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1. はじめに 

 

本稿は、『分類語彙表 増補改訂版』用の類の専門語彙の性質とその消長を論ずるもので

ある。具体的に言えば、専門語とはどういう性質を持つのか、またそういった性質を持つ

専門語はどのような動向をなすものなのかということである。 

現代では、新聞やテレビ、インターネットといった情報メディアが、我々を取り巻いて

いる。これら情報メディアは、世界各地の出来事や我々の身近な出来事まで多様な情報を、

我々に提供してくれる。 

日々さまざまな出来事が絶え間なく起こる。医療、法律、政治に関するものなど、例を

挙げると枚挙にいとまがない。 

これらのいずれかの一つの出来事が取り上げられて一つの記事になるわけであるが、そ

れを説明する文章のなかで用いられる語彙は、その意味領域に影響を受けるのである。例

えば、軍事の領域では、「鎮定する」という語や、経済の領域では「供出する」、製造工業

の領域では「混紡する」というものも出現する。これら「鎮定する」、「供出する」、「混紡

する」は、主にその意味領域内でのみ用いられる専門語であるといえよう。 

それでは、専門語とはどういうものであろう。『国語学大辞典』P562 には、以下のこと

が述べられている。 

 

  専門語 jargon スラング(s`ang)と同じように、特定の社会で人為的に作られた言

語、主として語で、特に、職業や専門を同じくする人の間に使われるもの。術語

(technical term)ともいう。広義では、職業語と同じであるが、狭義では芸術家・科学者・

哲学者・宗教家・法律家などが、同じ専門家どうしで話すときに使う特定の単語をい

う。すなわち、知的職業に従事する者の職業語である。この意味で学者語・学術語(学

術用語)に近いが、芸術用語・法律用語・宗教用語などを含むから、学者語・学術語

より広い概念を表す。 

 

 上記の通り専門語は、専門的職業に従事する人々が用いる職業語であると同時に、学術

用語や芸術用語・法律用語・宗教用語を含めた語であることがわかる。 

しかし、新聞やテレビといった情報メディアから、こうした専門語彙を享受する人々は、

そうした専門分野に精通した人ばかりではないので、情報メディアが発信する情報は、平

易なわかりやすい語彙を用いることが望ましい。にもかかわらず、朝日新聞社の編集者で

あった片山朝雄(1997)は、「専門用語と新聞」P4 にて、専門語彙が、新聞の記事に次々と出

現している実情を述べている。 

 

 新聞記事はなるべく専門用語を使わないようにする―これは日本国中どこの新聞でも、 

一般の読者を販売の対象にしている限り、共通した原則である。専門用語とは、ある局
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限された社会ないし団体の成員だけが使う言葉、特定の分野で使われる言葉で、普通の

人は使わない、使う必要がない、従って意味を理解しにくい、という特質がある。 

 

（中略） 

 

 ところが「使わない」では済ませていられない専門用語、これが新聞の悩みの種なので

ある。こうした専門用語は、世の中の進歩、科学技術の日進月歩に応じて続々と出てく

る。いわば新聞は専門用語の洪水の中にいる、といってよい。 

 

また、田中章夫は『日本語の位相と位相差』P101 にて、以下のことを述べている。 

 

  一億総専門家の時代といわれる現代では、マスコミュニケーションを通じて、あるい

は諸分野の交流によって、各分野の特殊なことばが社会にひろくゆきわたる機会が一層

ふえている。 

 

 このように専門語は、主にそれぞれの職業や意味領域の中で用いられるのであるが、連

日多様な情報を提供する情報メディアの発達によって、我々の身の回りに出現する機会が

増えたのである。そのため、普段頻繁によく用いる語が、実は専門語であるということは、

十分に考えられる。 

 しかし、情報メディアの発信する情報によって、人々に受容され、使用され始める専門

語彙、あるいは、使用され続ける専門語彙がある一方で、次第に使用されなくなっていく

専門語彙、または消滅する専門語彙もある。 

 田中章夫は、近代における語彙の増加は著しいと述べた後に、『国語語彙論』P291 にて

次のようなことを述べている。 

 

  もちろん、これらのすべてが、定着して、長く使われていくわけではないが、うたか

たのような、一時的な流行語は別として、単語というものは、新しい概念や事物の発生

に伴って、一度生れ出ると、たとえ、その概念や事物が消滅しても、ことばとしては生

き残っていくことが多い。すなわち、単語が一人歩きしていくわけである。また、古い

言葉が、新しい言葉と交替しても、古い単語は、必ずしも消滅しないばかりでなく、完

全に忘れ去られたと思われていた古語が、何かのきっかけで、急によみがえってくるこ

とも珍しくない。 

(下線部は筆者によるもの) 

 

ここでは、単語はなかなかなくならないものであることを示す一方で、消滅に向かう語が

存在することを示していることがわかる。 
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 筆者は、こうしてわれわれの身の回りにあふれている専門語彙の性質と消長に興味を持

ち、これを解明したく思い、本稿を執筆するに至った。 

それでは、以下の章でどのようなことを述べるか示していく。 

 2 章では、これまでの専門語研究を整理し、どのような専門語研究が行われてきたかを概

観する。その後に、筆者の専門語研究の立場を示す。 

 3 章では、本稿での調査対象である専門語彙の選定方法を示したのちに専門語彙の選定を

行う。そして、専門語にはどのような性質があるかを突き止めるために、分析観点を設定

し、調査を行う。 

 4 章では、3 章の調査過程において、ある専門語で、語の意味文中に他の語に置換されて

いる語を対象として、1946 年を境に出現回数が増加している語彙なのか、減少している語

彙なのか、あるいはある時期を境に出現した語彙なのか、消滅した語彙なのかを調査した。

その後に、増加・減少・出現・消滅する専門語彙に特徴があるのかどうかを分析した。 

 結論と課題では、本稿の調査、考察を終えて解明できた専門語彙の性質と消長について

述べる。さらに、3 章での専門語彙の選定基準、分析観点の設定が適切であったか、4 章で

の調査方法は適切であったかを振り返り、より適切であると考える専門語の分析観点、調

査方法を提案し、本稿の結びとする。 

 

 

2 先行研究 

 

2-1 専門語研究の研究方法について 

 

 これまでの専門語研究にはどのようなものがあったのか。佐竹秀雄(1982)は「現代の専門

用語」P195-197 にて、専門語研究の流れを大きく分けて 4 つに分類して述べている。 

 

  専門用語の研究およびそれに関連するものとしては、次の三つの柱を立てることがで

きよう。 

(1) 各分野における専門用語について、その起源・意味・用法を記述するもの。 

(2) 専門用語の改善に関するもの。 

(3) 専門用語についての各種の分析や理論を述べるもの。 

 

  右の(1)は、古くからなされているものである。たとえば、農村や漁村で使われている

用語について解説したり、現代では使われなくなった死語・廃語を収集したりするもの

などもこれに含まれる。(1)に属するものには、医学・哲学・経済学・歴史学・数学・化

学・物理学・工学などのいわゆる学術用語、芸能やスポーツなどの用語、農業・漁業か

ら工場や商店まで各種の職場での用語と、実に幅広い分野にわたって数多くのものがあ
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る。これらは、現在でも各分野において研究が続けられており、結果のいくつかは特殊

語辞典の形にまとめられている。 

  (2)の専門用語の改善というのは、研究というより、国語政策の実践というべきもので

ある。この主なものは、学術用語の統一、法令用語の改善作業である。 

 

(中略) 

 

研究の流れの第三の柱である「専門用語についての各種の分析や理論を述べるもの」

というのは、専門用語研究の中では比較的新しいタイプのものである。 

 これに含まれる研究は、まだ多くない。 

 

(中略) 

 

 また、これらのほかに、最近では言語情報処理の立場からの研究も存在する。 

 

 以上をみると、佐竹(1982)は専門語研究には 4 つの方法があることを述べている。佐竹の

専門語研究の方法 4 つを整理すると以下のようになる。 

(1) 各分野における専門用語について、その起源・意味・用法を記述するもの。 

(2) 専門用語の改善に関するもの。 

(3) 専門用語についての各種の分析や理論を述べるもの。 

(4) 専門語の言語情報処理の立場からの研究。 

この中で(4)に関連があるのだが、眞田(2002)は『学術用語の成立と定着』P21 の中で、彼

女の論文の先行研究を概観したのちに、以下のように述べている。 

 

  言語変化についての主な先行研究を参照したが、「語彙の史的変化と計量的分析」とい

う先行研究は非常に少ない。 

 

すなわち、専門語研究の中で(4)の言語情報処理の観点から研究しているものが少ないと述

べている。確かに、筆者が専門語に関する著書や論文を探し、読んだものの中でも、(4)に

該当するのは、管見の限り、眞田(2002)くらいであった。 

本稿での研究は、上記の中で(3)「専門用語についての各種の分析や理論を述べるもの」

にあてはまる。(3)に関しては、本稿では理論は用いていないが、庵(2001)の分析項目と筆

者が設定した分析項目を併せて分析を行っている。この(3)に該当する先行研究は、石井正

彦(1997)、国立国語研究所(1971)、眞田(2002)を、筆者は参考にした。 

また、本稿は、膨大な言語データを処理する過程でプログラミングを数回用いたので、(4)

言語情報処理の観点も取り入れているといえるのかもしれない。 
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  2-1-1 何を専門語とするかの先行研究 

 

上記に挙げた 3 つの先行研究では、研究題材である専門語、あるいは学術用語は、以下

のものを扱っている。 

 石井正彦(1997)、国立国語研究所(1971)は、専門語を『学術用語集』に収録されているも

のとし、眞田(2002)は、『哲学字彙』に収録されているものを「学術漢語」とし、調査を行

っている。これらを含め、筆者が手に取った専門語関連の書籍、論文には、自ら選定基準

を設定し、専門語を規定しているものは見当たらなかった。もちろん、『学術用語集』、『哲

学字彙』の語彙は、以下の引用のように、専門語研究をする際に、専門語であると認定し

てよいものであろう。『学術用語集』について、佐竹(1982)P196 にて、 

 

 『学術用語集』シリーズそのものは、語形を示した一覧表であり、研究所ではないが、

学界・教育界・報道界を通して、一般の言語生活に与えた影響は決して少なくない。ま

た、その学術用語集が制定される過程においては、専門用語(学術用語)研究に関連する事

がらが審議されており、その意味でも意義深いものと思われる。 

 

と述べており、『哲学字彙』について、佐藤喜代治は『国語学研究辞典』P839 にて、 

 

幕末から明治初期にかけて現れた抽象語を集大成したものといってよく、 

 

と述べている。しかし、筆者は自ら選定基準を設定し、専門語を規定することを試みた。

専門語研究の中で、『学術用語集』や『哲学字彙』に収録されている語彙が専門語彙である

というのではなく、筆者が考える選定基準によって選定した語彙も、専門語足りえるので

はないかという可能性を示したいのである。 

また、専門語研究で、本稿のように、専門語の、辞書の意味情報文に対して、分析項目

を設定して考察しているものも見当たらなかった。そこで、筆者は、上記に述べたように、

庵(2001)の分析項目と筆者が有効と考える分析項目を併せて用い、分析を試みる。この専門

語彙の規定、分析方法は、第三章にて述べることにする。 

  

 2-1-2 専門語彙の消長の先行研究 

 

次に、専門語の消長の先行研究について述べる。 

 筆者は、専門語の消長の先行研究として、眞田(2002)を挙げる。 

 眞田(2002)は、1881 年に出版された初版、1884 年に出版された二版、1912 年に出版さ

れた三版の『哲学字彙』に収録されている語彙と西周の訳語を「学術漢語」とし、約 150
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年の間で、それらがどのように変化しているのかを述べている。この「学術漢語」の使用

の有無を調査した主な資料は、P21-22 にて、以下のように述べている。 

 

 ・幕末から現代までの各種の外国語辞書 

 ・森鴎外・夏目漱石・志賀直哉・芥川龍之介・太宰治などの小説 

 ・近代から現代にかけての新聞・雑誌・テレビなど各種メディアの語彙表 

 

具体的な資料は、日葡辞書をはじめとした 12 個の外国語辞書、森鴎外・夏目漱石・志賀直

哉・芥川龍之介・太宰治 5 人の計 93 篇の作品、国立国語研究所が発行している『明治初期

の新聞の用語』(1959)、『現代雑誌九十種の用語用字』(1962)、『電子計算機による新聞の語

彙調査』(1970)、『雑誌用語の変遷』(1987)、『テレビ放送の語彙調査Ⅰ』(1995) 、『テレビ

放送の語彙調査Ⅱ』(1997)などが調査対象である。 

 眞田(2002)は、自身が定めた「学術漢語」が、これらの調査対象に対して、どれほど定着

しているかを、比較しながら論じている。その結果、P169 で「学術漢語」が現代の語彙に

浸透していることを述べている。 

 

  基本語彙はその社会や教育において中核をなす語であるが、それをいくつかのレベル

に分けた場合、レベルによっては、多いところでは 7~9%を「学術漢語」が占めている。 

  これは、もともとは明治初期に西欧の学問に基づく抽象概念を導入するために用いら

れた「学術漢語」の一部が、これまでの約 150 年の間に、日本語を用いて社会生活に参

加していく上で使用する語彙の一部として必要不可欠なまでに浸透したことを示してい

る。 

 

眞田(2002)は、約 150 年間分の膨大な調査対象を、調査、分析することによって以上の

ことを述べているが、筆者は、これほどのデータを処理する能力を持ち合わせていない。

そこで、調査期間をどこかに設定し、その前後で専門語彙の使用回数変化をみることなら、

本稿の調査として実行可能であると考えた。また、その調査期間を設定し、専門語彙の使

用回数がどれほど変化しているのかを調査すると同時に、増加する専門語彙、出現する専

門語彙、減少する専門語彙、消滅する専門語彙についてそれぞれ分析することで、専門語

彙の性質を明らかにする手掛かりになるかもしれないと考えるに至った。 

 眞田(2002)の論考は、「学術漢語」の消長の調査結果が参考になっただけでなく、筆者の

本稿での、専門語彙の消長の調査方法を、着想するきっかけになった。 

 

2-2 筆者がどの立場で、専門語研究を行うか 

 

 専門語研究を行う上で、どういった語を専門語として認定し、研究していくかについて
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触れなければならない。国立国語研究所は『専門語の諸問題』P1-5 にて、専門語研究の立

場について、二つの立場を示している。 

 

「専門語」の規定、したがってまた専門語の範囲については、ことなった 2 つの見方

が可能である。1つは、専門語と一般語とは、単語自体としてべつのものだ、とするもの

であり、もう 1 つは、この区別は観点のちがいによるもので、ふつうの単語でも、観点

によって専門語になるというものである。 

第 1のたちばにたてば、専門語のいちばん大きな特徴は、一般的につかわれないこと、

または、一般の人にしられていないこと、である。そして、ある単語がしられているか

いないかには、いくらでも段階をもうけることができるから、専門語と一般語との差は、

けっきょく、程度の問題だということになる。 

 

A              B                      C 

ひらがな、       代名詞、母音、                 ヲコト点等、語 

地名、 田うえ、新米   二毛作、いもち病         活着、カントリー 

ボ一ル、チ一ム          ファウルブルプレー        板付、からみ 

（中略） 

 

この第 1 のたちばでは、ある単語が同時に A(一般語）にも、C(専門語）にも属する、

ということはありえない。ただし、多義語のばあいはべつである。「線」という単語は、

幅がなくて長さだけがあるものという意味では数学の専門語だが、日常語として「線を

引く」というときには、ほそいながらも、あきらかに幅のあるものをさしている。この

ように、甲の意味では日常語、乙の意味では専門語、という例はおおい。 

また、甲の人が専門語とかんがえるものを、その分野にくわしい乙の人が専門語とよ

ぶにあたいしない、当然日常語だ、と判断することも、すくなくないだろう。だから、

日本語全体としてのふるいわけは、むずかしいが、とにかく、両極端にあるものとして、

専門語と一般語とは対立する。 

「専門語」をこのようなものとしてとらえることは、常識的な見方と一致するであろ

う。つまり「ひらがな」や「ボール」は専門語ではない、とするのが常識であろう。こ

のようなとらえかたは、もちろん学問的にも有効であり、必要である。しかし、このた

ちばだけでは、こまることがある。それは、専門語辞典、術語集におおくの一般語がと

りあげられていることを、どう説明するか、ということである。たとえば、『学術用語集 

機械工学編』には、 台、台ばかり、ダイナマイト、ダイヤル、脱穀機、段、暖房、弾丸、

出張り、出口、電気機関車、電線、電車、電池、土管、どろよけなどがあがっている。

これらは、専門語と一般語とを対立させるならば、一般語の方にいれるべきものだろう。

こうして、「専門語」を規定するのに、第 2のたちばが必要になる。 

「雄 P3 語」の規定、したがってまた専門語の範囲については、ことなっ

た 2 つの見方が可能である。1 つは、専門語と一般語とは、単語自体とし

てべ つのものだ、とするものであり、もう 1 つは、この区別は観点のちが

いによ るもので、ふつうの単語でも、観点によって専門語になる、という

ものであ る。 

第 1 のたちばにたてば、雄門語のいちばん大きな特徴は、一般的につか

わ れないこと、または、一般の人にしられていないこと、である。そして、

あ る I 語がしられているかいないかには、いくらでも段階をもうけること

がで きるから、堪 n 語と一般語との差は、けっきょく、程度の問題だとい

うこと になる。 
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第 2のたちばというのは、専門分野の概念をあらわすものが専門語だというものであ

る。「ひらがな」という単語は、そのあらわす概念内容が国語学にとって必要なものであ

るかぎり、「ヲコト点」とまったくおなじ資格で専門語なのである。この意味での「専門

語」は、厳密にいえば、「一般語」と対立するものではない。第 2 のたちばでは、「一般

語」という概念は必要ないのである。 

 

(中略) 

 

国語辞典は単語の意味を説明するが、専門語辞典や百科辞典は、その単語のさししめ

す対象（もの、こと）の説明をする。そのような対象の、またはその反映である概念の

レッテルとして専門語をみるのが、第 2のたちばである。意味は言語のカテゴリーだが、

概念は認識•思考のカテゴリーである。 

第 2のたちばでの「専門語」は、概念のレッテルとして日本語の言語体系のなかからと

りだされたものである。それは言語体系の次元の問題であって、言語使用、言語行動の次

元の問題ではない。使用における、言語作品のなかにおける単語について問題にできるこ

とは、その意味であって、その意味をとおして、この単語がになっている（科学的）概念

ではない。「ひらがな」の科学的概念、専門家のこの現象についての知識は、もちろん一

般人のそれよりもずっとふかい。しかし、専門家がかいた論文における用語「ひらがな」

でも、その意味を問題にするかぎり、一般人が日常語としてこの単語をつかうときと、か

わりはない。 

(下線部は筆者によるもの) 

 まず、第一の立場では、専門用語と一般用語では、多義語の場合を除き、単語自体別の

者として存在しており、一般の人が、あまり用いない語が専門用語であるとしている。そ

して、専門用語と一般用語には段階の差があるものの、その段階はいくらでも設ける事が

できるので専門用語と一般用語との違いは、結局は程度の差ということになる。それでも

両極端として、専門語と一般用語は対立するという考え方をする。 

 これに対して第二の立場は、ある単語は観点によっては専門用語になりえるという考え

方である。例えば、「ひらがな」はその概念内容が国語学に必要なものだと考える限りにお

いて、国語学における専門用語となりえるのである。これは、一般によく知られよく使用

される語でも専門用語になるわけであり、たとえば、基礎語彙である「ある」「いる」「も

の」「こと」なども、哲学関係の専門用語として認められるのである。 

 さらに、佐竹(1982)は「現代の専門用語」P194-195 にて、上記の専門語研究の 2 つの立

場に加えて、専門語研究において第三の立場の必要性を提唱している。 

 

  ここで、視点を変えて第三の立場を述べよう。それは、専門用語を機能や用法の面か

ら見る立場である。第一、第二の立場では、語を独立したものとして扱っている。それ

に対して第三の立場は、語を文脈や場面の中でとらえようというものである。具体的な
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文脈や場面における個々の語を問題にするのである。 

 

(中略) 

 

 ある語形「X」が専門用語か一般用語かという見方をするよりも、具体的な文脈・場面を

考慮して個々の語が専門用語として用いられているのか、一般用語として用いられてい

るのかを考える方が有効な場合もあるのではないだろうか。 

 

 以上、専門語研究をするうえで、3 つの立場があることを示した。筆者は、これから行う

専門語研究を、『専門語の諸問題』に述べられていた第一の立場から論じていく。すなわち、

専門用語と一般用語は、段階の差があるものの、対立して存在しているものであると考え

る。第三章で述べるのだが、本稿は基礎語が所属する意味領域の語彙を抽出して言語デー

タを作成し、ある語が所属する意味領域数と、意味情報文の意味の見出し数を手掛かりに

専門語彙の暫定を行った。第一の立場に立てば、専門語彙の性質を明らかにできるのみな

らず、基礎語彙と専門語彙のはざまにある語彙との関わりにも注目できるのではないかと

考えたのである。結果を先に述べてしまうと、この基礎語彙と専門語彙のはざまにある語

彙との両者の関わりについては、本稿では触れることができなかったので、本稿以降に論

文を執筆する際、調査・考察したいと考えている。 

 

 

3.  研究方法 

  

3.0 3 章概要 

  

本章では、本稿の研究方法を示していく。研究の手順としては、以下の図式のように行う。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 にて示す。 

・基礎語彙を定める。 

3-2 にて示す 

基礎語彙の選定 

基礎語彙を用い、『分類語彙表 増補改訂版』を調

べる。その領域にある語彙を excel にデータ化。つ

まり、基礎語彙から専門語彙まで含む言語データ

を完成させる。 

この際、語彙が所属している領域の中分類・小分

類に留意する。 
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以上の過程を踏み、本稿の研究を行っていく。 

 

 

では、以下に項目に分けて論じていく。 

 

 3-1 基礎語彙の選定  

 

畑谷(1998)は「子ども向け辞書の説明の特徴」において、わかりやすい、易しい説明とは

どういうものかを研究しており、その過程で基本語彙の選定を行っている。 

畑谷(1998)が使用している語彙表は、阪本一郎『日本語語彙表』である。彼女は、『日本語

語彙表』を調査対象とし、分類方法は土居光知の『基本日本語分類表』にならったが、意

味分野が 46 もあり、細かく分かれていたので大きく 3 つに分類することにしている。その

3 つとは「なまえ」「どうさ」「ようす」であり、それぞれ「名詞」「動詞」「形容詞」と換言

することができる。本稿では、彼女が分類した「どうさ」の基本語彙を用いることとする。 

 

3-2 にて示す 

 

3-4 にて示す。 

・語が所属する領域数を調べる 

・日本国語大辞典においての語が持つ

意味の見出し数を調べる 

上記の見出し語を、日本国語大辞典 online 

version を用いて意味を付与していく。 

データの完成 

専門語彙の選定 

専門語彙を 1000 語抽出する 

抽出した 1000 語の専門語に対して分類観点

を設定し、分析する。 

過去では頻繁に用いられていたが現在ではあ

まり用いられなくなった専門語彙、過去では

あまり用いられていなかったが現在では多く

用いられている専門語彙、近年では全く用い

られなくなった専門語彙、近年になって用い

られ始めた専門語彙を選定し、考察する。 

3-7～3-9 にて示す。 

4 章にて示す。 

3-6 にて示す。 
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ど 

う 

さ 

 

あう（会う）  あきる  あげる  あずける  あそぶ  あたる  あら

う  ある  あるく  あわせる  あわてる  いう  いく  いる  

うえる  うごく  うたう  うたがう  うつ  うまれる  うめる  

うる  おきる  おく  おくる  おす  おちる  おどる  おどろ

く  おぼえる  おもう  おる  かう  かえる  かく  かさなる  

かざる  かす  かつ  かむ  かりる  かわく  かんがえる  き

く  きる（切る）  きる（着る）  くだく  くる  ける  こえる  

こたえる  さそう  さわぐ  さわる  しぬ  しばる  しまる  

しめる  しらべる  しる  しんじる  すう  すすむ  すべる  

する  だす  たすける  たつ  たのむ  つかう  つかれる  つ

くる  つける  つづく  つなぐ  できる  とおる  とける  と

じる  とどける  とめる  とる  なく（泣く）  なく（鳴く）  な

げる  なる  なれる  にげる  にごる  にる  ぬう  ねじれる  

ねむる  ねる  のむ  のる  はいる  はかる  はく（吐く）  は

く（掃く）  はく（履く）  はしる  はたらく  はなす  はらう  ひ

く  ひらく  ふく（吹く）  ふく（拭く）  ふとる  ふるえる  ふ

る  ほほえむ  ほめる  ほる  まがる  まく  まける  まざる  

まちがえる  まつ  まもる  みがく  みる  むすぶ  もつ  も

らう  やく  やせる  やめる  ゆるす  よごれる  よむ  わか

れる  わすれる  わたる  わらう  わる 

 

動詞を選択する理由は以下に示す。 

① 名詞を選択し、データを収集するとあまりに調査対象が膨大になること。 

② 形容詞を選択してデータ収集すると、玉村(1976)の研究と重複する可能性があると筆

者が考えたため。 

③ 専門語彙の動詞を調べたかったため。動詞を研究対象とすることで、和語から漢語サ

変動詞までを扱うことが出来る上に、ガ格(主格)やヲ格(対格)など格や、可能や使役の

意味を付与できる助動詞を含めた研究を行うことができる。つまり、研究に際して広

がりをもつことができると筆者が考えたため。 

 

 3-2 データ収集の方法-領域ごとの語彙収集- 

 

 3-1 で選定された基本語彙を『分類語彙表 増補改訂版』の「用の類」で調べ、その語彙

の所属している領域の語彙をデータ化していく。つまり、基礎語彙から専門語彙まで含む

言語データを完成させるということである。ここでは、語彙が所属している意味領域の中

分類・小分類も付記するものとする。次にデータ化された語彙に意味を入力していく。語
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の意味を入力する際に用いた辞書は、インターネット上の「JapanKnowledge lib」での日

本国語大辞典 online version＜http://japanknowledge.com/library/ 9 月 1 日 20:50 現在＞

である。紙の辞書を用いなかった理由は、見出し語数が 12346 語にもなるために、手作業

で行っていては莫大な時間を要するので、その手間を省くためである。 

 さて、2 点本稿を研究する上で注意することを以下に示す。 

 

① 複合動詞・慣用句を調査対象から除外する。 

 ➁ 外来語は調査対象に含めない。 

 

➀について：複合動詞を調査対象から除外する理由は、動詞研究の中で複合動詞研究は、

例えば 1 つの動詞に対して結びつきの強い動詞の研究や、2 つの動詞を組み合

わせる際の意味研究など、複合動詞のみで研究が成立するほどに考察するこ

とが多いものであるから、本稿の調査対象に含めてしまえば混乱する可能性

があるためである。また、言語データを作成する際、複合動詞かどうか判別

が難しいときにはインターネット上の「複合動詞レキシコン」

(http://vvlexicon.ninjal.ac.jp/db/  9 月 2 日 21 時 37 分現在)で検索をかけ、そ

こで語が表示される場合は複合動詞とみなした。 

 

➁について：外来語は調査対象に含めない。本稿は、和語から漢語にわたる『分類語彙表 

増補改訂版』用の類の専門語についての研究であり、外来語まで調査対象に

含めると、調査の範囲が広がり、調査が終わらないのではないかと危惧した

ため、外来語は調査対象から省いた。外来語の専門語研究については、次回

論文を執筆する際に調査、考察することにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vvlexicon.ninjal.ac.jp/db/
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3-3 専門語彙と基礎語彙との違いについて 

  

専門語彙、基礎語彙の意味領域の差異を図示すると、少し極端ではあるが、以下のよう

になる。 

 

領域 1      領域 2       領域 3      領域 4      領域 5       領域 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専門語彙、基礎語彙を振り分けるためには、両者の違いに目を向けなければならない。

図を一見して分かるように、所属している領域の違い、語に内包される情報量の違いが看

取できる。 

 ここで少し具体的に例を出してみてみることにする。 

 

言う 

い・う［いふ］ 【言・謂】解説・用例【一】〔他ワ五（ハ四）〕 

 

(1)言葉として表現する。述べる。しゃべる。 

(イ)（…と）口に出す。口をきく。 

(ロ)（目的語をとって）思うこと、見聞したことなどを言葉に表わ

す。 

(ハ)（「物を言う」の形で）力のあることを表わす。発揮する。効

力を示す。→もの（物）を言う・もの（物）を言わす。 

基礎語 b の所属する意味領域 

専門語

a の所

属する

意味領

域 

語
に
含
ま
れ
る
情
報
量 
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(2)（ある人、物、事柄などを、…と）呼ぶ。名づける。称する。 

(3)世間の人が口にする。伝聞する。 

(4)詩や歌を詠む。また、声を出してうたう。 

(5)（手紙、歌などで）愛情を告げる。求婚する。言い寄る。 

【二】〔自ワ五（ハ四）〕 

(1)鳥や獣などが鳴く。 

(2)（擬声語に付いて）そういう音を立てる。 

(3)（まれに、擬態語に付き）そういう刺激性の状態が現われる。 

(4)（様態を表わす語と熟して）そのさまであることを示す。「こう

いう」「そういう」「ああいう」「どういう」など。(5)（助詞「と」

に付いて）「と」の受ける事柄を取りたてて、それに関して下に述

べる場合に用いる。具体的な意味の薄れた補助的用法。 

 

 

 

容喙する 
よう‐かい 【容喙】解説・用例〔名〕当事者でないものが横あいから

差し出口をすること。口ばしをいれること。容嘴（ようし）。 

 

 「言う」は、基礎語に分類され、「容喙する」は後ほど詳しく述べるのだが、所属する領

域数と意味の見出し数という観点から分類した専門語である。 

 「言う」という語は、主語としては「世間の人」や「鳥や獣など」を取ることが出来る

し、目的語は「思うこと、見聞したことなど」や「もの」、また「詩や歌を詠む。また、声

を出してうたう。」や「（手紙、歌などで）愛情を告げる。求婚する。言い寄る。」とい

うことまで表すことが出来る。つまり、主語は「人」だけでなく、「動物」であっても用い

ることが出来、目的語も人が見聞きしたり思ったことだけでなく「もの」といった漠然と

したものを取れる。さらには、歌うことや愛を告げるといった様々なことを表現すること

が出来るのである。 

 一方で「容喙する」という語は、主語がただ単なる「人」というわけではなく、「当事者

でないもの」なのであり、ただ単に「言う」のではなく、でしゃばっておせっかいを言う

意味である「差し出口」を「横あいから」するのである。 

 この二つの例からわかるように、基礎語彙は、人間が日常生活を営む上で絶対不可欠 

なものであるだけでなく、その他のあらゆる場面において様々なことを表現することが出

来る実に汎用的な語なのである。『国語学大辞典』P345 では基礎語彙について、「基礎語彙

というのは、それによって生活の大部分の必要をまかなうことができる語彙」と述べられ

ている。そのため、使用される意味領域は多くなり、同時に意味の見出し数も増えるので

ある。 
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 専門語彙は、意味情報文中において、意味情報が主語や述語といった要素に付加し、か

なり具体的な内容を表していることがわかる。それゆえ、意味説明が難解になり、使用さ

れる意味領域は少なく、それに伴い、意味の見出し数はかなり少なくなるものである。 

 玉村(1992)は『日本語学を学ぶ人のために』P119 にて、以下のように述べている。 

 

  「山」「走る」のように複数の語義を有する語を多義語と称するが、多義的であればあ

るほどその語は基本的であると見られる。日常言語の単語は、上述のように、本質的

に多義化しやすいといえる。これに対して、学術・法律・技芸等の諸分野の専門語は、

厳密に定義され限定された語義を一つだけもつように決められている。「血小板」「昇

華」「島」「市」「音節」は、それぞれ生理学、物理化学、地理学、行政法、言語学（ま

たは音声学）の専門語で、単義語である。 

 

 

3-4 専門語の選定のための分類観点設定 

 

まず、専門語彙を選定するために、筆者が考えた 3-4-1 と 3-4-2 の 2 点の分類方法を以下

に述べていく。 

  

3-4-1 意味領域数について 

 

意味領域数の違い 

 

3-2 で示した方法で作成した言語データの延べ意味領域数は 445 個であり、異なり意味領

域数は 172 個であった。3-2 では、基礎語を一つ一つ『分類語彙表―増補改訂版―』で調べ、

その語が所属している意味領域内の語彙をピックアップして言語データを作成した。その

結果、意味領域の重複があってもそれらをすべてカウントした意味領域数が445領域あり、

意味領域の重複があった場合、それらを 1 つとして考える意味領域数が 172 領域あったと

いうことである。つまり、言語データ中の全 12346 語は、異なり領域 172 領域のどれかに

該当しているということである。 

延べ意味領域数 異なり意味領域数 

445 172 

 

異なり領域 172個がどのようなものであるかは以下の表のとおりである。 

 

 

中分類 小分類 重複回数 
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生活 手足の動作 12 

作用 成形・変形 10 

作用 切断 7 

待遇 命令・制約・服従 7 

存在 発生・復活 6 

作用 移動・発着 6 

作用 接近・接触・隔離 6 

作用 限定・優劣 6 

心 飢渇・酔い・疲労・ 6 

心 判断・推測・評価 6 

生活 衣生活 6 

生活 目・鼻・口の動作 6 

交わり 応接・送迎 6 

事業 
練り・塗り・撃ち・

録音・撮影 
6 

存在 成立 5 

作用 分割・分裂・分散 5 

作用 増減・補充 5 

心 学習・習慣・記憶 5 

心 思考・意見・疑い 5 

心 注意・認知・了解 5 

心 測定・計算 5 

生活 労働・作業・休暇 5 

交わり 賛否 5 

経済 取得 5 

事業 裁縫 5 

事業 炊事・調理 5 

類 因果 4 

作用 動き 4 

作用 
走り・飛び・流れ

など 
4 

作用 
連れ・導き・追い・

逃げなど 
4 

作用 
乗り降り・浮き沈

み 
4 

作用 開封・封 4 

作用 伸縮 4 

時間 時間 4 

心 感覚 4 

心 
研究・試験・調査・

検査 
4 

言語 言語活動 4 

芸術 創作・著述 4 

芸術 音楽 4 

経済 
価格・費用・給与

など 
4 

経済 授受 4 

生命 生理 4 

存在 存在 3 

存在 除去 3 

作用 作用・変化 3 

作用 終了・中止・停止 3 

作用 連続・反復 3 

作用 通過・普及 3 

作用 進退 3 

作用 入り・入れ 3 

作用 上がり・下がり 3 

作用 
合体・出会い・集

合 
3 

作用 当たり・打ちなど 3 

作用 
突き・押し・引き・

すれなど 
3 

作用 防止・妨害・・回 3 
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避 

量 過不足 3 

心 表情・態度 3 

言語 文字 3 

言語 言語・問答 3 

芸術 芸術・美術 3 

生活 生活・起臥 3 

生活 遊楽 3 

生活 立ち居 3 

待遇 人事 3 

経済 所有 3 

経済 貸借 3 

事業 牧畜・漁業・鉱業 3 

事業 製造工業 3 

自然 材質 3 

身体 身体 3 

生命 生 3 

生命 生 2 

類 連絡・所属 2 

存在 出没 2 

存在 消滅 2 

様相 弛緩・粗密・繁簡 2 

様相 
支障・損じ・交配

する 
2 

作用 
 固定・傾き・転倒

など 
2 

作用 進行・過程・経由 2 

作用 往復 2 

作用 出・出し 2 

作用 統一・組み合わせ 2 

作用 破壊 2 

時間 新旧・遅速 2 

心 声 2 

心 信念・努力・忍耐 2 

心 比較・参考・区別・ 2 

選択 

心 
決心・解決・決定・

迷い 
2 

心 計画・案 2 

言語 読み 2 

言語 書き 2 

生活 処世・出処進退 2 

生活 食生活 2 

生活 才能 2 

行為 威厳・行儀・品行 2 

行為 行為・活動 2 

交わり 勝敗 2 

待遇 脅迫・中傷・愚弄 2 

経済 売買 2 

事業 農業・林業 2 

事業 建設・土木 2 

事業 建築 2 

事業 運輸 2 

事業 出版・放送 2 

事業 掃除など 2 

自然 音 2 

物質 水・乾湿 2 

生命 死 2 

類 関係 1 

類 相対 1 

類 異同・類似 1 

存在 保存 1 

様相 風・観・姿 1 

様相 調節 1 

力 力 1 

作用 変換・交換 1 

作用 開始 1 

作用 動揺・回転 1 

作用 漏れ・吸入 1 

作用 配列・排列 1 
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作用 進歩・衰退 1 

心 感動・興奮 1 

心 安心・焦燥・満足 1 

心 好悪・愛憎 1 

心 
敬意・感謝・信頼

など 
1 

心 欲望・期待・失望 1 

心 信仰・宗教 1 

心 
論理・証明・偽り・

誤り・訂正など 
1 

心 見る 1 

心 聞く・味わう 1 

言語 名 1 

言語 表現 1 

言語 音韻 1 

言語 話・談話 1 

言語 報告・申告 1 

生活 学事・兵事 1 

生活 住生活 1 

生活 
行事・式典・宗教

的行事 
1 

生活 スポーツ 1 

生活 いたずら・騒ぎ 1 

行為 犯罪・罪 1 

交わり 交わり 1 

交わり 約束 1 

交わり 協力・参加 1 

交わり 攻防 1 

交わり 軍事 1 

待遇 支配・政治 1 

交わり 捕縛・釈放 1 

待遇 救護・救援 1 

待遇 請求・依頼 1 

待遇 賞罰 1 

経済 経済・収支 1 

経済 需給 1 

経済 損得 1 

経済 取引 1 

事業 生産・産業 1 

事業 印刷・製本 1 

事業 医療 1 

事業 興行 1 

事業 染色・選択など 1 

事業 技術・設備・修理 1 

事業 扱い・操作・使用 1 

事業 製造・加工・包装 1 

自然 光 1 

自然 色 1 

物質 天災 1 

物質 風 1 

物質 雨・雪 1 

物質 波・潮 1 

物質 物質の変化 1 

物質 火 1 

物質 熱 1 

 

現在集めている 12346 語全体に対して、その中の一語一語を検索にかけ、その一語一語

が 12346 語の中で何回出現しているかを調べ、その語が所属する意味領域がどれほどの数

であるのかを調査する。出現回数が多い語は、所属している意味領域が多いということで

あり、一方で、出現回数が少ない語は、所属している領域が少ないということになる。専

門語彙は、主にある特定の領域に属する人たちによって用いられるものであるので、語が

所属する意味領域は少ないものであると考えられる。 
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では、語の所属する意味領域数の調べ方であるが、本稿では excel でのマクロ（簡単なプ

ログラミング）を組むことにした。そのプログラムの式は以下に示す。 

 

Sub 領域表示() 

    Dim i As Integer 

    Dim j As Integer 

     

    For i = 1 To 10428 

        For j = 4 To 14180 

         

            If Cells(i、 11).Value = Cells(j、 1).Value Then 

            Cells(j、 8).Value = Cells(i、 10).Value 

            End If 

        Next j 

    Next i 

End Sub 

 

 この式を説明すると、ある語aが言語データ12346語中に何回出現しているかを計算し、

その回数を所定のセルに記入していき、この一連の作業が終了すると、次の語 b が、また、

言語データ 12346 語中に何回出現しているかを計算し、その回数を所定のセルに記入して

いくというプログラムである。このプログラムを用いることによって、ある一つの語が言

語データ 12346 語の中で何回出現しているかが簡単に計算できた。 

 

3-4-2 語の意味情報文中の意味の見出し数について 

 

 意味の見出し数の違い 

 

データを収集する中で、筆者が今まで見た事、聞いたことがない語、あるいは難解な語

が出現した時、その語は意味の見出し数が少ない傾向があった。一方で、基礎語彙は意味

の見出し数が多い傾向があるように感じた。上記の意味領域数の違いの中で述べたが、専

門語彙は、主にある特定の領域属する人たちによって用いられるものであるので、語が所

属する意味領域は少ないものであると考えられる。つまり、専門語彙は、意味の見出し数

が少なく、その語の意味情報は付加されるのである(例えば、語の意味説明において＜「人

間」が何かをする＞といったものではなく、＜「裁判官」が判決時、被告人に通達する＞

というように、情報が具体的になるということである)。 

ゆえに意味の見出し数を、基礎語彙と専門語彙との判別の手がかりとして有効であろう。 

Sub 領域表示() 

    Dim i As Integer 

    Dim j As Integer 

     

    For i = 1 To 10428 

        For j = 4 To 14180 

         

            If Cells(i, 11).Value = Cells(j, 1).Value Then 

            Cells(j, 8).Value = Cells(i, 10).Value 

            End If 

        Next j 

    Next i 

End Sub 
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 言語データ全 12346 語の意味の見出し数を計算する方法であるが、ここでも、意味領域

数の違いの中で用いたものとは異なるが、プログラムを用いた。 

  

聞く 

き・く 【聞・聴】〔他カ五（四）〕(1)音、声、言葉などを耳に感

じとる。耳にする。(2)音や言葉を耳にして、その内容を知る、そ

うだろうと思う。また、言伝え、うわさなどを耳にする。(3)人の

言葉に従う。承知する。聞き入れる。(4)（答えを耳に入れようと

して）人に尋ねる。考え、気持などを問う。(5)是非を判断する。

判断して処置する。(6)（「聞香」の訓読みからか）においをかぐ。

(7)（酒を）味わってみる。味を試して違いを知る。(8)当てて試み

る。釣り合いを見る。「板の厚さにきいて釘を打つ」 

 

 例えば、上の語の例を見ると、意味の見出し数は 8 個あることがわかる。この意味の見

出し数を計算するために以下のプログラムを用いた。 

 

 

 

 

 

 

 この式は指導教員である野浪先生に owkscript によって書いていただいたものである。

copal proというソフトを用いて、この式を代入し、言語データ全 12346語に検索をかける。

すると、それぞれの語が持つ意味の見出し数が計算され、数字として出現するので、これ

をコピーし、データに代入した。 

 上記の手順を踏んで、所属領域数と意味の見出し数を各々数値化した。繰り返し述べる

が、専門語は主にある特定の領域属する人たちによって用いられ、語の意味情報はかなり

付加されるがゆえに意味の見出し数が少なくなるものと考えられる。よって、所属領域数

と意味の見出し数が 1 と 1 になっているものが専門語としてふさわしいのではないか。 

 例えば以下の例では、所属領域数と意味の見出し数とが 1:1 になっている「推考する」が

専門語として分類されることになる。 

  

見出し語 意味 

意味の

見出し

数 

所属領

域数 

{ 

 n=gsub("¥(","",$0); 

 print n 

} 
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扱う 

あつか・う［あつかふ］ 【扱・〓・刷】 〔他ワ五（ハ四）〕 

(1)あれこれと気をつかう。人や動物などの世話をする。

また、病人などを看護する。 (2)人の相手になって話をし

たり、もてなしたりする。応対、待遇する。また、人を意

のままにする。冷たくあしらう。冷遇する。 (3)あれこれ

とうわさをする。評判する。 (4)あれこれと操作して動か

す。手などで物を運んだり、使ったりする。また、物や体

の一部などをその機能に応じて有効に使う。 「機械を扱

う」 (5)処置に苦しむ。もてあます。 (6)両者の間に立っ

て争いをやめさせる。仲裁する。 (7)あておこなう。また、

支配する。領知する。 (8)物事を処理する。また、担当す

る。 「事務を扱う」 (9)さわる。いじる。もてあそぶ。  

9 2 

推理する 

すい‐り 【推理】解説・用例〔名〕(1)伝統的論理学で、

既知の判断（前提）から、新しい判断（結論）をみちびく

こと。前提が一つの場合は直接推理、二つ以上の場合は間

接推理といい、直接推理は、判断の変形によるものと、対

当関係によるものとがある。間接推理は普通、三段論法と

称され、演繹（えんえき）的推理と帰納的推理とに分かれ

る。推論。(2)既知の事実をもとに、未知の事柄について

おしはかること。推論。 

2 1 

推論する 

すい‐ろん 【推論】解説・用例〔名〕(1)関係のある他の

事柄にまで議論を及ぼすこと。論及すること。(2)一つの

判断から推して他の判断を導くこと。既知の事柄を基準と

して未知の事柄を論じること。推理。(3)「すいり（推理）

(1)」に同じ。(4)押し問答すること。 

5 1 

類推する 

るい‐すい 【類推】解説・用例〔名〕(1)同じたぐいの事、

または類似の点をもとにして他の事を推しはかること。ア

ナロジー。類測。(2)論理学で、二つの物事の間のある点

の類似性から、他の点での類似性を推理すること。アナロ

ジー。類比。類比推理。(3)言語学で、ある語形や文法形

式が変化する際の要因として、何らかの点で類似があり、

しかも勢力のある他の語の語形や文法形式がモデルにな

ること。たとえば、四段活用の可能動詞「書ける・読める」

などへの類推で、「見る」「食べる」などに可能の助動詞

「られる」のついた「見られる」「食べられる」が、「見

れる」「食べれる」と変化したりする場合。その変化を類

3 2 



 22  

 

推変化、変化して生じた形を類推形という。 

推考する 
すい‐こう［：カウ］ 【推考】解説・用例〔名〕道理か

ら推して考えること。思考。 
1 1 

 

 

3-5 専門語が所属する意味領域の割合―専門語が所属しやすい意味領域はあるか― 

 

 3-5-1 『分類語彙表―増補改訂版―』での小分類の場合 

 

 3-4 で述べた調査を行って、所属領域数と意味の見出し数とが 1:1 になっている語を言語

データ 12346 語の中から検索し、3959 語抽出することが出来た。すなわち、暫定の専門語

彙が 3959 個あるということである。 

 では、専門語彙は、それぞれの意味領域の中で、どれほどの割合で分布しているのであ

ろうか。また、どの意味領域に専門語は多いのであろうか。調査結果を以下に示す。ただ

し、ここで掲載している表の意味領域は、『分類語彙表―増補改訂版―』での小分類のもの

である。 

 

小領域 
領域内の総

数 

所属領域数と

意味の見出し

数=1:1 の個数 

所属領域数と

意味の見出し

数=1:1 の割合 

読み 53 36 67.9% 

死 170 107 62.9% 

印刷・製本 16 10 62.5% 

農業・林業 53 33 62.3% 

賃借 67 40 59.7% 

興行 30 17 56.7% 

書き 100 56 56.0% 

スポーツ 53 29 54.7% 

攻防 75 38 50.7% 

出版・放送 66 33 50.0% 

問答 22 11 50.0% 

風 2 1 50.0% 

価格・費

用・給与な
56 27 48.2% 

ど 

医療 97 46 47.4% 

軍事 57 27 47.4% 

音楽 32 15 46.9% 

取引 30 14 46.7% 

連続・反復 39 18 46.2% 

敬意・感

謝・信頼な

ど 

78 36 46.2% 

好悪・愛憎 133 61 45.9% 

往復 147 67 45.6% 

食生活 98 44 44.9% 

衣生活 69 30 43.5% 

建築 30 13 43.3% 

賛否 80 34 42.5% 

売買 45 19 42.2% 



 23  

 

 牧畜・漁

業・鉱業 
45 19 42.2% 

報告・申告 43 18 41.9% 

協力・参加 43 18 41.9% 

話・談話 53 22 41.5% 

勝敗 70 29 41.4% 

研究・試

験・調査・

検査 

112 46 41.1% 

測定・計算 98 40 40.8% 

言語活動 106 43 40.6% 

掃除など 20 8 40.0% 

人事 168 67 39.9% 

安心・焦

燥・満足 
109 43 39.4% 

炊事・調理 84 33 39.3% 

所有 69 27 39.1% 

運輸 59 23 39.0% 

請求・依頼 73 28 38.4% 

授受 170 65 38.2% 

労働・作

業・休暇 
76 29 38.2% 

発生・復活 71 27 38.0% 

行事・式

典・宗教的

行事 

100 38 38.0% 

賞罰 77 29 37.7% 

増減・補充 194 73 37.6% 

作用・変化 174 65 37.4% 

存在 94 35 37.2% 

学習・習

慣・記憶 
132 49 37.1% 

火 49 18 36.7% 

建設・土木 49 18 36.7% 

生 129 47 36.4% 

脅迫・中

傷・愚弄 
110 40 36.4% 

染色・選択 25 9 36.0% 

など 

需給 25 9 36.0% 

製造・加

工・包装 
45 16 35.6% 

応接・送迎 130 46 35.4% 

進退 116 41 35.3% 

入り・入れ 97 34 35.1% 

判断・推

測・評価 
117 41 35.0% 

当たり・打

ちなど 
49 17 34.7% 

名 26 9 34.6% 

 異同・類

似 
61 21 34.4% 

 合体・出

会い・集合

など 

96 33 34.4% 

病気・体調 131 45 34.4% 

比較・参

考・区別・

選択 

99 34 34.3% 

破壊 79 27 34.2% 

出・出し 88 30 34.1% 

声 24 8 33.3% 

約束 51 17 33.3% 

いたずら・

騒ぎ 
24 8 33.3% 

扱い・操作・

使用 
60 20 33.3% 

裁縫 21 7 33.3% 

開封・封 51 17 33.3% 

終了・中

止・停止 
148 49 33.1% 

取得 85 28 32.9% 

処世・出処

進退 
137 44 32.1% 
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除去 97 31 32.0% 

感覚 47 15 31.9% 

見る 127 40 31.5% 

威厳・行

儀・品行  
16 5 31.3% 

落ちる 64 20 31.3% 

出没 96 30 31.3% 

保存 32 10 31.3% 

感動・興奮 93 29 31.2% 

命令・制

約・服従 
148 46 31.1% 

移動・発着 139 43 30.9% 

交わり 85 26 30.6% 

行為・活動 76 23 30.3% 

配列・排列 30 9 30.0% 

救護・救援 87 26 29.9% 

切断 54 16 29.6% 

進行・過

程・経由 
108 32 29.6% 

創作・著述 71 21 29.6% 

開始 44 13 29.5% 

生活・起臥 61 18 29.5% 

音 38 11 28.9% 

犯罪・罪 46 13 28.3% 

学事・兵事 46 13 28.3% 

生理 131 37 28.2% 

住生活 82 23 28.0% 

経済・収支 68 19 27.9% 

練り・塗り・

撃ち・録音・

撮影 

90 25 27.8% 

生産・産業 18 5 27.8% 

論理・証

明・偽り・誤

り・訂正な

ど 

101 28 27.7% 

立ち居 112 31 27.7% 

欲望・期

待・失望 
99 27 27.3% 

防止・妨

害・・回避 
66 18 27.3% 

色 44 12 27.3% 

因果 33 9 27.3% 

遊楽 22 6 27.3% 

天災 11 3 27.3% 

動き 59 16 27.1% 

成立 96 26 27.1% 

 接近・接

触・隔離 
117 31 26.5% 

相対 38 10 26.3% 

新旧・遅速  46 12 26.1% 

乗り降り・

浮き沈み 
100 26 26.0% 

伸縮 81 21 25.9% 

分割・分

裂・分散 
74 19 25.7% 

 進歩・衰

退 
103 26 25.2% 

信念・努

力・忍耐 
107 27 25.2% 

音韻 12 3 25.0% 

飢渇・酔い・

疲労・睡眠

など 

96 24 25.0% 

 連絡・所

属 
65 16 24.6% 

捕縛・釈放 45 11 24.4% 

注意・認

知・了解 
131 32 24.4% 

連れ・導き・

追い・逃げ

など 

107 26 24.3% 

光 66 16 24.2% 
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上がり・下

がり 
83 20 24.1% 

過不足 54 13 24.1% 

材質 69 16 23.2% 

支配・政治 39 9 23.1% 

表情・態度 162 36 22.2% 

統一・組み

合わせ 
47 10 21.3% 

通過・普及 80 17 21.3% 

表現 38 8 21.1% 

物質の変

化 
73 15 20.5% 

雨・雪 5 1 20.0% 

突き・押し・

引き・すれ

など 

51 10 19.6% 

水・乾湿 46 9 19.6% 

信仰・宗教 36 7 19.4% 

変換・交換 42 8 19.0% 

成形・変形 208 39 18.8% 

目・鼻・口

の動作 
92 17 18.5% 

 弛緩・粗

密・繁簡 
28 5 17.9% 

 技術・設

備・修理 
90 16 17.8% 

消滅 82 14 17.1% 

計画・案 53 9 17.0% 

文字 12 2 16.7% 

漏れ・吸入 36 6 16.7% 

固定・傾き・

転倒など 
103 17 16.5% 

走り・飛び・

流れなど 
86 14 16.3% 

手足の動

作 
156 25 16.0% 

動揺・回転 60 9 15.0% 

調節 47 7 14.9% 

関係 28 4 14.3% 

身体 28 4 14.3% 

決心・解

決・決定・

迷い 

121 17 14.0% 

損得 29 4 13.8% 

熱 39 5 12.8% 

才能 17 2 11.8% 

時間 30 3 10.0% 

芸術・美術 21 2 9.5% 

力 12 1 8.3% 

聞く・味わう 137 11 8.0% 

支障・損じ・

交配する 
36 2 5.6% 

決心・解

決・決定・

迷い 

75 1 1.3% 

 風・観・姿 5 0 0.0% 

波・潮 5 0 0.0% 
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 ＜調査結果＞ 

 

 本調査結果では、一番高い割合を示していたのが「読み」で 67.9%、続いて「死」が 62.9%、

「印刷・製本」が 62.5%となっている。一方、「決心・解決・決定・迷い」が 1.3%で、「風・

観・姿」が 0.0%で、「波・潮」も 0.0%であった。 

 筆者は、専門語が所属する意味領域には、待遇や宗教・信仰に関する領域が多いのでは

ないかという仮説を立てていた。しかし、専門語が所属している小分類の上位意味領域 25

位までを見てみると、これらに関する意味領域は 2 位「死」、20 位「敬意・感謝・信頼など」

くらいである。上位 25 位意味領域のなかで、2 領域出現しているということに関して、出

現頻度が多いのか、少ないのかということは閉口せざるを得ないが、2 領域出現していると

いう事実があるということは言える。 

 さらに、筆者は、専門語は学術に関する意味領域に所属しやすいのではないかとも考え

ていた。どこからどこまでの範囲を学術と認めるかという非常に難儀な問題があるのだが、

専門語が所属している小分類の上位意味領域 25 位までを見てみると、14 位「医療」、16 位

「音楽」、24 位「建築」は学術と認定できないだろうか。ここでは、学術という単語の指す

意味範囲の難しさゆえ、専門語が学術に関する意味領域に所属しやすいとは簡単には言え

なさそうである。 

一方で「読み」・「書き」・「スポーツ」という日常で使用される語が、いずれも専門語が

所属している小分類の上位意味領域 10位の中に存在していることは、意外であった。また、

上位 25 位までの意味領域を見てみると、22 位の「食生活」、23 位では「衣生活」という日

常に関する意味領域が存在している。専門語が所属する意味領域は、待遇や宗教・信仰に

関する領域や学術に関する意味領域のような抽象的な領域が、上位を占めていると予想し

ていたが、日常に関する意味領域が、専門語が所属する意味領域に、一程度存在するよう

である。 

以上のように、筆者が立てていた仮説である「専門語が所属する意味領域には、待遇や

宗教・信仰に関する領域が多い」と、「専門語は学術に関する意味領域に所属しやすいので

はないか」は、簡単には言えなさそうである。一方で、こうした抽象的な意味領域に対し

て、日常に関する意味領域が一程度存在したことがわかった。 

 

3-5-2 『分類語彙表―増補改訂版―』での中分類の場合 

 

 3-5-1 では、『分類語彙表―増補改訂版―』での小分類の意味領域の割合を調査し、結果

を概観した。ここでは、小分類の表を、そのまま小分類の高次意味分類である中分類で調

査し、『分類語彙表―増補改訂版―』での中分類の意味領域の割合を、上位 25 位と下位 25

位とで分けてグラフにした。 
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 ＜調査結果＞ 

 

『分類語彙表―増補版―』での中分類の意味領域の割合を、上位 25 位と下位 25 位とで

分けてグラフにした。 

 それぞれ上位 25 位中分類意味領域と下位 25 位中分類意味領域を比べてみると、上位 25

位の「言語」は出現回数 3 回で、下位 25 位の「言語」は出現回数 1 回。上位 25 位の「物

質」は出現回数 1 回で、下位 25 位の「物質」は出現回数 2 回というふうに、上位 25 位の

中分類意味領域と下位 25 位の中分類意味領域との差異は 1 か 2 くらいであるようだ。この

中で、一番大きな差異があるのは、上位 25 位の「事業」は出現回数 6 回で、下位 25 位の

0
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「事業」は出現回数 1 回であり、出現回数差が 5 であった。次いで、大きな差異があった

のは、上位 25 位の「交わり」は出現回数 3 回で、下位 25 位の「交わり」は出現回数 0 回

であった。このことから、専門語彙は、中分類では意味領域「事業」に属する語が多いこ

と。さらに、中分類意味領域「交わり」は、人との交流を指すものであるので、人との交

流の意味を含む専門語彙が多いのではないかと考える。 

 

 

 3-6 専門語を 1000 語の選定。 

 

 3-4 までで、暫定の専門語彙を 3959 語選定した。これから専門語の性質を明らかにすべ

く分析項目を設けて分析していくのだが、3959 語をすべて分析することは大変な作業にな

るため、3959 語のうち 1000 語を抽出し、分析することにした。その 1000 語の抽出方法に

ついて述べる。 

 まず excel に入力してある専門語彙 3959 語に対して、ランダム係数を付した。各語に対

して異なる数値が入力されるので、その数値を大きい順に並び換え、その上位 1000 語を研

究対象とした。以下は、その作業が完了した専門語 1000 語の一覧表である。 

 

忘却する 0.999949 

失業する 0.999834 

外泊する 0.999799 

押収する 0.999346 

消長する 0.999204 

雄飛する 0.998713 

巡拝する 0.998618 

出席する 0.997998 

恨めしがる 0.997621 

抗拒する 0.996965 

食事する 0.996893 

夭死する 0.9965 

封切る 0.996397 

高進する 0.996375 

縮写する 0.995691 

算出する 0.99515 

愛玩する 0.994891 

家蔵する 0.994497 

乱掘する 0.994306 

畏敬する 0.994196 

再任する 0.993617 

再刊する 0.993578 

窒息死する 0.993416 

来泊する 0.993378 

庇護する 0.992748 

汚濁する 0.992676 

抽象化する 0.992487 

尽力する 0.992326 

類焼する 0.9922 

試用する 0.992093 

実見する 0.991629 

焦れる 0.99153 

募兵する 0.991393 

完治する 0.991354 

卓越する 0.99125 

出牢する 0.991086 

菜食する 0.990996 

外征する 0.990887 

補職する 0.990364 

整列する 0.990205 

砕鉱する 0.988592 

必備する 0.98818 

前借りする 0.987957 

突進する 0.987799 

衰微する 0.987046 

延着する 0.986015 

あざなう 0.985973 

驚倒する 0.985849 

閉止する 0.985727 

退庁する 0.985565 

密造する 0.985354 

必中する 0.985343 

宥和する 0.98495 

続開する 0.984536 

お邪魔する 0.983852 

飛散する 0.983689 
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転科する 0.983333 

どける 0.982977 

対置する 0.982645 

論考する 0.982508 

診る 0.982056 

煽情する 0.981033 

留別する 0.980586 

灌漑する 0.98052 

返本する 0.980293 

悪用する 0.979951 

軍縮する 0.979907 

もたげる 0.979288 

欲張る 0.979096 

もじもじす

る 
0.978431 

近代化する 0.976924 

剥奪する 0.976901 

罹患する 0.976277 

献血する 0.975727 

聳立する 0.975717 

登城する 0.975245 

予見する 0.975081 

縮減する 0.975028 

記帳する 0.974637 

縮まる 0.973938 

支給する 0.973925 

暗記する 0.973766 

脱がす 0.973399 

痛感する 0.973298 

進水する 0.973283 

集成する 0.972917 

任用する 0.972479 

追憶する 0.971446 

水没する 0.97137 

否認する 0.971298 

面会する 0.970901 

副署する 0.970138 

三拝する 0.969608 

瞑想する 0.969523 

明言する 0.969166 

点眼する 0.968765 

換気する 0.968746 

両立する 0.968717 

大食する 0.968606 

脱税する 0.968571 

ことほぐ 0.968226 

度忘れする 0.967818 

贈位する 0.967704 

渡欧する 0.967632 

降壇する 0.967428 

巡覧する 0.967426 

併読する 0.967403 

返納する 0.967132 

乱作する 0.966981 

大往生する 0.96669 

継起する 0.966137 

拝顔する 0.965955 

減税する 0.965842 

焼尽する 0.96567 

自殺する 0.965393 

速写する 0.965113 

雑踏する 0.965102 

倦む 0.964838 

賞味する 0.964734 

倒立する 0.964685 

直輸出する 0.964132 

描出する 0.964128 

勧誘する 0.963967 

閑談する 0.963859 

独往する 0.963628 

愚弄する 0.963418 

読破する 0.963339 

成育する 0.963324 

分筆する 0.963321 

連接する 0.963153 

まざる

（交・混） 
0.962766 

降級する 0.962648 

暴騰する 0.962591 

外食する 0.962572 

来復する 0.962295 

断食する 0.961957 

砕氷する 0.961918 

散布する 0.961429 

薄まる 0.961359 

密輸出する 0.961104 

収奪する 0.960821 

曲筆する 0.960764 

刻苦する 0.960088 

望見する 0.959815 

煥発する 0.959286 

外歩きする 0.958921 

空費する 0.958829 

曲解する 0.958618 

蓄蔵する 0.958564 

栄進する 0.958436 

少憩する 0.958214 

造営する 0.958186 

胴忘れする 0.958149 

男装する 0.958043 

首肯する 0.957886 

推考する 0.957865 

克復する 0.957849 

避難する 0.957459 

厳令する 0.957331 
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開場する 0.95613 

ゆすぐ 0.955592 

こそぐる 0.955267 

指圧する 0.95512 

贋作する 0.955044 

理屈づける 0.954743 

採炭する 0.954643 

点灯する 0.954479 

咲く 0.954181 

下降する 0.954145 

値下げする 0.953983 

出迎える 0.953927 

扞格する 0.953764 

くすぐった

がる 
0.953235 

臨写する 0.95322 

流布する 0.953202 

作詞する 0.953126 

刃傷する 0.953105 

歓呼する 0.952836 

受精する 0.952707 

低める 0.952431 

迸出する 0.952329 

来臨する 0.952181 

建国する 0.951812 

伴奏する 0.951761 

合葬する 0.951534 

腐心する 0.950637 

ふえる

（増・殖） 
0.950082 

賦与する 0.949754 

先攻する 0.94974 

特化する 0.94972 

暴落する 0.949134 

思索する 0.948911 

内閲する 0.948612 

又借りする 0.948422 

呪縛する 0.948357 

縮かむ 0.948318 

常備する 0.948242 

微吟する 0.948066 

やじる 0.948032 

興隆する 0.947744 

冷罵する 0.947448 

履修する 0.947393 

寝押しする 0.946435 

熟慮する 0.946294 

印行する 0.946091 

監修する 0.945923 

優賞する 0.945679 

予断する 0.945433 

一括する 0.945207 

分有する 0.9448 

官給する 0.944799 

返済する 0.944783 

招致する 0.943732 

拘泥する 0.943158 

飲酒する 0.942959 

鹵獲する 0.942556 

着慣れる 0.94227 

朱書する 0.942073 

受納する 0.94181 

自首する 0.941618 

確かめる 0.941558 

三振する 0.941412 

記入する 0.941007 

客死する 0.940874 

再版する 0.940589 

検痰する 0.940424 

残置する 0.940182 

専有する 0.940055 

櫛比する 0.939783 

刑死する 0.939283 

充用する 0.939167 

背約する 0.939128 

服務する 0.938332 

妄動する 0.938132 

帰京する 0.937992 

勝訴する 0.937853 

執刀する 0.937755 

抄記する 0.937659 

取水する 0.937101 

兼行する 0.937081 

習熟する 0.936946 

顕在する 0.936808 

謀殺する 0.936783 

着目する 0.936779 

冠絶する 0.935676 

かつあげす

る 
0.935492 

厳戒する 0.935344 

披瀝する 0.935299 

渡米する 0.934967 

死没する 0.934373 

調製する 0.934363 

返品する 0.934352 

絶望する 0.934097 

集計する 0.934042 

増枠する 0.933492 

抜糸する 0.932934 

とばしる 0.932068 

徹夜する 0.931727 

抜擢する 0.931604 

排尿する 0.931107 

着水する 0.930789 
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突入する 0.930695 

合筆する 0.930577 

変圧する 0.930552 

増兵する 0.93043 

入幕する 0.930244 

身じろぎす

る 
0.930083 

浸水する 0.928917 

涜職する 0.928827 

演奏する 0.927942 

ちぎれる 0.927787 

閲兵する 0.92764 

発症する 0.927545 

特設する 0.92742 

さげすむ 0.927373 

徐行する 0.927179 

傍観する 0.926071 

投宿する 0.925836 

請訓する 0.925766 

読了する 0.925359 

建築する 0.92535 

相反する 0.925184 

肩にする 0.92514 

執する 0.924722 

身じろぐ 0.924495 

目測する 0.924432 

一杯食う 0.924201 

尊厳死する 0.923968 

分類する 0.92187 

逆なでする 0.921822 

累計する 0.921786 

今更めく 0.921457 

大病する 0.920928 

問題視する 0.920153 

変通する 0.919792 

顰蹙する 0.919651 

熱賛する 0.919599 

喀血する 0.919546 

来観する 0.919254 

入朝する 0.918734 

併結する 0.91852 

独唱する 0.918476 

発進する 0.918444 

ぶち切る 0.918279 

帰寂する 0.918253 

自制する 0.918064 

めまいがす

る 
0.917342 

哀惜する 0.917316 

惜しがる 0.916785 

参籠する 0.916648 

郵送する 0.916123 

偶発する 0.915855 

埋葬する 0.915793 

備蓄する 0.915592 

負かる 0.915455 

遺贈する 0.914869 

親閲する 0.91458 

計画する 0.914476 

具備する 0.914234 

賞用する 0.914043 

全治する 0.91392 

増派する 0.913177 

厳存する 0.913121 

禁止する 0.913081 

来館する 0.912933 

直下する 0.912843 

引見する 0.912391 

筆録する 0.912294 

醵金する 0.912157 

自問する 0.911875 

度外れる 0.911868 

雷同する 0.911689 

わき見する 0.911661 

通交する 0.911171 

雌伏する 0.910614 

分籍する 0.910139 

赤熱する 0.909939 

難船する 0.909852 

判読する 0.909852 

腕組みする 0.909808 

猛襲する 0.908772 

引退する 0.908531 

造本する 0.908394 

ばさつく 0.90814 

検温する 0.907767 

少子化する 0.907727 

凍死する 0.907316 

うごめかす 0.906762 

うでる 0.906699 

滴下する 0.90666 

全廃する 0.906607 

離党する 0.906564 

直輸入する 0.906511 

撃砕する 0.906504 

隠蔽する 0.906383 

急襲する 0.906305 

完投する 0.906249 

出講する 0.905919 

先制する 0.905715 

うつぶせる 0.905092 

独居する 0.904366 

照合する 0.904226 

湧出する 0.904066 

宿替えする 0.903863 
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護持する 0.903469 

注油する 0.903067 

抜錨する 0.902942 

適従する 0.902638 

怒鳴る 0.902481 

空爆する 0.902271 

専心する 0.902268 

終演する 0.901386 

後略する 0.901222 

憂慮する 0.901191 

載録する 0.901165 

購読する 0.900761 

どく 0.900504 

死去する 0.900214 

閲読する 0.899573 

通謀する 0.899439 

参集する 0.899424 

事故死する 0.899269 

変造する 0.899011 

摘果する 0.898455 

吐露する 0.898076 

直往する 0.89768 

採点する 0.897611 

再生産する 0.897434 

悦服する 0.897297 

死亡する 0.897001 

除雪する 0.896903 

汗ばむ 0.896755 

推薦する 0.896684 

限局する 0.896601 

創成する 0.89622 

防護する 0.895843 

姦通する 0.895134 

世渡りする 0.895075 

制動する 0.895031 

投球する 0.894304 

歴訪する 0.893515 

走らす・走

らせる 
0.893462 

仮植する 0.893438 

貯炭する 0.893422 

昇叙する 0.893194 

問答する 0.893079 

売却する 0.892495 

世襲する 0.891585 

落馬する 0.891017 

遡行する 0.890993 

謦咳する 0.890827 

改題する 0.890778 

闖入（ちん

にゅう）す

る 

0.890749 

献本する 0.890332 

夭逝する 0.890186 

応射する 0.890094 

伏臥する 0.889467 

気をもむ 0.889285 

増量する 0.888609 

加減乗除す

る 
0.888577 

放談する 0.888559 

推断する 0.888357 

客観化する 0.888243 

閉講する 0.887954 

改修する 0.88787 

建艦する 0.887312 

着陸する 0.887296 

反撃する 0.886946 

伸縮する 0.886674 

点検する 0.886616 

呪詛する 0.886567 

偏愛する 0.885331 

見飽きる 0.884826 

上下動する 0.884673 

夜遊びする 0.884411 

看破する 0.884186 

敵対する 0.884031 

発兌する 0.883883 

おののく 0.883835 

戦病死する 0.88322 

ぬめぬめす

る 
0.883167 

放言する 0.883024 

連想する 0.882494 

増結する 0.882211 

増補する 0.882192 

冒険する 0.881832 

奉還する 0.881445 

分包する 0.881378 

通分する 0.881327 

高騰する 0.880695 

憎がる 0.880568 

滴らす 0.88048 

乱獲する 0.879608 

在籍する 0.879146 

公有する 0.878957 

帰庁する 0.878948 

奏上する 0.878795 

憫察する 0.878776 

周章する 0.878401 

熱演する 0.878132 

放吟する 0.877388 

錯覚する 0.877382 

点滅する 0.877108 

自給自足す 0.877025 
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る 

辞職する 0.875904 

目配りする 0.875522 

来校する 0.875209 

牢記する 0.87467 

のろのろす

る 
0.874531 

同伴する 0.874192 

搬出する 0.874134 

欠勤する 0.873915 

集う 0.87386 

速算する 0.87338 

かしげる 0.873094 

訓読みする 0.872762 

開けたてす

る 
0.872082 

顕現する 0.871145 

欠航する 0.87113 

一元化する 0.871044 

増額する 0.870319 

出獄する 0.870102 

暗躍する 0.869842 

四散する 0.869477 

惨敗する 0.869054 

うけがう 0.868662 

再製する 0.868512 

のんびりす

る 
0.868381 

立論する 0.868326 

むす 0.8683 

魅了する 0.868265 

退場する 0.867891 

むしゃぶり

つく 
0.867417 

入城する 0.867137 

直登する 0.866302 

袋だたきに

する 
0.866112 

肥立つ 0.866096 

集塵する 0.8656 

出品する 0.864924 

寒がる 0.864696 

殺到する 0.864306 

帰宅する 0.863858 

曝書する 0.863834 

築造する 0.863784 

破約する 0.863517 

招来する 0.863458 

欠礼する 0.863419 

鍾愛する 0.863334 

蒸らす 0.862949 

威嚇する 0.862854 

芽吹く 0.862472 

試射する 0.86085 

摘芽する 0.860282 

勤続する 0.860196 

威服する 0.859526 

条播する 0.859244 

常置する 0.859078 

来園する 0.858843 

手渡す 0.858038 

渡洋する 0.857657 

構築する 0.857646 

ざらつく 0.857309 

遥拝する 0.856755 

栄達する 0.856691 

内服する 0.855678 

俯仰する 0.855252 

起草する 0.854956 

合本する 0.854792 

誣告する 0.854719 

耳語する 0.854594 

返上する 0.854502 

帰洛する 0.854441 

嫌がる 0.854052 

訳解する 0.853755 

水撒きする 0.853743 

撃破する 0.853666 

乱反射する 0.853477 

引っぱたく 0.853397 

通水する 0.853061 

施錠する 0.852406 

勇躍する 0.852172 

充実する 0.852137 

開札する 0.852073 

清まる 0.851612 

休園する 0.851194 

清掃する 0.850378 

毒突く 0.850142 

防備する 0.849902 

終了する 0.849625 

恕する 0.848992 

残留する 0.848941 

役立つ 0.848878 

常勤する 0.848873 

辛抱する 0.84881 

予診する 0.848753 

厳禁する 0.848608 

頓着する 0.848207 

擦過する 0.848053 

忙殺される 0.848012 

断交する 0.847917 

同じゅうす

る 
0.847852 

談笑する 0.847745 
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関与する 0.847635 

再演する 0.847613 

降格する 0.84746 

密売する 0.847241 

新築する 0.846869 

朝寝する 0.846645 

苦心する 0.846438 

試製する 0.846413 

一瞥する 0.846289 

直覚する 0.846219 

駐日する 0.846129 

創出する 0.845986 

往診する 0.845789 

羽織る 0.84536 

併設する 0.845253 

不時着する 0.845234 

踏襲する 0.845093 

遷化する 0.844917 

板書する 0.844706 

生中継する 0.84458 

沈思する 0.844578 

痛撃する 0.844011 

半壊する 0.843935 

躍動する 0.843535 

天測する 0.84343 

製粉する 0.843248 

梱包する 0.843225 

軽蔑する 0.84318 

倒壊する 0.842998 

監査する 0.842823 

経由する 0.842744 

入獄する 0.84268 

復興する 0.842669 

招待する 0.842132 

吐血する 0.841775 

離岸する 0.841615 

具現する 0.841609 

交歓する 0.841509 

伝線する 0.841476 

常駐する 0.841213 

斎戒する 0.841012 

会食する 0.840921 

去来する 0.840596 

崩御する 0.840369 

来援する 0.840179 

落飾する 0.84017 

横座りする 0.839576 

繁茂する 0.83907 

倍加する 0.838869 

直結する 0.838404 

応戦する 0.837952 

甘ったれる 0.836863 

虐殺する 0.836575 

必要とする 0.836175 

かびる 0.835633 

嘲弄する 0.835548 

蘇生する 0.834569 

句作する 0.834417 

起債する 0.834412 

道破する 0.834367 

早寝する 0.833487 

鎮火する 0.833115 

援助する 0.8331 

歪曲する 0.833091 

集配する 0.832996 

了知する 0.832915 

覆滅する 0.831755 

満席になる 0.831692 

浮動する 0.831507 

猛撃する 0.831472 

取っ払う 0.831041 

賦課する 0.830525 

訪欧する 0.830286 

来聴する 0.830025 

納骨する 0.829979 

來迎する 0.829653 

密入国する 0.829592 

吐瀉する 0.829005 

支援する 0.827924 

泥酔する 0.827247 

拝借する 0.826771 

厳封する 0.826769 

恐喝する 0.82599 

付記する 0.825825 

きりきり舞

いする 
0.825799 

鏖殺する 0.825206 

遅出する 0.824666 

公演する 0.824595 

是認する 0.824204 

策動する 0.824112 

検車する 0.823086 

追い使う 0.822831 

関する 0.822288 

力走する 0.822261 

猛追する 0.822233 

頻出する 0.821728 

微笑する 0.821655 

投獄する 0.821356 

減点する 0.821027 

浪費する 0.820982 

おめかしす

る 
0.820643 

追究・追窮

する 
0.819623 
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縮約する 0.819343 

黙読する 0.819291 

仮称する 0.819206 

組織化する 0.81882 

諮問する 0.818455 

形骸化する 0.818276 

遷宮する 0.817941 

比肩する 0.817911 

寒心する 0.817718 

連投する 0.817612 

特派する 0.817474 

へし合う 0.816882 

被弾する 0.816635 

減石する 0.816458 

復旧する 0.816078 

入力する 0.815308 

処理する 0.814037 

特写する 0.813935 

露呈する 0.81376 

販売する 0.813708 

賞美する 0.813497 

酸化する 0.813436 

欠食する 0.813412 

増反する 0.81326 

収監する 0.81252 

変更する 0.811997 

もっぱらに

する 
0.811984 

案出する 0.811483 

録音する 0.811067 

売血する 0.810836 

知悉する 0.810798 

増俸する 0.810453 

交易する 0.810416 

安らぐ 0.810388 

自爆する 0.810264 

微行する 0.809345 

弔問する 0.809312 

退団する 0.809204 

干返る 0.808678 

脱農する 0.808639 

留任する 0.80856 

ぶちのめす 0.808548 

耕作する 0.808514 

消散する 0.808163 

なめずる 0.807986 

一区切りす

る 
0.807968 

跋扈する 0.807273 

寝そべる 0.807259 

よそにみる 0.806935 

熟視する 0.806756 

墨書する 0.806521 

克服する 0.806296 

欽慕する 0.805166 

偽造する 0.804743 

免訴する 0.804663 

ひらめかす 0.804306 

勧奨する 0.80401 

発電する 0.80396 

正常化する 0.803912 

起臥する 0.803534 

存命する 0.803529 

介在する 0.803105 

関知する 0.80303 

血書する 0.803007 

漫罵する 0.802673 

夜襲する 0.802491 

考証する 0.801789 

まじろぐ 0.801335 

補強する 0.801313 

徘徊する 0.800906 

討幕する 0.800865 

牢死する 0.80064 

からぶきす

る 
0.800403 

宥免する 0.800258 

分明する 0.79981 

私撰する 0.799742 

煮上がる 0.799561 

贈号する 0.79946 

嗜好する 0.799261 

乱造する 0.799034 

擯斥する 0.798342 

要撃する 0.79829 

借用する 0.798206 

刺す 0.797737 

上昇する 0.796806 

面謁する 0.796697 

薄汚れる 0.79642 

年寄る 0.796071 

専属する 0.796045 

諮詢する 0.7952 

順化する 0.79516 

採取する 0.793962 

乱射する 0.793481 

美食する 0.793395 

もやう 0.793001 

光らす 0.792819 

峻拒する 0.792398 

乗車する 0.792068 

敬仰する 0.791969 

代署する 0.791751 

拝聞する 0.791737 

過賞する 0.791505 
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安住する 0.791415 

増徴する 0.790946 

参向する 0.790156 

宅配する 0.790015 

才走る 0.789995 

集客する 0.789876 

しだれる 0.789789 

内申する 0.789679 

弱体化する 0.789482 

来社する 0.789433 

耽る 0.789332 

賃上げする 0.789188 

在郷する 0.788919 

起因する 0.788178 

黙殺する 0.788141 

解党する 0.787451 

若死にする 0.786802 

化かす 0.786554 

はべる 0.786182 

互生する 0.786067 

胸焼けする 0.78592 

婚約する 0.785812 

せかす 0.785733 

表面化する 0.785199 

誤読する 0.785132 

拝礼する 0.785065 

口約する 0.784722 

長居する 0.784713 

発券する 0.784701 

剥脱する 0.784673 

来県する 0.784481 

進航する 0.784018 

くぼめる 0.7839 

倒伏する 0.78373 

遮蔽する 0.783011 

明記する 0.783003 

感激する 0.782842 

捺染する 0.782836 

焦げる 0.782703 

出郷する 0.782363 

離間する 0.78221 

穿刺する 0.781945 

失言する 0.781639 

号泣する 0.781572 

生別する 0.781537 

電解する 0.781525 

漸騰する 0.781475 

いなす 0.781143 

宿泊する 0.781008 

横流しする 0.781005 

供述する 0.780483 

哨戒する 0.780211 

分界する 0.780067 

あらさがし

する 
0.779805 

遡及する 0.779584 

激賞する 0.779499 

歌唱する 0.779474 

蚕食する 0.779024 

遊吟する 0.778694 

入寮する 0.778658 

煮付けする 0.778617 

土俵入りす

る 
0.777837 

奉職する 0.77769 

穴居する 0.777677 

摩滅する 0.777115 

入渠する 0.775994 

愛用する 0.775693 

拝聴する 0.775661 

捻転する 0.775467 

味付けする 0.774946 

出遅れる 0.774568 

両断する 0.774325 

別離する 0.773312 

謝恩する 0.77322 

研鑽する 0.773154 

治癒する 0.773094 

来駕する 0.773041 

とんがらか

る 
0.772135 

懸想する 0.77213 

掃滅する 0.771642 

共感する 0.771587 

愚考する 0.771551 

暇を取る 0.771275 

珍蔵する 0.77094 

着席する 0.770866 

充足する 0.770619 

熱愛する 0.770333 

下野する 0.770314 

乱酔する 0.770006 

予習する 0.769957 

就航する 0.769791 

併用する 0.769678 

きりっとす

る 
0.769676 

推戴する 0.769421 

煮含める 0.76926 

水加減する 0.769128 

丸かじりす

る 
0.769122 

幅寄せする 0.768938 

宣教する 0.76851 

品枯れする 0.768335 
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包蔵する 0.768251 

完結する 0.767332 

登園する 0.767142 

発売する 0.766802 

入塾する 0.766737 

解する 0.766382 

奪還する 0.766079 

味見する 0.765927 

受戒する 0.765592 

満水する 0.764977 

同車する 0.764947 

主催する 0.764774 

連綴する 0.764363 

改宗する 0.764231 

一肌脱ぐ 0.763908 

急追する 0.763744 

跋渉する 0.763685 

圧殺する 0.763374 

接種する 0.763058 

分枝する 0.763019 

自適する 0.762759 

幻滅する 0.76267 

消失する 0.761924 

見間違える 0.761893 

勤仕する 0.761459 

脱脂する 0.761186 

検針する 0.760924 

際会する 0.760783 

唱題する 0.760493 

寝坊する 0.760399 

急逝する 0.759946 

着通す 0.759538 

つぼまる 0.759104 

鋳出す 0.758799 

手間取る 0.75875 

始業する 0.758653 

検札する 0.75865 

来談する 0.758494 

萎靡する 0.758455 

着想する 0.758212 

佇立する 0.757758 

自修する 0.756973 

惜敗する 0.756648 

着飾る 0.75637 

課税する 0.755464 

組成する 0.754945 

輪伐する 0.754435 

開け閉めす

る 
0.754212 

敬う 0.753939 

自習する 0.753605 

好走する 0.753547 

証明する 0.752989 

付随する 0.75264 

入隊する 0.75258 

防音する 0.752165 

屈従する 0.751979 

迷走する 0.751875 

発疹する 0.751863 

配車する 0.75183 

就園する 0.751815 

裁縫する 0.751318 

火食する 0.751196 

変装する 0.750677 

売春する 0.750422 

勘校する 0.749904 

冬眠する 0.749545 

排熱する 0.749234 

放念する 0.749183 

敗北する 0.749025 

配船する 0.748665 

象形する 0.748214 

登庁する 0.748016 

継承する 0.747543 

尊信する 0.747258 

乱闘する 0.746726 

汚損する 0.746668 

黙祷する 0.746578 

伸長する 0.746188 

ぬるめる 0.746058 

東上する 0.746034 

行啓する 0.745869 

詐称する 0.745582 

拡幅する 0.745441 

主立つ 0.745162 

逃避する 0.745054 

乗務する 0.744686 

たぶらかす 0.744471 

加療する 0.743592 

判別する 0.743405 

増発する 0.743401 

説伏する 0.743399 

実検する 0.742945 

破く 0.742874 

持戒する 0.742818 

正座する 0.739906 

圧勝する 0.739881 

漸滅する 0.738312 

搾油する 0.738249 

寄寓する 0.738141 

水泳する 0.738096 

詮索する 0.737788 

群舞する 0.737301 

質問する 0.737279 

隠棲する 0.737219 
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降車する 0.73705 

羨望する 0.73675 

策する 0.736699 

集束する 0.736394 

総称する 0.73613 

飲み食いす

る 
0.735584 

朽廃する 0.735571 

世間離れす

る 
0.735456 

入営する 0.735187 

因数分解す

る 
0.735085 

狂信する 0.734951 

帯同する 0.734746 

発給する 0.734476 

卑しめる 0.734437 

深憂する 0.733857 

会葬する 0.733489 

喜捨する 0.732859 

起算する 0.73283 

広言する 0.732788 

競漕する 0.732192 

派兵する 0.731998 

送還する 0.731909 

緑がかる 0.731779 

売笑する 0.73165 

滞欧する 0.731572 

整骨する 0.731522 

誤射する 0.731302 

配布する 0.730669 

秘める 0.730589 

追懐する 0.730443 

 

 ランダム係数を付し、3959 語の専門語彙から 1000 語抽出した。この 1000 語の専門語彙

を対象として、分析項目を設定し、分析することで専門語の性質を明らかにしていく。 

 ここまでで、それぞれの語に対して、日本国語大辞典の online ver で意味を入力してい

る。この入力している意味を、それぞれの分析項目に照合しながら調査を行うが、筆者は

一つ非常に気を付けた点がある。それは、言葉の意味を扱うので、恣意的な解釈は避ける

ということである。渡辺実は、コトバの意味に関して、言語習得期にある幼児 X が「イヌ」

というコトバの意味を習得する例を出しながら、『日本語概説』P72-73 で、以下のように述

べている。 

 

 

   

・・・・a3a2a1  経験      意味 

 

 

 

  経験は a1 から始まって無限に増えつづけ、従って経験の円は開いた形で示されるのが

ふさわしい。一方のコトバは一つきりだから、コトバの円は閉じた形で示される。X 児

は、こうして一つ一つは別の経験と言うしかない多数が、たった一つのコトバに収斂

してしまう不思議を乗り越えていかねばならないのだが、それは X 児にとって格別困

難なことではない。幼児にしても苦もなくここを超えうるのは、神が人間に与えた有

難い能力のおかげなのだが、要するに無限の経験を一つのコトバに結びつける、通路

のようなものがあって、それが媒体としてはたらくおかげに違いない。そしてこの、

開いた経験の輪と閉じたコトバの輪とをつなぐ、通路のごとき媒体こそが、意味と呼

ばれるものに他ならない、と考える。 

コ

ト

バ 
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(下線部は筆者によるものである) 

 

 つまり、意味は個人の経験と密接な関係にあるのである。例えば、ある語 Z を聞いた時

に、A という人物と B という人物では、これまで体験してきた経験が異なるために、違っ

た意味を連想するかもしれないし、あるいはほぼ同じ意味にとらえても少し異なるニュア

ンスで記憶している可能性もある。 

 よって、本稿の、意味を扱う本調査においては、意味に対しての主観性を排除する目的

で、分析項目に該当するか否かは、日本国語大辞典を用いて入力した語の意味情報文から

読み取れるもののみということが条件である。では、分析項目について、以下に述べてい

く。 

 

3-7 分析項目について 

 

 3-7-1 庵(2001)の分析項目とその該当例 

 

 庵功雄(2001)は、『新しい日本語学入門 ことばのしくみを考える』P66 で、動詞を意味

分類するには以下のように行うことが一般的であると述べている。 

 

・動作主：動作の仕手を表す 

・対象：動作の影響の受け手を表す 

・相手：動作などが向かう対象である人を表す 

・経験者：動作などの影響を感じる人を表す 

・経過域：人間などが通る経路を表す 

・場所：出来事や存在に関わる場所を表す 

・出どころ：動作の時間的・空間的出発点を表す 

・行き先：動作の時間的・空間的到達点を表す 

・道具：動作のための道具や手段を表す 

 

 筆者はこの中で、「動作主」を「動作主やものやこと、出来事」という項目に置き換えた。

なぜなら、意味情報文中の主語は、人が主語である場合や、ものやこと、出来事が主語で

ある場合もあるから、動作主という分類項目よりも、「動作主やものやこと、出来事」とし

た方が本稿での調査に適切なのではないかと考えたのである。 

また、「経過域」は「～を通って」や「～を経て」と表記されているものを分析対象にし

ようと考えたのだが、「～」の部分には物理的な場所が当てはまるのではないか。すると、

他の分析項目に「場所」という項目があるので、「経過域」は分析項目として蛇足なのでは

ないかと考え、これを省略した。さらに、「経験者」は、分析項目「相手」に含めることに
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した。それゆえ分析項目「相手」は、「動作などが向かう対象である人を表す」かつ「動作

などの影響を感じる人を表す」を表す分析項目として設定した。よって、庵の分析項目は 7

つを採用し、調査を実行した。 

 

 

・動作主やものやこと、出来事に関して 

 

 主語が、ある特定の状況下の人物であったり、ある特定の事物である場合に当てはまる。

例えば、主語に、「もの」「こと」「物事」「事柄」「人」という非常に抽象的な語が用いられ

ている場合は、主語としてカウントしなかった。なぜなら、本分析項目は、意味情報中で

のそれぞれの要素において、情報の付加がなされている割合を探るためである。 

 池上嘉彦は、『「する」と「なる」の言語学』P7-P8 にて、以下のことを述べている。  

 

 動詞の意味が具体的なものから抽象的なものに転用されるということは、その動詞が結

合の相手として選択する名詞の意味特徴が<具体>と<抽象>のいずれであるかということ

と重要な関係があるということである。例えば、<具体>的な行為を表している「机ヲ動

カス」とか「金ヲ払ウ」という表現では、動詞と関係している「机」や「金」という項

も<具体>的である。一方、<抽象>的な行為を表す「心ヲ動カス」とか「注意ヲ払ウ」と

いう表現では、動詞と関係している「心」や「注意」という項も<抽象>的である。そう

すると同じ動詞についてこのように<具体>的と<抽象>的な表現が対応して存在する場合、

動詞の意味は言わば一つの枠のように一定に保たれていて、その枠に<具体>的な項が入

れられるか、<抽象>的な項が入れられるかによって、表現全体が<具体的>にも<抽象的>

にもなるというふうに考えることすらできそうである。 

 

 池上は、一つの動詞には枠があって、その枠内に抽象的要素が入るのか具体的な要素が 

入るのかによって表現自体が抽象的になるか具体的になるかが決定されることを述べてい 

る。 

 しかし本稿では、意味領域を多数調査しており、「心」や「存在」といった抽象的な領域 

に関係する語彙がある一方で、「スポーツ」や「食生活」などの卑近かつ具体的な領域に関 

係する語も存在している。池上が述べている「心」や「注意」といった抽象的な名詞を調 

査対象とすることはもちろんのことであるが、「スポーツ」や「食生活」などの卑近かつ具 

体的な領域に関係する語の意味特徴としての名詞は、具体的になることが予想できるため、 

これも調査対象とする。専門語と聞くと、つい哲学や心理学、論理学などの術語を思い浮 

かべがちであるが、上記のように「スポーツ」や「食生活」などの卑近な領域に所属する 

専門語彙も存在するために、動詞と結合する名詞には、抽象的なものだけでなく、具体的 

なものも調査の対象にしなければならないと考えた。 
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 (例) 

 

雄飛する 
ゆう‐ひ 【雄飛】解説・用例〔名〕雄鳥が飛揚するように、

勢い盛んに勇ましく活動すること。〓雌伏（しふく）。 

 →「鳥」という単語ではなく、「雄鳥」と表現されている。情報が具体化されている。 

転科する 
てん‐か［：クヮ］ 【転科】解説・用例〔名〕学生・生徒

が学校内で自分の所属する科を変えること。 

 →「人」ではなく、「学生・生徒」というように、情報が具体化されている。 

留別する 

りゅう‐べつ［リウ：］ 【留別】  解説・用例〔名〕旅立

つ人が後に残る人に別れを告げること。とどまる人へのいと

まごい。また、旅立つ人が残る者に詩を留めて別れの気持を

表わすこと。 

 →「人」ではなく、これから旅に向かう「旅立つ人」という表現になっている。 

 

・対象に関して 

 

動作の影響の受け手を表す。ここでは、次の分類項目に「相手」を設けているので、人

以外という意味で設定している。 

 

(例) 

 

押収する 

おう‐しゅう［アフシウ］ 【押収】解説・用例〔名〕裁判

所や捜査機関などが、証拠物または没収すべき物を占有、確

保しておくための処分。差押え、領置、提出命令の三種があ

る。捜査機関が差押えをするときは、裁判官の令状が必要で

ある。 

→「物」ではなく、「証拠物または没収すべき物」という特定の状況下によるものである。 

封切る 

ふう‐き・る 【封切】解説・用例〔他ラ五（四）〕（「ふ

うきり（封切）」の動詞化）新作映画を初めて上映して一般

観客に見せる。 

 →「映画」ではなく、「新作映画」である。 

再刊する 
さい‐かん 【再刊】解説・用例〔名〕絶版になった本や、

一度休刊、廃刊した雑誌などを再び刊行すること。復刊。 

 →「本」ではなく、「絶版になった本や、一度休刊、廃刊した雑誌など」というように、
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情報が具体化されている。 

 

・相手に関して 

 

 動作などが向かう対象である人、かつ動作などの影響を感じる人を表す。ある特定の人

や、ある状況下の人である場合、この分類項目にあてはまる。 

 

(例) 

 

募兵する 
ぼ‐へい 【募兵】解説・用例〔名〕兵士を募集すること。

また、その制度や、それに応じた兵。 

 →「人」を募集するのでなく、「兵士」を募集するのである。 

補職する 
ほ‐しょく 【補職】解説・用例〔名〕官公吏に任命されて

いる者に、具体的な職務の担当を命ずること。また、その職。 

 →「人」ではなく、「官公吏に任命されている者」である。 

合葬する 

がっ‐そう［：サウ］ 【合葬】解説・用例〔名〕同じ場所

に二体以上の死体を葬ること。夫婦、家族を葬る場合、主従

の場合、無縁仏や戦死者・災害による死者などを葬る場合な

どがある。 

 →「人」ではなく、「二体以上の死体」である。死体は人ではないと考える人もいるかも

しれないが、本稿では死体は人であるとする。 

  

 

・場所について 

 

 出来事や存在に関わる場所を表す。本稿では、ある特定の場所、あるいは具体的な場所

が明示されている場合に該当すると判断した。 

 

(例) 

 

巡拝する 
じゅん‐ぱい 【巡拝】解説・用例〔名〕各地の社寺、また、

ある社寺の中を回って礼拝すること。歴拝。 

 →ただ単なる場所ではなく、「各地の社寺、また、ある社寺の中」という風に情報が付加

されている。 
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出席する 
しゅっ‐せき 【出席】解説・用例〔名〕その席に出ること。

授業や会合、集会などに出ること。 

 →制限なく、どこにでも出るわけではなく、「授業や会合、集会など」という風にある程

度の情報の付加がされている。 

鹵獲する 

ろ‐かく［：クヮク］ 【鹵獲】解説・用例〔名〕（「鹵」

は奪う意）戦場において勝利を得た部隊が敗れた敵から兵器

などを獲得すること。 

 →場所についての情報が「戦場」という風に、情報の付加が行われている。 

 

・出どころについて 

 

 動作の時間的・空間的出発点を表す。本分析では、動作だけではなく事象の時間的・空

間的出発点を示す場合も調査した。ここでは、語の意味情報において、起点を表す「から」

という助詞が用いられている場合、該当すると判断した。 

 

(例) 

 

抽象化する 

ちゅうしょう‐か［チウシャウクヮ］ 【抽象化】解説・用

例〔名〕個々の具体的なものから共通の属性を抜き出して、

一般的な理念をつくること。 

 →「個々の具体的なもの」から「共通の属性を抜き出し」という動作の出発点を表す。 

類焼する 
るい‐しょう［：セウ］ 【類焼】解説・用例〔名〕よそか

ら出た火事によって焼けること。もらいび。類火。延焼。 

 →「火事」という事象が「よそ」から生じていることを示している。 

退庁する 
たい‐ちょう［：チャウ］ 【退庁】解説・用例〔名〕官吏

が勤務を終えて役所から退出すること。 

 →官吏が退出するという動作の出発点が「役所」であることを示している。 

 

・行き先について 

 

 動作の時間的・空間的到達点を表す。本分析では、上記の＜出どころ＞で示したように、

動作だけではなく事象の時間的・空間的到達点を表す場合も調査した。ここでは動作・事

象の時間的・空間的な到達点を表すので、方向性の終点を表す格助詞の「に」が用いられ

ている場合、該当すると判断した。 

 

（例） 
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請訓する 
せい‐くん 【請訓】解説・用例〔名〕外国に駐在している

大公使などが、本国の政府に訓令を求めること。〓回訓。 

 →動作の行先が、「本国の政府」に向けられている。 

入朝する 

にゅう‐ちょう［ニフテウ］ 【入朝】解説・用例〔名〕朝

廷に参内（さんだい）すること。特に、外国の使臣などが、

日本に来て朝廷に参内すること。 

 →動作の行先が、「朝廷」である。 

参籠する 
さん‐ろう 【参籠】解説・用例〔名〕神社や仏閣などに参

り、一定の期間昼夜こもって祈願すること。おこもり。 

 →動作の行先が、「神社や仏閣など」というように情報の制限がなされている。 

 

・道具について 

  

 動作のための道具や手段を表す。 

 

(例) 

 

描出する 
びょう‐しゅつ［ベウ：］ 【描出】解説・用例〔名〕言語

や絵画によって、物事や考えをえがき表わすこと。 

 →物事や考えをえがき表わすために、「言語や絵画」という手段を用いている。 

刃傷する 
じん‐じょう［：ジャウ］ 【刃傷】解説・用例〔名〕刃物

で人を傷つけること。にんじょう。 

 →人を傷つけるために、「刃物」という道具を用いている。 

再版する 

さい‐はん 【再版】解説・用例〔名〕既刊の書籍を同一の

紙型、原版などによって再び出版すること。また、その本。

重版。 

 →再び出版するために、「既刊の書籍を同一の紙型、原版などによって」というように手

段が表されている。 

 

 

3-7-2 筆者の設定した分析項目とその該当例 

 

 ここまで暫定した専門語彙に対して、分析項目を設けて分析を行った。しかし、筆者は

専門語彙の性質を明らかにするために、さらに複数の分析項目を設置することにした。以

下、筆者が設置した分析項目を示す。 
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 ・語の意味情報の説明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている。 

 ・語の意味情報の説明に、名詞句や副詞句が含まれることによって情報の制限がなされ

ている。 

 ・語の意味情報の説明に、動作主の指向性が含まれている。 

 ・語の意味情報の説明に、時間的要素が含まれている。 

 ・比喩的に用いられる。 

 ・過程の集約がなされているもの。 

 ・比較対象の存在が明示されている。 

 ・意味領域の設定がされている。 

・言い換えがされている。 

 

 では、以下にそれぞれの分析項目の説明と、例を示していく。 

 

・語の意味情報の説明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている。 

 

池上嘉彦は、『「する」と「なる」の言語学』P9 にて、以下のことを述べている。 

 

 しかし、一般に比喩的な転用が起こる場合は、ある二つの過程の間に少なくとも何らか

の平行性が意識されているわけである。従って、その限りにおいての共通の枠組といっ

たものは存在していると考えることができる。この想定を一般化した形で取りあげよう

とするならば、先程の前置詞の場合からも想像のつく通り、意味内容のできるだけ一般

的な動詞（言いかえれば、できるだけ多くの他の動詞に共通する意味成分だけを意味と

する動詞）について検討してみるのが有効であろう。例えば、英語で言えば goとか come、

be や become や make、それに do などはすぐ思いつくその種の動詞である。これらの動

詞についてまず基本的ないくつかの枠組を抽出することができるならば、他の動詞の場

合はその基本的な枠組のどれかにもっと細かい条件がつけ加えられるという形でその意

味構造の記述ができるはずである。しかも、文の意味的な構造の中心となるのは主語で

はなく実は述語を構成する動詞であって、その動詞がそれとある種の格関係に立ついく

つかの名詞句をとるという形で規定させるのであるという考え方をとるならば、右に述

べたような基本的な動詞について抽出される枠組はとりも直さず文の基本的な意味構造

でもあり、それによってすべての文の構造が説明されるような性質のものであるとすら

言える。 

(下線部は筆者によるもの) 

 ここで述べている一般的動詞とは、本稿で扱った基礎語彙であると換言できる。これら

基礎語彙は、基本的な枠組みを持っており、細かい条件が付け加えられることによって、
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動詞として多様化していると池上は述べているのである。本項目では、池上が、上記のよ

うに、「文の意味的な構造の中心となるのは主語ではなく実は述語を構成する動詞であって」

と述べているので、語の意味情報の中で動詞を調査することは有意であると考え、意味情

報の中での動詞を、より細かい条件が加わっているものとして、複合動詞であるか、漢語・

漢語サ変動詞であるかを調査した。 

 

(例) 

＜漢語・漢語サ変動詞＞ 

 

私撰する 

し‐せん 【私撰・私選】解説・用例〔名〕文集、詩歌集な

どを、民間または個人が撰定し、編集すること。また、その

もの。 

 

要撃する 
よう‐げき［エウ：］ 【要撃】解説・用例〔名〕（「要」

は待ち伏せるの意）待ち伏せして攻撃すること。 

 

諮詢する 

し‐じゅん 【諮詢・咨詢】解説・用例〔名〕参考とするた

めに同等、またはそれ以下の者などに問いたずねて相談する

こと。諮問。 

 

＜複合動詞＞ 

 

寒心する 

かん‐しん 【寒心】解説・用例〔名〕（「かんじん」とも）

恐ろしさにぞっとすること。心が恐れおののくこと。きもを

ひやすこと。 

 

仮称する 

か‐しょう 【仮称】解説・用例〔名〕正式の名が決まらな

い時に、あるいは、正式の名があるにもかかわらず仮の名で

呼んでおくこと。また、その仮の名。 

 

追究・追窮する 

つい‐きゅう［：キウ］ 【追究・追窮】解説・用例〔名〕

不明なものや不確かなことをどこまでも尋ねきわめること。

おしきわめること。 

 

・語の意味情報の説明に、名詞句や副詞句が含まれることによって情報の制限がなされて
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いる。 

 

 意味情報の文を分析するにあたって、主語と動詞について分析項目の説明はすでに終え

ている。本項目では、意味情報の中での名詞に修飾句が施されている、または、副詞句が

挿入されているものについて調査を実行する。例えば、ある人が何かをするときに、「どん

な人」が、「どんなもの」を、「どんな風に」するのか、専門語の意味情報文には、これら

の種々の要素に情報が付加されているのではないかと筆者は考える。それゆえ、これらに

ついて調査を実行することは有意であると考えた。 

 

(例) 

 

特写する 

とく‐しゃ 【特写】解説・用例〔名〕話題性のある対象、

撮影するのが困難な対象などを、特に力を入れて写真に撮影

すること。「本誌特写」 

 →それぞれの名詞「対象」に対して、形容詞句「話題性のある」、「撮影するのが困難な」 

  というように情報が付加されている。 

露呈する 
ろ‐てい 【露呈】解説・用例〔名〕隠れているもの、内に

あるものを外にあらわしだすこと。また、あらわれでること。 

 →それぞれの名詞「もの」に対して、「隠れている」「内にある」という形容詞句があり、

情報が付加されている。 

 

交易する 

きょう‐やく［ケウ：］ 【交易】解説・用例〔名〕（「き

ょう」「やく」は「交」「易」の呉音）品物を交換しあって

通商すること。こうえき。 

 →「通商する」ことに「品物を交換しあって」という副詞句が付いており、情報の付加

がなされている。 

 

・語の意味情報の説明に、動作主の指向性が含まれている。 

 

 語の意味情報文中に、動作主の指向性が含まれているものを調査する。動作主の指向性

は、例えば「いやだ」、「砂ぼこりなどがたたないように」、「航海者が海上での自船の位置

を知るため」、「清らかに掃除する」、「激しく悪口をいう」、「作ってみる」というような、

動作主の意志が介在しているもの。さらに、受身や使役の助動詞「られ」や「させ」、目的

のために意志を働かせる表現の「～のために」や「～しないように」などが結合した動作

主の意志・意図がうかがえるものの調査である。この分析項目は、既に説明した分析項目
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「主語」での「人」に当てはまるもののみではないことに意味があるのである。例えば、 

 

密入国する 
みつ‐にゅうこく［：ニフコク］ 【密入国】解説・用例〔名〕

正式の手続きを経ずにこっそりとその国内にはいること。 

 

賦課する 
ふ‐か［：クヮ］ 【賦課】解説・用例〔名〕租税などを割

当て負担させること。 

 

 これら二つの例では、主語に人が明示されていないにも関わらず、「こっそり」「負担さ

せ」といった動作主の指向性が含蓄されている表現である。これらは、分析項目「主語」

の中で「人」を表している語彙だけを対象としてしまうと、見落としてしまう箇所であっ

たために、本分析項目は有意であると言えよう。 

 

(例) 

 

軽蔑する 

けい‐べつ 【軽蔑】解説・用例〔名〕いやしい、劣ってい

る、つまらないなどと感じてばかにすること。かるくみてあ

などること。さげすむこと。見下げること。 

 →「ばかにする」という動作主の指向性が含まれている 

天測する 

てん‐そく 【天測】解説・用例〔名〕天体観測の略。元来

は、航海者が海上での自船の位置を知るため、六分儀など

によって天体の方位や高度を測定することをいう。 

 →「知るため」という、動作主の目的がうかがえる。 

 

苦心する 
く‐しん 【苦心】解説・用例〔名〕ある物事をうまくなし

とげようとしてあれこれと考えて苦労すること。苦慮。腐心。 

 →「なしとげよう」というように動作主の意志を表す表現が含まれている。 

 

・時間的要素を含む 

 

 語の意味情報の中で、時間的要素を含むものを調査する。例えば、基礎語彙である「す

る」「なる」「いる」などは、様々な領域の中で用いられ、日常生活の中でも必ずと言って

よいほどに使用する汎用性が高い語彙である。それゆえ、時間的要素に縛られることなく

用いられるのであるが、専門語彙はそれぞれの意味領域の中で用いられると同時に、時間

的要素という情報の付加がなされている語彙が相当数存在するのではないかと考えた。 
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(例) 

 

復興する 

ふっ‐こう［フク：］ 【復興】解説・用例〔名〕いったん

衰えた物事が再び盛んになること、また、再び盛んにするこ

と。再興。 

 →「いったん」という時間的要素が含まれている。 

斎戒する 

さい‐かい 【斎戒】解説・用例〔名〕神仏に関係ある物事

や神聖な仕事などをするときに、飲食、動作を慎み、時に一

定の規律を守って、心身のけがれを去ること。ものいみ。潔

斎。 

 →「神仏に関係ある物事や神聖な仕事などをするとき」というように、時間的要素が限

定されていることがわかる。 

創出する 
そう‐しゅつ［サウ：］ 【創出】解説・用例〔名〕はじめ

て作ること。いままでなかったものを新しく作り出すこと。 

 →「はじめて」という時間的要素が含まれている。 

 

・比喩的に用いられる。 

 

 比喩的に用いられているもの。語の意味情報文中に「比喩的に用いられる」というよう

に明示されている場合と、「～のように」という直喩用法で用いられている場合のみ、調査

対象とした。 

 

(例) 

 

櫛比する 
しっ‐ぴ 【櫛比】解説・用例〔名〕すきまなく並んでいる、くしの歯。

また、くしの歯のように、すきまなく並ぶこと。 

 →「すきまなく並ぶ」ことの様子を表すために、「くしの歯のように」という直喩用法が

用いられている。 

算出する 
さん‐しゅつ 【算出】解説・用例〔名〕計算して数値を出すこと。また、

比喩的に、ある物事から推測すること。 

 →「比喩的に」という情報が明示されている。 
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目測する 
もく‐そく 【目測】解説・用例〔名〕目分量で長さや大きさ、量などをは

かること。比喩的に、物事に対しても用いる。 

 →「比喩的に」という情報が明示されている。 

 

・過程の集約がなされているもの 

 

 平澤洋二は『日本語語彙の研究』P214で、以下のことを述べている。 

 

  職業語には、語源はもとより職人文化、職人気質、地域性といった種々の要素がから

んでくる。そして一つ一つの職業語は、有機的に集まって語彙体系を形成していく。 

一つ例を示すと、『職人ことば辞典』では、京都の漆工芸の工程は「本堅地塗り」の場合

に、 

 

➀刻苧彫り→➁木固め→➂刻苧かい→④木地面と平になるように刻苧の上に漆を塗った

り研いだりする→⑤布着せ→⑥布目そろえ→⑦布目ずり→⑧地の粉を塗り平に研ぎ 2回

繰り返す→⑨等量の地の粉と砥の粉との混合物に水で練った切り粉をつけ平らに研ぐの

を 2回繰り返し、生漆で固める→⑩錆漆を 2回平につけて研ぎ生漆で固める→⑪下塗り

→⑫中塗り→⑬衣塗り→⑭上塗り→⑮胴摺り→⑯磨き 

 

以上の 16の工程を必要とする。平澤は『日本語語彙の研究』P215-216にて、京都の漆工

芸の工程を、金沢の漆工芸の工程と比べながら、京都の 6つの工程それぞれには、それ

ぞれの職業語が存在するが、金沢の職業語では 1語に集約されていることが述べられて

いる。 

 

 

金沢の漆器は、一般に次のような 8工程を経て作り上げられるという。 

 

(1)木地がため→(2)錆つけ→(3)錆研ぎ→(4)中塗り→(5)中塗り研ぎ→(6)小中塗り→

(7)炭研ぎ→(8)上塗り  

 

➁ 木固め・・・・・・素地に漆を吸い込ませるように塗る。 

➂ 刻苧かい・・・・・・刻苧彫りの中に、刻苧綿か木粉を詰める。 

⓸ 木地面と平になるように刻苧の上に漆を塗ったり研いだりする 

➄ 布着せ・・・・・・平になった木地に、糊漆で布か和紙を張りつける。 
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 ⑥  布目そろえ・・・・・・布面を平にそろえる。 

(1) 木地がため・・・・・・木地の接合部に「コクソ」を施す作業。「コクソ」とは、

生漆に木粉、布粉、飯の練ったものを混合し、それを木地の接合部に詰め込む作業。

また、木地の縁に布張りをして補強する作業も含まれる。        

  京都の「木固め」と金沢の「木かため」とは似ている表現形式であるが、意味内容は

著しく異なり、京都では「木固め」が「刻苧かい」や「布着せ」と同レベルの意味枠を

形成しているのに対し、金沢では「刻苧かい」「布張り」の意味内容が「木地がため」の

下位概念として位置づけられていることがわかる。つまり京都では/➁/➂/④/➄/⑥/と

いう分節型の意味枠であるのに対し、金沢では/➁➂④➄⑥/=/➀/という統合型の意味枠

になっているというわけである。 

 

筆者が作成した言語データには、職業語が含まれていると考えられる。本分析項目は、

職業語のみならず、専門語彙にも過程の集約がなされているものがあるのではないかと考

えたため設定した。ここでは、意味情報文中に、「～の順序で」や、一文の中に動詞が 3つ

以上あるものを分析項目に該当する対象とした。 

 

(例) 

 

砕鉱する 

さい‐こう［：クヮウ］ 【砕鉱】解説・用例〔名〕採掘し

た鉱石を細かく割り砕くこと。有用鉱物と廃石とを選別する

作業の準備として、荒割、大割、小割、粉砕の順序で行なわ

れる。 

 →「荒割、大割、小割、粉砕」という「順序」が述べられている。 

三振する 

さん‐しん 【三振】解説・用例〔名〕野球で、打者が、第

三ストライクの球を見送り、あるいは空振りして、捕手に捕

えられ、アウトを宣告されること。ストライクアウト。 

 →「見送り」、「空振りして」、「捕えられ」「宣告される」という順序が「三振する」とい

う一語に集約されている。 

凍死する 

とう‐し 【凍死】解説・用例〔名〕こごえて死ぬこと。異

常低温がからだ全体に作用し、循環機能も神経機能も麻痺

し、嗜眠（しみん）に陥り、死亡すること。《季・冬》 

 →「作用し」、「麻痺し」、「陥り」、「死亡する」という順序が「凍死する」という一語に

集約されている。 

  

 

・比較対象の存在が明示されている。 
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 語の意味情報の中で、比較対象が明示されているものが該当する。例えば、「～以外に～」

や「～より～」、「～に対して」、「～と～とを」というように、他のものを引き合いに出し

て意味情報を述べているものである。ある一つの語の意味情報を記述する際に、他のもの

と比較しているということは、それだけ意味領域内での情報を付加させているということ

であり、本分析項目を設定することが有意であると考える。 

 

(例) 

 

反撃する 
はん‐げき 【反撃】解説・用例〔名〕戦闘で劣勢にあった

ものが逆に、敵に対して攻撃をしかけること。反攻。 

 →「敵に対して」というように、比較対象が明示されている。 

応射する 
おう‐しゃ 【応射】解説・用例〔名〕相手の射撃に対して、

こちらからもうちかえすこと。 

 →「相手の射撃に対して」というように、比較対象が明示されている。 

専心する 

せん‐しん 【専心】解説・用例〔名〕心をひとつの物事に

集中すること。他に心を移さないで励むこと。専念。副詞的

にも用いる。 

 →「ひとつの物事」に集中するのであって「他」の物事に集中しないということが述べ

られており、比較対象の存在が明示されている。 

 

 

・意味領域の設定がされている 

 

 語の意味情報文中に、「主に、～についていう」や「特に、～についていう」、あるいは

「野球で、～」や「心理学で、～」というように、ある特定の領域に属していることが明

示されている場合や学問領域が明示されている場合について該当すると判断した。 

 

(例) 

 

副署する 

ふく‐しょ 【副署】解説・用例〔名〕明治憲法下で、天皇

を輔弼（ほひつ）する者が、天皇の親署にそえて、自己の名

を署名すること。また、その署名。 

 →「明治憲法下で」というように、意味領域の設定が行われている。 
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伴奏する 

ばん‐そう 【伴奏】解説・用例〔名〕音楽で、歌や主とな

る楽器の演奏を支え、引きたてるために、主となる演奏に合

わせて他の楽器を演奏すること。また、その演奏。 

 →「音楽で」というように、意味領域の設定が行われている。 

入幕する 
にゅう‐まく［ニフ：］ 【入幕】解説・用例〔名〕大相撲

で、幕内に昇進すること。幕内力士になること。 

 →「大相撲で」というように、意味領域の設定が行われている。 

 

 

・言い換えがされているもの 

 

 一つの語の意味情報の中で、他の語に言い換えがなされているものがある。これは類義

語・同義語なのではないかと考えることが妥当なのであろう。本分析項目では、意味情報

文に、他の語によって言い換えがなされているものを調査対象とした。 

 

 

(例) 

 

寄寓する 
き‐ぐう 【寄寓】解説・用例〔名〕一時的に他の土地や他人の家に住

むこと。また、その人。寓居。 

 →この語が「寓居」という語に言い換えられている。 

継承する 

けい‐しょう 【継承】解説・用例〔名〕ひきつづいて、うけつぐこと。

先代や先任者などの地位や身分、財産、権利、義務などを、うけつぐ

こと。承継。 

 →この語が「承継」という語に置き換えられている。 

発疹する 
はっ‐しん 【発疹】解説・用例〔名〕皮膚にできる小さい吹き出物。

肉眼で見える皮膚の病変の最小単位。皮疹。ほっしん 

 →この語が「皮疹」という語に置き換えられている。 

 

3-8 専門語彙 1000 の分析項目該当率について 

 

 3-7 で説明した分析項目にしたがって、暫定していた専門語彙 1000 を分析した。以下に

その割合を示す。 
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動作主

やもの

やこと、

出来事 

対象（もの） 相手（ひと） 場所 出どころ 行き先 道具 

16.6% 39.4% 13.6% 9.7% 6.8% 13.4% 3.5% 

 

語の意味

情報の説

明の述語

部分に、漢

語・漢語サ

変動詞が

含まれて

いる。 

語の意味情

報の説明

に、名詞句

や副詞句が

含まれるこ

とによって

情報の付加

がなされて

いる 

語の意味情

報の説明

に、動作の

指向性（待

遇や使役の

形態素も含

む）が含ま

れている 

語の意味情

報の説明

に、時間的

要素が含ま

れている 

比喩 

過程の

集約が

なされ

ている

もの 

比較対象

の存在 

意味領

域の設

定 

言い

換え 

51.4% 94.1% 30.5% 12.7% 2.3% 2.1% 2.8% 1.9% 26.8% 

 

概観してみると、分析項目「語の意味情報の説明に、名詞句や副詞句が含まれることに

よって情報の付加がなされている」が 94.1%と、ほぼすべての専門語の意味情報文のなかに

は、情報の付加があることがわかった。続いて、分析項目「語の意味情報の説明の述語部

分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている。」は 51、4%と、約半数の専門語の意味情報文

中にも漢語や漢語サ変動詞を用いられていることがわかった。これら以外では、分析項目

「対象」が 39、4%で、意味情報文中の対象において情報の付加が認められ、分析項目「動

作の指向性（待遇や使役の形態素も含む）」は 30、5%と、約 3 割の専門語に動作の指向性

が存在することがわかった。 

やはり、庵(2001)の分析項目だけでは不十分である、筆者が設定した分析項目の中で、「語

の意味情報の説明に、名詞句や副詞句が含まれることによって情報の付加がなされている」

と「語の意味情報の説明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている。」は、特に有

意であったのではないだろうか。 

 しかし、筆者は「過程の集約がなされているもの」と「意味領域の設定」が少なくとも 2

割ほどの割合で存在するのではないかと考えていたので、前者が 2、1%、後者が 1、9%と

いう割合になったことが少し意外であった。調査を進める中で、両者を意識させる意味情

報文はあったものの、今回の調査では、恣意性を避ける目的からそれらを見逃すことが複

数回あった。それゆえ、この二点をより客観的に反映できる分析観点の条件設定をするこ

とが喫緊の課題である。 
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3-9 専門語 1語あたりの分析観点に何個該当数しているか 

 

 3-8 では、それぞれの分析項目に該当する割合を計算した。本項では、専門語 1語あたり

の分析観点に何個該当数しているのかを調べる。結果は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 分析項目は全部で 18 個あった。上の表で、分析項目数が 11 で終わっているのは、分析

項目に 11 以上該当する専門語がなかったためである。グラフを見ると、専門語 1 語が 4 つ、

5 つ、6 つ、7 つの分析項目に該当しやすくなっていることがうかがえる。4 つの該当率が

17.5%、5 つの該当率が 31.2%、6 つの該当率が 24.9%、7 つの該当率が 13.3%、それぞれ

の分析項目を足すと、全体の 86、9%になる。これは、1 語の専門語が含む分析項目数は、

分析項目 5 つあるいは 6 つを中央値としてその＋1 つ、あるいは-1 つ含むというような動

きを示しているのではないかと考えられる。このことから、1 語の専門語は、意味情報文の

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

専門語1語あたりの分析項目該当割合 

割合 

専門語 1

語あたり

の分析項

目該当数 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

割合 0% 0% 
1、

5% 
4、0% 

17、

5% 

31、

2% 

24、

9% 

13、

3% 

5、

6% 

1、

6% 

0、

4% 
0% 
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中で、本分析項目 5 つあるいは 6 つを中央値として＋1 つ、あるいは-1 つに対して、情報

が付加されていたということがわかった。3-8 の分析項目の割合順で言えば、語の意味情報

文中の、「語の意味情報の説明に、名詞句や副詞句が含まれることによって情報の付加がな

されている」、「語の意味情報の説明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている」、

「対象（もの）」、「語の意味情報の説明に、動作の指向性（待遇や使役の形態素も含む）

が含まれている」という順に、情報の付加がかかりやすい。 

 この、専門語 1 語あたりの分析項目該当数が 5 つ、あるいは 6 つを中央値とすることが

多いと言うことは、基礎語彙や専門語でない普段よく使用している語彙とに、同様の調査

を行ったうえで、比べなければならない。本稿では、そこまで調査を進める事ができなか

ったので、次回論文執筆する際に、上で示した専門語 1 語あたりの分析項目該当割合と、

基礎語や専門語でない普段よく使用している語の分析項目該当割合を比べることとする。 

 

 

4 章 専門語彙の消長について 

 

 4.0 4 章概要 

 

 3 章までは、専門語の意味情報文に対して全 18 個の分析項目を設定し、専門語が専門語

となりえるための要素を探り、専門語の性質とはどのようなものであるのかを明らかにし

ようとした。その結果、1 語の専門語は、意味情報文の中で、本分析項目 5 つあるいは 6

つを中央値として＋1 つ、あるいは-1 つに対して、情報が付加されていたということがわか

った。 

本章では、専門語彙の消長について調査する。時代が移り変わるにつれて、専門語彙は

どのように変化していくのかを調査し、また、変化の特徴について考察する。そこで、注

目したのは、3-7-2 での筆者の設定した分析項目とその該当例の中で、分析項目として設定

した「言い換え」に該当した 268 語の専門語彙である。 

 これらの専門語彙の意味情報文中には、他の語に言い換えがなされている。これは、2 つ

の要因があるのではないかと考えた。1 つ目は、専門語彙の中には、意味がわかりにくく、

かつ使用しづらい語があるために、他の語に言い換えられて使用され続けていくというこ

とを表しているのではないか。2 つ目は、専門語彙の中には、よく用いられる語があり、そ

の語だけでは説明しきれない状況があった場合、意味が派生して新語が登場してきたので

はないかということである。 

 それでは、筆者の上記の仮説は正しいものであるのか。もし、上記の仮説に該当しない

場合、どういった要因が考えられるだろう。以下、調査、考察していく。 

 

4-1 時代変化に伴う専門語彙の量的推移 



 58  

 

 

 4-1-1 調査方法 

 

 意味情報文中に他の語に言い換えがなされている 268 語を対象に、時代が変化するにつ

れてどれほど使用回数が変化しているのかを調査する。 

 調査する際使用したデータベースは、聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞記事データベース

(http://database.asahi.com 1 月 7 日 20 時現在)を用い、朝日新聞の中でどれほどの頻度で

専門語が用いられているかを調べ、その増加・減少の様子を調査した。聞蔵Ⅱでは、語を

検索時に時代区分が選択でき、明治(1879-1911)、大正(1911-1925)、昭和前期(1926-1945)、

昭和後期(1945-1989)、1989 年以降は、検索者が自身で年数を設定して、検索できるように

なっている。筆者は、1946 年を境にして、1879 から 1945 年までと 1946 年から 2011 年

までを調査期間として定めた。1946 年を調査期間の境とした理由は、1946 年に『当用漢字

表』が発表されたためである。明治期では、当時の日本では親しみのない西洋の概念を漢

字で表記することによって表現していた。さらに、明治期では教養が高く、漢字に精通し

ていた人々が、漢字を組み合わせて漢語を造り、結果、新語が次々と登場していた。この

ことを、池上禎造は、『漢語研究の構想』P20 にて、以下のように述べている。 

 

  わが国における今一つ漢字多様の時期は明治初年である。新聞や雑誌、あるいは、啓

蒙書の著者には漢学の素養の深い人が多く、漢文訓読文調の硬い文章が行われたのみな

らず、明治新政の世には何かこれがよいことのように漢語がはやった。 

 

そうした漢学の素養の深い人々が、続々と漢字を作成し、結果、当時の一般市民の用いる

語彙とかけ離れることとなった。鈴木丹士郎は、「二字漢語の字順についての問題」P281

にて、次のように述べている。 

 

 明治時代にはいると政府の布達文書や建白書などを載せた『太政官日誌』の刊行や民間

における新聞の発行が相次ぎ、さらに西欧文明の吸収接触が翻訳のかたちをとっておこ

なわれ、翻訳は学術の方向だけでなく小説類にもおよぶことになる。これらの文章はむ

ずかしい漢字漢語を主としてつづられる硬い調子のものであったので指導者・知識人の

新しい精神の鼓吹にかかわらず、それを受容するびととのあいだには相当のへだたりが

あった。 

 

内閣はその隔たりを解消する策として、『当用漢字表』を告示し、用いるべき漢字を制限

した。この『当用漢字表』の登場によって、人々の使用する漢字に変化が起きたのである。 

 よって、本稿では 1946 年を境として調査を行った。もちろん、1981 年に告示された『常

用漢字表』によっても、人々の使用する漢字に変化が起こることはあるはずである。しか

http://database.asahi.com/
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し、例えば、1981 年から 2014 年の 33 年間を調査期間として設定すると、同じ年数で比較

できる期間が、朝日新聞データベース聞蔵Ⅱの中にない(例えば、明治期を比較対象として

調査期間を設定しても、使用する漢字環境が異なるので不適切ではないかと考えた)。よっ

て、本稿では、『常用漢字表』が告示された 1981 年は調査期間の境にすることなく、1946

年を境にして、1879 から 1945 年までと 1946 年から 2011 年までというように、調査年数

をできるだけそろえて、調査期間として定めることにした。 

なお、明治・大正期は旧字体が用いられている漢字が多数存在するのだが、朝日新聞の

データベースでは、現代の表記で検索を実行しても検索が可能であったので、そのまま入

力して調査を行った。 

 

 4-1-2 調査結果 

 

 4-1-1 で示した方法で調査を行った。専門語彙 268 語は、1946 年を境にどの程度増減し

ているのか、結果を以下に示す。 

 

増減 語数 割合 

増加 172 64.2% 

出現 32 11.9% 

減少 55 20.5% 

消滅 6 2.2% 

0 から 0 3 1.1% 

 

 専門語彙 268 語のうち、1946 年を境に使用回数が増加している語が、全体の 64.2%、出

現した語が 11.9%、減少した語が 20.5%、消滅した語が 2.2%、1946 年以前、以降ともに使

用回数が 0 回だったものが 1.1%であった。 

 これらの中で、増加と減少に関して、変化率を調査した。変化率とは、ある量が基準に

なる量に対してどれくらいの割合で変化したのかを示すものである。結果を以下に示す。 

 

<増加> 

 

増加率 語数 割合 

0,1%-9,9% 0 0.0% 

10,0%-19,9% 3 1.7% 

20,0%-29,9% 1 0.6% 

30,0%-39,9% 0 0.0% 

40,0%-49,9% 1 0.6% 
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50,0%-59,9% 3 1.7% 

60,0%-69,9% 1 0.6% 

70,0%-79,9% 1 0.6% 

80,0%-89,9% 1 0.6% 

90,0%-99,9% 1 0.6% 

100,0%-199,9% 13 7.6% 

200,0%-299,9% 12 7.0% 

300,0%-399,9% 10 5.8% 

400,0%-499,9% 8 4.7% 

500,0%以上 117 68.4% 

 

 増加した専門語彙 172 語のうち、特に大きな変化を示しているのは、500.0%以上の増加

を示している語が 117 語あるということである。これは、使用回数が増加する専門語彙の

68.0%は、1946 年以降大きく使用回数が増加したと換言できる。 

 また、増加する専門語彙に、特徴が存在するのかということに関しては、4-2-3 にて考察

する。 

 

<減少> 

 

減少率 語数 割合 

0,1%-9,9% 0 0.0% 

10,0%-19,9% 4 7.3% 

20,0%-29,9% 3 5.5% 

30,0%-39,9% 3 5.5% 

40,0%-49,9% 6 10.9% 

50,0%-59,9% 6 10.9% 

60,0%-69,9% 5 9.1% 

70,0%-79,9% 9 16.4% 

80,0%-89,9% 8 14.5% 

90,0%-99,9% 11 20.0% 

 

 1946年を境に使用回数が減少する専門語彙については、1946年を境に使用回数が増加す

る専門語彙に比べて偏りが少ないように思える。それぞれの減少率を見ると、0.1-0.9%の

箇所以外、すべて 5.0%以上 20.0%以下の減少率を示している。 

 それでは、次項 4-2にて、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少す

る専門語彙、消滅する専門語彙には特徴があるのかということについて考察する。 
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4-2 4-1の調査から得た専門語の調査 

   

 1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅する専門

語彙には特徴があるのかということについて考察する。これらそれぞれの語彙において、

特徴が見つけることが出来たなら、本稿での目標の一つである専門語彙の性質を明らかに

する手掛かりになるのではないか。 

本項での調査方法は、2つの方法を設けた。1つ目は、それぞれの専門語彙に用いられて

いる漢字が、教育漢字か教育漢字以外の常用漢字か常用漢字以外の漢字かという調査であ

る。これは、『当用漢字表』の告示によって、1946年以降増加・出現する専門語彙は教育漢

字や常用漢字が多く用いられ、一方で減少・消滅する専門語彙は、常用漢字以外の漢字が

多いのではないかという筆者の考えによるものである。2つ目は、和語であるか、そうでな

ければ漢語であるのか、また二字漢語であればその 2つの漢字はどのような関係になるの

かについて調査し、増加・出現・減少・消滅する専門語彙の特徴について考察する。 

 1つ目の調査方法には、野浪正隆研究室の漢字種別ルビ表示ページ

(http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/knjhaito.html 2015年 1月 8日

3:00現在)を利用した。 

 2つ目の調査方法には、鈴木丹士郎(1986)「二字漢語の字順についての問題」P278-279

に記されている方法を採用した。以下、引用する。 

 

  二字の漢字がどのような意味的結合をしているかをみると次のようになる。 

(1) 移転―転移 運搬―搬運 計算―算計 困窮―窮困 治療―療治 抵抗―抗抵 

 のように同義的・類義的な二字の結合による一義形成のばあいがある。 

(2) 愛憎―憎愛 見聞―聞見 興廃―廃興 清濁―濁清 濃淡―淡濃 豊凶―凶豊 

 のように類義的または対義的な二字の結合で並列対照を示すばあいがある。また、 

(3) 亜流―流亜 交情―情交 造酒―酒造 痛心―心痛 統一― 一統 納税―税納 

発砲―砲発 銘肝―肝銘 

 のように二字の意味結合が客体関係と補足関係にたつばあいである。客体関係は漢文式

に返り読まれるもので本来の漢語に存する造語法である。すなわち後項が前項に対する

目的語になる関係である。補足関係は日本式の文法的結びつきのものである。すなわち

前項が後項に対する目的語になる関係である。 

 

(中略) 

 

 以上のほかに、 

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/knjhaito.html　2015年1月8日3:00
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/knjhaito.html　2015年1月8日3:00
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(4) 青(ワカイ)年―年(が)青(わかい) 多(クノ)数―数(ガ)多(イ) 別(ノ)格―格

(ガ)別(デアル) 末(ノ)席―席(ガ)末(デアル) 猛(イ)威―威(ガ)猛(イ) 

 のように二字の意味結合が修飾関係と主述関係とにたつばあいである。修飾関係は前項

が後項を修飾する関係であり、主述関係は前項が後項に対する主語になるような関係で

ある。 

 

 以上のように、鈴木丹士郎(1986)は、二字の漢語の結合の仕方について、以下の 6つに分

類していることがわかる。 

 ・同義関係 

・対義関係 

・客体関係 

・補足関係 

・修飾関係 

・主述関係 

 しかし、調査を進めていると、これらの分類だけでは処理できない語彙が出現したので、

新たに分類項目を設けることにした。それらを以下に示す。 

・和語：和語である。 

 ・連続関係：二字漢語が、それぞれの意味を結合して、一つの意味を表しているもの。

出来事、動作の進行が、漢字によって表され、それらが結合したもの。 

 (例) 

送還する そう‐かん［：クヮン］ 【送還】解説・用例〔名〕送りかえすこと。還送。 

 →意味情報文を漢字に直すと、「送って、還す」である。ここから「送還」となっている。 

 

・組み合わせ：ある二字漢語の一方とある二字漢語の一方を組み合わせて、二字漢語と

して成り立っているもの。 

(例) 

発給する 
はっ‐きゅう［：キフ］ 【発給】解説・用例〔名〕発行して給付すること。

出して与えること。交付。 

→「発行」の「発」と、「給付」の「給」が結合して成り立っている。 

 ・和語の漢語化：和語であるのだが、漢語化して二字漢語となっているもの。 

 (例) 

奪還する だっ‐かん［：クヮン］ 【奪還】解説・用例〔名〕奪いかえすこと。奪回。 

 →「うばいかえす」という和語が漢語化されて「奪還」となっている。 
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・四字熟語の漢語：四字熟語で使用されている 4つの漢語のうち、半分で切り離されて

いるもの。 

 (例) 

雷同する 

らい‐どう 【雷同】解説・用例〔名〕（雷が鳴ると万物がそれに応じて響

く意）はっきりした考えを持たないで他人の言動にむやみに同調すること。

わけもなく他に同意すること。付和。 

 →「付和雷同」が切り離されて、「雷同する」という二字漢語化している。 

 

・不明：筆者が分類できなかったもの。 

 以上、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅す

る専門語彙それぞれを、上記の分析項目 11個を用いて調査、分析した。 

 

4-2-1 1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅す

る専門語彙の漢字について 

  

4-2-1-1 1946年から出現した専門語彙の語彙リストとその漢字  

 

1946年から増加した専門語彙 171語のリストとその漢字を以下に示す。 

 

 

 

 

投宿する 

任用する 

実検する 

屈従する 

直輸入する 

宣教する 

推考する 

頻出する 

衰微する 

遷宮する 

発疹する 

嘲弄する 

看破する 

背約する 

直往する 

品枯れする 

追憶する 

喜捨する 

冠絶する 

雄飛する 

消長する 

分明する 

独唱する 

四散する 

乱造する 

栄達する 

苦心する 

専有する 

放言する 

思索する 

知悉する 

空費する 

集成する 

激賞する 

宿替えする 

合本する 

加減乗除す

る 

拘泥する 

俯仰する 

勤仕する 

辞職する 

剥脱する 

限局する 

雷同する 

再刊する 
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巡拝する 

傍観する 

築造する 

直覚する 

持戒する 

三拝する 

死去する 

全治する 

送還する 

奉還する 

耕作する 

庇護する 

支援する 

拝顔する 

感激する 

沈思する 

参籠する 

賞美する 

発売する 

厳戒する 

世渡りする 

禁止する 

勧奨する 

吐血する 

包蔵する 

栄進する 

罹患する 

蘇生する 

伏臥する 

遊吟する 

広言する 

建築する 

腐心する 

諮問する 

詮索する 

たぶらかす 

絶望する 

閲読する 

ことほぐ 

一肌脱ぐ 

のんびりす

る 

死亡する 

乗車する 

売春する 

別離する 

奪還する 

歴訪する 

自習する 

消失する 

変更する 

軽蔑する 

累計する 

高騰する 

計画する 

研鑽する 

登城する 

整骨する 

徹夜する 

返納する 

面会する 

死没する 

同車する 

浪費する 

寝坊する 

むす 

おののく 

組成する 

世間離れす

る 

反撃する 

尽力する 

熟視する 

治癒する 

喚起する 

大病する 

敵対する 

ふえる(増・

殖) 

残留する 

了知する 

帯同する 

降車する 

付随する 

予診する 

起因する 

暗記する 

存命する 

推薦する 

正座する 

熟慮する 

仮植する 

気をもむ 

急逝する 

愚考する 

質問する 

点灯する 

継承する 

発給する 

縮まる 

処理する 

着席する 

前借りする 

悪用する 

秘める 
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執刀する 

判別する 

備蓄する 

執する 

上昇する 

嫌がる 

集う 

着飾る 

集束する 

着目する 

いなす 

習熟する 

郵送する 

点検する 

長居する 

明言する 

口約する 

とばしる 

敬う 

速写する 

飲み食いす

る 

関与する 

解する 

連想する 

必要とする 

共感する 

 

 

漢字種 
延べ 異なり 

漢字（数） 初出順 

文字数 文字数 

第 1 学年 19 16 
入(1) 出(1) 四(1) 空(1) 本(1) 三(1) 生(1) 一(1) 車(3) 力(1) 気(2) 

大(1) 正(1) 上(1) 目(1) 口(1)   

第 2 学年 50 34 

用(2) 直(3) 教(1) 考(2) 長(2) 分(1) 明(2) 心(2) 言(3) 思(2) 知(2) 

合(1) 同(3) 作(1) 顔(1) 売(2) 止(1) 広(1) 読(1) 春(1) 自(1) 計(2) 

高(1) 画(1) 夜(1) 会(1) 組(1) 間(1) 記(1) 点(2) 理(1) 前(1) 刀(1) 

食(1)   

第 3 学年 65 49 

投(1) 宿(2) 実(1) 宮(1) 発(3) 品(1) 追(1) 消(2) 苦(1) 有(1) 放(1) 

集(3) 乗(2) 仕(1) 局(1) 持(1) 死(3) 去(1) 全(1) 送(2) 感(2) 美(1) 

世(2) 血(1) 進(1) 遊(1) 問(2) 習(2) 軽(1) 研(1) 登(1) 整(1) 返(1) 

面(1) 反(1) 病(1) 対(1) 予(1) 起(1) 暗(1) 命(1) 植(1) 急(1) 着(3) 

悪(1) 速(1) 写(1) 飲(1) 想(1)   

第 4 学年 43 36 

約(2) 喜(1) 飛(1) 唱(1) 散(1) 栄(2) 達(1) 費(2) 成(2) 賞(2) 加(1) 

辞(1) 観(1) 覚(1) 治(2) 参(1) 包(1) 建(1) 望(1) 別(2) 歴(1) 失(1) 

変(1) 残(1) 帯(1) 付(1) 灯(1) 給(1) 席(1) 借(1) 束(1) 関(1) 連(1) 

必(1) 要(1) 共(1)   

第 5 学年 33 29 

任(1) 検(2) 輸(1) 破(1) 往(1) 絶(2) 独(1) 造(2) 減(1) 職(1) 限(1) 

再(1) 刊(1) 築(2) 耕(1) 護(1) 支(1) 禁(1) 敵(1) 増(1) 留(1) 因(1) 

仮(1) 質(1) 承(1) 判(1) 備(1) 居(1) 解(1)   

第 6 学年 35 29 

従(1) 宣(1) 推(2) 看(1) 背(1) 捨(1) 乱(1) 専(1) 激(2) 除(1) 勤(1) 

拝(3) 厳(1) 蔵(1) 亡(1) 訪(1) 城(1) 骨(1) 納(1) 熟(3) 視(1) 降(1) 

存(1) 座(1) 縮(1) 処(1) 秘(1) 郵(1) 敬(1)   
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教育漢

字以外

の常用

漢字 

70 63 

屈(1) 頻(1) 衰(1) 微(1) 遷(1) 枯(1) 憶(1) 冠(1) 雄(1) 索(2) 替(1) 

拘(1) 泥(1) 仰(1) 脱(2) 雷(1) 巡(1) 傍(1) 戒(2) 還(3) 奉(1) 援(1) 

沈(1) 渡(1) 勧(1) 奨(1) 吐(1) 患(1) 伏(1) 吟(1) 腐(1) 諮(1) 閲(1) 

肌(1) 離(2) 奪(1) 更(1) 累(1) 騰(1) 徹(1) 没(1) 浪(1) 寝(1) 坊(1) 

撃(1) 尽(1) 癒(1) 換(1) 殖(1) 了(1) 随(1) 診(1) 薦(1) 慮(1) 逝(1) 

愚(1) 継(1) 執(2) 蓄(1) 昇(1) 嫌(1) 飾(1) 与(1)   

常用漢

字以外

の漢字 

14 14 
疹(1) 嘲(1) 弄(1) 悉(1) 俯(1) 剥(1) 庇(1) 籠(1) 罹(1) 蘇(1) 臥(1) 

詮(1) 蔑(1) 鑽(1)   

 

 

4-2-1-2 1946年から出現した専門語彙の語彙リストとその漢字 

  

1946年から出現した専門語彙 32語のリストとその漢字を以下に示す。 

 

 

 

どける 

もじもじす

る 

分筆する 

外歩きする 

ゆすぐ 

こそぐる 

又借りする 

寝押しする 

身じろぐ 

めまいがす

る 

わき見する 

夭逝する 

見飽きる 

ぬめぬめす

る 

うけがう 

条播する 

清まる 

遷化する 

脱農する 

欽慕する 

からぶきす

る 

才走る 

しだれる 

若死にする 

化かす 

丸かじりす

る 

味見する 

見間違える 

勘校する 

放念する 

卑しめる 

 

 

 

 

漢字種 
延べ 異なり 

漢字（数） 初出順 
文字数 文字数 
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第 1 学年 6 4 出(3) 上(1) 耳(1) 入(1)   

第 2 学年 17 15 
直(1) 少(1) 来(2) 語(1) 道(1) 帰(1) 行(1) 売(1) 

通(2) 外(1) 夜(1) 船(1) 記(1) 同(1) 内(1)   

第 3 学年 11 10 
発(1) 向(1) 面(1) 進(1) 死(2) 追(1) 談(1) 深(1) 

服(1) 想(1)   

第 4 学年 13 13 
参(1) 試(1) 置(1) 航(1) 印(1) 笑(1) 録(1) 説(1) 

兵(1) 勇(1) 令(1) 類(1) 焼(1)   

第 5 学年 11 9 
輸(1) 増(1) 復(1) 製(2) 常(1) 破(1) 寄(1) 再(2) 

版(1)   

第 6 学年 7 7 奏(1) 蔵(1) 乱(1) 難(1) 厳(1) 痛(1) 裁(1)   

教育漢

字以外

の常用

漢字 

31 29 

俸(1) 諮(1) 克(1) 猛(1) 撃(2) 憩(1) 珍(1) 謁(1) 

吐(1) 掃(1) 滅(1) 載(1) 伏(1) 征(1) 懐(1) 襲(1) 

斥(1) 獄(2) 酔(1) 謀(1) 抄(1) 免(1) 閲(1) 躍(1) 

憂(1) 縫(1) 斎(1) 戒(1) 懸(1)   

常用漢

字以外

の漢字 

13 12 
兌(1) 詢(1) 駕(1) 洛(1) 瀉(1) 牢(2) 姦(1) 擯(1) 

寓(1) 耽(1) 宥(1) 夭(1)   

 

 

 

 

  4-2-1-3 1946年から減少した専門語彙の語彙リストとその漢字 

 

 1946年から減少した専門語彙 55語のリストとその漢字を以下に示す。 

 

発兌する 

直輸出す

る 

増俸する 

諮詢する 

克復する 

参向する 

奏上する 

猛撃する 

少憩する 

試製する 

常置する 

来駕する 

珍蔵する 

耳語する 

道破する 

面謁する 

進航する 

帰洛する 

印行する 

吐瀉する 

牢死する 

掃滅する 

売笑する 

載録する 

説伏する 

姦通する 

外征する 

追懐する 

夜襲する 
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擯斥する 

寄寓する 

出獄する 

乱酔する 

来談する 

耽る 

難船する 

通謀する 

抄記する 

宥免する 

閲兵する 

勇躍する 

厳令する 

類焼する 

深憂する 

出牢する 

痛撃する 

夭死する 

同じゅう

する 

裁縫する 

斎戒する 

再版する 

内服する 

再製する 

入獄する 

懸想する 

 

 

 

 

 

漢字種 
延べ 異なり 

漢字（数） 初出順 
文字数 文字数 

第 1 学年 5 2 見(4) 校(1)   

第 2 学年 7 7 分(1) 外(1) 歩(1) 才(1) 走(1) 丸(1) 間(1)   

第 3 学年 8 7 筆(1) 身(1) 化(2) 農(1) 死(1) 味(1) 放(1)   

第 4 学年 3 3 借(1) 清(1) 念(1)   

第 5 学年 1 1 条(1)   

第 6 学年 1 1 若(1)   

教育漢

字以外

の常用

漢字 

11 11 
又(1) 寝(1) 押(1) 逝(1) 飽(1) 遷(1) 脱(1) 慕(1) 違(1) 勘

(1) 卑(1)   

常用漢

字以外

の漢字 

3 3 夭(1) 播(1) 欽(1)   

 

 

 

  4-2-1-4 1946年から消滅した専門語彙の語彙リストとその漢字 
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1946年から消滅した専門語彙 6語のリストとその漢字を以下に示す。 

 

 

扞格する 

臨写する 

迸出する 

冷罵する 

適従する 

胴忘れす

る 

 

 

漢字種 
延べ 異なり 

漢字（数） 初出順 

文字数 文字数 

第 1 学年 1 1 出(1)   

第 2 学年 0 0   

第 3 学年 1 1 写(1)   

第 4 学年 1 1 冷(1)   

第 5 学年 2 2 格(1) 適(1)   

第 6 学年 3 3 臨(1) 従(1) 忘(1)   

教育漢

字以外

の常用

漢字 

1 1 胴(1)   

常用漢

字以外

の漢字 

3 3 扞(1) 迸(1) 罵(1)   

 

 

4-2-1-5 4-2-1の調査での考察 

 

本項の分析では、『当用漢字表』の告示によって、1946年以降増加する専門語彙は教育漢

字や常用漢字が多く用いられ、一方で減少する専門語彙は、常用漢字以外の漢字が多いの
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ではないかという仮説のもと行った。ここでは、1946 年を境に増加する専門語彙、出現す

る専門語彙、減少する専門語彙、消滅する専門語彙それぞれどれほどの割合で、教育漢字、

教育漢字以外の常用漢字、常用漢字以外の漢字が出現しているのかを表とグラフでまとめ

る。表とグラフは以下に示す。 

 

 

 

 
増加専門語彙 出現専門語彙 減少専門語彙 消滅専門語彙 

教育漢字 71.30% 60.00% 58.60% 66.70% 

常用漢字 23.50% 31.40% 29.30% 8.30% 

常用漢字

以外の漢

字 

5.20% 8.60% 12.10% 25.00% 

 

 

 

筆者の仮説では、1946年を境に増加・出現する専門語彙は教育漢字と常用漢字が多く用

いられているのではないかということであったが、このことは、表を見ると、増加・出現

する専門語彙だけでなく、減少する専門語彙についても同様のことが言えそうである。 

次に、減少・消滅する専門語彙は、常用漢字以外の漢字が多いのではないかという仮説

について考えてみると、この両者は、増加・出現する専門語彙よりも常用漢字以外の漢字

が用いられている割合は高いことがわかる。消滅する専門語彙に関してみると、常用漢字

以外の漢字の含有率は 25.0%と、増加する専門語彙の、常用漢字以外の漢字の含有率の約

4.8倍で、出現する専門語彙の、常用漢字以外の漢字の含有率の約 2.9倍であった。 
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結果、1つ目の仮説は、増加・出現する専門語彙は教育漢字と常用漢字が多く用いられて

いるということに関しては正しかったと言えよう。しかし、この仮説が、減少する専門語

彙にも該当してしまった。また、消滅する専門語彙は、増加・出現する専門語彙に比べて

常用漢字以外の漢字を多く持つことがわかったが、調査対象としている語数が 6語である

ので、信憑性のあるデータとはいいがたい。減少する専門語彙は、増加・出現する専門語

彙に比べてそれほど高い割合で、常用漢字以外の漢字を占めているとは言えない。 

増加・出現する専門語彙の漢字に、教育漢字と常用漢字が多く用いられていると同時に、

減少・消滅する専門語彙に、教育漢字と常用漢字が 7割以上用いられている要因は、確か

に 1946年以降、難解な漢字で作られた専門語彙は『当用漢字表』で示された漢字に即して

作り直されたのであろうが、その作り直された漢字が人々に定着せずに、また新たに漢字

を作るという過程が繰り返されたのではないかと考える。 

 

 

4-2-2 1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅す

る専門語彙の漢字の組み合わせについて 

 

本項では、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消

滅する専門語彙の漢字の組み合わせについて、それぞれ特徴があるのか調査する。調査は、

4-2で示している方法で行う。それでは、調査結果を以下に示す。 

 

 
増加専門語彙 出現専門語彙 減少専門語彙 消滅専門語彙 

和語 12.0% 74.2% 3.7% 16.7% 

同義関係 16.2% 0.0% 18.5% 33.3% 

対義関係 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

修飾関係 26.3% 16.1% 31.5% 50.0% 

客観関係 22.2% 9.7% 22.2% 0.0% 

補足関係 4.8% 0.0% 9.3% 0.0% 

連続関係 7.8% 0.0% 5.6% 0.0% 

組み合わせ 1.8% 0.0% 3.7% 0.0% 

和語の漢語

化 
1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

四字熟語の

漢語 
0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

不明 4.8% 0.0% 5.6% 0.0% 
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4-2-2-1 1946年から増加した専門語彙について 

 

 1946年を境に増加する専門語彙を見ると、一番高い割合を示しているのは修飾関係で、

26.3%である。一方で一番低い割合を示しているものは、四字熟語の漢語で、0.6%である。

その他の分類項目は、これといって説明できそうなものがない。増加する専門語彙につい

ては、4-2で示した分類項目のどれかに集中していることはなかった。そのため、1946年

以降使用回数が増加する専門語彙の要因は、漢字の結合分析からは明らかにできなかった。 

 

4-2-2-2 1946年から出現した専門語彙について 

 

この表・グラフの中で一際目を引くのは、1946年以降出現した専門語彙の 74.2%が和語

であるということである。これは、難解な漢字を組み合わせて専門語彙を作るのではなく、
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平易な言葉で専門語彙を作っていこうとした動きの表れではないだろうか。他の分析項目

は、修飾関係が 16.1%、客観関係が 9.7%で、その他の分析項目はいずれも該当しなかった。

1946年以降に出現する専門語彙、言い換えれば、1946 年以降に造語される専門語彙は、主

に和語から成り立っていると言えるかもしれない。また、和語以外で専門語彙が造語され

る場合、出現する専門語彙の語構成は、本項で設定した分析項目(分析項目和語と不明は除

く)9つのうち、2つの組み合わせ方法しか用いられておらず、できるだけ決まった方法で

新しい専門語彙を作るという傾向があるのではないだろうか。 

 

4-2-2-3 1946年から減少した専門語彙について 

 

 1946年を境に減少する専門語彙の、一番高い割合を占めているのは、修飾関係で、31.5%

で、次いで、客観関係が 22.2%である。一方、対義関係、和語の漢語化、四字熟語の切り離

しは 0%であった。4-2-2-1と同様で、1946年を境に減少する専門語彙は、注目すべき点が

わからなかった。 

 

 4-2-2-4 1946年から消滅した専門語彙について 

 

 1946年を境に消滅する専門語彙の、一番高い割合を占めているのは、修飾関係で 50.0%、

次いで同義関係が 33.3%、和語が 16.7%であった。一番高い割合を占めているのが修飾関係

である要因を考えてみると、一つの漢語が表す意味に、もう一つの漢語が意味を付加し、

より一つの事柄の情報を濃密にするという結合方法が、1946年以前の専門語彙の作り方に

適していたからなのではないかと考える。ここで、1946 年以降出現する専門語彙の漢字の

組み合わせ方をもう一度見てみると、一番多い割合が和語であったが、漢語の割合の中で

一番多いものは修飾関係であった。よって、1946年以前に一番多く用いられていた専門語

の漢字の組み合わせ方が、1946年以降も、多少なりとも受け継がれているのではないかと

考える。 

しかし、1946年を境に消滅する専門語彙については、用例が 6語しかないので、このデ

ータをより増やし、調査する必要性がある。 

 

4-2-2-5 4-2-2についての考察 

 

 1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅する専門

語彙の漢字の組み合わせについて、鈴木(1986)の分類の中で、対義関係が該当する割合が低

い。鈴木(1986)の分類項目の中で、漢字の組み合わせが対義関係にある専門語彙が少ないと

いうことがどういう意味を持つのか、本稿で解き明かすことができなかった。そのため、

今後の研究の課題とする。他にも、それぞれの専門語彙に対して、連続関係、組み合わせ、
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和語の漢語化、四字熟語の漢字も該当する割合が少なかったが、これは鈴木(1986)の 5つの

分類項目から漏れた専門語彙に対して、筆者が適宜設置した分類項目を用いたため、該当

する割合が少なくなっているのである。しかし、このことは、鈴木(1986)の分類項目だけで

は、専門語彙の調査をする際不十分であることを示すと同時に、連続関係、組み合わせ、

和語の漢語化、四字熟語の漢字という分類項目が、専門語彙の調査では必要であると考え

る。 

 

 

5 結論と課題 

 

 以上、専門語彙の性質と消長について調査、考察してきた。本章では、結論と課題を述

べる。 

  

結論 

 

 玉村(1992)は、専門語について「厳密に定義され限定された語義を一つだけもつように決

められている」(本稿 P15)と述べている。 

では、まず、専門語彙はどのような意味領域に多く存在するのだろうか。『分類語彙表 増

補改訂版』小分類においては、上位意味領域 25 位までは、「農業・林業」、「医療」、「音楽」、

「建築」といった学術という分野といえそうな意味領域と、「読み」・「書き」・「スポーツ」

という日常に関する領域とに併存していたことがわかった。『分類語彙表 増補改訂版』の

中分類では、上位意味領域 25 位のみを考えてみてもわかることがなかったので、特徴を見

つけるために、上位意味領域 25 位と下位意味領域 25 位を比べてみた。両者の出現回数の

差異が一番多かったのは、「事業」の 5 で、次は「交わり」の 3 であった。これらのことか

ら、専門語彙は、中分類では意味領域「事業」に属する語が多いこと。中分類意味領域「交

わり」は、人との交流を指すものであるので、人との交流の意味を含む専門語彙が多いの

ではないかと考える。 

 次に、玉村(1992)の、専門語は「厳密に定義され限定された」という記述は、何をどのよ

うに定義され、限定されているのかを考えた。 

 調査の結果、庵(2001)の分析項目の中で、語の意味情報文中の「対象(もの)」の情報の付

加が 39.4%と一番高い割合を示していた。よって、専門語の、何をどのように定義され、

限定されているのかの「何を」の部分は、庵の分析項目の中で「対象(もの)」が厳密に定義

され、限定されやすいと言える。しかし、これだけでは、専門語の分析が不十分であると

考え、筆者が分析項目を設定した。その中で分析項目「語の意味情報の説明に、名詞句や

副詞句が含まれることによって情報の制限がなされている」が 94.1%、「語の意味情報の説

明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれている」が 51.4%であった。よって、専門
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語の意味情報文は、「名詞句や副詞句が含まれることによって情報の制限がなされ」、「語の

意味情報の説明の述語部分に、漢語・漢語サ変動詞が含まれ」ることによって、「厳密に定

義され限定され」やすいのではないかと考える。 

 さらに、専門語彙 1000 に対して、専門語 1 語が、専門語彙の分析をする際に用いた分

析項目 18 個のうち、何個含んでいるのかをすべて調査した。結果は、1 語の専門語は、分

析項目 5 つあるいは 6 つを中央値として＋1 つ、あるいは-1 つを含むというような動きを

するのではないかと考えられる。このことから、1 語の専門語は、意味情報文の中で、本分

析項目 5 つあるいは 6 つを中央値として＋1 つ、あるいは-1 つに対して、情報が付加され

ていたということがわかった。 

 以上のように、専門語彙に対して、『分類語彙表 増補改訂版』小分類、中分類を用いて

のどの意味領域に所属しやすいかの調査、庵(2001)と筆者が設定した分析項目において、ど

れがどれほど該当するかという調査を行い、専門語彙の性質を明らかにしようとしてきた。

しかし、これらは基礎語彙に対しても同様の調査を行い、その結果を比較してはじめて専

門語彙の性質と言える。本稿では、あまりにも時間がかかるために、基礎語彙を対象とし

た、本稿での上記の調査を行うことが出来なかった。今後、基礎語彙に対しても、上記の

ような専門語彙に対して行った調査が必要である。 

 次に、専門語彙の消長について述べる。 

4-1、4-2を通して、3-7-2で筆者が設定した分析項目「言い換え」に該当する 268語に

対し、朝日新聞データベース聞蔵Ⅱを用い、1946年を境にどのように使用回数が変化して

いうかを調査した。 

 調査の結果、これら 268 語には、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、

減少する専門語彙、消滅する専門語彙があることがわかった。増加する専門語彙の変化率

は 500.0%以上増加する語彙が 68.0%と一番多く、一度人々の間に定着すると、その後頻繁

に使用されるようになると考えることができないだろうか。一方、減少する専門語彙の変

化率は、一番大きな割合が減少率 90,0%-99,9%の 20.0%で、それ以外の減少率は、20.0%以

下の割合をまばらに占めている。筆者は、この両者の変化率が示していることは、次のよ

うなことであると考える。1946年は難解な専門語彙に対する見直しを行った時期であり、

増加する専門語彙は、何かモトの語(難解な専門語彙)があってその語から何らかの理由で

派生してできたもので、減少する専門語彙は、モトの語(難しい専門語彙)であるとする。

この仮定を踏まえて、増加・減少の変化率をもう一度見てみると、増加する専門語彙は、

モトの語(難しい専門語彙)から意味が派生してできた語で、人々の間に定着すると一気に

使われるようになる。これに対し、減少する専門語彙は、意味が派生する前のモトの語(難

しい専門語彙)で、人々に使われなくなる際には、ある日一気に使われなくなるというより

は、徐々に使用されなくなっていくということが言えないだろうか。しかし、この仮説は、

筆者の意見であり、客観性をより付け加えなければならない。これも、今後の課題とする。 

 次に、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅す
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る専門語彙の漢字の組み合わせの関係について調査した。筆者は、『当用漢字表』の告示に

よって、1946年以降増加する専門語彙は教育漢字や常用漢字が多く用いられ、一方で減少

する専門語彙は、常用漢字以外の漢字が多いのではないかという仮説を立てて調査を行っ

た。その結果を見ると、1946年を境に増加・出現する専門語彙は教育漢字と常用漢字が多

く用いられているのだが、この両者だけでなく、減少する専門語彙についても同様の結果

が得られた。さらに、消滅する専門語彙は、増加・出現する専門語彙に比べて常用漢字以

外の漢字を多く持つことがわかったが、減少する専門語彙は、増加・出現する専門語彙に

比べてそれほど多くの常用漢字以外の漢字を持つとは言いがたいという結果が出た。この

結果に関して、筆者は考察したものの、解答することできるだけの意見を持つことが出来

なかったために、今後の課題とする。 

 最後に、1946年を境に増加する専門語彙、出現する専門語彙、減少する専門語彙、消滅

する専門語彙それぞれの漢字の組み合わせには何か特徴がないか、4-2の後半部で示した分

析項目を用いて調査した。この調査で言えそうなことは、2つある。1つは、1946年以降出

現した専門語彙の 74.2%が和語であるということである。これは、難解な漢字を組み合わせ

て専門語彙を作るのではなく、平易な言葉で専門語彙を作っていこうとした動きの表れな

のではないだろうかということである。2つ目は、1946年以前に一番多く用いられていた

専門語の漢字の組み合わせ方が、1946年以降も、多少なりとも受け継がれているのではな

いかと考える。 

 では、最後に本稿での課題を述べて、本稿の結びとする。 

 

 課題 

 

 ・3-4 で、専門語彙を選定する作業を、意味の領域数と意味情報文中の意味の見出し数が

1:1 になっているものを基準として行った。しかし、言語データを作成している際、例

えば、意味の領域数と意味情報文中の意味の見出し数が、2:1 になっているものや 1:2

になっているものの中に学術用語や職業用語、つまり専門語彙を度々目にした。これ

らを上手く取り込む調査方法を考えなければならない。 

 ・筆者が 3-7-2 で設定した分析項目「過程の集約がなされているもの」と「意味領域設定」

に関してである。暫定した専門語1000語の言語データの意味情報文を分析している時、

この 2 つの分析項目に該当するのではないかと考えられるものがあった。両者の分析

項目にて取りこぼした語彙を、取り込むことが出来るよう分析項目を再設定する必要

がある。例えば、「過程の集約がなされているもの」では、二字漢語、あるいは三字漢

語で「～化する」という語彙は、この分析項目に分類した方がよかったように思う。

また、「意味領域設定」では、語の意味情報文中に、『学術用語集』に収録されている

語が 3 回以上使用されているものといった設定が考えられる。他の、筆者が設定した

分析項目に関しては、例えば、「比喩」「比較対象の存在」などは該当する割合が低い
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ものの、調査をする過程で出現していたものであるので、分析項目としては適切であ

ったのではないかと考えている。 

 ・3-5 で、専門語彙を、『分類語彙表 増補版』で、小分類、中分類に分けてそれぞれ意

味領域を調査した。特に小分類の考察時に頭を悩まされた、学問領域の範囲をどう設

定するかを考えなければならない。これは、『学術用語集』で分類されている 24 の学

術領域を参考にして、分類すればよかったのであろうかと考えている。 

 ・3-9 において、専門語彙が、筆者が設定した分析項目 18 個のうち、何個該当するかを

調査した。分析項目 5 つあるいは 6 つを中央値として＋1 つ、あるいは-1 つというよ

うな動きをするという結果が出たが、これは、基礎語彙においても調査をして比較す

る必要がある。 

 ・4 章において、専門語彙が、時代が変化するにつれてどのような変化をしているのかを

調査した。本稿では、調査期間を、1946 年を境にして調査を行ったが、もっと調査期

間を細分化する必要があったと考える。例えば、調査期間の境目を、『当用漢字表』が

告示された 1946 年だけでなく、『常用漢字表』が告示された 1981 年も取り入れるべき

であったと振り返っている。 

 

 

おわりに 

 

本稿は紆余曲折の連続であった。まず、専門語彙を、自分自身で分類観点を設定して、

さらにその専門語彙の分析項目を、自分なりに適切なのではないか考えるものを設定した。

どうしたら専門語彙が分類できるのか、その方法と、分析するための項目を設定するまで

に、金田一春彦の分類をしてみたり、アスペクトが有効なのではないかと考えてアスペク

トの観点を取り入れて失敗したりと、だいぶ遠回りをしてしまった。また、調査を進める

中で、これはこういった仮説を立てることができるのではと考えた矢先に、その例外が出

現して挫折し、新たな分析項目を作り、仮説を立てるとまた例外が出現し、といういたち

ごっこを繰り返し、そのたびに何か発見はないか、言えることはないかという格闘を繰り

返していた。そのため、プログラミングを数個利用しても、語のデータを集め、処理する

ことに時間がかかりすぎて、考察が行き届いていないかもしれない。本稿の資料は、全て

で 2098 枚にものぼった、それらを上手くまとめて論ずる考察力と論証力の足りなさに、ふ

がいない思いは尽きない。本当に語彙調査は難しい。大学時代、恩師に「日本語の言語学

は、ほとんど後付けなんですよ」「先回りをして何かを言うことはとても難しい」と指導い

ただいたことがあって、研究を進めるにつれてそういった言葉を思い出す機会が多くなっ

た。本当に知識や思考が浅薄であった当時を思い返して、よく恩師は寛容してくれていた

なと、今となっては苦笑いである。 

 そんななか、指導教員である野浪先生のもと、専門語彙の性質と消長という大胆な論題
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において、決定的なことを述べることはできなかったが、小さいことでもわかったことや、

有意な研究方法を小出しにして述べることができたように思える。野浪先生、本当にあり

がとうございます。同時に、国語教育講座の先生方、授業を通じて多くの学びを得、それ

が本稿執筆の力になっていたことは間違いありません。並びに、院生の学友達は、ともに

夜遅くまで勉強する中で、それぞれの専門分野について話したり、有意義な学びを得られ

たと思っています、本当にありがとうございました。 
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