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電子テキストを利用する

第 10章では用例を集めるツールとして語彙索引を紹介した。語彙索引と

並ぶもうひとつの便利なツールとして、電子テキストというものがある。電

子テキストとは、パソコンで閲覧．検索できるように電子化された機械可読

テキストのことをいう。電子テキストを利用することで、用例を素早く、か

つ大量に集めることができるため、ことばの調査には欠かせない重要なもの

である。本章では電子テキストの利点やその利用にあたっての注意点をまと

め、また、現在一般公開されている代表的な電子テキストをいくつか紹介し

ていく。

1. コーバス言語学と日本語の歴史研究

1. 1 コーバスとコーバス言語学とは何か

一般言語学では本・雑誌•新聞などの言語資料を大量に集積し、自然言語

の構造について容易に分析できるように電子化したものをコーパスという。

コーパスという語はラテン語corpus(「身体」）に由来するもので、言語学では

複数の言語資料が一体になった「資料体」という意味で用いられる。すなわ

ち、コーパスは電子テキストの集成である。コーパスの代表的な例として、

英語 1億語からなる「大英国立コーパス」 (BritishNational Corpus (BNC)）、

英語5億 7,000万語からなる「現代アメリカ英語コーパス」 (Corpusof Con-
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temporary American English (COCA)) (2018年 7月現在）、日本語 1億 430

万語からなる国立国語研究所編「現代日本語書き言葉均衡コーパス」 (Bal—

anced Corpus of Contemporary Written Japanese(BCCWJ)）などがあげられ

る。これらはいずれも現代のことばを対象としたものであるが、近年、古代

のことばを対象としたコーパスが増えつつあり、日本語の歴史研究にとって

もコーパスは欠かせない存在となってきている。

コーパスを利用した言語研究分野をコーパス言語学(corpuslinguistics)と

いう（スタッブズ 2001、石川慎一郎 2012など）。そして、電子テキストを利

用した日本語史研究もコーパス言語学の一部だといえる。電子テキストを利

用することで、大量のデータを対象とした自然言語の分析が可能になる。と

くに歴史研究の場合、短時間で（場合によっては瞬間的に）大量の用例を集め

ることができ、また、電子的に用例を集めることになるため、手作業では起

こりがちの採集ミスを大幅に減らすことができる。しかし、ことばの調査に

とって有用なツールである一方、その使用にあたって注意しなければならな

い点がいくつかある。

1.2 タグ付きテキストとタグ無しテキスト

電子テキストは大きく、本文の電子化にとどまるプレーンテキストのもの

と、電子化した後に形態素解析（語構成要素の分解と品詞、活用形などの判

定）、会話文・地の文の別、底本のページ数・行数などの情報を示すタグを

付与したものとに分けられる。一般には前者をタグ無しテキスト、後者をタ

グ付きテキストというが、タグの有無によって検索方法や分析可能な情報が

大きく異なるため、検索の際にはさまざまな注意や工夫が必要である。

タグ無しテキストの多くは、比較的容易に作成することができるため、プ

レーンテキスト形式(.txt）となっている。また、インターネットに公開され

ているものの場合、 HTML形式のものが多い。そのままウェブブラウザや

メモ帳などのテキストエデ1夕で容易に語彙検索が行えるという点では使い

勝手がよい。また、全文検索システム「ひまわり」（国立国語研究所）や Kwic

Finder (hishida)などの検索専用ソフト（検索専用ソフトについては 2.2で述
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べる）を利用することで、用例とその前後文脈を KWIC形式(2.2を参照）で

出力し、容易にエクセルなどの表計算ソフトに読み込むことができる。語彙

索引を使った場合に比べ、用例の収集や記録にかかる時間が大幅に節約でき

るという利点がある。ただ、このような利点を持つ一方、形態素解析がなさ

れていないため、タグ無しテキストにはさまざまな限界がある。

その最も大きな限界は検索の方法にある。形態素解析されていないプレー

ンテキストの場合では検索方法は基本的に文字列検索に限られるため、用例

を一度に集めきれないことが多い。検索した文字列がそのまま検索結果に上

がるため、表記や活用形、仮名遣いなどのバリエーションをすべて個別に検

索する必要がある。また、短い語の用例は非常に集めにくい。たとえば、助

詞「は」、形式名詞「もの」などの 1、2拍の語を調べようと思ったとき、

「は」や「もの」をそのまま検索すると、助詞や形式名詞であろうとあるま

いと、「は」「もの」という文字列が含まれる語句がすべて検索結果に出てし

まう。漢字表記を持つ語や 3拍以上の語であれば、もう少し探しやすくな

るが、それでも用例でないものが多数ヒットするため、調査結果の分析を行

う前には求めていない用例をすべて削除していく、いわゆる「ゴミ分け作

業」が必要になる。このような弱点を持っため、調査の内容によっては語彙

索引を利用したほうが効率がよい場合もある。

一方、タグ付きテキストになると、前述したように形態素・文体などの情

報を示すタグがテキスト内に付加されているため、タグ無しテキストに比べ

て検索方法が大幅に増える。とくに形態素解析されているテキストの場合、

語単位で検索できることが大きな利点である。タグ無しテキストの場合、動

詞・形容詞などの活用語を検索する際は前述したように各々の活用形を個別

に検索する必要がある上、用例でないものも多数集まってくる。形態素解析

されたタグ付きテキストの場合、語彙素(lexeme。異なる形態であるが同一

の語と認められる語の基本形。動詞・形容詞の場合はその終止形で代表され

る）での検索が可能になるため、検索したい語のすべての例を一括して集め

ることができる。語彙素そのものによる検索であるため、文字列検索で問題

となっていた「ゴミ」の結果もなくなる。
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さらに、付与されているタグの種類によっては検索結果を会話文に限定し

たり、品詞を限定したりすることができる。たとえば、『源氏物語』におけ

る名詞と形容詞の割合を算出しようと思ったとき、語彙索引を使ったとして

も手作業では莫大な時間がかかることは間違いないが、形態素解析されたタ

グ付きテキストを利用することで、名詞と形容詞の数をほぼ瞬間的に算出す

ることができる。実際、形態素解析がなされている「日本語歴史コーパス」

（国立国語研究所、 3.1で紹介）を利用して『源氏物語』における名詞（代名

詞を含む）と形容詞（形容動詞（形状詞）を含む）の数を算出してみると、『源氏

物語』では名詞 92,993語、形容詞 28,077語(2018年 7月の時点で検索した

結果）と、ちょうど 3対 1程度の割合で用いられていることがわかる。これ

は筆者の検索による結果であるが、同じ手順を踏めば、誰でも容易に算出で

きる結果である。タグ付きテキスト（とくに形態素解析がなされているもの）

はこのような利点を持っため、言語の調査にとって極めて有用なツールであ

る。

2. 電子テキストを利用する

電子テキストは大量の用例を短時間で集めるにあたって最適な検索ツール

であるといえる。しかし、必ずしも語彙索引のように日本語史調査のために

整備されているわけではないため、電子テキストを利用する際にはいくつか

注意しなければならない点がある。

2.1 電子テキストの信頼性

電子テキストの中には個人が入カ・公開しているものが多いため、信頼性

が問題になってくるものもある。上述した「日本語歴史コーパス」のような

研究機関が公開している電子テキストは普段、テキスト入力後に人手による

校正作業が行われるため信頼性は高いといえるが、個人が入カ・公開したテ

キストになると十分な校正がなされていないものもあり、中には入カミスが

目立つものもある。また、研究機関が開発した電子テキストでも入カミスが
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皆無というわけではないので、一般に電子テキストから用例を引用する際に

は必ず底本を確認するようにしておきたい。とくに、個人の入力による電子

テキストを利用する際には底本を十分に確認する必要がある。

2.2 検索専用ソフトを使う

上述した「日本語歴史コーパス」をはじめとし、研究機関が公開している

電子テキストは、多くの場合では、専用の検索システムを持っており、ネッ

ト上で容易に検索ができるようになっている。一方、 txt形式や html形式な

どで公開されている単体の電子テキストの場合、そのままブラウザやテキス

トエデイタの検索機能でも検索できるが、より効率をあげるには、検索結果

をKWIC形式で表示できる文字列検索専用ソフトを利用したいo KWIC 

(Keyword in Context)とは、コンコーダンス (Concordance。文脈付き語彙索

引）に用いられる用例掲出形式の一つで、テキストの中から指定したキー

ワードをページの中央位置にあげ、左右に前後文脈を指定した長さで表示す

る形式のことをいう。たとえば、この段落における KWICという語を検索

し、その検索結果を KWIC形式で並べると以下のようになる。

1.り効率をあげるには、検索結果を KWIC 形式で表示できる文字列検索専用

2．列検索専用ソフトを利用したい。 KWIC (Keyword in Context)は、コン

3.う。たとえば、この段落における KWIC という語を検索し、その検索結果

4．いう語を検索し、その検索結果を KWIC 形式で並べると以下のようになる

（検索文字列： KWIC 前後文脈の長さ： 15字）

日本語の検索に対応している KWIC形式の検索専用ソフトとして、国立

国語研究所が開発している全文検索システム「ひまわり」（フリーウェア）や

hishidaが公開している KwicFinder（無料版と有料版あり）があげられる。こ

れらのソフトを利用することで、電子テキストの用例を KWIC形式でわか

りやすく表示することができる（章末のリンクを参照）。

ここで「ひまわり」を使った実際の語彙調査を見てみよう。この調査では
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『源氏物語』桐壷における「あはれ」の使用を調べる。『源氏物語』の電子テ

キストには「源氏物語の世界」 (3.6で紹介）で提供されている本文（桐壷の巻

は明融臨模本を底本にしている）を利用する。まず、桐壷のテキストを「ひ

まわり」に読み込み（読み込み方法について「ひまわり」の「利用者マニュ

アル」を参照）、その上で前後文脈の長さ 15字に設定して「あはれ」を検

索すると、検索結果は表 1のように KWIC形式の一覧表として表示される。

表 1 『源氏物語』桐壷における「あはれ」(KWIC形式、「ひまわり」による検索結果）

1 なる人の、いたう面痩せて、いと あはれ とものを思ひしみながら、言に出

2 といたう思ひわびたるを、いとど あはれ と御覧じて、後涼殿にもとよりさ

3 聞こえけるを、若き御心地にいと あはれ と思ひきこえたまひて、常に参ら

4 きて、門引き入るるより、けはひ あはれ なり。やもめ住みなれど、人一人

5 まやかにありさま問はせたまふ。 あはれ なりつること忍びやかに奏す。御

6 に里がちなるを、いよいよあかず あはれ なるものに思ほして、人のそしり

7 、こよなう思し慰むやうなるも、 あはれ なるわざなりけり。 ［第五段

8 もしろく作りたるに、御子もいと あはれ なる句を作りたまへるを、限りな

， しや」とうちのたまはせて、いと あはれ に思しやる。「かくても、おのづ

10 すげなう嫉みたまひしか、人柄の あはれ に情けありし御心を、主上の女房

11 殿籠もらせたまはざりける」と、 あはれ に見たてまつる。御前の壺前栽の

12 からぬはなきわざなるを、まして あはれ に言ふかひなし。 ［第五段

用例とその前後文脈が確認しやすい形になるだけではなく、検索結果はその

ままエクセルなどの表計算ソフトに容易に読み込むことができるため、用例

の記録にとって「ひまわり」はたいへん便利なツールである。検索専用ソフ

トの多くには複数のテキストファイルを横断的に検索できるという利点もあ

り、多数のテキストを一括して検索する際には、ぜひ利用したい。

2.3 検索する前にテキスト加工

このように検索専用ソフトを使うことで、インターネットからダウンロー

ドした電子テキストや自分で作成した電子テキストを容易に検索することが
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できる。しかし、電子テキストの形式によっては本文が読みづらいこと、ま

た、そのまま検索をかけると用例が漏れてしまうことがある。 2.2で取り

扱った「源氏物語の世界」の本文は比較的整備されているため、そのまま検

索に利用できるが、同サイトにある明融臨模本の翻刻資料の場合はそうでは

ない。たとえば、上で取り扱った桐壷の巻の一部を見てみよう。

1 侍つ（つ＄）るによこさまなるやうにて・つゐにかく

2 なり侍ぬれはかへりてはつらくなむ•かしこき

3 御心さしを思（思＋フ）給へられ（られ＄）侍（侍＋ル）これもわりなき心の

4 0110【御】ーミ

5 やみになむといひもやらす・むせかへり給ほとに

6 夜もふけぬ・うへもしかなん・わか御心なから•あ

7 0111【うへもしかなん】一命婦詞（大島本0100)

8 0112【御】ーミ

9 なかちに人めおとろく許おほされしも・なか＞

10 るましきなりけりと今はつらかりける人のち

11 0113【人のちきりに】一命婦北方へ返答ノ詞也

12 きりになん・世にいさ＞かも人の心をまけたる事

13 はあらしと思ふを・た＞この人のゆへにて」 15オ

上のテキストを見ると、本文の中に数字から始まる行やカッコ付きの部分

があることがわかる。数字から始まる行は底本の行間にある注釈を示し、

カッコ付きの部分は底本の訂正跡（ミセケチなど）を示している。底本の注釈

や訂正跡は本文批評や古注研究にとって重要な情報であるが、語彙検索の際

には検索結果に影響を与えてしまうため、できれば排除したい。

たとえば、 1行目の「侍つ（つ＄）る」という語では「つ」と「る」の間に

「（つ＄）」という注が入っているため、「侍つる」の検索にはヒットしない。

そして、より一般的な問題として、「泣き別れ」の問題がある。「泣き別れ」

とはひとつの語が複数の行にまたがることをいう（上のテキストでいうと、
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9行目から 10行目にわたる「な力>'>る」（長かる）のようなもの）。文字列検

索では泣き別れになった語は基本的にヒットしない。このような「採集漏

れ」を防ぐためには検索専用ソフトを利用する前に改行や注、その他の記号

などを排除していくテキスト加工作業を行う必要がある。除きたい情報を一

つ一つ手で消していくと非常に時間がかかってしまうので、ワードやテキス

トエデイタの文字列置換機能(2.6で詳述）を利用するとよい。

2.4 文字列検索の基本と「ゴミ」の問題

形態素解析のなされているテキストを用いることで、調査したい語の用例

が苦労なく速やかに集められる。しかし、多くの電子テキストが形態素解析

されていないのが現状である。このような形態素解析のなされていないテキ

ストで語や文法形式を検索する際には、その語・形式が現れ得るすべての形

を念頭に入れて検索しなければならない。

とくに活用語を調べる際には注意が必要である。たとえば、第 10章で例

として取り上げた「のる」の用例を集めようと思ったとき、用例を漏れなく

採集するためには、「のら」「のり」「のる」「のれ」のようにすべての活用形

を個別に調べなければならない。そして、平仮名表記の他に、「ノラ」「ノ

リ」「ノル」「ノレ」のような片仮名表記や、「乗ら」「乗り」「乗る」「乗れ」

などの漢字表記をも検索する必要がある。このように検索するバリエーショ

ンが多くなると、集めた結果の中での「ゴミ」も多くなってくる。たとえ

ば、筆者は「日本古典文学大系本文データベース」（国文学研究資料館、 3.1

で紹介。以前は本文全体を公開していた）における「のる」の用例を「ひま

わり」で探し出し分析したことがあるが、検索結果 19,698件のうち、「ゴ

ミ」の例（「いのる」「おのれ」など）は 16,193件と、結果の 8割以上を占め

ていた（ジスク 2017)。「は」「が」「の」などの一拍の語の場合は、「ゴミ」

の例はさらに多くなるだろう。このように「ゴミ」の例が多いときは、最初

から語彙索引を利用したほうが速い場合もある。
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2.s 正規表現を使う

もう一つ検索の効率を上げるツールとして、正規表現というものがある。

正規表現とは、端的にいうと、一つの形式で複数の文字列をまとめたもので

ある。正規表現を利用することで、ある条件（たとえば、英数字であるこ

と、行頭に位置していること、カッコに括られていることなど）に合ったす

べての文字列を一括して検索することができる。 2.2で紹介した「ひまわ

り」と KwicFinderをはじめとし、多くの検索専用ソフトは正規表現に対応

している。また、 Notepad+＋、サクラエデイタ（フリーウェア）、 Sublime

Text、秀丸エデイタ（シェアウェア）などのテキストエデイタでも正規表現が

利用できる。ことばの調査はもちろん、テキスト加工においてもたいへん役

に立つツールである。

文字列検索やテキスト加工をより効率良く行うためには基本的な正規表現

をいくつか覚えておくとよい。ソフトによっては正規表現の標準は多少変

わってくるが、ここでは本章で取り上げた検索専用ソフトとテキストエディ

タがいずれも対応している、比較的汎用性が高い Perl5言語の正規表現をい

くつか紹介していきたい。

正規表現は基本的に半角英数字のメタ文字からなり、これらのメタ文字を

通常の文字と合わせることで、複雑な検索条件を作ることができる。たとえ

ば、任意の文字 1字をあらわす正規表現である「．」（ピリオド）の場合、

「かる」で検索すれば、「かかる」「かける」「かくる」などの「か」と「る」

の間に文字が一つ入るすべての文字列に一致する。また、直前の文字が0回

以上連続することをあらわす「＊」（アステリスク）の場合、「か＊る」で検索す

ると、「る」「かる」「かかる」などに一致する。正規表現を組み合わせるこ

とでより複雑な条件を作ることもできる。たとえば、「かか＊．る」で検索す

ると、「かかる」「かはる」「かかはる」「かへる」「かかへる」などに一致す

る。

以下に Perl言語の基本的な正規表現と簡単な使用例を示す。
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表2 基本的な正規表現(Perl5言語）

任意の文字（改行以外）1字に一致する。

例：かる → かかる、かける、かくる、かはる…

＊ 直前の文字が0回以上連続する文字列に一致する。

例：か＊る → る、かる、かかる…

＋ 直前の文字が 1回以上連続する文字列に一致する。

例：か＋る → かる、かかる、かかかる…

※「＊」と「＋」はいわゆる貪欲(greedy)な表現で、たとえば「か．＊

る」で検索したときに行の中で「か」の後ろに「る」が複数回現れ

た場合は最後の「る」までヒットする。すなわち、「時間がかか

る。お金もかかる」という文字列の場合、「か．＊る」は「時間が埜

かる。お金もかかる」まで一致する。最小限の文字列を拾いたいと

きは、「＊」と「＋」の後ろに「？」を入れるとよい（例：か．＊？る

→ 時間がかかる。お金もかかる。）

？ 直前の文字がO~l回現れる文字列に一致する。

例：かか？る → かる、かかる

※「＊」と「＋」の後ろでは貪欲なマッチを非貪欲(non-greedy,lazy) 

にする機能を持つ（詳しくは「＋」の項を参照）

l この記号の左右に位置する文字列のどちらかに一致する。

例：かるIかす → かる、かす

＾ 行頭に一致する。

例：＾い → ぃつれの御ときにか女御更衣あまたふらひ給ひ

ける中にいとゃんことなききはにはあらぬか

＄ 行尾に一致する。

例：か＄ → いつれの御ときにか女御更衣あまたふらひ給ひ

ける中にいとゃんことなききはにはあらぬ栓

（） 正規表現を部分的にグループ化する。

例： （かIけ）（るIす） → かる、かす、ける、けす

¥1, ¥2, ¥3・・・ （）でグループ化した文字列に一致する。文字列置換の際に便利。

例：検索文字列：か（か？）は（らIりlるIれ）
置換文字列：か＼1わ＼2

結果：「かはら、かはり、かかはら、かかはり…」を

「かわら、かわり、かかわら、かかわり…」に置換）
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［ ］ この記号で囲んだ文字の中のどれかに一致する。

例：か［かけ］［るり］ → かかる、かける、かかり、かけり

※「-」を使って、文字コードが連続する複数の文字を一括して指

定することもできる。

例： ［あ—ん］ → 平仮名の全文字に一致する。

［アーケ］ → 片仮名の全文字に一致する。

［ヲーン］ → 半角片仮名の全文字に一致する。

［亜熙］ → 漢字の全文字に一致する (ShiftJISの場合。 Uni-

codeの場合は［―-顧］になる）。

※以下のように複数の範囲を並べることもできる。

[0-9A-Za-z] → 半角英数字の全文字に一致する。

[0-9A-Za-z] → 全角英数字の全文字に一致する。

［あ—ん＞ゞ］ → 平仮名の全文字＋平仮名踊り字に一致する。

［アーケヽ ］ゞ → 片仮名の全文字＋片仮名踊り字に一致する。

{x} 「X」は任意の数字を示す。直前の文字が指定した回数連続する文字

{x,xl 列に一致する。「{x,x}」を用いることで、下限と上限を設けること

{x.} ができる。「{X,}」の形で上限を設けないこともできる。

例：か{2}る → かかる

か{1,2}る→ かる、かかる

か12,｝る → かかる、かかかる、かかかる…

[/¥ ] この記号で囲んだ文字以外の文字に一致する。

例：かか［^ る］ → Xかかる 0かから、かかり、かかれ・・・

¥w 半角英数字とアンダーバー 1字に一致する。

伊tl: pg. ¥w¥w → pg. 01 、pg. 02、pg. l a、pg. lb・・・

¥d 半角数字 1字に一致する。

例： ＼d¥d¥d¥d → 0001、0002、0003、0010、0011、0012…

¥t タブ文字に一致する。

¥s 半角スペース、タブ、ニューライン(「¥n」の説明を参照）文字に一

致する。

¥n ニューライン（ラインフィードとも）文字に一致する。

一種の改行コード。 MacOSXとLinlD(で使用される。

¥r キャリッジリターン文字に一致する。

一種の改行コード。 MacOSX以前の MacOSで使用される。

※Windowsでは、改行コードは基本的にニューラインとキャリッ

ジリターンの組み合わせ「＼r¥n」からなる。

＼ 直後の文字は正規表現でないことを示す。

例： ＼＊ → アステリスクそのものに一致する

注：日本語OSでは「＼」が「¥」として表示されることもある。
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正規表現を利用することで、通常ならば何回も検索を繰り返さないと拾ぅ

ことができない文字列を一括して集めることができる。たとえば、「のる」

の場合は、中に囲んだ文字のいずれかに一致する「［］」を用いて、

［のノ乗載］［らりるれラリルレ］

のような正規表現を構成すれば、だいたいの用例は収集できる。あるいは、

やや長くなるが、已然形と呼応しない「こそ」の用例を集めるためには、

［こそIコソ］．十？［^ けケげゲせセてテねネヘヘベベめメれレ］［、o]

のような正規表現が使える。

ここではあくまでも基本的な正規表現しか紹介していない。正規表現をよ

り詳しく勉強したいときは、言語研究における正規表現の応用例を多く紹介

する大名力(2012)や、いろいろなプログラミング言語に対応した正規表現

のノウハウをまとめた Friedl(2006)とGoyvaerts& Levi than (2009)を参照す

るとよい。なお、正規表現を利用することで効率よく用例を集めることがで

きる一方、 2.4で取り上げた文字列検索の問題は依然として残る。検索条件

が増えれば増えるほど、検索結果の「ゴミ」も多くなってくるので、条件を

広く設定し過ぎないように注意しておきたい。

2.6 正規表現を使ったテキスト加工

次に、正規表現を使ったテキスト加工の例を見てみよう。表2にしたがっ

て、 2.3で示した明融臨模本『源氏物語』のテキストから改行、行間の注

記、訂正跡をすべて削除する。使用するソフトによって手順が若干異なる

が、だいたいの場合は「検索」のメニューから「置換」を選び、検索設定で

正規表現をオンにすることで正規表現の検索・置換ができるようになる。

最初に行間注釈を削除しよう。行間注釈(4,7, 8, 11行）の行がすべて数字

から始まっているため、まずは行頭が数字になっている行を探したい。ここ

に行頭に一致する正規表現「＾」を使用すれば、簡単に行頭を指定すること

ができる。そして、半角数字 1字に一致する「＼d」と組み合わせれば、行

頭でかつ半角数字という条件が作れる。行間注釈の行を丸ごと削除するに

は、「^ ＼d」の後ろに任意の文字 1字に一致する「．」と直前の文字の一回以
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上の連続に一致する「＋」を置き、さらにその後ろに行尾の 1字に一致する

「$」を置けばよい（全部で「＾＼d．十＄」のようになる）。検索文字列をこのよ

うに設定し、置換文字列を空欄にすれば、行間注釈がすべて削除できる。

次にカッコ内の訂正跡を削除しよう。検索文字列を「（．十）」に設定し（こ

こで「（）」は全角文字。半角の場合は、グループ化の正規表現に解釈され

ないように、それぞれのカッコの前に「＼」を置く必要がある）、置換文字列

を空欄にすれば、カッコとその中にある文字がすべて削除できる。

最後に改行を削除しよう。改行をとるためには「＼r¥n」(Windowsの場合。

(MacとLinuxでは「＼n」）で検索し、置換文字列を空欄にすると、改行はす

べてなくなる。改行を最初に削除すると、行頭・行尾が指定できなくなるの

で、最後に削除するとよい。以上の手順をまとめると、以下のようになる。

表 3 テキスト加工の一例

置換条件

1 行間注を削除

2 訂正跡を削除

3 改行を削除

検索文字列

A¥d.+$ 

（．十）

¥r¥n 

置換文字列

（空欄）

（空欄）

（空欄）

このように 1~3の手順にしたがって文字列置換を行うと、以下のような

検索しやすいテキストが出来上がる。

侍つるによこさまなるやうにて・つゐにかくなり侍ぬれはかへりてはつらくな

む•かしこき御心さしを思給へられ侍これもわりなき心のやみになむといひもや

らす・むせかへり給ほとに夜もふけぬ・うへもしかなん・わか御心なから•あな

かちに人めおとろく許おほされしも・なか＞るましきなりけりと今はつらかりけ

る人のちきりになん・世にいさ）かも人の心をまけたる事はあらしと思ふを・

た）この人のゆへにて

この他、テキスト加工に役立つ文字列置換例をいくつか以下に示す。
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表4 テキスト加工に役立つ正規表現

置換条件 検索文字列 置換文字列

句点で改行を挿入
゜

。¥r¥n

半角英数字を削除 [0-9a-zA-Z] 空欄

全半角スペースを削除 ~L 空欄

2回以上連続する改行を削除 (¥r¥n){2,} ¥1 

同の字点→漢字 （．）々 ¥l¥l 

P001,P002…（ページ数）を削除 P¥d+ 空欄

※全角の場合は： P[0-9]+

1オ， 1ウ…（帖数）を削除 ¥d+［オウ］ 空欄

※全角の場合は： ［1-9］+［オウ］

／漢字（ルビ）形式のルビを削除 /（．＋？）＼（．十？＼） ¥1 

※全角の場合は： ／（．＋？）（．十？）

レ点を反読 (.）レ（．） ¥2¥ l 

ー・ニ点を反読 （．）二（．十？）＿ ¥2¥1 

※なお、反読される文字数が一文字の場合に限

る。二字以上の熟語が含まれる場合は更なる工夫

が必要

テキストによって必要な加工の手順が異なってくるが、最低限でも調査資

料として利用する前に、採集漏れを防ぐために改行、スペース、注などを削

除する加工をしておいたほうがよい。

2.7 テキスト加工の問題点

テキストを加工することで文字列検索の効率が上がる一方で、とくにテキ

スト内の改行やスペースなどを削除してしまうと、テキストそのものが読み

づらくなることがある。このような場合、一つの対策として、加工済みのテ

キストに句や文の切れ目に再び改行を入れることが考えられる。句読点が付

いているテキストでは、上で示した「。」→「。＼r¥n」のような正規表現で

句点を改行に置き換え、より読みやすくすることができる。しかし、 2.3で

示した明融臨模本『源氏物語』のように句読点が付いていないテキストには

この対策は利かない。このような際には加工前のテキストを残し、加工済み
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のテキストと併用するのが一番よい。すなわち、文字列検索には加工済みの

テキストを利用し、前後文脈の確認に加工前のテキストを利用すればよい。

加工の際に底本のページ数や行数などの情報を削除した場合にもこのような

工夫が必要となる。

2.8 電子テキストの限界

電子テキストを利用することで、多くの場合では用例収集が速くなる。し

かし、電子テキストを利用して用例を集める場合も、第 10章で述べた検索

ツールの利用にあたっての問題点はそのまま当てはまる。つまり、文章を読

まずに短時間で大量の用例を集めることになるため、個々の用例の理解度が

十分でなく、検討がおろそかになる恐れがある。現在の段階では、電子テキ

ストに注釈が付いているものが非常に少ないので、内容を理解するために改

めて注釈書を見ることになる場合が多い。このため、電子テキストを利用し

ても必ずしも作業が楽になるわけではないことを心に留めておく必要があ

る。

3. 日本語史研究のための電子テキスト

これまでに電子テキストの功罪や利用方法について述べてきた。では、電

子テキストにはどのようなものがあるのだろうか。本節では、インターネッ

トに公開されている電子テキストや、 CD・DVDで販売されている電子テ

キストの中から代表的なものをいくつか紹介していく。

なお、日本文学・日本史などの分野では複数の電子テキストを集めたもの

をデータベースと呼ぶことが多い。このような電子テキストデータベースは

実質的にコーパスの一種であるともいえるが、とくに言語研究のために整備

されたものをコーパスと呼び、（言語研究のほか）文学、歴史研究などの多目

的で作られたデータベースと区別することが多い。

以下に紹介する電子テキストの URLや書誌情報などは巻末の［日本語史

研究のための電子テキスト一覧］で示す。また、そこに本章では紹介できな
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かったものをいくつか掲げる。

3.1 国立国語研究所公開のコーバス

まず電子テキストの中でも代表的なものとして、国立国語研究所が開発・

公開している

(1) 「日本語歴史コーパス」 (Corpusof Historical Japanese (CHJ)) 

があげられる。 (1)は国立国語研究所共同研究プロジェクト「通時コーパス

の設計」および「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」（リーダー：

小木曽智信）と連携して開発されているもので、広く奈良時代から明治・大

正の日本語資料を対象にしている。形態素解析済みタグ付きテキストから構

成されており、語彙素(1.2を参照）による検索ができる。この他、品詞、活

用形、語種、前後何語以内に共起する語など、さまざまな条件が指定でき

る。 2019年4月現在では以下のコンテンツが公開されており、今後順次更

新されていく予定である。

①奈良時代編：『万葉集』（底本：『新編日本古典文学全集』小学館）

②平安時代編：『古今和歌集』『土佐日記』『竹取物語』『伊勢物語』『落

窪物語』『大和物語』『枕草子』『源氏物語』『紫式部日記』『和泉式部

日記』『平中物語』『堤中納言物語』『更級日記』『讃岐典侍日記』『蜻

蛉日記』『大鏡』（底本：『新編日本古典文学全集』小学館）

③鎌倉時代編：『今昔物語集（本朝部）』『宇治拾遺物語』『十訓抄』『方丈

記』『徒然草』『海道記』『建礼門院右京大夫集』『東関紀行』『十六夜

日記』『とはずがたり』（底本：『新編日本古典文学全集』小学館）

④室町時代編：大蔵流虎明本『狂言集』(236曲）（底本：大塚光信編

(2006)『大蔵虎明能狂言集ー翻刻註解全二冊』清文堂）『天草版平家

物語』『天草版伊曽保物語』（底本：大英図書館蔵本）

⑤江戸時代編：洒落本一『聖遊廓』『月花余情』『新月花余情』『陽台遺

編・紺閣秘言』等 30作品（底本：洒落本大成編集委員会編(1978-88)

『洒落本大成』中央公論社）、人情本一（底本：東京大学国語研究室所蔵）

⑥明治・大正編：雑誌ー『明六雑誌』（全文）『国民之友』『太陽』『女学雑
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誌』『女学世界』『婦人倶楽部』（各一部）、国定教科書？小学校第 1期

～第 6期、高等小学校 1期、口語資料ー『交易問答』『安愚楽鍋』『開

化のはなし』『文明開化』等 9作品（底本：国立国会図書館蔵本及び

国立国語研究所蔵本）

本コーパスでは検索した語（キー）の前後文脈 300語まで表示することが

できるが、元のテキストをそのまま閲覧・ダウンロードすることができない

ため、前後文脈をより詳しく確認したい場合は、刊行冊子体テキストを見る

必要がある。『新編日本古典文学全集』の本文（注釈・現代語訳を含む）は

「ジャパンナレッジ」 (3.5で紹介。有料）に公開されており、外部リンクとい

う形で参照できる（「ジャパンナレッジ」に個人または法人で契約を結んでい

る必要がある）ので、アクセスできる環境にいれば、一緒に利用するとよい。

明治・大正の雑誌の画像データも一部国立国語研究所によって公開されてお

り、外部リンクで参照できる。「日本語歴史コーパス」は登録制となってお

り、登録するためには所定の手続きをする必要がある。登録は無料である。

国立国語研究所はこの他に、全文検索システム「ひまわり」 (2.2を参照）

で検索できるように整理したデータとして、次のようなものを公開してい

る。

(2) 「太陽コーパス」

(3) 「近代女性雑誌コーパス」

(4) 「明六雑誌コーパス」

(5) 「国民之友コーパス」

(6) 「青空文庫」パッケージ

(7) 「人情本」パッケージ

(8) 「ふみくら」パッケージ

(9) 「日本文学テキスト」パッケージ

(10) 「国会会議録」パッケージ

(2) ~ (5)は明治～大正期の雑誌を集めたコーパスで、上記の(1)でもアクセ

スすることができる。 (2)は明治後期～大正期の総合雑誌『太陽』から 5年

分のデータをサンプルしたもので、 (3)は明治後期～大正期の女性雑誌 3種
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から 40冊分のデータをサンプルしたものである。 (4)は明治初期の学術啓

蒙雑誌『明六雑誌』の全文を収録したもので、 (5)は明治中期の雑誌『国民

之友』の第 1~36号(1887~ 1888年刊）のデータを収録したものである。

なお、 (2)の単体版は CD-ROM（有料）でのみ公開されているが、 (1)では無

料で検索できるようになっている。 (6)はインターネットの「青空文庫」か

ら計約 1万4千作品(2019年 4月現在）を集めたものである。「青空文庫」は

著作権が消滅した作品をテキスト形式で提供する電子図書館であり、作品の

増加にともなって、本パッケージも定期的に更新されている。 (7)は近世の

人情本 6作品、 (8)は幕末・明治期の読本・小説 17冊を収録したものであ

る。 (9)は後述の(38)で提供されている一部のテキストを「ひまわり」用に

変換したものである。 (10)は1947~ 2012年の国会会議録（本会議及び予算

委員会）を集めたものである。 (2)~(10)はいずれも文体、記事名、著者な

どの情報がタグで付けられており、横断検索の際にたいへん便利である。検

索方法は基本的に文字列検索となるが、 (4)と(5)のテキストは形態素解析

されており、語彙素による検索が可能となっている。

3.2 国文学研究資料館公開の電子テキストデータベース

「日本語歴史コーパス」と並ぶ大規模なコーパスとして、国文学研究資料

館が公開している

(11) 「日本古典文学大系本文データベース」

がある。 (11)は『日本古典文学大系』（岩波書店）100冊、 556作品を電子化

したもので、文字列検索による全作品の横断検索ができる。公開されている

データベースの中で最も作品数が多く、言語資料としての価値が非常に高い

が、その一方で、検索方法が文字列検索に限られているため、助詞・助動詞

などの短い語の検索には向いていない。また、作品数が多いものの、『日本

古典文学大系』の刊行から年数が経っていることもあり、中には信頼性に問

題がある底本も含まれている。とくに『宇津保物語』『源氏物語』の底本に

ついては、善本とはいえないという見方もあり、最低でも『宇津保物語』

『源氏物語』に関してはより信頼できる資料を利用したい。『狂言集』も 19



第 11章電子テキストを利用する 251 

世紀成立の大蔵流山本東本を底本にしているので、成立時期の早い大蔵流虎

明本や『狂言記』などと照らし合わせる必要がある。 (1)国立国語研究所

「日本語歴史コーパス」には大島本『源氏物語』と大蔵流虎明本『狂言集』

が収録されているので、これらのテキストについては (1)を利用するとよ

い。「日本古典文学大系本文データベース」にアクセスするために登録の必

要はないが、アクセスできる場所は大学や図書館、研究所などの公的機関に

限られている。

国文学研究資料館はこの他に以下のようなデータベースも公開している。

(12) 「噺本大系本文データベース」

(13) 「古典選集本文データベース」

(12)は『噺本大系』（東京堂出版）20冊、 329作品を電子化したもので、 (13)

は『二十一代集』『絵入源氏物語』『吾妻鏡』、歴史物語、奈良絵本など、国

文学研究資料館所蔵和古書 30作品(2019年 4月現在）を電子化したものであ

る。 (11)と同様に文字列検索による全文横断検索ができるようになってい

る。なお、 (12)と(13)についてはアクセスの制限はない。

3.3 東京大学史料編纂所公開の電子テキストデータベース

東京大学史料編纂所はインターネット上で日本史関連史料やデータベース

を多く公開している。その中でも、全文検索可能なデータベースとして次の

ものを公開している。

(14) 「古記録フルテキストデータベース」

(15) 「古文書フルテキストデータベース」

(16) 「奈良時代古文書フルテキストデータベース」

(17) 「平安遺文フルテキストデータベース」

(18) 「鎌倉遺文フルテキストデータベース」

(14)は東京大学史料編纂所編『大日本古記録』（岩波書店）の全文テキスト

データベースで、 (15)は同『大日本古文書一家わけ文書』（東京大学出版

会）、佐藤進一他編『中世法制史料集』（岩波書店）などの史料集から集めた古

文書のデータベースである。 (16)は東京大学史料編纂所編『大日本古文書
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一編年文書』（東京大学出版会）の全文テキストデータベースで、 (17)は竹内

理三編『平安遺文』（東京堂出版）の全文と黒板勝美編『新訂増補国史大系』

（吉川弘文館）から一部の史料などを集めたデータベースである。 (18)は竹

内理三編『鎌倉遺文』（東京堂出版）の全文テキストデータベースである。

古文書・古記録などの変体漢文については語彙索引が刊行されているもの

が比較的少ないため、変体漢文の調査にとっては、 (14)~(18)のデータベー

スは欠かせないものである。いずれも検索方法は文字列検索に限るが、対象

のテキストが漢字文となっているため、和文のように活用形・表記のゆれを

それぞれ指定する必要がなく、比較的容易に用例を集めることができる。

3.4 漢籍•仏典の電子テキストデータベース

日本語資料のコーパス・電子テキストデータベースの他に、漢籍•仏典・

漢詩などの漢文作品を扱ったデータベースが国内外の大学・研究機関によっ

て数多く公開されている。これらは漢字・漢語の歴史的研究を行う際に役に

立つ。代表的なものには以下のものがある。

(19) 台湾中央研究院「漢籍全文資料庫」

(20) 陳郁夫「台湾師大図書館【寒泉】古典文献全文検索資料庫」

(21) Donald Sturgeon「中国哲学書電子化計画」（英名： ChineseText 

Project) 

(22) 中華電子仏典協会(CBETA)「電子仏典集成」

(23) 東京大学「SAT大正新脩大蔵経テキストデータベース」

(24) Christian Wittern「漢籍リポジトリ」

(19)では『二十五史』や『十三経義疏』の全文を検索できる。なお、一部

のコンテンツが有料となっている。 (20)では『全唐詩』『朱子語録』など、

(19)の無料版には含まれていない多くのテキストが検索できる。 (21)は本

来、古代中国哲学・思想に関連した資料を公開するサイトであるが、近年資

料が大幅に増加しつつあり、哲学・思想に限らず、史書・字書・医書・算書

など、多くの資料を公開している。テキストによっては英訳や底本の画像ま

で付いているものもあり、たいへん利便性の高いサイトとなっている。 (22)
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は『大正新脩大蔵経』（大正一切経刊行会）、『新纂大日本続蔵経』（国書刊行）

などの大蔵経類から印度・中国撰述の仏典をすべて収録した大規模なデータ

ベースである（日本撰述の仏典は収録されていない）。インターネット上で検

索できる他、プログラムとしてダウンロードしてオフラインで利用すること

もできる。 (23)は東京大学による『大正新脩大蔵経』の全文テキストデー

タベースである。対象となる作品は基本的に(22)と同じであるが、 CBETA

版で収録されていない日本撰述の仏典がすべて収録されているため、仏典を

調査する際に CBETAと併用するとよい。 (24)は京都大学の ChristianWit-

ternが二十数年にわたってインターネットから収集し、または研究プロジェ

クトで作成した漢籍電子テキストの大集成である。『四部叢刊』『四庫全書』

『正統道蔵』『道蔵輯要』『大正新脩大蔵経』『新纂大日本続蔵経』といった叢

書類から集めたテキストが約 1万冊収録されている (2019年 4月現在）。規

模でいうと、漢籍•仏典の電子テキストデータベースの中で最大なものにな

るが、テキストのほとんどに句読点が施されていないため（これは『漢籍リ

ポジトリ』の問題というより、底本である『四部叢刊』『四庫全書』などの

問題）、高度な専門知識がないと、解読が困難であることが多い。

〈漢籍•仏典の当たるべき範囲〉

さて、漢籍や仏典の電子テキストデータベースを検索すると、きわめて膨

大な数の用例が集まることがある。大量の用例を前にして、一つ一つの用例

の意味・用法の分析にかかる手間・時間を考えると、研究テーマ自体が無謀

なものであったかのように思えてくる場合があるかもしれない。

調査の範囲を限らずに、できるだけ多くのデータベースに当たるという方

法は、ある漢語が和製か否かを判断するような場合、すなわち、基本的に用

例の有無のみが問題になるようなケースでは可能かつ有効であろう。しか

し、用例数の多い漢字（たとえば助字の類など）の意味・用法の、中国と日本

とでの相違を問題にする場合などは、将来的には悉皆調査に近いものを目指

すにしても、調査の初期段階としては、見通しをつけるために、ある程度調

査範囲を限定せざるを得ないことがある（また、研究のモチベーションを維
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持するためにも、その方がよいように思われる）。

問題は、どのようにして調査範囲を限定するかである。日本語の資料の場

合、我々はどのようにして調査範囲を決めるであろうか。通常は、資料の成

立年代、ジャンル、言語資料としての性格・重要度等を考慮するはずであ

る。また、そうした情報を確認するためには、『日本語学研究事典』（明治書

院）、『日本語大事典』（朝倉書店）のようなものを利用するであろう。中国の

資料についても、これと同様のことをすればよい。中国資料の各文献の性格

を押さえた上で、基本的かつ重要な資料から調査を始め、余力に応じて調査

範囲を拡大していくのである。

中国の資料の性格を知るためには、以下のようなものを参照するとよい。

A 近藤春雄『中国学芸大事典』大修館書店 1978

B 神田信夫・山根幸夫編『中国史籍解題辞典』燎原書店 1989

C 日原利国編『中国思想辞典』研文出版 1984

D 鎌田茂雄・河村孝照他編『大蔵経全解説大事典』雄山閣出版 1998

E 尾崎雄二郎・竺沙雅章・戸川芳郎他編『中国文化史大事典』大修館書店

2013 

また、昔の日本人がどのようなものを読んでいたかを考慮することも有効

である。ある時代の日本人がどのような漢籍を読んでいたのかを知るために

は、藤原佐世撰『日本国見在書目録』（寛平 3(891)年頃成立、『日本書目大

成』（汲古書院）等に収録）等の当時日本に将来されていた漢籍の目録等がある

ほか、公家日記の類には、読書・書写・抄出した典籍についての記述が間々

ある。大島幸雄編『平安朝漢文日記索引一典籍文書名篇一』（国書刊行会）や

土井哲治編『実隆公記 書名索引』（続群書類従完成会）のようなものもある

ので、目を通してみるのもよいだろう。

なお、どのような範囲のデータベースを検索すべきかは、研究テーマに

よって異なってくる。自身の研究テーマに、どういう範囲の調査が適してい

るかが判断できるようになるためには、それなりの中国学に関する知識も必
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要である。たとえば、台湾中央研究院の「漢籍全文資料庫」等を利用するに
しぷ

あたっては、漢籍の分類法のスタンダードである「四部（四庫）」の概略は押

さえておいた方がよい。四部では、すべての漢籍を経・史・子・集の 4つ

に大別する。そのおおよその内容は、経部は儒教経典およびその注釈等（注

釈のための訓詰学（文字解釈）を含む）、史部は『史記』をはじめとする歴史

書および地理等、子部は諸子百家をはじめとする思想の書（天文学・暦学・

医学・薬学等も含む）、集部は文学関係の書（文学作品・文芸評論）である。

闇雲に検索をするのではなく、自身の調査に関係の深そうな分野の書目を優

先的に調査するとよいだろう。

さらに言えば、データベース検索をする前に、調査しようとする漢字・漢

語について、中国において中国語学分野から研究が為されている可能性も確

認しておくべきだろう。自身の研究にとって有益な情報が得られる場合もあ

る。中国における研究を検索するためには、京都大学人文科学研究所東アジ

ア人文情報学研究センターが作成している『東洋学文献類目』を利用すると

よい。これは、 1年ごとの東洋学関連の書籍・論文の目録で、毎年作成され

ている。東洋学関連の先行研究が外国の文献も含めて網羅的に収められてい

るので、まずは参照しておくとよいだろう。書籍版とオンライン版があり、

オンライン版では、キーワード検索が可能である（章末のリンクを参照）。

3.5 有料の電子テキスト

これまでに紹介した電子テキストはいずれも研究機関・大学または個人に

よって開発されているもので、基本的には無料あるいは無料登録制となって

いる。しかし、すべての電子テキストが無料というわけではない。出版会社

などによる有料電子テキストもあり、場合によっては有料のものを利用しな

ければならないことがある。中には個人で購入できるものもあるが、ものに

よっては法人契約限定、あるいは高価なため個人での購入・契約が非現実的

であることがある。以下に紹介する資料は大学図書館などの研究機関で導入

している場合が多いので、利用したい際には所属機関あるいは最寄りの図書

館のレファレンスコーナーに問い合わせるとよい。
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まず、大学図書館への導入度が高いものとして、

(25) 株式会社ネットアドバンス「ジャパンナレッジ」(JapanKnowledge) 

がある。「ジャパンナレッジ」では『新編日本古典文全集』（小学館）全 88冊

の全文（原文・現代語訳・注釈）と、『東洋文庫』（平凡社）から約 700冊(2019

年 4月現在）の全文が検索できるようになっている。また、別途契約が必要

となるが、『群書類従（正・続・続々）』（八木書店）全 133冊（約 3,750書目）の

全文検索システムも公開している。いずれも文字列検索のみとなっている

が、『新編日本古典文全集』の場合、一部の作品は 3.2で紹介した語彙素に

よる検索が可能な「日本語歴史コーパス」にも収録されているので、合わせ

て利用するとよい。「ジャパンナレッジ」はこの他に、『日本国語大辞典』（小

学館）、『角川古語大辞典』（角川書店、別途契約が必要）、『日本方言大辞典』

（同）、『国史大辞典』（吉川弘文館）の検索システム（全文検索可能）や『古事類

苑』（古事類苑刊行会）の検索システム（全文検索不可。ただし、目録・索引あ

り）など、日本語史研究に役立つ資料（第 8章参照）を数多く公開している。

このほかに、有料電子テキストとして以下のようなものがある。

(26) 株式会社古典ライブラリー「日本文学Web図書館」

(27) EBSCO「eBookCollection (EBSCOhost)」

(26)は(a)「和歌ライブラリー」、 (b)「和歌＆俳諧ライブラリー」、 (c)「平安文

学ライブラリー」という三つのデータベースを提供している。 (a)では『新

編国歌大観』全 10巻 1162集（角川学芸術出版）と『新編私家集大成』全 7

巻 527集・増補 49集（古典ライブラリー）、（b）では『古典俳文学大系』全

16巻・増補巻の俳書（集英社）と『歌書集成』（古典ライブラリー）、（c）では

『源氏物語』の諸本（大島本、陽明文庫本、保坂本、河内本）をはじめとする

平安時代の文学作品の全文が検索できる。 (27)では『新訂増補国史大系』（吉

川弘文館）全 66冊、『日本随筆大成』（同）全 105冊、『大日本佛教全書』（大法

輪閣）全 161冊、『明治年間法令全書』（原書房）全 120冊など、数多くの電子

書籍が公開されている。両方とも文字列検索による横断検索ができるため、

大量の用例を一括して集める際には有用な資料である。

インターネットで公開されている電子テキストに加え、近年は減ってきて
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いるが、 CD-ROM・ DVD-ROMで発売されている電子テキストもある。

いずれも有料であり、個人での入手が困難な場合もあるので、大学図書館な

どの研究機関を通して利用するとよい。代表的なものとしては以下のような

資料がある。

(28) 「新編国歌大観」編集委員会監修『新編国歌大観DVD-ROM』（旧

版：同『CD-ROM版新編国歌大観』）角川学芸術出版

(29) 古典索引刊行会編『万葉集電子総索引 CD-ROM版』塙書房

(30) 古代学協会・古代学研究所編『大島本源氏物語 DVD-ROM版』

角川芸術出版

(31) 西端幸雄・志浦由紀恵編『土井本太平記本文及び語彙索引 CD-

ROM版』勉誠出版

(32) 福田豊彦監修『新訂増補国史大系本吾妻鏡・玉葉データベース

CD-ROM版付人名索引』吉川弘文館

(33) 国立国語研究所編『CD-ROM版国定読本用語総覧』三省堂

(34) 新潮社編『CD-ROM版新潮文庫の 100冊』（絶版）新潮社

3.6 その他の電子テキスト

上で紹介した資料のほかに個人による日本語史関連電子テキストがイン

ターネットに多く掲載されている。以下に代表的なものを数例掲げる。な

お、巻末の［日本語史研究のための電子テキスト一覧］にさらに追加して紹

介している。

(35) 吉村誠「万葉集検索」

(36) 渋谷栄一「源氏物語の世界」

(37) 菊池真一・深沢秋男「}-TEXTS日本文学電子図書館」

(38) 岡島昭浩「日本文学等テキストファイル」

(35)は『万葉集』のデータベースで、歌番号・原文・書き下し文・仮名表

記などから検索できる。 (36)は『源氏物語』やその関連のテキストを提供

するサイトで、『源氏物語』の藤原定家自筆本、明融臨模本、大島本の全文

や『紫式部日記』『紫式部集』などのテキストが閲覧・ダウンロードでき
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る。 (37)は軍記物語・歴史書を中心とした電子テキストを提供するサイト

で、『平家物語』の諸本 8種や『六国史』（『日本書紀』『続日本紀』『日本後

紀』『続日本後記』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』）の全文など、豊富

なテキストが閲覧・ダウンロードできる。 (38)は古典文学作品や近代小説

のうち、底本の著作権保護期間が過ぎているテキストを多数掲げるサイトで

ある。

日本国外の大学や研究機関が日本語資料の電子テキストデータベースを公

開していることもある。現在最も整備されている海外データベースは、

(39) バージニア大学・ビッツバーグ大学「日本語テキストイニシア

ティブ」 (JapaneseText Initiative) 

である（日本語版サイトもある）。本データベースは歌集・物語・謡曲・歌舞

伎脚本を中心した 81作品を収録する前近代（明治以前）編と、詩集、小説を

中心とした 216作品を収録する近代編（明治以降）から構成されている。す

べての作品を横断検索できるほか、各テキストを閲覧・ダウンロードするこ

ともできる。このほかに上代日本語（『万葉集』、記紀歌謡、『延喜式』祝詞な

ど）を対象とした

(40) オックスフォード大学・国立国語研究所「オックスフォード・

NINJAL上代日本語コーパス」 (Oxford-NINJALCorpus of Old 

Japanese (ONCOJ)) 

がある。本データベースは仮名ではあらわせない甲乙の区別やア行とヤ行の

工などをローマ字で示しているのみならず、形態素・構文解析（構文木）の情

報をも提示しており、古代音韻や文法・統語の研究にとって価値の高い資料

となっている。

また、厳密には電子テキストとはいえないが、漢字字体の歴史的変遷を調

べられるデータベースとして以下のようなものがある。

(41) 漢字字体規範史データセット保存会「漢字字体規範史データセッ

ト単字検索」 (HanziNormative Glyphs (HNG)) 

(42) 奈良文化財研究所・東京大学史料編纂所「「木簡画像データベー

ス・木簡字典」「電子くずし字字典データベース」連携検索」
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本章では電子テキストの利用方法を示したうえで実際の電子テキストをい

くつか紹介した。電子テキストは大量なデータを短時間で集めるための最適

なツールであるといえる。そして、電子テキストを利用することによって、

従来できなかったさまざまな計量的な分析が可能となる。

その一方で電子テキストの多くのものは語彙索引のように言語研究のため

に整備されていないのが現状で、とくに形態素解析されていないテキストに

ついてはさまざまな限界がある。この意味では電子テキストは現状では必ず

しも万能であるとはいえない。今後、電子テキストの数はさらに増えてい

き、また形態素解析の技術の進歩にともなって、形態素解析済みのテキスト

の数も増えていくだろう。資料の増加や解析技術の進化とともに調査の視野

も大幅に広がることが期待できる。

本章で紹介した検索専用ソフトとテキストエデイタ

(1)全文検索システム「ひまわり」 http:/ /www2.ninjal.ac.jp/1rc/index.php 

(2) KwicFinder http://ebstudio.info/home/KWIC.html 

(3) Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ 

(4)サクラエデイタ http://sakura-editor.sourceforge.net/ 

(5) Sublime Text https://www.sublimetext.com/ （日本語化については

http:/ /matome.naver.jp/ odai/2138657 649717812101を参照）

(6)秀丸エデイタ https://hide.maruo.co.jp/ software/hidemaru.html 

参考文献

石川慎一郎(2012)『ベーシックコーパス言語学』ひつじ書房

荻野綱男•田野村忠温編 (2011a) 『講座 IT と日本語研究 5 コーパスの作成と活用』明

治書院

荻野綱男・田野村忠温編(20116)『講座 ITと日本語研究 6コーパスとしてのウェブ』

明治書院

大名力(2012)『言語研究のための正規表現によるコーパス検索』ひつじ書房

近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編(2015)『コーパスと日本語史研究』ひつじ書房
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国立国語研究所編(2005)『雑誌『太陽』による確立期現代語の研究ー『太陽コーバス』

研究論文集』（国立国語研究所報告 122)博文館新社

ジスク，マシュー(2017)「和語の書記行為表現「のる」「のす」の成立をめぐって一漢

字を媒介とした意味借用の観点から一」『訓点語と訓点資料』 139

スタッブズ， M.(2001)『コーパス語彙意味論ー語から句へ』（南出康世・石川慎一郎監

訳 2006)研究社

前川喜久雄編(2013)『講座日本語コーパス 1コーパス入門』朝倉書店

Friedl, Jeffrey E. F. (2006)『詳説正規表現』第 3版（株式会社ロングテール・長尾高弘訳

2008)オライリー・ジャパン

Goyvaerts, Jan & Levithan, Steven(2009)『正規表現クックブック』（長尾高弘訳2010)オ

ライリー・ジャパン

東洋学文献類目検索

第 7.4a版 http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/index.html.ja

(1934年度版～ 1980年度版、 2001年度版以降のデータを収録）

第 6.10版 http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja

(1981年度版～ 2000年度版のデータを収録）



297 

資料 日本語史研究のための電子テキスト一覧

以下に第 11章で紹介した日本語史研究のための電子テキストの簡単な概

要と URLを掲げる。その詳細については第 11章を参照。また、第 11章で

は紹介できなかったものもいくつか掲げておく。

(1) 国立国語研究所「日本語歴史コーパス」（奈良時代～明治・大正の作品）

https:/ /pj.ninjal.ac.jp/ corpus_center/ chj/ 

(2) 同「太陽コーパス」 https:// pj.ninjal. ac.jp/ corpus_ center/ cm j/ taiyou/ 

(3) 同「近代女性雑誌コーパス」（明治後期～大正期の女性雑誌）

https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/woman-mag/ 

(4) 同「明六雑誌コーパス」 https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/

(5) 同「国民之友コーパス」 https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/ cmj/kokumin/ 

(6) ~(10) 同「ひまわり」用パッケージ（「青空文庫」「人情本」「ふみくら」「日本

文学テキスト」「国会会議録」）https://www2.ninjal.ac.jp/lrdindex.php

(11) 国文学研究資料館「日本古典文学大系本文データベース」（『日本古典文学大系』

（岩波書店）全 100冊）http://basel.nijl.ac.jp/-nkbthdb/

(12) 同「噺本大系本文データベース」（『噺本大系』（東京堂出版）全20冊）

http://basel.nijl.ac.jp/-hanashibon/ 

(13) 同「古典選集本文データベース」（『二十一代集』『絵入源氏物語』『吾妻鏡』等）

http://basel.nijl.ac.jp/-selectionfulltext/ 

(14)~(18) 東京大学史料編纂所の各データベース（古記録、古文書、遺文）

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/ db.html 

(19) 台湾中央研究院「漢籍全文資料庫」（『二十五史』『十三経義疏』等）

http:/ /hanchi.ihp.sinica.edu. tw/ihp/hanji.htm 

(20) 陳郁夫「台湾師大図書館【寒泉】古典文献全文検索資料庫」（『全唐詩』『朱子語
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録』等）http://skqs.lib.ntnu.edu. tw/ dragon/ 

(21) 中華電子仏典協会(CBETA)「電子仏典集成」（大蔵経類）http://www.cbeta.org 

(22) Donald Sturgeon「中国哲学書電子化計画」 (ChineseText Project) https:// ctext.org 

(23) 東京大学「SAT大正新脩大蔵経テキストデータベース」

http://21dzk.1.u-tokyo.ac.jp/SAT I 

(24) Christian Wittem「漢籍レポジトリ」（『四部叢刊』『四庫全書』『正統道蔵』『道

蔵輯要』『大正新脩大蔵経』『新纂大日本続蔵経』）http://www.kanripo.org

(25) 株式会社ネットアドバンス「ジャパンナレッジ」(JapanKnowledge)（『新編日本

古典文学全集』『群書類従』等）https://www.japanknowledge.com 

(26) 株式会社古典ライブラリー「日本文学Web図書館」（『新編国歌大観』『新編私

家集大成』等）http://kotenlibrary.com

(27) EBSCO「eBookCollection (EBSCOhost)」（『新訂増補国史大系』『日本随筆大

成』等）http://www.ebsco.co.jp/（法人契約の場合は大学図書館のウェブサイトから

アクセスする必要がある）

(28) 「新編国歌大観」編集委員会監修『新編国歌大観DVD-ROM』（旧版：同『CD-

ROM版新編国歌大観』）角川学芸術出版

(29) 古典索引刊行会編『万葉集電子総索引 CD-ROM版』塙書房

(30) 古代学協会・古代学研究所編『大島本源氏物語DVD-ROM版』角川芸術出版

(31) 西端幸雄・志浦由紀恵編『土井本太平記本文及び語彙索引 CD-ROM版』勉誠

出版

(32) 福田豊彦監修『新訂増補国史大系本吾妻鏡・玉葉データベース CD-ROM版付

人名索引』吉川弘文館

(33) 国立国語研究所編『CD-ROM版国定読本用語総覧』三省堂

(34) 新潮社編『CD-ROM版新潮文庫の 100冊』新潮社

(35) 吉村誠「万葉集検索」 http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~y _makoto/ 

(36) 渋谷栄一「源氏物語の世界」 http://www.sainet.or.jp/ ~eshibuya/ 

(37) 菊池真一・深沢秋男「)-TEXTS日本文学電子図書館」（軍記物語、歴史書等）

http://www.j-texts.com 

(38) 岡島昭浩「日本文学等テキストファイル」（古典文学作品や近代小説のうち、底

本の著作権保護期間が過ぎているもの）

http:/ /www.let.osaka-u.ac.jp/ ~okajima/bungaku.htm 

(39) バージニア大学・ピッツバーグ大学「日本語テキストイニシアティブ」 (Japanese

Text Initiative)（仮名文学作品、歌集、近代小説等）http://jti.lib.virginia.edu/japanese/

(40) オックスフォード大学・国立国語研究所「オックスフォード •NINJAL 上代日
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本語コーパス」(Oxford-NINJALCorpus of Old Japanese; ONCOJ)（『万葉集』、記

紀歌謡『延喜式祝詞』等）http:/I oncoj.ninjal.ac.jp 

(41) 漢字字体規範史データセット保存会「漢字字体規範史データセット単字検索」

(Hanzi Normative Glyphs; HNG)http://hng-data.org/ 

(42) 奈良文化財研究所・東京大学史料編纂所「「木簡画像データベース・木簡字典」

「電子くずし字字典データベース」連携検索」 http://r-jiten.nabunken.go.jp

以下に第 11章では紹介できなかった電子テキストを提供する便利なサイ

トや CD-ROM・ DVD-ROMなどを紹介する。なお、これは完全なリスト

ではなく、この他にも電子テキストを公開するサイトが多くある。必要なテ

キストがここにあがっていない場合は 3.に掲げるリンク集や検索エンジン

を使って探すとよい。

,. 電子テキストデータベース

(43) 上田英代「古典総合研究所」（『源氏物語』諸本『うつほ物語』『大鏡』等）

http://www.genji.co.jp 

(44) 国際日本文化研究センター「連歌データベース」「和歌データベース」「俳諧

データベース」 http:/I db.nichibun.ac.jp 

(45) 浄土真宗本願寺派総合研究所「浄土真宗聖典オンライン検索」（浄土真宗の聖典）

http:/ /j-soken.jp/ category/ask/ask_6/ 

(46) 興風談所「日蓮大聖人御書システム」「日興門流史料システム」「日蓮門下通用

文献システム」「天台宗関係典籍システム」等（日蓮やその門下による文書及び天

台宗関係資料。ダウンロード版。利用するためにはデータベースソフト「桐」が

必要）http://goshosystem.info

2. 単体の電子テキストがダウンロードできるサイト

(47) 駒澤大学総合教育研究部日本文化部門「情報言語学研究室」（文学資料や古辞書

等）https://www.komazawa-u.ac.jp/~ hagi/ 

(48) 高橋明彦「半魚文庫」（『謡曲三百五十番集』（日本名著全集））

http://hangyo.sakura.ne.jp/utahi/ 

(49) 「私設万葉文庫」（江戸時代の国学書、『万葉集』注釈書等）

http://www.geocities.eo.jp/CollegeLife-Circle/5293/ 

(50) 宮脇文経「源氏物語の世界一再編集版」((36)を読みやすくするように再編集し
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たサイト）http://www.genji-monogatari.net

(51) 渋谷栄一「藤原定家の著作と平安朝古典籍の書写校勘に関する総合データベー

ス」（藤原定家が著作・選集した作品や書写・校勘にかかわった資料）

http:/ I genjiemuseum. web.fc2.com/kenkyukai.html 

(52) 「Taiju'sNotebook」(『先哲叢談』（正編・後編・続編。書き下し文）や底本の著作

権保護期間が過ぎている多数の古典文学作品）http://www2s.biglobe.ne.jp/-Taiju/

(53) 中川聡「やたナビ TEXT」(『今昔物語集』『＋訓抄』『古本説話集』等）

http://yatanavi.org/text/ 

3. リンク集

(54) 東京大学「東アジア古典学の次世代拠点形成一国際連携による研究と教育の加

速」 (EACS)参考リンク http://eacs.c.u-tokyo.ac.jp/ja/reference/

(55) 中川聡「やたがらすナビ」 http://yatanavi.org/textserch/

(56) 天野聡一「日本文学 InternetGuide」https://soamano.wixsite.com/nihonbungaku/ 

(57) 柴田雅生「電子化された日本語テキスト」 http://wind.cafe.coocan.jp

4. CD-ROM • DVD-ROM 

(58) 「古典俳文学体系」 CD-ROM編集委員会編『古典俳文学大系 CD-ROM版』

集英社

(59) 『私家集大成』 CD化委員会編『新編私家集大成 CD-ROM版』古典ライプラ

リー

(60) 新潮社編『CD-ROM版新潮文庫明治の文豪』新潮社

(61) 新潮社編『CD-ROM版新潮文庫大正の文豪』新潮社

(62) 『離龍日本漢文古籍検索叢書シリーズ』（『国史大系』、『国史大系続』（経済雑誌社

版）、『日本漢詩 1~4』、『倭名類緊紗附新撰字鏡』（二十巻慶安版本）等）凱希メディ

アサービス

(63) 『四部叢刊電子版』凱希メディアサービス

(64) 『文淵閣本離龍四庫全書電子版』凱希メディアサービス

(65) 『離龍続修四庫全書』凱希メディアサービス

また、本文では触れられなかったが、以下のデータベースが2019年中に

ネットで公開される予定である (URLは未定）。
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(66) ジスク，マシュー「中古・中世漢字仮名交じり文コーパス」（仮称）一『雑談集』

『三国伝記』等の仏教説話集及び『毛詩抄』『史記桃源抄』等の抄物（計 16作品）

を集めた全文検索システム
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