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研究成果の概要（和文）：我々は、従来現代語にしかなかった意味分類体系による語彙表を古典17作品にて用例数付き
で2014年に刊行した。これにより異なり語数34,366語の古典語の度数と意味分類番号を比較対照させた語彙史研究が可
能となった。続編として宮島編『万葉集巻別分類対照語彙表』に協力し2015年刊行した。本データの応用的研究として
、①語彙の意味的史的変遷傾向、②新しい観点からの研究の提唱、③現代語「分類語彙表」との対照版など応用版の続
編作成、④上代～中世の意味史分析、⑤現代語との対照的研究、⑥古典シソーラスを増補するためのデータ作成を行い
、⑦今後の応用的研究として意味の計量的分析への見通しを立てることができた。

研究成果の概要（英文）：We published the word list where the use frequency and the meaning classification 
number had been fixed by using 17 classics literary works.
Moreover, we cooperated in the edit of the word list where the use frequency and the meaning 
classification number of each of the 20 volumes of 'Man-yo-shu' had been fixed.
These are the first one in Japan, as the vocabulary data that can contrast the meaning and the use 
frequency like these. We did a historical research that analyzed the relativity of the meaning and the 
use frequency by using these data.
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１．研究開始当初の背景 
 
 日本語の古典語の語彙史研究は、文法・音
韻など他の分野に比べて遅れていた。その進
展には、索引やデータベースの完備のほか、
使用度数語彙表や意味分類した所謂シソー
ラスの作成が不可欠であった。いずれも多く
の時間と労力を必要とするからである。特に、
意味分類体系語彙リストであるシソーラス
は、現代語のものは国研の『分類語彙表』が
あるものは、古典語では用例 1 語毎に意味を
特定する手間がかかるため実現が容易では
なかった。 
宮島達夫が主導してきた我々のグループ

は、約 20 年にわたり、古典作品の実例に当
りつつ、客観的基準による古典語彙の意味史
研究を目指し、古典のシソーラス作成の作業
を営々継続してきた。2012 年 10 月本邦で初
めてのものとなる『日本古典対照分類語彙
表』（17 作品）の基本データを完成させるに
至った（2014 年春、笠間書院刊行予定）。こ
れによって国研編の『古典対照語い表』『分
類語彙表』に続き、その２つの特徴を古典語
彙において統合させ、異なり語数 34,366 語
の古典語の度数と意味分類番号が同時に比
較参照可能である“日本古典文学作品対照使
用度数および意味分類語彙一覧表”を使った
語彙研究が可能となった。 
次なる本応募研究での目標は、その表の発

展的拡張版の作成（例えば、現代語との対照
版など）、とそれを利用した新しい語彙史研
究、意味史研究の応用研究を提唱し、主導し
ていくことである。 
（宮島氏は、現在年齢上の理由で書類上構

成員としては名を連ねない。） 
 
２． 研究の目的 
 
(1) 日本語のシソーラス=意味分類体系によ
る語彙研究は、従来現代語対象のみであった。
我々は、宮島達夫が主導の下、実例に即し客
観的基準による古典語彙の意味史研究を目
指し、約 20 年間の研究成果として初めて「日
本古典対照分類語彙表」（17 作品）の基本デ
ータを完成させた。 
(2) 本研究では、「日本古典対照分類語彙表」
（以下「古典語シソーラス」）を利用し、①
応用的利用法の開発と新研究の提唱、②現代
語「分類語彙表」との対照版など応用版の続
編作成、③上代～中世の意味史分析、④現代
語との対照的研究等、古典語彙の意味史研究
の領域を開拓する。 
(3) 本研究は、古典語彙 34,366 語を『分類
語彙表』と同基準で分類した最初のデータに
より、古典語の意味史研究、現代語との意味
論的対照研究を、客観的飛躍的に発展させる
ものとなる。 
  
３．研究の方法 
 

（１）「古典語シソーラス」を利用し、次の
ような計画と方法で研究を進める。 
 

① 応用的利用法の開発と新研究の提唱 
本表を利用することでどのようなことが新
たに解明できるか、その実例的研究を多く提
示することを目的とする。それによって、新
研究を促進させることができる。（例えば、
「乗り物」に陸海空の区別があり古典には先
入観で空の乗り物は存在しないように思わ
れるが実例では「岩舟」（万葉集）の存在を
確認できる。実例によって思い込みでない古
典の意味世界を開示できる。） 
 
②現代語「分類語彙表」との対照版など応用
発展版等の続編作成 
本表を元に、さらに「分類語彙表」との対

照版を作成したり、新データを追加したり、
様々な角度から改編した一覧表を続編とし
て、作成する。例えば、既に、分類番号順で
の語彙リストとして「古典対照語彙表」を公
表すべく印刷中である。 
 

③上代～中世の意味史分析 
17 作品は万葉から平家物語まで、奈良・平
安・鎌倉の 3時代にまたがって語彙の度数が
「古典対照語い表」よりも、さらに詳しく明
らかになった。時代を比較した用例数の変化
がより詳しく解るようになった。 
 
④現代語との対照的研究 
現代語との対照表を作成することによって、
意味分野による古典語と現代語での語彙の
多寡などの比較が可能となる。 
 
⑤古典語彙の意味史研究の新領域を開拓 
奈良・平安・鎌倉の 3時代にわたり意味分野
の偏りや特徴を解明することが可能になる。
分類番号毎に所属語彙を比較することで、意
味史の通時的研究が可能になる。 
 
(２) 本研究テーマに関わってわれわれは、
宮島達夫氏（国語研究所名誉所員）の主導の
もと、作成作業を共に行ってきた。今回も、
鈴木・石井・安部が意見交換しながら作業を
分担する。研究代表の安部は、語彙史研究の
立場から、宮島の指導と助言を仰ぎつつ、事
務的作業やデータ管理作業を分担する。鈴
木・石井は、それぞれの専門の立場から、宮
島との意見交換を行いつつ、データの分析と
改訂について建設的意見を提示する。宮島達
夫氏は、現在年齢上、所属機関を離れている
ので書類上構成員としては名を連ねられな
かったが、その指導を仰ぎつつ、本研究を進
めて行く予定である。 
石井久雄などの作品追加の計画もあるの

で、今回は表の現代語対照版などの拡張版の
作成と改訂計画に限定して、あえて単年度で
申請することとした。（宮島達夫氏は『万葉
集』の巻別語彙表の完成も近く、今回の応募



研究では、それとの対照版などの計画も検討
されている。） 
 
４．研究成果 
 
 我々は、宮島達夫主導の下、従来現代語の
みが対象であったシソーラス＝意味分類体
系による語彙表を、古典 17 作品で用例数も
合わせるかたちで 2014 年 6月に刊行させた。
即ち、国研編の『古典対照語い表』『分類語
彙表』の２つの特徴を古典語彙において統合
させ、異なり語数 34,366 語の古典語の度数
と意味分類番号が同時に比較参照可能であ
る“日本古典文学作品対照使用度数および意
味分類語彙一覧表”を使った語彙研究を公刊
させることができた。さらに続編として宮島
編『万葉集巻別分類対照語彙表』編纂にも協
力し 2015 年刊行にこぎつけた。 
これらにより、実例に即し客観的基準によ

る古典語彙の意味史研究のデータ的基礎が
構築された。 
この作成過程での経験とそのデータの応

用的利用によって、以下の諸点を 
①語彙の意味的史的変遷傾向を指摘する

道筋を付けることができた（安部（2013.6、
2014.3）、「日本語語彙の歴史的構造変化とそ
こから見た和漢２文体の類型指標」・「シソー
ラスから見た昭和語彙（雑誌九十種）から平
成語彙（雑誌 70 誌）への意味領域上の語彙
変化」）。また、この「古典語シソーラス」を
利用し、②新しい観点からの研究の提唱（蓮
井論文等）、③現代語「分類語彙表」との対
照版など応用版の続編作成（安部ほか
（2013.2）「古典分類語彙表（稿）」）、④上代
～中世の意味史分析（久保論文等）、⑤現代
語との対照的研究（安部（2014.2）「名詞の
変遷――通時的変化の諸相――」）、⑥古典シ
ソーラスを増補するためのデータ作成作業
（安部「夜半の寝覚」、石井「とりかへばや」）
などの研究を推進した。本研究によって、古
典語彙 34,366 語での新たなシソーラスデー
タによる意味史的語彙論研究の新領域を開
拓する道筋を付けることができた。⑦今後古
典作品の増補、意味の計量的分析の応用研究
などをさらに実践的に試みていく予定であ
る。 
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