Title

助詞・助動詞で始まる複合接続表現の文体差

Author(s)

馬場, 俊臣

Citation

北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編, 70(1): 1‑11

Issue Date

2019‑08

URL

http://s‑ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/10521

Rights

Hokkaido University of Education

北海道教育大学紀要（人文科学・社会科学編）第70巻 第１号
Journal of Hokkaido University of Education（Humanities and Social Sciences）Vol. 70, No.1

令和元年８月
August, 2019
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The Style of Compound Conjunctions
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Department of Japanese Linguistics, Sapporo Campus, Hokkaido University of Education

概

要

本稿では，『BCCWJ図書館サブコーパスの文体情報』の「硬度」の値を利用して算出した硬
度平均値に基づいて，助詞で始まる複合接続表現の文体差の特徴を，助動詞で始まる複合接続
表現及び一語の接続詞と比較した。一語の接続詞の文体差の分布と比べると，助動詞で始まる
複合接続表現は硬度平均値が高い（文体が硬くない）表現に偏る傾向があるのに対し，助詞で
始まる複合接続表現は硬度平均値が低い（文体が硬い）表現から高い（文体が硬くない）表現
まであり，文体的な偏りは特に見られないことが分かった。また，助詞で始まる複合接続表現
のうち，硬度平均値が相対的に低い（文体が硬い）表現は，機能語としての使用率がある程度
高く固定化し定着している複合辞と同じ形式の複合接続表現が多く，この複合辞としての固定
化・定着が文体差に影響している可能性を指摘した。さらに，硬度平均値が相対的に低い（文
体が硬い）複合接続表現は，明治・大正期の用例が見られる傾向があることも指摘した。

1. はじめに
「だから」
「しかしながら」などの接続詞は，(１)(２)のように先行表現内容（文など）と後続表現内容（文
など）との意味的関係を明示する機能を持つ。こうした意味的関係は，一語の接続詞1だけでなく，(３) ～
(５)の「とすれば」「だとすれば」「そうだとすれば」のような複数の語からなる連語表現でも表すことがで
きる。本稿では，こうした表現を複合接続表現と呼ぶ。
(１) 森岡という記者はたしか福村と郷里が同じだったと思います。だから以前からの知り合いだった

1

本稿では，
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）の長単位の「接続詞」を「一語の接続詞」，接続的意味関係
を表すそれ以外の連語表現を複合接続表現と見做す。なお，BCCWJでは，例えば「だから」は短単位では「だ」
「から」の
２語に分かれるが，長単位では「だから」の１語であり，長単位の接続詞がほぼ一般的な辞書の接続詞に相当する。
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LBj9_00192）

(２) 面白いことに，こうしたハリウッド映画を通して，進化上，オランウータンは人類の数少ない親
戚にほかならないという観念を，私たちは得たのだ。しかしながら，一貫してスターだったのはチ
ンパンジーや，ときにゴリラであり，人類の起源を扱ったドキュメンタリーの主役の座を占めてき
た。
（BCCWJ

LBd4_00012）

(３) 「答申」は，このような協同（ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）を促進するところに「教育委員会の責
務」の重大性を捉え，それが果たされるための重要な一環として，子どもオンブズパーソンの制度
設計に取り組んだわけである。とすれば，あらためて「教育委員会の責務」とは何かが問われてく
る。
（BCCWJ

LBr3_00085）

(４) このままでは成城が残っても孟孫は滅びる。だとすればこの戦さに意味があるのか！（BCCWJ
LBs9_00168）
(５) この世には，私たちよりも偉大な誰かがいて，世の中を見張っているんですよ。そうだとすれば，
すべてに説明がつきます。（BCCWJ

LBl9_00175）

複合接続表現は，「とすれば」などのように助詞で始まる表現，「だとすれば」などのように助動詞で始ま
る表現，
「そうだとすれば」などのように指示詞で始まる表現，「まとめると，話変わって」などのように動
詞や名詞で始まる表現などがある。本稿では，助詞で始まる複合接続表現に絞って，その文体差を一語の接
続詞及び助動詞で始まる複合接続表現の文体差と比較しながら考察する。
接続詞は，順接の「だから，したがって」や逆接の「しかしながら，だが」などのように，類似の意味で
あっても文体の違いによって多様な表現がある。田中（1987）は接続詞の文体差の分析の重要性を指摘して
いる。また，宮島（1977)は，語の文体差は「連続的」なものであることを指摘している。
馬場（2018a，2018b，2018c，2018d）は，国立国語研究所（2015）『BCCWJ図書館サブコーパスの文体
情報』
（以下，
『文体情報』）のアノテーションデータを利用して，「連続的」な語の文体差を「連続的な」数
値として示す方法を提案している。
馬場（2018a）では，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（以下，BCCWJ）の「図書館サブコーパス」内
のすべての語
（語彙素）を対象として各語の文体差を数値化する試みを提示している。『文体情報』の専門度，
硬度などの文体に関する５種類の指標別に各語の平均値を算出したうえで，専門度，客観度，硬度，くだけ
度の４指標の各語の平均値は相互に強い相関があることや硬度の各語の平均値が語の文体差に関する内省判
断と強い相関があることなどを示し，この試みが文体研究において有効性・可能性があるとしている。馬場
（2018b，2018c）では，特にBCCWJ「図書館サブコーパス」内の接続詞（長単位）を対象として，硬度，
くだけ度の各接続詞の平均値は内省に基づく接続詞の文体差をまとめた諸先行研究の結果の数値と強い相関
があり，硬度，くだけ度の平均値を接続詞の文体差の目安として利用することが可能であることや専門度，
客観度，
硬度，
くだけ度の４指標の接続詞の平均値は相互に強い相関があることなどを示している。さらに，
馬場（2018d）では，BCCWJ「図書館サブコーパス」内の助動詞で始まる複合接続表現の文体差の特徴を，
硬度の平均値を用いて，一語の接続詞と比較しながら分析し，助動詞で始まる複合接続表現は全体的により
硬くない文体の文章で使われる傾向にあることが分かったとしている。
本稿では，馬場（2018d）と同様の方法3を用いて，助詞で始まる複合接続表現の硬度の平均値を示し，一

2 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）の「サンプル ID」を示す。用例を引用する際に，原文の「、」を「，
」
に改めている。
3

2

３節参照。
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語の接続詞及び助動詞で始まる複合接続表現の硬度の平均値と比較しながら，助詞で始まる複合接続表現の
文体差の特徴を明らかにする。

2.『文体情報』の「硬度平均値」及び調査方法
2.1『文体情報』の「硬度平均値」について
本稿で文体差の比較のために用いる硬度の平均値（以下，硬度平均値）に関して説明する。
硬度平均値は，『文体情報』の硬度のデータを利用して求めた語の文体差の指標となる数値である。
4
は，BCCWJ「図書館サブコーパス」の書籍サンプルを対象とした文体情報のアノテーショ
『文体情報』

ンデータである。BCCWJ「図書館サブコーパス」内の各サンプルを対象として，「内容・表現の文体的特徴
を表す分類指標」及び「形式・内容・表現に文体判断が単純にいかない特徴をもつものの分類指標」を付与
している。本稿で用いる「硬度」は，
「内容・表現の文体的特徴を表す分類指標」のうちの「形式性，親疎
性を問う」指標である。「1 とても硬い，2 どちらかといえば硬い，3 どちらかといえば軟らかい，4 とても
軟らかい」の4段階のいずれかの段階が各サンプルに付与されている。付与は「言語データ構築経験有のお
およそ20～50代の女性，延べ9名。」の作業者によって行われている。硬度平均値の算出に当たっては，1～4
の段階の番号を数値として扱う。
硬度平均値の算出の手順の概略は次の通りである5。BCCWJ「図書館サブコーパス」内で，ある語・表現
（Ｗ１）が出現するサンプルを特定する。出現するそれぞれのサンプルの硬度を『文体情報』から得て，算
術平均値を算出し，その値をＷ１の硬度平均値とする。ただし，Ｗ１が同一のサンプルに複数回出現する場
合は，そのサンプルでの出現は１回と見做して算術平均値を算出する。
硬度平均値の算出に当たっては，馬場（2018a，2018c）ではデータベース管理システムMySqlを用いて計
算を行っており，馬場（2018b，2018d）ではエクセルを用いて計算を行っているが，両者は単に使用ツー
ルの違いだけであって，結果は同じである。本稿では，エクセルを用いて計算を行う。
2.2 調査方法
BCCWJ「図書館サブコーパス」内で，助詞で始まる複合接続表現が出現するサンプルの調査方法を説明
する。
BCCWJの用例検索ができるコーパス検索アプリケーション「中納言」では，本稿で対象とする助詞で始
まる複合接続表現を直接検索することはできない。そのため，以下に示す検索6を行い，検索結果の用例を
基本的には目視で点検して助詞で始まる複合接続表現の用例を収集し，出現サンプルを特定した。
接続詞や複合接続表現は，基本的には文頭に位置する。BCCWJには「文境界情報」が埋め込まれており，
この「文境界情報」を利用することによって文頭に位置する語を検索することができる。これを利用して，
まず，
「文境界」の直後に助詞（長単位）が出現する用例（以下，文頭直後）を検索した7。ただし，段落冒

4

以下の説明は，国立国語研究所（2015）添付文書「概要」及び柏野（2013）に基づく。

5

詳細は，馬場（2018a，2018b）参照。

6

馬場（2018d）の「文頭直後」「文頭空白直後」と同様の検索方法である。

7 「中納言 2.4

データバージョン 1.1」使用（2019年1月検索実施）
。検索条件式は次の通りである。
「キー : 品詞 LIKE ″助

詞%″ON 1 WORDS FROM 文頭 IN (registerName=″
図書館・書籍″AND core=″
false″
) WITH OPTIONS tglKugiri=″″
AND tglBunKugiri=″#″AND limitToSelfSentence=″1″AND tglFixVariable=″2″AND tglWords=″50″AND unit=″
2″
AND encoding=″UTF-16LE″AND endOfLine=″
CRLF″
」
。
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頭には一字分の「空白」が置かれていることが多いため，「文境界」の直後に一字分の空白がありさらにそ
の直後に助詞（長単位）が出現する用例（以下，文頭空白直後）も検索した8。検索対象はともに「図書館サ
ブコーパス」のみ9である。
文頭直後の検索結果は29,910件，文頭空白直後の検索結果は2,963件であり，合計32,873件であった。この
32,873件のうち文頭直後の21,330件は次の理由によりすべて対象外とし，残りの11,543件を目視で点検し，
助詞で始まる複合接続表現を取り出し，サンプルを特定した。
「．」感嘆符「！」疑問符「？」
文頭の目安として利用した「文境界」の認定基準10として，「句点記号「。」
（以下文末記号）」を文境界とするという基準があり，
「文境界」を文頭の目安として利用することができる。
しかし，この基準以外に，「括弧内にひとつ以上の文末記号が含まれる場合，括弧内に sentence 要素を認
定する」
「括弧内にひとつ以上の文末記号が含まれ，かつ，閉じ括弧直前に文末記号が出現しない場合，閉
じ括弧直前までの部分を特殊な文とみなし，属性 type=“quasi”を付与する」という認定基準がある11。た
とえば，
（６）
（７）のように，括弧閉じと格助詞「と」の間にも文境界（#）が認定されている。
(６) 気になるのが，私に#「男友達がいると思うけど，別にご飯食べたり，遊びに行くぐらいなら２
人で行ってもいい。
」#と言うのです。（BCCWJ

OC09_04686）

(７) 行ってみると，課長はまた電話をかけていたが，受話器を下ろして，#「じきに部長が見える。
#大体話してあるからね」#と言った。（BCCWJ

PB39_00010）

検索結果合計32,873件のうち文頭直後の21,330件は，括弧閉じ（」』）の直後に「って」「っと」「と」で始
まる長単位語彙素12が続く用例であり，これらは文頭とは見做すことがほぼできない。そのため，効率も考
慮し一括して対象外とした。
目視で点検する11,543件については，助詞で始まり全体で接続的意味関係を表す連語として扱えるかどう
かという基準で，助詞で始まる複合接続表現を認定した。その際に次の諸点に留意した。まず，BCCWJで
長単位の接続詞として扱われている「って言うか」は改めて複合接続表現とはしない。また，副詞的修飾語
と見做される連語（
「というように，というふうに」など），実質的な時間的意味を表す連語（「と其の時，
と同時に13」など），実質的な思考の意味を表す「思う」を含む連語（「と思いつつ，と思ったら14」など）は
複合接続表現とはしない。

8 「中納言 2.4

データバージョン 1.1」使用（2019年1月検索実施）
。検索条件式は次の通りである。
「キー : 品詞 LIKE ″空

白%″ON 1 WORDS FROM 文頭 AND 後方共起: 品詞 LIKE ″
助詞%″ON 1 WORDS FROM キー IN (registerName=″図
書館・書籍″AND core=″false″) WITH OPTIONS tglKugiri=″
″AND tglBunKugiri=″
#″AND limitToSelfSentence=″1″
AND tglFixVariable=″2″AND tglWords=″50″AND unit=″
2″AND encoding=″
UTF-16LE″AND endOfLine=″
CRLF″」
9 「図書館サブコーパス」の長単位の延べ語数は，25,031,768語である（
「
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』語彙表
ver.1.1 解説」）。
10

国立国語研究所コーパス開発センター（2015）参照。

11

他の認定基準もあるが，ここでは関わりがないため省略する。

12 「って，っと，ト，と，という，といった，といっても，といふ，として，とすれば，とて，とはいえ，と云う，と云ふ，
と言う，と言ふ，と同時に」
13

時間的意味を表さず並列を表す「と同時に」は複合接続表現とする。

14 「思う」が思考の意味を表さない継起や対比の「（か）と思ったら」などは複合接続表現とする。
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3. 助詞で始まる複合接続表現の調査結果
本稿の調査で，助詞で始まる複合接続表現と認定したのは，表１の97種類の表現である15。
表１の97種類の助詞で始まる複合接続表現を対象として，硬度平均値を算出した。その結果を表２に示す。
ただし，
使用異なりサンプル数16が極端に少ない表現の硬度平均値は殆ど意味を持たないため，馬場（2018d）
と同じく，表２には使用異なりサンプル数10以上の複合接続表現23種類のみの硬度平均値を示す。また，一
語の接続詞及び助動詞で始まる複合接続表現と比較するため，馬場（2018b）の接続詞（使用異なりサンプ
ル数10以上17）63種類18の硬度平均値，及び馬場（2018d）の助動詞で始まる複合接続表現（使用異なりサン
プル数10以上）８種類19の硬度平均値も併せて示す。なお，助詞で始まる複合接続表現は濃い網掛け，助動
詞で始まる複合接続表現は薄い網掛けを施している。また，表２には，４節・５節の考察に関わる「田中(1987)
文体」
「BCCWJ複合辞認定」「明治・大正期

用例」の情報も記載しているが，詳細は４節・５節で述べる。

4. 複合接続表現の文体差の特徴
表２に基づいて，複合接続表現の文体差の特徴について分析・考察を行う。
まず，表２の硬度平均値に基づいて全体的な分布を見る。助詞で始まる複合接続表現は，一語の接続詞の
分布と比べてみると，硬度平均値の低いものから高いものまで全体的に分布している。すなわち，助詞で始
まる複合接続表現だからといって，硬度平均値が低くなるとか高くなるとかの傾向はないということである。
これに対して，助動詞で始まる複合接続表現は，馬場（2018d）で指摘されている通り，「全体的に硬度平
均値が高く，より硬くない文体の文章で使われる傾向」にあり，両者に違いが見られる。
表２の「田中(1987)文体」欄には，田中(1987)の「現代語の接続表現の用法」の表に記載されている文体
の位置付けを示している20。田中(1987)は，接続詞の文体差を体系的に分析した研究であり，５種類の文体
差（
「会話的」
「話ことば的」
「一般」
「書きことば的」「文語的」21）を設定し，個々の接続詞及び接続助詞を
この５種類のいずれかに位置付けて表に示している。
「田中(1987)文体」欄を見ると，助詞で始まる複合接続表現は，「のみならず」「にも関わらず」のような
「文語的」あるいは「書きことば的」な文体に位置付けられる表現から，「というか」「と思うと」のような
「話ことば的」
「会話的」な文体に位置付けられる表現まで広く分布している。それに対して，助動詞で始

15

見出し語の表記は次の通りである。「複合辞（助詞相当句）
」として長単位１語の語彙素がある場合又は長単位１語の語彙
素の一部で使われている場合（「とともに，とはいえ，と同時に」
，
「といっても」等の「いう」
，
「たところで」の「ところ」，
「ときたら」の「くる」）はその表記に従う。長単位１語の語彙素がある場合（
「ものの，ながら」
）はその表記に従う。こ
れら以外は，連語を構成するそれぞれの語彙素の表記に従う（
「思う」「事」
「訳」
「内」などは漢字表記）
。ただし，例外と
して「となると」「となれば」は複合辞としての慣用的表記に従って仮名表記とする。

16 「使用異なりサンプル数」は，ある表現が使用された異なりのサンプル数である。表１の「頻度」は延べ語数であり，「使
用異なりサンプル数」とは異なる。
17

馬場（2018b）には使用異なりサンプル数100以上の語しか示していない。そのため，同一データから使用異なりサンプ
ル数10以上の語を加えて示した。

18

63種類のうちの「を持って，から，からすると，て」の４種類は「接続詞」として解析されているが，誤解析である。

19 「なら」は「複合」とすべきではなかろうが，馬場（2018d）のままにしておく。
20

田中(1987)の表に記載のない語・表現は，空欄にしている。

21 「一般」を「普通」とし，それを基準として「話ことば的」
「会話的」を「うちとけた」の方向にあるもの，
「書きことば的」
「文語的」を「かたい」の方向にあるものとして示している。
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BCCWJ「図書館サブコーパス」の助詞で始まる複合接続表現

まる複合接続表現は，
「でなければ」
「ならば」のように殆どが「話ことば的」「会話的」な文体の表現であ
る。
では，なぜ，助詞で始まる複合接続表現と助動詞で始まる複合接続表現とで，このような文体差の傾向の
違いがあるのであろうか。その手掛かりとして，BCCWJで長単位の複合辞として認定されているかどうか
を見ていく。
BCCWJでは短単位及び長単位という２種類の言語単位を用いている22。短単位は「用例収集に適した」単
位であり「形態論的に一貫した言語単位」として認定されている単位である。長単位は「複合語を把握する」
ことができ「サンプルの言語的特徴の解明に適した」単位である。長単位は，短単位が単独で長単位となる
場合と複合語・複合辞・連語が長単位となる場合とがある。複合辞の選定に当たっては，諸資料から複合辞
の候補を抽出し，①先行研究における扱い（「国立国語研究所（2001）『現代語複合辞用例集』」「グループ・
ジャマシイ（1998）『日本語文型辞典』」「森田良行・松木正恵（1989）
『日本語表現文型』
」での扱われ方に
22

6

国立国語研究所コーパス開発センター（2015）参照。

助詞・助動詞で始まる複合接続表現の文体差

表２

複合接続表現及び接続詞の硬度平均値
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複合接続表現及び接続詞の硬度平均値（続き）

助詞・助動詞で始まる複合接続表現の文体差

基づく重要度）
，②BCCWJにおける頻度（非コアデータ調査で頻度50以上，コアデータ調査で頻度30以上），
③機能的用法の割合（BCCWJでの割合80％程度），④判別の難易度（自動解析での判別のしやすさ）を基準
に総合的な判定を行い助詞相当句及び助動詞相当句を認定している23。表２の「BCCWJ複合辞認定」欄は，
このBCCWJで複合辞として認定されている語・表現の品詞情報を示している。
表２の「BCCWJ複合辞認定」欄の通り，「のみならず」「にも関わらず」「と同時に」「とすれば」「とはい
え」
「かと思うと」「といっても」の７種類が複合辞として認定されている。「といっても」「かと思うと」以
外は，硬度平均値が低い（文体が硬い）方に偏っている。
上記のBCCWJの複合辞の選定基準からすると，機能語としての使用率がある程度高く固定化して使われ
やすい表現が複合辞として選定されやすくなっており，そうした定着している複合辞と同じ形式の複合接続
表現が硬度平均値が低い（文体が硬い）傾向にあり，この複合辞としての固定化・定着が，文体差に影響し
ている可能性があることが推測される。

5. 複合接続表現の明治・大正期の用例
前節で，助詞で始まる複合接続表現のうち，硬度平均値が低い（文体が硬い）複合接続表現と同じ形式の
複合辞は，機能語としての使用率がある程度高く固定化して使われやすい表現である可能性が高いことを指
摘した。助詞で始まる複合接続表現についても，これと同様の可能性が高いことを予想される。
本節では，助詞及び助動詞で始まる複合接続表現の用例が，明治・大正期に見られるかどうかを確認する
ことを通して，この予想が成り立つかどうかを検討する。
明治・大正期の用例の検索に当たっては，国立国語研究所『日本語歴史コーパス

明治・大正編Ⅰ雑誌』

を用いた。このコーパスには，明治・大正期の６種類の雑誌（『明六雑誌』
（1874～1875年），
『国民之友』
（1887
～1888年）
，
『女学雑誌』（1894～1895年），
『太陽』（1895年，1901年，1909年，1917年，1925年），
『女学世界』
（1909年）
，
『婦人倶楽部』
（1925年）
）が収められている24。表２の助詞及び助動詞で始まる複合接続表現の
それぞれについて，コーパス検索アプリケーション「中納言」の「短単位検索」25を用いて用例の検索を行っ
た26。表２の「明治・大正期

23

用例」の欄で「有」と記載している複合接続表現は，この検索で用例が１例

24

冨士池ほか（2011）参照。
短単位の延べ語数（記号等除外）は，12,536,957語である（
「短単位語数Excelデータ」
『語彙統計 - 日本語歴史コーパス
（CHJ）』）。

25 『日本語歴史コーパス
26 「中納言 2.4.2

明治・大正編Ⅰ雑誌』は短単位データのみであるため，短単位での検索を行った。

データバージョン 2018.09」使用（2019年2月検索実施）
。
「のみならず」を例として検索条件式を示す。「文

頭直後」の検索条件式は次の通りである。「キー : (語彙素=″
のみ″AND 品詞 LIKE ″
助詞%″
) ON 1 WORDS FROM 文頭
AND 後方共起: (語彙素=″なり″AND 品詞 LIKE ″
助動詞%″
) ON 1 WORDS FROM キー AND 後方共起: (語彙素=″ず″
AND 品詞 LIKE ″助動詞%″) ON 2 WORDS FROM キー IN subcorpusName=″明治・大正″AND (core=″true″OR core=
″false″) AND (作品名=″明六雑誌″OR 作品名=″
国民之友″OR 作品名=″
女学雑誌″OR 作品名=″
太陽″OR 作品名=″女学
世界″OR 作品名=″婦人倶楽部″) WITH OPTIONS tglKugiri=″
″AND tglBunKugiri=″
#″AND limitToSelfSentence=″1″
AND tglWords=″100″AND unit=″1″AND encoding=″
UTF-16LE″AND endOfLine=″
CRLF″
」
。
「文頭空白直後」の検索
条件式は次の通りである。「キー : 品詞 LIKE ″空白%″ON 1 WORDS FROM 文頭 AND 後方共起: (語彙素=″
のみ″AND
品詞 LIKE ″助詞%″) ON 1 WORDS FROM キー AND 後方共起: (語彙素=″なり″AND 品詞 LIKE ″助動詞%″
) ON 2
WORDS FROM キ ー AND 後 方 共 起: (語 彙 素=″ず″AND 品 詞 LIKE ″助 動 詞%″
) ON 3 WORDS FROM キ ー IN
subcorpusName=″明治・大正″AND (core=″true″OR core=″
false″
) AND (作品名=″
明六雑誌″OR 作品名=″
国民之友″
OR 作 品 名=″女 学 雑 誌″OR 作 品 名=″太 陽″OR 作 品 名=″女 学 世 界″OR 作 品 名=″婦 人 倶 楽 部″
) WITH OPTIONS
tglKugiri=″
″AND tglBunKugiri=″#″AND limitToSelfSentence=″1″AND tglWords=″100″AND unit=″
1″AND

9

馬

場

俊

臣

以上あった表現である27。なお，
「無」と記載している複合接続表現に関しては，念のため「文頭直後」
「文
頭空白直後」の条件を付けずに検索を行い検索結果を目視で点検し該当例がないことを確認している。
表２を見ると，全体的な傾向として，助詞及び助動詞で始まる複合接続表現のうち，硬度平均値が低い表
現は，明治・大正期の用例が見られる傾向があり，上記の予想はある程度成り立つと言えそうである。ただ
し，硬度平均値が高くても明治・大正期の用例が見られる表現も若干あるため，截然と分かれるものとは言
えない。
硬度平均値が低い表現の例として，次に「のみならず」「にも関わらず」の用例を挙げる。また，硬度平
均値が高くても用例が見られる「と思うと」の用例も挙げる。
(８) 次に日本流の宴會では，宴會其ものが甚だ面白くない。先づ食膳を地上に置くも同樣に直ぐ疊の
上に置くから自然塵埃が入り易い。のみならずお客の内には自分の膳を跨ぐ人が有るばかりでなく
他人の膳をまたぐ人がある。（太陽1901

井上哲次郎「風俗改良問題」28）

(９) 例の大震災救濟金の各五百萬圓を始めとし，協調會，濟生會，若くは風水害救濟の爲にせる支出
金累計は，極く内輪に見積つて各々一千萬圓の多きに及んで居る。或は天下の大富豪たるもの，こ
の位の喜捨は當然と云ふかも知れないが，如何に大富豪と雖も，經濟のない富豪は皆無である。既
に經濟ありとせば，入るを計つて出るを制しなければならぬ筈である。にも拘はらず，散ずること
千百萬金の多きに及ぶのは，全く兩家に王者たる人々の徳に歸しなければならぬ。（太陽1925

加

藤良平「企業上より比較したる『三井』對『三菱』」）
(10) これは日本アルプスも白馬山系をずつと西へ寄つた飛彈境で，徳本峠といふ海拔一萬尺以上の坂
路である。丁度昨年盛夏の頃のこと，廣瀬東畝君その他四五の人達とこれに差しかゝつた所，正午
過の暑い最中に，突然大驟雨がざあつとやつて來た。と思ふと物の十分も經たぬ中に，後は隈なく
霽れて，連山の色が鮮かに見え渡つた。（太陽1917

池上秀畝「峻嶺雨後」）

6. まとめ
本稿では，
『BCCWJ図書館サブコーパスの文体情報』の「硬度」の値を利用して算出した硬度平均値に基
づいて，助詞で始まる複合接続表現の文体差の特徴を，助動詞で始まる複合接続表現及び一語の接続詞と比
較した。
一語の接続詞の文体差の分布と比べると，助動詞で始まる複合接続表現は硬度平均値が高い（文体が硬く
ない）表現に偏る傾向があるのに対し，助詞で始まる複合接続表現は硬度平均値が低い（文体が硬い）表現
から高い（文体が硬くない）表現まであり，文体的な偏りは特に見られないことが分かった。また，助詞で
始まる複合接続表現のうち，硬度平均値が相対的に低い（文体が硬い）表現は，機能語としての使用率があ
る程度高く固定化し定着している複合辞と同じ形式の複合接続表現が多く，この複合辞としての固定化・定
着が文体差に影響している可能性を指摘した。さらに，硬度平均値が相対的に低い（文体が硬い）複合接続
表現は，明治・大正期の用例が見られる傾向があることも指摘した。
encoding=″UTF-16LE″AND endOfLine=″CRLF″
」
。
27 「というのも」は「文頭直後」「文頭空白直後」による検索では該当例はなかったが，文頭直後の「——」に続く次の用例
を文頭直後の用例と見做した。「海のなかへほうりこんでしまつたのだ。——といふのも他にあらず，もう大分まへのこと
だが，ある人が，あの坂でやはりネジのやうなものをひろつたんださうだ。
」
（太陽1925

長谷川天渓「文藝時評

面也」）
28 「太陽1901」は1901年発行『太陽』掲載であることを示す。作者名・作品名も併せて示す。
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助詞・助動詞で始まる複合接続表現の文体差

今後は，指示詞で始まる複合接続表現との文体差の比較も行い，複合接続表現全体の文体差の特徴を明ら
かにする必要がある。
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