」日本中国語学会拡大例会
申亜敏・望月圭子・TerenceSEAH2007年中国語の結果を表す複合動詞の分類と英
語・日本語との対照コーパス、多言語社会に貢献する言語教育学研究者養成プ
ログラム報告集５ログラム報告集５
申亜敏・望月圭子2008年「中国語の結果複合動詞及びその日本語・英語対訳
コーパスからの考察－」日本中国語学会拡大例会


