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N-gramを用いた文献比較

師茂樹氏作 ngsm.plを用いた発見の技法
石井　公成（いしい　こうせい）

	⿋ はじめに
近藤康弘氏の技術支援を得て、N-gram分析を
平安文学研究に適用し、次々にすぐれた成果をあ
げられた近藤みゆき氏 [1]が、昨年亡くなられた。
本稿では、近藤みゆき氏と近藤康弘氏に感謝し、
仏教学の分野において N-gram分析による発見を
するための実践的なコツを紹介したい。
これまで、筆者は、処理したい文献のテキスト
ファイルを UTF-8に改め、頁行表示や句読点を
削除し、師茂樹氏作成の Perl用スクリプトである
morogram.plを用いて N-gram処理をおこない、そ
の結果ファイルを益山健氏作成の並べ換えツー
ルである sortlで辞書順に並べ換え、さらに近藤
康弘氏作成の ngmerge.plによって複数文献の結果
ファイルを統合して対照表の形にしてきた。慣れ
ればさほど面倒ではなく、またバッチファイルに
してしまえば簡単なのだが、万事スマホですませ、
パソコンはあまり利用しない者も少なくない最近
の大学生・大学院生には、筆者が NGSM（N-gram 

Based System for Multiple Documents）と名づけたこれら
の一連の作業は、かなり荷が重かったようだ。と
りわけ、コマンドプロンプト画面を表示し、変数
を指定して Perlや sortlを走らせるのは敷居が高
いらしい。そもそも、ActivePerlをインストールし、
作業用ディレクトリで動くよう PATHを設定す
るという段階でつまずいてしまう人が多いようだ。
これまで 10年以上、内外の大学で NGSMを紹介・
宣伝してきたが、使えるようになったのは数人し

かいない。
ところが、筆者の要望に応え、師氏が簡単で

高速なスクリプト、ngsm.plを作成してくれた [2]。
つまり、morogram、sortl、ngmergeでおこなって
いた作業が一度に実行できるツールだ。しかも、
きわめて速い。このおかげで、昨年、大学院の演
習で説明した際は、8人の参加者のうち、70代後
半の社会人学生などを除く 5人が 1時間で使える
ようになった。さらに、導入法のマニュアルを作
成したところ、演習に参加していない 2人の院生
が、それを読んだだけで使えるようになった。
残る問題は、膨大な結果ファイルからいかにし

て有益な情報を取り出し、学問的に意義のある発
見をするかだ。そこで、本稿では、パソコンを苦
手としているWindowsユーザーの仏教研究者を
想定し、N-gram処理のやり方と発見のためのコ
ツをまとめておきたい。

	⿋ 準備と作業の手順

1.	 ActivePerl のインストール

プログラミング言語である Perlをインストール
する。Windowsユーザーは、無料で公開されてい
る ActivePerlを使うのが通例であるため、そのサ
イトからダウンロードする。インストールする
際、[Add perl to PATH environment variable]のチェッ
クボックスにチェックを入れておくと、自動的に
PATHが設定される。
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2.	 エディターをインストール

エディターをインストールし、正規表現の基
本を学んでおく。よく使う表現の一覧表を印
刷し、橫に置いておくと便利だ。エディター
は何でもかまわないが、新たに購入しても良
いという人には、高速であって巨大ファイル
の処理ができ、多国語処理に強い EmEditor

をお勧めする。

3.	 電子テキストのダウンロードと処理

SAT（大正大蔵経テキストデータベース）、CBETA

（中華電子仏典協会）その他から、処理しよう
とする電子テキストをダウンロードする。
CBETAは、台湾作成だけに基本は繁体字で
あって、「説」は「說」（JIS無し）、「衆」は「眾」（JIS

無し）、「徳」は「德」を用いているが、「真・為」
などは新字を用いており、一方、SATは旧字
主義でありながら新字の「徳」を使うなどし
ているため、SATのファイルと CBETAのファ
イルを比較する際は、文字の統一をしておく
必要がある。区点・読点については、誤って
いることが多く、またテキストによって区切
り方が不統一であるため、すべて削除してお
く。この処理に際して、正規表現が必要となる。
句読点入りの比較もしてみたい場合は、 削除
せずに別にやってみれば良い。

4.	 ファイル名とUTF-8 変換

電子テキストは、玄奘訳『般若心経（Prajñā 

pāramitā-hṛdaya）』であれば h.txt、鳩摩羅什訳『金
剛般若経（Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra）』で
あれば k.txtなどといったローマ字の簡単な
ファイル名にし、UTF-8（BOM無し）に変換
しておく。UTF-8に変換する方法はいろいろ
あるが、フリーソフトの KanjiTranlatorなど
を使うと、変換できなかった場合は表示され
るため、失敗が少なくてすむ。

5.	 作業用ディレクトリの設定

どのドライブでも良いが、ngなど簡単な名

前のディレクトリを作成し、ここに PATHを
通し、ngsm.plと処理する電子テキストを置
いておく。

6.	 コマンドプロンプトでの処理

Windowsだと画面左下、虫メガネ・アイコン
の「ここに入力して検索」欄に cmdと入力し、
コマンドプロンプト画面に移る。ngディレ
クトリを Cドライブに作った場合「cd ¥ng」
（cdの後に半角スペース。￥は日本語Windows以外で

は \）と打って ng ディレクトリに移動する。

7.	 ngsm.pl による処理（1）

C:¥ngディレクトリで h.txtと v.txtを比較す
る場合、

C:¥ng>perl　ngsm.pl　-g4,7　h.txt

k.txt > hk.txt

などと入力して実行する（間隔は半角スペース）。

これは、Perlで ngsm.plを実行し、h.txtと k.txt

のそれぞれを 4字から 7字までの単位で切り
出して対照表の形にし、hk.txtという名の結
果ファイルとして出力せよ、という指定を意
味する。その実行結果は次のようになる。

説般若波 (h:1　k:1)

説般若波羅 (h:1　k:1)

説般若波羅蜜 (h:1　k:1)

説般若波羅蜜則 (h:0　k:1)

説般若波羅蜜多 (h:1　k:0)

これは、「説般若波」という表現が『般若心経』
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に 1回、『金剛般若経』に 1回出てくること
を示す。「説般若波羅蜜則」であれば、『般若
心経』には 0回、『金剛般若経』には 1回、「説
般若波羅蜜多」は『般若心経』に 1回、『金
剛般若経』には 0回ということになる。最後
の例については、梵語（サンスクリット語）の
使用が普及していた時代のテキストに基づい
た玄奘訳では、prajñāpāramitāを「般若波羅
蜜多」と音写したのに対し、早い時期の西北
インドないし西域の言語によるテキストを用
いた羅什訳では、paññāpāramitのような形の
発音を「般若波羅蜜」と音写したことを示し
ている。

8.	 対照表を整形

発見をするには、対照表が見やすい形になっ
ていることが重要であるため、テキスト名を

説般若波 (心 :1　金 :1)

説般若波羅 (心 :1　金 :1)

などのように整形する。

9.	 ngsm.pl による処理（2）

上記は、基本となる 2つの文献を 4字から 7字
の単位で切り出して比較する例だが、実際に
は、

perl ngsm.pl -g4,7 a.txt b.txt 

c.txt ～ f.txt > a-f.txt

などのように、多くの文献を比較することが
できるし、一つの文献を章ごとに 8つに分け
てそれらを比較するといったことも可能だ。
また、切り出す単位は、

perl ngsm.pl -g5,5 a.txt b.txt 

c.txt > abc.txt

といった指定にすれば、以下のように 5字固
定の形の対照表となり、ファイルの大きさは

数分の 1となる。

上下虚空可 (a:0　b:1　c:0)

上不不也世 (a:0　b:1　c:2)

上乘者説若 (a:0　b:1　c:0)

上呪是無等 (a:1　b:0　c:3)

10.	 Ngsm.pl による処理のコツ

コマンドプロンプト画面では、日本語入力に
切り替えれば漢字も使える。このため、よく
使う指定は、単語登録しておけば入力の手間
が省ける。たとえば、

perl ngsm.pl -g4,7 

を、7の後の半角スペースまで含めて「もろ」
で登録し、

perl ngsm.pl -g5,5 

を「もろご」などと登録しておくなどだ。

	⿋ 発見をもたらす検索法
このように対照表を作成したら、そのリストを

見ていくことになる。ただ、結果ファイルは元の
テキストの何十倍もの巨大なものとなるため、大
事な箇所のみを検索して見ていく必要がある。基
本となるのは、複数のテキストに共通する表現の
検索だ。筆者は N-gram分析によって、三経義疏
の共通度、『大乗起信論』の訳語の特色、真諦三
蔵の訳書の特徴その他について発見を重ねてき 

た [3]が、ここでは最近の例を紹介し、検索のコ
ツを紹介してゆく。
とりあげるのは、中国北地で作成され、馬鳴菩

薩造・真諦三蔵訳とされて流行し、東アジア仏教
に絶大な影響を与えた『大乗起信論』（以下、『起
信論』）に関わる文献だ。その『起信論』に対する
特異な注釈である『釈摩訶衍論』は、龍樹菩薩造・
伐提摩多訳と称しているものの、奈良時代から偽
作論議があった。しかし、空海が密教と顕教を区
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別する重要な箇所で論拠して用いたうえ、日本の
本覚思想の源泉の一つともなったため、きわめて
重要だ。
本書については、筆者が内容と語法が新羅の華
厳文献と共通していることを指摘し、新羅成立で
あることを論証した。この『釈摩訶衍論』と似て
いるのが、『起信論』と同様に馬鳴菩薩造・真諦
三蔵訳と称する『大宗地玄文本論』だ。となれば、
当然のことながら、『大宗地文本論』（以下、『玄論』）
と『釈摩訶衍論』（以下、『釈論』）との比較をする
ことになろう。すると、以下のようになる。

一一現前 (玄 :1　釈 :0)

一一現前漸 (玄 :1　釈 :0)

一一現前漸漸 (玄 :1　釈 :0)

一一現前漸漸轉 (玄 :1　釈 :0)

一一白白 (玄 :1　釈 :2)

一一白白是 (玄 :1　釈 :2)

一一白白是故 (玄 :1　釈 :2)

一一白白是故名 (玄 :0　釈 :2)

一一白白是故説 (玄 :1　釈 :0)

……

ただ、結果ファイルは 12.5MBもあるため、エ
ディタで読み込んだら、

玄 :[1-9].* 釈 :[1-9]

という正規表現の指定で『玄論』と『釈論』に
共通して出てくる例だけを検索してゆく。すると、

一一白白 (玄 :1　釈 :2)

一一白白是 (玄 :1　釈 :2)

一一白白是故 (玄 :1　釈 :2)

といった用例がヒットする。この場合、「一一白
白是故」といった見慣れない表現が 6字も一致
しているため、これを SATや CBETAなどで検
索する。SATは大正大蔵経 85巻すべてが含まれ、
CBETAは、日本撰述部を除く大正大蔵経と大日
本続蔵経その他の叢書が電子化されており、多少

テキストが異なっている場合もあるため、重要な
例については双方で検索してみる必要がある。
まず、上の例を CBETAで検索すると、次のよ

うな結果となる。

一見して明らかなように、早い例は、『玄論』と『釈
論』しかない。唐代の例は、法敏による『釈摩訶
衍論』の注釈のみであり、あとは、宋代の『宗鏡
録』100巻と清朝末期に書かれた『玄論』注釈だ
けだ。となれば、『玄論』の表現を新羅の『釈論』
が用いたか、新羅の『釈論』の表現を『玄論』が
用いたかのいずれかということになる。なお、『宗
鏡録』の作者である延寿は、高麗国王に尊崇され
て多くの留学僧たちを託されるなど高麗との交流
が盛んであって、そうした結果、『宗鏡録』は元
暁や義湘など新羅僧の文章も盛んに引用している
ことで知られる。
こうしたことを考慮しつつ、さらに『玄論』と『釈

論』の共通表現を検索していくと、次のように、『玄
論』と『釈論』のみに共通しており、他の早い例
がない場合が多いことが知られる。

三就初門中則有 (玄 :1　釈 :1)　＊のみ。
不信心誹謗 (玄 :1　釈 :1)　＊のみ
不相捨離倶行 (玄 :1　釈 :3)　＊のみ
中作如是説復次 (玄 :6　釈 :2)　＊のみ
中則有三種云何 (玄 :3　釈 :1)　＊のみ
……

「＊のみ」というのは、筆者が結果ファイルに書
き込んだコメントであり、後でこの部分だけ検索
できるようにしたものだ。重要であれば、「＊のみ」
に加えて「重要」と書けば良い。種類によって分
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けるのであれば、最初の「三就初門中則有（三に、
初門に就く中、則ち～有り）」というのは、科文（仏典
の章段分け）の表現であるため、その情報も加えた
いなら「＊のみ、重要、科文」などと記しておけ
ば、後で科文関連の用例だけチェックできる。
『玄論』と『釈論』のみが一致する例はきわめて
多く、それも用語、語法などすべての面で良く似
ている。上の例はごく一部を示したのみだが、気
になるのは、「～門中則有～」という言い回しに
おける「則」だ。「この～門にこそ～が有る」「こ
の～門には意外にも～が有る」という点を強調し
たいなら、「則有」でなく「即有」となるはずだ
からだ。そこで、CBETAでまず「門中則有」を
検索すると、以下のようになる。

すると、「門中則有」は、『釈論』と『玄論』、そして、
またしても『宗鏡録』に見えるのが早い例であっ
て、数が少ない。『宗鏡録』のこの箇所は『釈論』
の引用部分だ。一方、「門中即有」は、検索すると、
数は多くはないものの、隋や唐の中国仏教文献も
用いていることが知られる。「即」と「則」を混
同して使うのは、新羅や日本の漢文の特徴だ。
これらのことから、『玄論』と『釈論』とはき
わめて似ていて変格漢文で書かれており、同じ人
物の作か、どちらかが先行する文献を徹底して読
み込み、その文体や用語でしか書けなくなったこ
とが推測される。
『釈論』は、序が「一山界中在両日月、一天下中
在両皇帝」（592a）と述べ、「有」とすべきところ
を「在」としており、本文でも「何故衆生先有成仏、
後有成仏、今有成仏」（大正 32・637b）とあるように、
「有先～、有後～、有今」とすべき部分の語順を誤っ
ていることが示すように、中国人が書いたものと

は思われない以上、極似する『玄論』も同様とい
うことになる。
そこで、上で見たように「則」の用法がおかし

かったことを手がかりとして、「則」の用例を検
索して読んでいくと、「則白仏言」（669a）という
特異な表現が見つかる。「即白仏言」であれば多
くの仏教文献に見えるが、「則～」に作っている
のは『玄論』だけだ。こうした点に気づいたら、
後は同様の変格語法を探せばよく、見ていくと、
「一切皆悉随時不移」（670c）とあって、「不随時移」
と書くべきところが誤った語順になっている。
否定表現におけるこうした誤りは新羅や古代日

本の文献にはしばしば見られる。検索してみると、
大正蔵では「不随時～」の用例は多いものの、「随
時不～」とするのは『玄論』のこの箇所のみだ。
こうした発見を手がかりにして筆者が精査した結
果、『玄論』は『釈論』が書かれた後に、同じ人
物かその影響を強く受けた人物によって書かれた
ことが分かり、新羅成立の可能性が高いことが明
らかになった。

	⿋ 3 つ以上の文献を比較する
3つ以上の文献の比較、あるいは、1つの文献

を複数に分割したうえでの比較の場合、基本とな
るやり方は変わらない。ただ、結果ファイルを検
索する際は、やや工夫が必要となる。ここでは、
菩薩戒の代表的な経典である『梵網経』に関す
る 3部の文献をとりあげてみたい。一つは、代表
的な注釈である唐の法蔵の『梵網経菩薩戒本疏』、
新羅の元暁の『梵網経戒本私記』、そして『梵網経』
中の個別の問題を論じた元暁の『菩薩戒本持犯要
記』だ。『起信論』の注釈である法蔵の『起信論
義記』が、元暁の『起信論疏（海東疏）』の影響を
強く受けていることは良く知られているが、『梵
網経』解釈の面での影響関係については、近年研
究が始められたところであって、まだ不明な点が
多いためだ。
この 3部の文献を ngsm.plで処理し、法蔵『梵
網経菩薩戒本疏』を「法」、元暁の『梵網経菩薩
戒本私記』を「私」、『菩薩戒本持犯要記』を「要」
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として表記し、

法 :[1-9].* 私 :[1-9].* 要 :[1-9]

という指定で、3つの文献に共通する箇所を探す
と、驚くべきことに、

如是菩薩 (法 :6　私 :1　要 :1)

という 1箇所しかヒットしない。そこで、「法」
と「私」、「法」と「要」、「私」と「要」の一致箇
所を検索してみた。すると、不思議なことに、「私」
と「要」は同じ著者の作でありながら、一致する
のは『梵網経』の語ばかりであって、解釈面で一
致する語句はほとんどない。これに対し、「法」
と「要」、「法」と「私」は以下に示すように一致
箇所が多く、特に「法」と「要」の一致度の高さ
が目立つ。

不得中間 (法 :1　私 :0　要 :1)

不得中間如 (法 :1　私 :0　要 :1)

不得中間如是 (法 :1　私 :0　要 :1)

不得中間如是求 (法 :1　私 :0　要 :1)

……
如是求戒 (法 :1　私 :0　要 :1)

如是求戒永 (法 :1　私 :0　要 :1)

如是求戒永不 (法 :1　私 :0　要 :1)

如是求戒永不是 (法 :1　私 :0　要 :1)

「不得中間如是求」を CBETAで検索すると、右
のような結果となる。すなわち、この 2部にしか
登場しないのだ。しかも、それぞれの箇所を比較
すると、その直前の「即緣非戒離緣無戒。除即除
離不得中間」という句まで一致している。こうし
た一致は、法蔵の『大乗起信論義記』と元暁の『起
信論疏』の間でも見られたものだ。
大正蔵では『梵網経菩薩戒本疏』と『菩薩戒本
持犯要記』にしか登場しないのは、「如是求戒永
不是」の場合も同様であり、こうした例は他にも
多い。こうなると、法蔵は『起信論』解釈だけで
なく、菩薩戒解釈の面でも元暁の影響を強く受け

ていたことが分かる。
一方、『菩薩戒本私記』については、「暁公造」

とあるため元暁の作とみなされてきたものの、『菩
薩戒本持犯要記』との違いの大きさは気になると
ころだ。実際、元暁を尊崇する高麗の義天が編纂
した『新編諸宗教蔵総録（義天録）』では、元暁の
著作を 44部も収録しておりながら、『菩薩戒本私
記』は収録されておらず、日本でも永超の『東域
伝灯目録』には収録されていない。これ以外にも
元暁の他の著作との違いが目立つため、元暁の著
作であることを疑う説もある [4]。こうなると、『菩
薩戒本私記』が元暁の他の著作と用語や語法がど
れだけ一致しているか調べる必要が出てよう。ま
た、『梵網経菩薩戒本私記』は、法蔵の『梵網経
菩薩戒本疏』と一致する箇所がある程度あるのだ
から、この二つの文献の成立時期、影響関係を調
査する必要も出てくる。このように、ngsm.plが
生み出す対照表は、研究の手がかりを与えてくれ
るのだ。

	⿋ ngsm.pl を活用するために
これまで見てきたように、ngsm.plはきわめて
強力なツールであり、その能力は高い。ただ、こ
れを活用するには、様々な知識やコツが必要とな
る [5]。上の場合でも、『梵網経菩薩戒本私記』の
元暁撰を疑う論文を読んでいなければ、さらに調
べようとはしないだろう。また法蔵は元暁の『起
信論』注釈を大幅に取り入れていたものの、華厳
宗の法蔵はあくまでも『華厳経』を最上として『起
信論』をその下に位置づけており、『起信論』を
最高の論書とする元暁とは立場がまったく異なっ
ていたことを知っていれば、単に一致箇所が多い
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という指摘ですますことはせず、菩薩戒解釈の場
合も法蔵と元暁の立場の違いを検討しようとする
に違いない。ngsm.plの結果ファイルをどのよう
に活用するかは、それぞれの人の学力と問題意識
次第なのだ。
『玄論』の変格語法について検索する場合も、
CBETAで「唐・遁倫『瑜伽論記』」と用例が一致
すると表示された場合、遁倫は「大唐の新羅国」
の学僧であることを知っているかいないかで、受
け取り方は違ってくる。筆者が大学院の授業で聖
徳太子作とされる三経義疏をとりあげ、その変格
語法の諸例について説明していた際、「先生、漢
訳経典に同じ表現があります」と言われて青く
なったことがあったが、その漢訳経典とは、北宋
の施護の訳だった。施護訳は梵文をそのまま漢字
に置き換えていっただけで、通常の漢文の語順に
なっていない箇所が多いことで有名だ。そのため、
この時はたまたま日本語の語順に近い形になって
いたのだ。施護訳のこうした特徴を知らず、「漢
訳経典に見えるなら、そうした用法があるんだろ
う」としていたら、変格語法の用例を一つ見逃す
ことになっていたろう。
また、結果ファイルを検索していて、気になっ
た用例を CBETAや SATで検索するにしても、漢
訳経典、中国成立の擬経（偽経）、中国や新羅や日
本の仏教文献をある程度読んでいないと、特色あ
る表現は気づかないだろう。すべての一致する語
句をいちいち SATや CBETAで検索していたので
は、効率が悪い。
正規表現に関する知識も重要となる。たとえば

4つの文献を比較し、ＡとＣとＤの文献に出てき
てＢの文献にだけ出てこない例、といった検索を
するには、正規表現に慣れておく必要があるから
だ。また、場合によっては、対照表の順序を、

（Ａ :0　B:1　C:3　D:0）

でなく、

（B:1　Ａ :0　C:3　D:0）

といった順序にする方が見やすかったり、検索し
やすかったりすることもあるだろう。そうした場
合は、目的に合わせていくつでも対照表を作れば
よい。幸いなことに ngsm.plは非常に高速なので、
時間はかからない。
結果ファイルは Excelに読み込んで処理するこ

ともできるが、これについては別稿でとりあげた
い。なお、今回は漢字文献をとりあげたが、どの
言語の文献にも適用できる。とりわけ、チベット
語文献は、単語ごとに区切れており、サンスクリッ
ト語やパーリ語のように連声（リエゾン）しないた
め、検索が容易だ。
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