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第１章 短単位認定規程

小椋秀樹 須永哲矢

短単位は，言語の形態的側面に着目して規定した言語単位である。短単位の認定に当た

っては，まず現代語において意味を持つ最小の単位（最小単位）を規定する。その上で，

最小単位を短単位認定規程に基づいて結合させる（又は結合させない）ことにより，短単

位を認定する。そのため，短単位の認定規程は，最小単位と短単位の二つの認定規程から

成る。

《 凡 例 》

１．以下の規程に示した例は，コーパスに現れた例又は作例である。

２．最小単位・短単位の境界を示すために次の記号を用いた。

最小単位の境界 ･･･････ ／ 例：／国／立／国／語／研／究／所／

短単位の境界 ･･･････ ｜ 例：｜国立｜国語｜研究｜所｜

短単位の境界（当該規定で着目している箇所）

･･･････ ‖ 例：｜国立｜国語｜研究‖所｜

３．最小単位・短単位について分割しないことを特に示す必要があるときには，次の記号

を用いた。

最小単位・短単位のつなぎ目 ･･･････ - 例：｜大-丈夫｜です｜

最小単位・短単位のつなぎ目（当該規定で着目している箇所）

･････････････ = 例：｜パソ=コン｜を｜使う｜

４．着目している最小単位・短単位が分かりにくい場合は，当該箇所に下線を付した。

５．中古和文の単位認定のために設けた規定は，太字にした上で，「（◆中古和文）」と表

示した。

６．現代語の用例と併せて示した中古和文の用例は，太字にした上で，「〈中古和文〉」と

表示した。

第１ 最小単位認定規程

最小単位は，現代語において意味を持つ最小の言語単位のことである。

最小単位は，和語・漢語・外来語・記号・数・人名・地名の各種類ごとに，以下の規定

によって認定する。

和語・漢語・外来語の語種の判定は，原則として『新潮現代国語辞典』第２版（新潮社）

による。『新潮現代国語辞典』第２版の見出しにない語は，『日本国語大辞典』第２版（小

学館）を主たる資料として語種判定を行う。また，『新潮現代国語辞典』第２版の語種判

定に従い難いと判断した場合は，『日本国語大辞典』第２版等を参照し，独自に語種を判

定した。

中古和文における最小単位についても，現代語との関連を重視して，原則として現代語

を対象とした最小単位認定規程を適用する。現代では用いない語についても，原則として

同様の扱いとする。
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ただし必要に応じて，中古和文等での使用実態に基づき，個別の判断をすることがある。

例えば，次に挙げるような語である。

【例】 ／異／なる／ ：

『日本国語大辞典』第２版では，動詞「異なる」の用例は，明治時代から

であり，それ以前は，形状詞「異（こと）」＋助動詞「なり」と扱っている

ことによる。

／こ／の／ ：

「こはいかに」のように「こ」単独の用法があることによる。

１ 和 語

和語の最小単位は，以下の例のように認定する。

【例】 ／母／親／ ／青／白い／ ／いい／加／減／な／

／本／箱／ ／幾／人／ ／オレンジ／色／

／わたし／で／も／できる／ ／読み／終わり／まし／た／

〈中古和文〉

／母／宮／ ／あいだち／なし／ ／心／のどか／

／経／箱／ ／幾／千／歳／ ／瑠璃／色／

／雲／の／あなた／は／春／に／や／ある／らむ／

１．１ 融合形は，元の形に戻さずに，融合している複数の最小単位全体で１最小単位と

する。

【例】

名詞・代名詞＋助詞：

／その／ときゃ（あ）／（その時は） ／わたしゃ／（わたしは）

動詞＋助詞：

／行きゃ（あ）／し／ない／（行きはしない）

／考えりゃ（あ）／（考えれば）

形容詞＋助詞：

／おもしろけりゃ／（おもしろければ） ／おもしろきゃ／（おもしろければ）

／悪か／ない／（悪くはない）

その他：

／生き／てる／（生きている） ／持っ／てく／（持っていく）

／置い／とく／（置いておく） ／知っ／とる／（知っておる）

／行っ／ちまう／（行ってしまう） ／っちゅう／の／は／（って言うのは）

〈中古和文〉

／人／に／まれ／（もあれ） ／海／に／ざり／ける／（ぞありける）

／もののく／に／て／（物の奥にて） ／なじょう／（何といふ）

／かる／が／ゆえ／に／（かあるがゆえに） ／さ／むばれ／（さもあれ）

／思ひ／けらし／（思ひけるらし）

１．２ 省略形は，元の形に戻さずに，可能な範囲で最小単位を認定する。その際，元の

形との対応を できる限り取るよう留意する。

【例】 ／や／ん／だ／っけ／（やるんだっけ）※１
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／行っ／てる／ん／す／※２

※１ 元の形「やるんだっけ」との対応を可能な限り取るように，「や」を動詞「や

る」の活用語尾が省略された形，「ん」を元の形「やるんだっけ」の「ん（準

体助詞「の」の撥音便）」と考えて，最小単位の認定を行う。

※２ 元の形「行ってるんです」との対応を可能な限り取るように，「す」を元の

形「行ってるんです」の助動詞「です」と考えて，最小単位の認定を行う。

（◆中古和文）

１．３ 撥音便の無表記は，次のように最小単位を認定する。

【例】 ／残ら／せ／給へ／めれ／

／大臣／定まり／給へ／なれ／

１．４ 現代語において分割することができない，若しくは分割することが適切でないと

考えられるものは，分割せずに全体で１最小単位とする。

【例】 ／あっけらかん／ ／いなずま／ ／えがく／ ／おもんぱかる／

／こだま／ ／とんかち／

（◆中古和文）

現代語との関係を踏まえ，中古和文においても，原則として本規定を適用するが，中

古和文における使用状況から，分割することがある。

【例】 ／異／なる／ ／さ／ぞ／ ／わ／が／まま／

１．５ 次に挙げるものは，それだけで１最小単位とせずに前の要素に含める。

（１）形容詞語尾

【例】 ／さむ=し／ ／ひろ=から／ ／なつかし=き／

（２）形状詞語末「か」「やか」「らか」

【例】 ／しず=か／ ／けざ=やか／ ／ほが=らか／

（３）動詞の活用語尾

【例】 ／おも=ふ／ ／ひろ=ふ／ ／たよ=る／

（４）いわゆる副詞語尾「と」

【例】 ／わざ=と／ ／ひた=と／

（５）助数詞「とり（たり）」

【例】 ／ひ=とり／ ／ふ=たり／

（◆中古和文）

「ひとり」「ふたり」以外（例：みたり，よたり，いくたり）については，助数詞

「たり」を前の要素に含めず，１最小単位とする。

【例】 ／み／たり／ ／よ／たり／ ／いく／たり／

（６）延言の「く」「らく」

【例】 ／いは=く／ ／おもふ=らく／ ／ねがは=く／

（７）コソアド類の各語末

【例】 ／こ=れ／ ／こ=こ／ ／こち=ら／
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／そ=れ／ ／そ=こ／ ／そち=ら／

／あ=れ／ ／あそ=こ／ ／あち=ら／

／ど=れ／ ／ど=こ／ ／どち=ら／

／だ=れ／

／いず=れ／

（◆中古和文）

中古和文では，原則として連体詞を認めないため，「この」「その」「あの」「どの」

は，語末の「の」を分割する。（規定１．６（６）参照）

【例】 ／こ／の／ ／そ／の／ ／あ／の／ ／ど／の／

１．６ 次に挙げるものは，前又は後ろの要素にまとめずに助詞・助動詞と同様に単位を

認定する。

（１）接続詞・接続助詞の構成要素となっている助詞・助動詞

【例】 ／だ／が／ ／で／は／ ／の／で／ ／ところ／が／

〈中古和文〉

／もの／の／ ／もの／を／

（２）いわゆる形容動詞，いわゆる形容動詞活用型の助動詞の変化部分

【例】

形容動詞 ： ／静か／なり／ ／けざやか／なり／

形容動詞型活用の助動詞 ： ／やう／なり／

（３）いわゆる副詞語尾「に」

【例】 ／こと／に／ ／さら／に／ ／げ／に／

（◆中古和文）

（４）その他の副詞，接続詞

【例】 ／もと／より／ ／さ／も／ ／さり／とて／

（５）「動詞連用形＋て」から副詞に転じた語の接続助詞「て」

【例】 ／あえ／て／ ／あわせ／て／ ／せめ／て／

（◆中古和文）

（６）連体詞

【例】 ／こ／の／ ／そ／の／ ／あ／の／ ／ど／の／

／いか／なる／

※ 中古和文では，原則として連体詞を認めないため，構成要素となっている助詞

・助動詞は分割する。

（◆中古和文）

１．７ 副詞「と」「かく」を構成要素に含む語については，副詞「と」「かく」を１最

小単位とした上で，他の要素もそれぞれ１最小単位とする。

【例】 ／と／かく／ ／と／に／かく／ ／とて／も／かく／て／も／

／と／に／も／かく／に／も／

１．８ 感動・呼び掛け・応答などの１回的描写を１最小単位とする。
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【例】 ／えっ／ ／おい／ ／よいしょ／ ／はい／はい／ ／あのー／

〈中古和文〉

／あな／ ／いで／ ／よし／

２ 漢 語

漢語（和製漢語を含む。）は，漢字１文字で表されるものを１最小単位とする。

【例】 ／白／紙／ ／安／価／ ／含／有／量／ ／数／百／

〈中古和文〉

／帝／后／ ／調／度／ ／大／納／言／ ／百／両／

３ 外来語

外来語・外国語は原語で１単語になるものを１最小単位とする。

英語起源の外来語の最小単位の認定は『リーダーズ英和辞典』第２版（研究社）によ

る。それ以外の言語を起源とする外来語については適宜判断する。

外来語・外国語に漢字を当てたものも外来語・外国語として扱う。

【例】 ／カラー／コピー／ ／レーザー／プリンター／

／オレンジ／色／ ／ビタミン／剤／

〈中古和文〉

／阿闍梨／ ／菩薩／ ／菩提／樹／ ／瑠璃／色／

《参考》

現代語の最小単位認定規程にある外来語に関する規定を，参考として以下に挙げる。

（１）英語起源の外来語について，原語で１語になるものの結合体が『リーダーズ英和辞

典』第２版で１語として扱われている場合，その結合体を１最小単位とする。

【例】 ／データ=ベース／ ／ネット=ワーク／

（２）外来語・外国語の１最小単位を略したものも１最小単位とする。

【例】 ／塩／ビ／ ／パソ／コン／ ／インフレ／

（３）用言化した外来語の活用語尾は切り出さない。

【例】 ／サボ=る／ ／ハモ=る／

４ 記 号

記号は１文字に当たるものを１最小単位とする。

【例】 ／表／Ａ／ ／図／Ｂ／ ／Ｕ／ターン／ ／Ｖ／リーグ／

／甲／類／ ／乙／種／

《参考》

現代語の最小単位認定規程にある記号に関する規定を，参考として以下に挙げる。

○ ローマ字を並べた略語は全体で１最小単位とする。ローマ字の間の中点・ピリオド

等は１最小単位としない。

【例】 ／ＯＨＰ／ ／ＯＳ／ ／Ｄ・Ｎ・Ａ／ ／Ｐｈ．Ｄ．／
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５ 数

数字は１文字に当たるものを１最小単位とする。

【例】 ／一／億／語／ ／七／百／五／十／万／語／

／２／万／５／千／分／の／１／

／０／４／２／－／５／４／０／－／４／３／０／０／

〈中古和文〉

／丑／三／つ／時／ ／子／一／つ／

／み／たり／ ／よ／たり／

※ 「ひとり」「ふたり」は，中古和文においても全体で１最小単位とする。（規

定１．５（５）参照）

／ひ=とり／ ／ふ=たり／

６ 人名

人名は姓を１最小単位，名を１最小単位とする。

【例】 ／在原／業平／ ／壬生／忠岑／ ／王／昭君／

通称・雅号・しこ名（その略称も含む。）等は，次のように最小単位を認定する。

【例】 ／千代大海／ ／十返舎／一九／ ／古今亭／志ん生／

６．１ 姓と名との間にある読み添えの「の」が本文に表記されている場合は，助詞とし

て扱い，１最小単位とする。

【例】 ／藤原／の／道長／ ／源／の／頼朝／

／紀／の／有常／ ／橘／の／すゑひら／

※ 本文に表記されていない場合は規定６を適用する。

【例】 ／源／頼朝／

（◆中古和文）

６．２ 女房の名前は，次のように最小単位を認定する。

（１）地位に由来するものは，和語・漢語の最小単位として扱い，人名としては扱わない。

【例】 ／小／式／部／内／侍／

（２）現代でも人名として通用しているものは，全体で１最小単位とする。

【例】 ／清少納言／ ／紫式部／

（３）地名に由来するものであっても，人名として扱う。

【例】 ／伊勢／

６．３ 神話，伝説，歴史，創作等の人名で，称号を表す類概念が付加された人名は，次

のように最小単位を認定する。

【例】 ／豊雲野／神／ ／イザナギ／ノ／ミコト／

／瑞歯別／天 皇／ ／市辺押羽／皇子／ ／刀自古／郎女／
すめらみこと み こ いらつめ
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６．３．１ 日本神話の登場人物名のうち「～ヒメ」「～ヒコ」は類概念とせず，全体で

１最小単位とする。

【例】 ／コノハナサクヤ=ビメ／ ／ヌナカワ=ヒメ／ノ／ミコト／

／伊福吉部徳足比売／ ／大気津比売／ ／豊玉毘売／

／佐用比売／

６．３．２ 日本神話の登場人物名以外の「ヒメ」については次のとおりとする。

（１）「漢字１字＋ヒメ」は，全体で１最小単位とする

【例】 ／絢=姫／ ／清=姫／ ／濃=姫／ ／ 漁 =姫／
いさり

（２）「２字以上＋ヒメ」は，「ヒメ」以外の部分が一般的な名に相当する場合は名と「ヒ

メ」をそれぞれ１最小単位とする。

【例】 ／和子／姫／ ／紗夜／姫／ ／マリ／姫／

（３）「２字以上＋ヒメ」の場合であっても，「ヒメ」を切り出した残りの部分が一般的

な名に相当しない場合は，全体で１最小単位とする。

【例】 ／小桜=姫／ ／檜皮=姫／ ／おおまき=姫／

（４）判断に迷うものは，「ヒメ」を切り出さず，全体で１最小単位とする。

【例】 ／花百=姫／ ／火海=姫／

《参考》

現代語の最小単位認定規程にある人名に関する規定を，参考として以下に挙げる。

（１）人名のうち「お（御）～」という形のものは，全体をまとめて１最小単位とする。

【例】 ／お=千代／ ／お=ゆき／ ／お=春／さん／

（２）姓又は名を略したものは１最小単位とする。

【例】 ／仙／ちゃん／ ／おざ／けん／ ／橋／龍／

（３）複数の人物の名それぞれを略した要素（１字で構成される名の場合はその全体）が

結合体を構成する場合，その各要素は和語・漢語・外来語の最小単位として扱い，

人名としては扱わない。

【例】 ／若／貴／兄／弟／ ／柏／鵬／時／代／

／角／福／戦／争／ ／三／角／大／福／中／

（４）中国系の人名のうち姓と名がそれぞれ１文字ずつのものは，姓名をまとめて１最小

単位とする。

【例】 ／李=梅／

７ 地 名

地名は，次の規定により最小単位を認定する。

７．１ 地域・地方を表す地名（通称や呼称などを含む。）は，名を表す部分と類概念を

表す部分及び「東・西・南・北・新」等を分割した上で，名を表す部分を地名の１最小

単位とする。類概念を含むそれ以外の部分は最小単位の認定規定を適用する。

【例】 ／但馬／ ／摂津／
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７．１．１ 七道は，「道」を含めて１最小単位とする。

／東海=道／ ／東山=道／ ／北陸=道／ ／山陰=道／

／山陽=道／ ／南海=道／ ／西海=道／

７．２ 地形名は，類概念を表す部分を除いた部分を１最小単位とする。

【例】 ／比叡／山／ ／音羽／山／ ／賀茂／川／ ／鈴鹿／川／

（◆中古和文）

７．２．１ 地形名と類概念を表す部分との間にある読み添えの助詞が本文に表記されて

いる場合は，助詞として扱い，１最小単位とする。

【例】 ／音羽／の／山／ ／出雲／の／浦／ ／住吉／の／浦／

※ 本文に表記されていない場合は規定７．２を適用する。

【例】 ／音羽／山／

ただし，助詞を含む全体で，一般的に地名として用いられているものや，助詞を１最

小単位とすることに問題があると思われるものは，全体で１最小単位とする。

【例】 ／壇=ノ=浦／ ／如意=が=峰／ ／鬼界=が=島／

７．２．２ 名を表す部分が漢字１字の場合は，類概念を表す部分をまとめて１最小単位

とする。

【例】 ／桂=河／ ／桜=島／

《参考》

現代語の最小単位認定規程にある地名に関する規定を，参考として以下に挙げる。

（１）行政区画を表す地名は「都・府・県・郡・市・区・町・村・字」を除いた部分をそ

れぞれ１最小単位とする。類概念を表す部分には最小単位の認定規定を適用する。

【例】 ／東京／都／北／区／西が丘／三／丁／目／九／番／十／四／号／

（１）－１ 「北海道」は全体で１最小単位とする。

【例】 ／北海道／夕張／郡／長沼／町／ ／明日／の／北海道／の／天気／

（１）－２ 市区内の小区分の「～ 町 」は「～町」を含めて１最小単位とする。
ちょう

まち

【例】 ／大阪／府／豊中／市／待兼山町／ ／千代田／区／大手町／

（１）－３ 京都の地名のうち，通りの名称の部分には（３）の規定を適用する。

【例】 ／京都／市／上京／区／今出川／通／烏丸／東／入／

（１）－４ 地名の略称は，全体を１最小単位とする。

【例】 ／ちとから／（千歳烏山） ／天六／（天神橋筋六丁目）

（１）－５ 行政区画を表す地名が他の場所名等に使われている場合には，行政区画の名

を表す部分を１最小単位とし，類概念を含むそれ以外の部分は最小単位の認定

規定を適用する。

【例】 ／さいたま／新／都／心／駅／ ／茨木／市／駅／

／日比谷／公／園／ ／島根／県／立／松江／北／高／等／学／校／
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（２）外国の国名や行政区画名などにも（１）から（１）－５の規定を適用する。

【例】 ／アメリカ／合／衆／国／ ／南アフリカ／共／和／国／

／中華／人／民／共／和／国／

／カリフォルニア／州／ ／広東／省／

／メキシコ／シティー／ ／ミズーリ／ステート／

（３）場所名については，名を表す部分と類概念を含むその他の部分とに分割した後，両

方の部分に最小単位の認定規定を適用する。

【例】 ／山／手／通り／ ／新／御／堂／筋／ ／神田／橋／

／さいたま／新／都／心／駅／ ／茨木／市／駅／

／山陽／本／線／ ／大／江戸／線／

／首／都／圏／外／郭／放／水／路／ ／アスワン／ハイ／ダム／

（４）地名を略した漢字１字の「日」「米」などについては，漢語の最小単位として扱い，

地名としては扱わない。

【例】 ／日／米／ ／日／米／韓／ ／米／国／

／日／韓／漁／業／協／定／

／京／阪／ ／播／但／ ／阪／奈／自／動／車／道／

／甲／州／街／道／ ／磐／越／西／線／

（５）地名のうち最小単位の認定に当たり判断に迷う例について，その認定方法を示す。

（５）－１ 地形名（下線部は地名に当たる最小単位）

／瀬戸／内／ ／瀬戸／内／海／ ／プリンスエドワード／島／

／耶馬／溪／ ／奥穂高／岳／ ／大菩薩／峠／ ／鬼押出／

／ポート／アイランド／ ／イースト／リバー／

（５）－２ 場所名（駅名以外）（下線部は地名に当たる最小単位）

／岡田／山／古／墳／ ／加茂／岩倉／遺／跡／ ／荒神／谷／遺／跡／

／妻木晩田／遺／跡／ ／吉野が里／遺／跡／ ／田和／山／遺／跡／

／区／役／所／通り／ ／富士見／坂／ ／武田／山／トンネル／

／八方／尾根／スキー／場／

／スターリン／広場／ ／関西／国／際／空／港／ ／関／空／

／暗／闇／坂／ ／榎／坂／ ／駒ヶ坂／ ／別府／温／泉／

（５）－３ 駅名（下線部は地名に当たる最小単位）

① 行政区画名と一致する駅名

／東中野／ ／西日暮里／ ／江戸川／ ／多賀城／

② 二つの地名から成る駅名

／祖師ヶ谷／大蔵／ ／多摩／境／ ／武蔵／境／

／武蔵／小山／ ／武蔵／小杉／ ／川西／池田／

③その他

／表／参道／ ／半蔵／門／
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参考 最小単位の例

／いづれ／の／御／時／に／か／、／女／御／、／更／衣／あまた／さぶらひ／たまひ／

ける／中／に／、／いと／やむごとなき／際／に／は／あら／ぬ／が／、／すぐれ／て／

時／めき／たまふ／あり／けり／。／はじめ／より／我／は／と／思ひ／あがり／たまへ

／る／御／方／々／、／めざましき／もの／に／おとしめ／そねみ／たまふ／。／同じ／

ほど／、／それ／より／下／﨟／の／更／衣／たち／は／まし／て／やすから／ず／。／

朝／夕／の／宮／仕／に／つけ／て／も／、／人／の／心／を／のみ／動かし／、／恨み

／を／負ふ／つもり／に／や／あり／けん／、／いと／あつしく／なり／ゆき／、／もの

／心／細／げ／に／里／がち／なる／を／、／いよいよ／あか／ず／あはれ／なる／もの

／に／思ほし／て／、／人／の／譏り／を／も／え／憚ら／せ／たまは／ず／、／世／の

／例／に／も／なり／ぬ／べき／御／もてなし／なり／。／上達部／、／上／人／など／

も／あい／なく／目／を／側め／つつ／、／いと／まばゆき／人／の／御／おぼえ／なり

／。／唐土／に／も／、／かかる／事／の／起こり／に／こそ／、／世／も／乱れ／あし

かり／けれ／と／、／やうやう／、／天／の／下／に／も／、／あぢきなう／人／の／も

て／なやみ／ぐさ／に／なり／て／、／楊／貴妃／の／例／も／ひき／出で／つ／べく／

なり／ゆく／に／、／いと／はしたなき／こと／多かれ／ど／、／かたじけなき／御／心

／ばへ／の／たぐひ／なき／を／頼み／に／て／まじらひ／たまふ／。／
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参考資料 最小単位認定規程 Version 1.6 の「和語の最小単位認定に関する規

則」

中古和文の短単位認定規程の基礎となっている現代語の短単位認定規程を理解する

ために，現代語を対象とした短単位認定規程 Version 1.6 にある「和語の最小単位

認定に関する規則」を，参考として以下に掲載する。

「和語の最小単位認定に関する規則」は，現代語を対象とした規則であり，現代語

における語意識を基に最小単位の認定を行っている。そのため，規定の中には中古和

文に適用しないものがある。それらについては，適宜，注を付した。

和語の最小単位の認定は，漢語・外来語と比較して判断に迷うことが多い。そこで，以

下のとおり，和語の最小単位を認定するための規定を定める。

Ⅰ 語の一覧等に基づいて最小単位を認定するもの

１ 常用漢字表（1981年，内閣告示第１号・内閣訓令第１号）の音訓欄に掲げられた訓は，

１最小単位とする。

【例】 ／あわ=せる／ ／まつり=ごと／ ／え=がく／

可能動詞形については，元の動詞に準じて１最小単位とする。

【例】 ／え=がける／

２ 語源的には二つ以上の要素から成る語のうち，現代仮名遣い（1986年，内閣告示第１

号・内閣訓令第１号）の第２の５において「現代語の意識では一般に二語に分解しにく

いもの等として，それぞれ「じ」「ず」を用いて書くことを本則と」すると規定されて

いる語のうち次に挙げるものは，全体で１最小単位とする。

【例】 ／いな=ずま／ ／かた=ず／ ／き=ずな／ ／さか=ずき／

／ときわ=ず／ ／ほお=ずき／ ／みみ=ずく／ ／うな=ずく／

／おと=ずれる／ ／かし=ずく／ ／つま=ずく／ ／ぬか=ずく／

／ひざ-ま=ずく／ ／あせみ=ずく／ ／さし=ずめ／

／で=ずっ-ぱり／ ／なか-ん=ずく／ ／うで=ずく／

／くろ=ずくめ／

３ 「要注意語」（UniDic Explorer）の「助詞」「助動詞」「接頭的要素」「接尾的要素」

に挙げたものは１最小単位とする。

【例】 ／それ／で／も／ ／話し／た／ ／考え／がたい／

／乗り／こなす／

可能動詞形については，元の動詞及び動詞性接尾辞に準じて１最小単位とする。

【例】 ／乗り／こなせる／ ／使い／まくれる／
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Ⅱ 上記の規定に該当しないものに関する規定

１ コーパス中の文において，他の要素と結合せず単独で語として使われているものは１

最小単位とする。

【例】 ／空／が／かすむ／

２ 複合語を構成する要素については，以下の規定によって最小単位を認定する。

２．１ 複合語の構成要素のうち，現代語において単独で語として機能し得るものどうし

が結合して語を構成している場合は，それぞれの構成要素を１最小単位とする。

【例】 ／空き／家／ ／灰汁／抜き／ ／揚げ／足／ ／明け／暮れる／

２．２ 結合の際に音変化が起きているものは，以下の規定によって最小単位を認定する。

２．２．１ 複合語の前項に音変化が起きているものは，以下の規定によって最小単位を

認定する。

２．２．１．１ 前項が被覆形となっているものは，その音節数等によって，以下のよう

に最小単位を認定する。

（１）２音節以上であれば，原則として１最小単位とする。

【例】 ／つま／先／

ただし，以下のいずれかに該当するものは，１最小単位とせず，全体で１最小単位

とすることがある。

①既に語源意識が失われていると考えられるもの

【例】 ／うつ=ぶす／

②一方の構成要素が語源未詳，若しくは語源は判明しているが，音変化等のため一般

には元の語への還元が難しいと考えられるもの

【例】 ／うわ=みず／（上溝） ／しら=に／（白土） ／しら=ふ／

（２）１音節で，元の形への還元が難しくないと考えられるものは１最小単位とする。

【例】 ／木／陰／ ／木／枯らし／ ／木／立ち／

語源意識が失われている等の理由によって一般には元の形への還元が難しいと考え

られるものは１最小単位とせず，全体で１最小単位とすることがある。

【例】 ／こ=だま／ ／こ=ぬれ／ ／か=ぶれる／ ／こ=がね／

／こ=よみ／

２．２．１．２ 前項の名詞に音変化が生じている場合，全体で１最小単位とする。

【例】 ／かい=ま／（垣間） ／かえ=で／（＜蛙手） ／かん=ざし／（簪）

２．２．１．３ 前項が用言の音便形となっているものは，以下のように最小単位を認定

する。

（１）後項が動詞である場合（当該の複合語が複合動詞，又はその転成名詞である場合），
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前項を１最小単位とする。一般には語源が意識されることの少ない語についても同

様に扱う。

【例】 ／追っ／掛け／ ／切っ／掛け／ ／くっ／付く／

（２）前項の動詞が連用形に見られる音便形とは異なる音便形を取っていても，それが規

則的で広く用いられるものである場合は，前項を１最小単位とする。

【例】 ／突っ／張る／ ／引っ／掛かる／ ／吹っ／切れる／

（３）前項の動詞が連用形に見られる音便形とは異なる音便形で個別的な事例と考えられ

る場合や，音の脱落を生じている場合は，前項を１最小単位とせず，全体で１最小

単位とする。

【例】 ／おもん=ぱかる／ ／しゃべ=くる／ ／せっ=かち／

（４）後項が用言以外である場合，後項と結合した形で１最小単位とする。

【例】 ／追っ=手／ ／同い=年／ ／切=手／

２．２．１．４ 後項が個別の変化を起こしている等のことから，それを１最小単位と認

定し難い場合は，個別の判断によって最小単位を認定する。

【例】 ／飲んだくれる／

※「たくれる」を最小単位と認定する必要はないと考えられるため。

／引っ／ぺがす／

※「引っ／ぱがす」が２最小単位となることとの整合性を取るため。

２．２．２ 複合語の後項に音変化が起きているものは，以下の規定によって最小単位を

認定する。

２．２．２．１ 連濁を生じている場合も，元の形が規定２．１に該当するものであれば，

１最小単位とする。

【例】 ／わたし／ぶね／（渡し船） ／ほん／ばこ／（本箱）

※ 常用漢字表の音訓欄に挙げた訓には，Ⅰの規定１が優先的に適用される。

【例】 ／え=がく／ ／いろ=どる／

２．２．２．２ 後項の語頭の母音に子音が挿入されている場合も，前項・後項をそれぞ

れ１最小単位とする。

【例】 ／あき／さめ／（秋雨） ／きり／さめ／（霧雨）

２．２．２．３ 後項の語頭音が個別的に変化・脱落している場合，全体で１最小単位と

する。

【例】 ／かわ=も／（川面） ／かわ=ら／（川原） ／ごき=ぶり／

２．２．２．４ 結合部分の母音が融合している場合，全体で１最小単位とする。

【例】 ／おっしゃる／ ／きゅうり／ ／しょう／（背負う）

ただし，「ひと（人）」に由来する「と」「うと（ど）」「っと」等を最小単位と認める

関係上，本規定に該当する語であっても，「と」「うと（ど）」「っと」と前項とをそれ

ぞれ１最小単位とすることがある。

【例】 ／おちゅ／うど／（落人） ／わこ／うど／（若人）

※ 「（う）と」の部分に「人」の意味が殆ど認められない語は，全体で１最小単
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位と認めることがある。

【例】 ／隼人／ ／もうと／（真人）

２．３ 結合の際に挿入された促音又は撥音は，後項に含める。

【例】 ／開け／っ広げ／ ／朝／っぱら／ ／甘／ったれ／

／甘／っちょろい／ ／腕／っ節 ／崖／っ淵／ ／首／っ引き／

／くま／ん蜂／ ／下／っ端／ ／しみ／ったれる／ ／杉／っ葉／

／手／っ取り／早い／ ／出／っ歯／ ／出／っ張る／

／菜／っ葉／ ／抜き／ん出る／ ／猫／っ毛／ ／端／っ端／

／びり／っけつ／ ／宵／っ張り／

３ 助詞・助動詞を構成要素に含む語は，以下の規定によって最小単位を認定する。

３．１ 以下に挙げる語の構成要素となっている助詞・助動詞は１最小単位とする。

助詞・助動詞以外の構成要素は，特に定めのない限り，他の規定に基づいて最小単位

を認定する。

（１）「―の～」

前後の要素が古語であったり，音変化を生じていたりする場合も，助詞「の」を１

最小単位とする。

【例】 ／味／の／素／ ／天／の／川／ ／あま／の／じゃく／

／有り／の／侭／ ／タツ／ノ／オトシ／ゴ／

（２）助動詞の連用形が独立性を失い，動詞と１語化して名詞・形状詞に転じたもの

【例】 ／いわ／れ／（謂れ） ／いやがら／せ／ ／知ら／せ／

／憎ま／れ／っ子／ ／人／泣か／せ／ ／人／騒が／せ／

／番／狂わ／せ／ ／虫／刺さ／れ／ ／やら／せ／

（３）その他の名詞・形状詞等

【例】 ／擦っ／た／揉ん／だ／ ／土／踏ま／ず／ ／人／で／なし／

／減ら／ず／口／ ／間／に／合う／ ／水／入ら／ず／

（４）「動詞＋て」型の副詞

【例】 ／あえ／て／ ／改め／て／ ／得／て／し／て／ ／かえっ／て／

／かね／て／ ／辛う／じ／て／ ／極め／て／ ／強い／て／

／すべ／て／ ／せめ／て／ ／次い／で／ ／なべ／て／

／果たし／て／ ／ひい／て／は／ ／翻っ／て／ ／まし／て／

（５）「動詞＋ず」型の副詞

【例】 ／すかさ／ず／ ／取り／あえ／ず／

（６）「動詞の未然形・已然形＋ば」型の副詞

【例】 ／言わ／ば／ ／例え／ば／

（７）「形容詞の連用形＋は」型の副詞

【例】 ／あわ／よく／ば／

（８）「副詞・形容詞の連用形＋も」型の副詞

【例】 ／いと／も／ ／やや／も／ ／奇しく／も／
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／いやしく／も／ ／畏く／も／ ／からく／も／

／くれ／ぐれ／も／ ／よく／も／

（９）その他の副詞

【例】 ／飽く／まで／ ／如何／せ／ん／ ／いわ／ん／や／

／なる／べく／ ／願わく／ば／ ／びく／と／も／

／まる／で／ ／わり／と／

（１０）「動詞＋ぬ・ない」型の連体詞

【例】 ／素／知ら／ぬ／ ／尽き／せ／ぬ／

（１１）「動詞＋べき」型の連体詞

【例】／さる／べき／ ／しかる／べき／

（１２）「動詞＋たる」型の連体詞

【例】／さし／たる／

（１３）「動詞＋て＋動詞」型の動詞及びその転成名詞

【例】 ／取っ／て／置き／

３．２ 以下に挙げる語の構成要素となっている助詞・助動詞は１最小単位とはしない。

助詞・助動詞を含む全体で１最小単位とする。

（１）「動詞＋て＋動詞」のうち，助詞「て」が後続の動詞と縮約しているもの

【例】 ／打っちゃる／ ／置いてけ／ぼり／

（２）「持って」に由来する「も（っ）て」を含む語（その転成名詞を含む。）

【例】 ／も=て=あそぶ／ ／持=て=余す／ ／も=て=なす／

（３）助詞「は」を含む語のうち，助詞「は」に由来する要素が「わ」と表記される語

【例】 ／イマ=ワ／（今際）

（４）「～に」型の副詞

【例】 ／大い=に／ ／更=に／ ／ひとり=で=に／

※ 本規定の適用を受ける語については，中古和文と現代語とで異なる場合がある。

（５）「～なる・な」型の連体詞

【例】 ／色ん=な／ ／大い=なる／ ／大き=な／ ／可笑し=な／

※ 中古和文では，原則として連体詞を認めない。

（６）「動詞以外＋たる」型の連体詞

【例】 ／何=たる／

※ 中古和文では，原則として連体詞を認めない。

（７）あいさつ・掛け声等の感動詞

【例】 ／どう=ぞ／ ／さら=ば／ ／けしから=ん／

／こんにち=は／ ／こんばん=は／ ／さよう=なら／
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（８）その他

【例】 ／あた=か=も／

※ 「あた」を最小単位とは認め難いため。

４ 副詞「と」「かく」を構成要素に含む語については，副詞「と」「かく」を１最小単

位とした上で，他の要素もそれぞれ１最小単位とする。

【例】 ／と／ある／ ／兎／角／ ／兎／に／角／ ／と／も／あれ／

／兎／も／角／ ／と／て／も／

／と／に／も／かく／に／も／

５ 派生形容詞及び繰り返しの要素を含む副詞・形状詞については，以下の規定によって

最小単位を認定する

５．１ 「ＡＡしい」という語構成の形容詞は，次のように最小単位を認定する。

【例】 ／青／々しい／ ／軽／々しい／ ／白／々しい／

／痛／々しい／ ／忌／々しい／ ／初／々しい／

５．２ 「黄色い」「奥ゆかしい」等，複合語に形容詞語尾が付いた語（「待ち遠しい」

のようにク活用型形容詞の語幹にシク活用型形容詞の活用語尾が接続したものを含む。）

は，以下のように最小単位を認定する。

【例】 ／黄／色い／ ／待ち／遠しい／ ／奥／ゆかしい／

５．３ 複合名詞の一部が形容詞語尾として異分析された語や，後項に個別的な音変化が

生じているものは，全体で１最小単位とする。

【例】 ／目=ぼしい／

※ 目星の転

／目=まぐるしい／

※ 「目＋紛らしい」の転。後項「紛らわしい」に音変化が生じている。

５．４ 重複要素を含む副詞・形状詞は，次のように重複する要素をそれぞれ１最小単位

とする。

【例】 ／粗／々／ ／生き／生き／ ／色／々／ ／浮き／浮き／

／更／々／ ／偶／々／ ／つい／つい／

／いよ／いよ／ ／しば／しば／ ／そろ／そろ／

６ 接頭辞は，以下の規定によって最小単位を認定する。

６．１ 接頭辞「お」「み」を含む語は，以下の規定によって最小単位を認定する。（以

下は，資料「要注意語」に挙げた接頭的要素「お」「み」の例外規定に当たる。）

６．１．１ 「おみ＋○」という語構成のもののうち「み＋○」が１最小単位と規定され

ているものは，「お」は１最小単位とする。

【例】 ／お／み=くじ／ ／お／み=こし／

６．１．２ 前条に該当しない「おみ＋○」という形式は全体で１最小単位とする。

【例】 ／お=み=足／ ／お=み=渡り／
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６．１．４ 感動詞の構成要素と成っている接頭辞「お」は，直後の要素と合わせて１最

小単位とする。

【例】 ／お=はよう／

６．２ 次に挙げる接頭辞は，１最小単位とする。

接頭辞の直後に挿入された促音は接頭辞に含める。

（１）生物の雌雄を区別する「お（雄）」

【例】 ／雄／牛／ ／牡／鹿／

ただし，生物の雌雄を直接指示しない「お」は除く。

【例】 ／雄=たけび／

（２）おお（大）

【例】 ／大／君／ ／大／雨／

（３）か

【例】 ／か／細い／ ／か／弱い／

（４）こ（小）

【例】 ／小／商い／

ただし，「小間」の「こ」を除く。

【例】 ／小=間／物／ ／小=間／使い／

（５）こっ

【例】 ／こっ／ぱずかしい／ ／こっ／酷い／

（６）さ

【例】 ／さ／迷う／ ／小／夜／

（７）さか（逆）

【例】 ／さか／うらみ／ ／さか／のぼる／

ただし，以下の「さか」は除く。

【例】 ／逆=さ／ ／逆=らう／

（８）だだ

【例】 ／だだっ／広い／

（９）ど

【例】 ／ど／田舎／ ／ど／えらい／ ／ど／ぎつい／

／度／肝／ ／度／突く／ ／どん／底／

（１０）どす

【例】 ／どす／黒い／

（１１）ひ

【例】 ／ひ／弱／
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（１２）ひた

【例】 ／ひた／隠す／ ／ひた／あやまり／

ただし，以下のものは除く。

【例】 ／ひた=すら／ ／ひた=むき／

（１３）ま（真）

【例】 ／ま／いわし／ ／真ん／中／ ／真っ／白／

（１４）め（雌）

【例】 ／雌／牛／ ／牝／鹿／

（１５）ゆう（夕）

【例】 ／夕／焼け／ ／夕／暮れ／

７ 接尾辞は，以下の規定によって最小単位を認定する。

７．１ 次に挙げる接尾辞は，１最小単位と認定する。

（１）がましい

【例】 ／おこ／がましい／ ／押し／付け／がましい／

（２）がり

【例】 ／暗／がり／ ／怖／がり／ ／強／がり／ ／広／がり／

（３）かす

【例】 ／甘や／かす／ ／脅／かす／ ／おびや／かす／ ／散ら／かす／

／寝／かす／ ／冷や／かす／ ／ほったら／かし／

／ほったら／かす／ ／ほっぽら／かす／ ／見せびら／かす／

／やら／かす／ ／笑／かす／

（４）け

【例】 ／真っ／暗／け／ ／真っ／白／け／

（５）ころ

【例】 ／石／ころ／ ／犬／ころ／

（６）ずむ

【例】 ／黒／ずむ／

（７）たらしい

【例】 ／長／たらしい／ ／憎／たらしい／ ／みじめ／たらしい／

（８）っこい

【例】 ／油／っこい／ ／丸／っこい／ ／ねば／っこい／

／ねち／っこい／

（９）ったい
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【例】 ／野暮／ったい／ ／口／幅／ったい／

（１０）ったけ

【例】 ／首／っ丈／ ／有り／っ丈／

（１１）ったるい

【例】 ／甘／ったるい／

（１２）っち

【例】 ／タマゴ／ッチ／

（１３）っちい

【例】 ／丸／っちい／ ／嘘／っちい／

（１４）っちょ

【例】 ／先／っちょ／ ／横／っちょ／

（１５）っぱち

【例】 ／嘘／っぱち／ ／自棄／っぱち／

（１６）っぺ

【例】 ／田舎／っぺ／ ／野／っぺ／

（１７）っぺら

【例】 ／薄／っぺら／

（１８）っぺらい

【例】 ／薄／っぺらい／ ／やす／っぺらい／

（１９）っぽ

【例】 ／尾／っぽ／ ／先／っぽ／ ／空／っぽ／

（２０）っぽい

【例】 ／荒／っぽい／ ／安／っぽい／

（２１）びる

【例】 ／古／びる／

（２２）びれる

【例】 ／悪／びれる／

（２３）べったい

【例】 ／平／べったい／

（２４）ぼったい

【例】 ／厚／ぼったい／ ／暗／ぼったい／ ／腫れ／ぼったい／

（２５）めかしい

【例】 ／艶／めかしい／ ／古／めかしい／
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７．２ 次に挙げる接尾辞は前の要素に含める。

（１）ク語法

【例】 ／いわ=く／ ／ねがわ=く／ ／思えら=く／

（２）こ

擬音語・擬態語に付いて，「～という状態である」という意の語や他の擬音語・擬

態語を作る。

【例】 ／泥ん=こ／ ／どんぶら=こ=っこ／ ／ぺたん=こ／

／ぺちゃん=こ／

（３）こ

名詞や擬音語に付いて，そのものに対する愛着・愛情等を表現する名詞を作る。

【例】 ／にゃん=こ／ ／わん=こ／

（４）ち（歳）

【例】 ／はた=ち／ ／三十=路／

（５）っか

【例】 ／輪=っか／

（６）っかしい

【例】 ／危な=っかしい／ ／そそ=っかしい／

（７）っかる

【例】 ／乗っ=かる／

（８）っける

【例】 ／乗っ=ける／

（９）っぴら

【例】 ／大=っぴら／ ／真=っぴら／

（１０）まか

【例】 ／大=まか／ ／ちょこ=まか／

（１１）まる

【例】 ／薄=まる／ ／奥=まる／ ／固=まる／ ／静=まる／

／狭=まる／ ／高=まる／

（１２）める

【例】 ／赤ら=める／ ／薄=める／ ／固=める／ ／静=める／

／高=める／

（１３）み

【例】 ／とろ=み／ ／柔らか=み／ ／弱=み／

８ １音節の基本語を構成要素に含む語は，その基本語を分析・還元することが難しいと
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考えられる場合，最小単位とせず全体で１最小単位とすることがある。

８．１ サ変動詞「する」の連用形「し」を含む語については，「し」に当たる要素が「仕」

「支」等の別字で表記されることが多いため，原則として「し」を最小単位とせず，全

体で１最小単位とする。

【例】 ／試=合／ ／し=あわせ／ ／仕=入れる／ ／仕=立て／

／仕=付け／糸／ ／仕=留める／ ／し=にせ／ ／支=払い／

／仕=舞う／ ／仕=業／

ただし，「する」の意味が比較的強く感じられる語は，「し」を１最小単位とする。

【例】 ／為／手／ ／為／直す／

８．２ 「す（素）」「そ（素）」を含む語は，「す」「そ」を１最小単位とする。

【例】 ／素っ／飛ばす／ ／素っ／飛ぶ／ ／素っ／ぴん／ ／素っ／裸／

／素／手／ ／素／通り／ ／素／肌／ ／素っ／気／

／そ／振り／

ただし，以下のように，他方の構成要素の意味が独立して認識される度合いの小さい

語に用いられたものは「す」「そ」を１最小単位とせず，全体で１最小単位とする。

【例】 ／素=直／ ／素=晴らしい／

８．３ 「て（手）」を含む語は，原則として「て」を１最小単位とする。

【例】 ／手／垢／ ／手／上げ／ ／手／足／ ／手／厚い／

／手／当て／ ／手／薄／ ／手／落ち／ ／手／紙／

／手／柄／ ／手／軽／ ／手／際／ ／手／口／

／手／答え／ ／手／塩／ ／手／摺／ ／手／っ取り／早い／

／手／引き／ ／痛／手／ ／射／手／ ／受け／手／

／薄／手／ ／裏／手／ ／売り／手／

ただし，以下に挙げるものは「て」を１最小単位とせず，全体で１最小単位とする。

（１）他の規定によって全体で１最小単位と認定されるもの

【例】 ／てんでん／ ／てんやわんや／

（２）その他，語源意識が極めて希薄であるもの等

【例】 ／梃子／ ／てこずる／ ／手伝う／ ／手間／

８．４ 「ま（間）」を含む語は，原則として「ま」を１最小単位とする。

【例】 ／間／際／ ／間／口／ ／間／近／ ／間／取り／

／間／に／合う／ ／間／抜け／ ／間／引く／

／間／違い／ ／間／違う／ ／間／違え／ ／間／違える／

ただし，現在語源意識が極めて希薄であるもの等は，「ま」を最小単位とせず，全体

で１最小単位とすることがある。

【例】 ／万=引き／（＜間引き）

８．５ 動詞「見る」の連用形「み」を含む語は，原則として「み」を１最小単位とする。

【例】 ／見／合い／ ／見／出だす／ ／見／入る／ ／見／劣り／

／見／限る／ ／見／応え／ ／見／詰める／ ／看／取る／

／見／栄え／ ／見／舞う／ ／国／見／ ／下／見／
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／見／付かる／※

※ ｢付かる｣という語が単独で存在しているわけではないが，「／見／付ける／」

に対応する語として「／見／付かる／」の２最小単位に分割する。

ただし，以下に挙げるものは「み」を１最小単位とはせず，全体で１最小単位とする。

（１）他の規定によって１最小単位と認定されるもの

【例】 ／認める／ ／醜い／

（２）その他，語源意識が極めて希薄であるもの等

【例】 ／見事／ ／みっともない／

８．６ 「め（目）」を含む語については，原則として「め」を１最小単位とする。

【例】 ／目／新しい／ ／目／当て／ ／眼／鏡／ ／目／くじら／

／目／先／ ／目／指す／ ／目／敏い／ ／目／覚める／

／目／付き／ ／目／抜き／ ／目／安／ ／網／目／

／板／目／ ／裏／目／ ／上／目／ ／負い／目／

ただし，以下に挙げるものは「め（目）」を１最小単位とはせず，全体で１最小単位

とする。

（１）他の規定によって１最小単位と認定されるもの

【例】 ／め=くるめく／ ／め=じろ／ ／め=ぼしい／ ／目ま=ぐるしい／

（２）その他，語源意識が極めて希薄であるもの等

【例】 ／め=ど／

９ 語の構成要素となっている古語は，以下の規定によって最小単位を認定する。

９．１ 語の構成要素となっている動詞が，文語の活用形を残存している場合にも，それ

を１最小単位と認定する。

【例】 ／あし／げ／（足蹴） ／こじ／開ける／ ／攀じ／登る／

９．２ 文語の助詞「つ」及びその母音交替形や，助詞「の」の母音交替形，間投助詞「し」

等の文語の助詞は，最小単位とせず全体で１最小単位とする。

【例】 ／ある=い=は／ ／今=し=がた／ ／ひ=な=た／ ／ま=つ=毛／

／果て=し=ない／

※ 中古和文において最小単位とせず，全体で１最小単位とするのは，助詞「つ」

「の」等の母音交替形や，中古において既に生産性が低くなっていると判断され

る助詞である。

【例】 ／ひ=な=た／ ／み=な=そこ／

したがって，以下に挙げるような語の中の助詞は，１最小単位とする。

【例】 ／ある／い／は／ ／天／つ／袖／ ／今／し／がた／

９．３ １語化した語の中に残存する文語の助動詞は，１最小単位としない。

【例】 ／あら=まし／ ／いわ=ゆる／
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１０ 以下に挙げる要素は，最小単位としない。

（１）指示代名詞の構成要素「あ」「か」「こ（ん）」「さ」「そ（ん）」等

【例】 ／あそこ／ ／あちら／ ／あなた／ ／きゃつ／ ／こいつ／

（２）疑問代名詞・疑問副詞などの構成要素「いか」「いく（幾）」「ど」等

【例】 ／いか=なる／ ／いく=た／ ／いく=ばく／ ／いく=ら／

（３）単独では動植物を示すことがない一般語が複数結合し，動植物名として用いられて

いる語の構成要素，及び構成要素の一部に動植物名を含むが，結合した全体は個々

の構成要素が表す動植物とは無関係な動植物を表す語の構成要素

【例】 ／あさ=がお／ ／いし=もち／ ／かた=つむり／ ／き=くらげ／

（４）競走馬名などの構成要素

【例】 ／マチ=カネ=フク=キタル／ ／マチ=カネ=ワラウ=カド／

１１ 以上に定めたもののほか，問題となる語の最小単位認定について，次に一覧する。

（１）次に挙げる語は，元々は二つ以上の要素から成るが，現在は既に１語と意識されて

いると考えられるため，全体で１最小単位とする。

《あ》

仰向け（アオムケ） 足掻く（アガク） 論う（アゲツラウ） 曙（アケボノ）

浅はか（アサハカ） 朝ぼらけ（アサボラケ） 嘲笑う（アザワラウ）

汗疹（アセモ） 厚かましい（アツカマシイ） 呆気（アッケ）

あっけらかん 当てずっぽう（アテズッポウ） あどけ（ない）

脂ぎる（アブラギル） 油ぎる（アブラギル） あやふや

現人（神）（アラヒト（ガミ）） 在処（アリカ） 有りふれる（アリフレル）

経緯（イキサツ） 行成（イキナリ） 藺草（イグサ）

居た堪れる（イタタマレル） 鼾（イビキ） 息吹き（イブキ）

鋳師（イモジ） いんちき 後ろめたい（ウシロメタイ）

団扇（ウチワ） 自惚れる（ウヌボレル） 姥目（ウバメ）

羨ましい（ウラヤマシイ） 羨む（ウラヤム） 浮つく（ウワツク）

得手（エテ） 干支（エト） 花魁（オイラン） 大凡（オオヨソ）

落ちぶれる（オチブレル） 弟切（オトギリ） 一昨日（オトトイ）

一昨年（オトトシ） 乙女（オトメ） 覚束無い（オボツカナイ）

おわします おんぼろ

《か》

神楽（カグラ） 駆けずる（カケズル） 瘡蓋（カサブタ） 気質（カタギ）

片栗（粉）（カタクリ（コ）） 忝い（カタジケナイ） 象る（カタドル）

形見（カタミ） 竃（カマド） 蒲鉾（カマボコ） 我楽多（ガラクタ）

枳殻（カラタチ） 木こり（キコリ） 如月（キサラギ） きな粉（キナコ）

木目（キメ） 際どい（キワドイ） 草薙（クサナギ） 嘴（クチバシ）

毛羽（ケバ） 毛むくじゃら（ケムクジャラ） 煙たい（ケムタイ）

悉く（コトゴトク） 異なる（コトナル） 言葉（コトバ） 寿ぐ（コトホグ）

諺（コトワザ） 小間（コマ）

《さ》
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桟敷（サジキ） 皐月（サツキ） 最中（サナカ） ざりがに

潮騒（シオサイ） しこたま 枝垂れる（シダレル） 芝居（シバイ）

僕（シモベ） 白ける（シラケル） しるべ 辛抱（シンボウ）

酢橘（スダチ） 簾（スダレ） すっからかん すっ込む（スッコム）

住処（スミカ） 背子（セコ） そそくさ 某（ソレガシ）

《た》

畳付く（タタナヅク） 忽ち（タチマチ） 七夕（タナバタ）

たなびく 容易い（タヤスイ） ちぎれる 稚児（チゴ）

司る（ツカサドル） 辻褄（ツジツマ） 恙ない（ツツガナイ）

津波（ツナミ） 唾（ツバ） 椿（ツバキ） 鶴嘴（ツルハシ）

釣瓶（ツルベ） 出しゃばり（デシャバリ） 出しゃばる（デシャバル）

出鱈目（デタラメ） てんでん（テンデン） 途切れ（トギレ）

途切れる（トギレル） 途絶える（トダエル） 怒鳴る（ドナル）

とびきり（トビキリ） 戸惑い（トマドイ） 戸惑う（トマドウ）

止めど（トメド） 鳥居（トリイ） 虜（トリコ） 砦（トリデ）

取り分け（トリワケ） 団栗（ドングリ） とんでも（ない）

《な》

名うて（ナウテ） 亡くなる（ナクナル） なけなし 何某（ナニガシ）

名乗り（ナノリ） 名乗る（ナノル） 名乗れる（ナノレル）

なまじっか 何ぼ（ナンボ） ねんね 仰け反る（ノケゾル） のさばる

《は》

羽織（ハオリ） 羽交い（ハガイ） 葉書（ハガキ） 捗る（ハカドル）

儚い（ハカナイ） 儚む（ハカナム） 狭間（ハザマ） 梯子（ハシゴ）

鰰（ハタハタ） 葉っぱ（ハッパ） 餞（ハナムケ） 埴輪（ハニワ）

羽根（ハネ） 原っぱ（ハラッパ） 遥々（ハルバル） 日がな（ヒガナ）

蹄（ヒヅメ） ひねくれる 日和る（ヒヨル） 平たい（ヒラタイ）

平たく（ヒラタク） ひれ伏す（ヒレフス） 広げる（ヒロゲル）

ふくらはぎ 不貞腐れる（フテクサレル） へたばる 部屋（ヘヤ）

ほくそ笑む（ホクソエム） ほっつき[歩く] 迸る（ホトバシル）

《ま》

馬子（マゴ） 実しやか（マコトシヤカ） まさか 真砂（マサゴ）

真面目（マジメ） 混ぜこぜ（マゼコゼ） まっしぐら 真秀ろば（マホロバ）

蝮（マムシ 丸切り（マルキリ） 晦日（ミソカ） 見附（ミツケ）

見惚れる（ミトレル） 深山（ミヤマ） 蝕む（ムシバム） 息子（ムスコ）

群がる（ムラガル） 娶る（メトル） 目眩（メマイ） 基づく（モトヅク）

裳抜け（モヌケ） 最早（モハヤ） 最寄り（モヨリ）

《や》

館（ヤカタ） やきもき 火傷（ヤケド） 屋敷（ヤシキ） やっとこ

やっとこさ 屋根（ヤネ） 矢張り（ヤハリ） 流鏑馬（ヤブサメ）

山びこ（ヤマビコ） 昨夜（ユウベ） 夕べ（ユウベ） 湯がく（ユガク）

行きずり（ユキズリ） 行方（ユクエ） 蘇る（ヨミガエル）

四方山（ヨモヤマ） 夜半（ヨワ）

《わ》

轍（ワダチ） 侘助（ワビスケ）

※ 中古和文での使用実態から，現代語の語意識に基づく本規定を適用しないもの

がある。

【例】 ／異／なる／

（２）次に挙げる語の下線部は，現在単独で用いられることがない，あるいはほとんどな
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い要素である。しかし，それを構成要素に持つ語について，現在のところ複数の構

成要素から成る語であると意識されており，その要素も複数の語の中に認められる

など，一定の独立性を持っていると考えられるため，１最小単位とする。

《あ》

／あから／さま／ ／朝な／朝な／ ／朝な／夕な／ ／あだ／名／

／新／巻／ ／熱り／立つ／ ／投げ／うつ／ ／産／声／ ／産／湯／

／うろ／覚え／ ／うろ／つく／ ／うわ／ごと／ ／生き／餌／

／撒き／餌／ ／笑／顔／ ／生い／立ち／ ／おい／どん／

／面／影／ ／面／持ち／

《か》

／嵩／張る／ ／わり／かし／ ／神／主／ ／色／きち／

／くす／だま／ ／無茶／苦茶／ ／滅茶／苦茶／ ／かま／くら／

／おし／くら／

《さ》

／遠／ざかる／ ／今／更／ ／殊／更／ ／しか／じか／

／しず／しず／ ／じり／安／ ／代／物／ ／道／すがら／

／後／ずさり／ ／炭／すご／ ／せせら／笑う／ ／ぞろ／目／

／寝／そべる／

《た》

／横／たえる／ ／塗り／たくる／ ／耳／たぶ／ ／だふ／屋／

／たわ／ごと／ ／横／たわる／ ／千／尋／ ／千／代／

／乳／飲み／子／ ／乳／首／ ／ちょめ／ちょめ／ ／はい／つくばる／

／常／夏／ ／常／世／ ／どさ／くさ／ ／どさ／回り／

／とど／松／ ／どんでん／返る／ ／どんど／焼き／

《な》

／ぬるま／湯／ ／のんべん／だらり／

《は》

／端／唄／ ／端／ぎれ／ ／羽／ばたく／ ／はし／ぶと／

／はし／ぼそ／ ／はす／向かい／ ／はちゃ／めちゃ／ ／食み／瓜／

／はみ／出す／ ／はみ／出る／ ／曽／孫／ ／久／方／

／引っこ／抜く／ ／芝／生／ ／舳／先／ ／海／辺／ ／川／辺／

／岸／辺／ ／へし／合い／ ／へし／折る／ ／へり／くだる／

／痩せ／っぽち／ ／洞／穴／ ／ほろ／苦い／

《ま》

／ぶち／まける／ ／まて／貝／ ／まてば／しい／ ／まな／板／

／継／子／ ／継／母／ ／まま／ごと／ ／血／みどろ／

／むく／鳥／ ／女／神／ ／やたら／めったら／ ／めり／はり／

／もも／とり／ ／諸／手／ ／諸／刃／ ／諸／々／

《や》

／八百／屋／ ／八百／万／ ／青／柳／ ／朝な／夕な／

／ゆすら／うめ／ ／夜な／夜な／

《わ》

／板／わさ／
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第２ 最小単位の分類

短単位を認定するために，最小単位を以下のように分類する。

表１.１ 最小単位の分類

分 類 例

和 語 ： 山 川 白い 話す 言葉 …

一 般 漢 語 ： 社 会 用 研 究 所 …

外来語 ： オレンジ ボックス アルゴリズム …

接頭的要素（「要注意語」の「接頭的要素」に掲げたもの。）

： 相 御 各 御 …
お ご

付 属 要 素

接尾的要素（「要注意語」の「接尾的要素」に掲げたもの。）

： 合う 致す っぽい 性 的 …

記 号 Ａ Ｂ ω イ ロ ア 甲 乙 丙 ＮＨＫ ＪＲ …

数 一 二 十 百 千 … 幾 数 何

人 名 ： 星野 仙一 ジェフ ウィリアムス 橋 龍 …

固 有 名

地 名 ： 大阪 待兼山町 六甲 天六 …

助詞・助動詞 た です ます か から て も …

１ ヒトリ（一人）・フタリ（二人）は，「一般」に分類する。

２ 「幾」「数」「何」が「幾人」「数百」「何個」のように不定の数を表す場合は，「数」

に分類する。

３ 「一」「二」等，数を表す最小単位のうち，数量を表すことに主眼がなく，他との結

合が慣用的であり，かつ全体で一つの決まった内容を表すもの（おおよそ次の（１）か

ら（７）に当たるもの）は「一般」に分類する。

（１）サ変動詞，副詞，形状詞として使われる語やそれに準じる意味となる語

【例】 一休み 一読 三振 一刻 一律 一時 一流

三角 四角

（２）四字熟語等，成句の構成要素

【例】 一石二鳥 一夫多妻 一騎当千

ひと騒ぎふた騒ぎ（「ひと―ふた―」という型の表現）
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（３）比喩的・抽象的で，数字どおりの数を示さないもの（不定の量や大量を表す。）

【例】 一種 一団 一員 一抹 一欠片 八宝 四方 十二分に

（４）そのカテゴリに属する種類の数を表すもの

【例】 三家 四季 四苦八苦 六法 七味

（５）その他具体的な事柄を表すもの

【例】 七節（虫の名前） 八頭（里芋の品種） 八字・十字（字の形）

四捨五入 四球（四死球） 三箇日 三つ星 二紋

（６）数字を含む略語

【例】 小六 中二 高三 四駆（四輪駆動の略）

二文（早稲田大学第二文学部の略）

（７）その他

【例】 二の腕 三編み 四つ角 二枚舌
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第３ 短単位認定規程

短単位は，長単位の中で最小単位が以下の規定に基づいて結合した（又は結合しない（こ

れは０回結合と考える。））結合体である。

短単位の認定に関する規定は，第２「最小単位の分類」で分類した種類ごとに適用すべ

き規定が定められている。以下に，それを示す。

１ 一般

原則として，「一般」に分類した和語・漢語の最小単位二つの１次結合は１短単位と

する。

【例】 ｜母=親｜ ｜書き=言葉｜ ｜食べ=歩く｜ ｜音=声｜

｜無=口｜

〈中古和文〉

｜母=宮｜ ｜あいだち=なし｜ ｜心=のどか｜

｜法=師｜ ｜帝=后｜ ｜調=度｜ ｜経=箱｜

※ 中古語の動詞連続は，複合動詞と認定すべきか否か判断に迷うものが多いため，

当分の間，複合動詞をUniDicに新規登録することはを行わないこととする。

参考として，複合動詞の新規登録を保留するまでの基準を以下に示す。

〔参考〕

※ 動詞連続が，複合動詞なのか，単なる動詞の並列なのかの判別は，原則として

『日本国語大辞典』第２版による。『日本国語大辞典』第２版に見出しとして立

項されているものは１短単位とし，見出しとして立項されていないものは２短単

位とする。

【例】

〔見出しあり〕 ｜かく｜のみ｜歎き=明かし｜たまへる｜曙｜

〔見出しなし〕 ｜「｜いか｜に｜聞こし｜めし｜たる｜に｜か｜あら｜む｜」｜

と｜歎き‖おそれて｜

上の基準によって，同じ動詞が基となっている敬語動詞間で単位認定にずれが

生じる場合がある。

【例】

〔見出しあり〕 ｜をりをり｜思ひ=放た｜ず｜，｜恨み言｜は｜し｜たまふ｜

｜一人｜ばかり｜は｜思し=放た｜ぬ｜気色｜なり｜

〔見出しなし〕 ｜数｜に｜はべら｜ず｜とも｜，｜思ほし‖放た｜ず｜

１．１ 以下に挙げるものは，３最小単位以上の結合であっても全体で１短単位とする。

（１）切る位置が明確でないもの，あるいは切った場合と一まとめにした場合とで意味に

ずれがあるもの

【例】 ｜大統領｜ ｜不可解｜ ｜明後日｜ ｜殺風景｜

｜大袈裟｜ ｜大雑把｜ ｜大丈夫｜ ｜一辺倒｜

｜十文字｜ ｜二枚目｜ ｜十八番｜

〈中古和文〉

｜大殿籠もる｜ ｜返り申し｜
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（２）「要注意語」（UniDic Explorer）の「―が～」「―つ～」「―の～」に挙げたもの

（◆中古和文）

本規定の適用を受ける語は，中古和文での実態を踏まえて，現代語より範囲を限定

している。中古和文で１短単位とする「―が～」「―つ～」「―の～」は，以下の

とおり。

「─が～」 ： 雁が音

「―つ～」 ： 国つ神 夜去方 わたつみ わたつうみ
ようさつかた

「─の～」 ： 天の川 有りの侭 斎 宮 亥の子 猪 兎の毛
いつきのみや う け

卯の花 上の空 鹿の子 后 宮 北の方 言の葉
きさいのみや

このかた 兄 簀の子 兄の君 帥 宮 竹の子
このかみ せ きみ そちのみや

尚 侍 典 侍 中 君 野の宮 左 馬 寮 日の本
ないしのかみ ないしのすけ なかのきみ ひだりのつかさ

書 司 目の当たり 道の辺 水の面 物の奥 物の怪
ふんのつかさ み も もの く

山の端 海の原
わた はら

以上のほかに，一宮・二宮の類，一君・二君の類，榎・檜の類を１

短単位とする。

※ 「―が～」「―つ～」「―の～」で１短単位とするものを選定するに当たって

は，以下の事項をおおよその目安とする。

①助詞が読み添えとなっているもの

【例】 斎宮 対屋 夜去方 黄泉軍

②品詞が名詞以外となるもの

【例】 案の定 気の毒 殊の外

③動植物名等を表すもの

【例】 卯の花 竹の子 泥の木

（◆中古和文）

④切った場合と一まとめにした場合とで意味にずれがあるもの

【例】 天の川 言の葉 日の本

⑤分割した場合，そのため（だけ）に語を新規登録する必要の生じるもの

【例】 わたのはら

１．２ 以下に挙げるものは，１最小単位を１短単位とする。

（１）外来語・外国語の最小単位

【例】 ｜オレンジ｜色｜ ｜インサーション｜ペナルティー｜

〈中古和文〉

｜瑠璃｜色｜ ｜阿闍梨｜ ｜菩提｜樹｜

（２）最小単位が三つ以上並列した場合の，それぞれの最小単位

【例】 ｜仏‖法‖僧｜

（３）名を表す部分と類概念を表す部分とが結合してできた固有名のうち，名を表す部分
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・類概念を表す部分が共に１最小単位である場合の，それぞれの最小単位

【例】 ｜さくら‖屋｜ ｜のぞみ‖号｜ ｜くれない‖会｜

ただし，名を表す部分が１字の漢語である場合は，その１次結合体を１短単位とす

る。

【例】 ｜仏=教｜ ｜李=朝｜ ｜壮=族｜ ｜礼=記｜

（４）感動詞

【例】 ｜あな｜ ｜いで｜ ｜よし｜

‖いで‖あな‖うれし｜の｜こと｜や｜

（５）規定１，１．１，１．２の（１）から（４）によって得られた短単位に，前又は後

ろから結合した最小単位

【例】 ｜内閣‖府‖ ‖副‖大統領｜ ｜光｜ファイバー‖網‖

〈中古和文〉

｜大‖納言｜ ｜右‖衛門‖府｜ ｜舎利‖会｜

（６）単独で文節を構成する最小単位

【例】 ｜皆人｜涙｜落とし｜たまふ｜ ｜大蔵｜卿｜くら人｜仕うまつる｜

｜まして｜しげく｜渡ら｜せ｜たまふ｜御｜方｜は｜

《参考》

現代語の短単位認定規程にある一般の最小単位に関する規定を，参考として以下に挙

げる。

（１）「一般」に分類した外来語の最小単位のうち省略されたものは，和語・漢語の最小

単位と同様に扱う。

【例】 ｜パソ=コン｜ ｜オートマ=車｜ ｜塩=ビ｜

（２）以下に挙げるものは，３最小単位以上の結合であっても全体で１短単位とする。

○ 三つ以上の最小単位から成る組織の名称等の略称

【例】 ｜統=数=研｜ ｜奈=文=研｜ ｜日=経=連｜

※ ここでいう略称とは，組織の名称を構成する短単位すべて又はその一部を略し

て結合させたもののことである。したがって，以下のような構成要素の一部（「国

語」「党」）が略されていないものは，略称とはしない。

【例】 ｜国立｜国語｜研究｜所｜ → ｜国語｜研｜

｜自由｜民主｜党｜ → ｜自民｜党｜

｜主婦｜連合｜会｜ → ｜主婦｜連｜

２ 記号

記号は，１最小単位を１短単位とする。

【例】 ｜表｜Ａ｜ ｜図｜Ｂ｜ ｜ＪＲ｜ ｜ＮＴＴ｜ ｜Ｌ．Ａ．｜

２．１ それがないときに１短単位となるものの中にある記号は無視する。

【例】 ｜しゅ=・=く=・=だ=・=い｜

｜四百｜十｜五｜条｜以下｜に｜規程｜が｜あ=」=る｜。｜
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｜都心｜から｜一｜時間｜半｜どころ｜か｜，｜三=，=四十｜分｜，｜

３ 数

数は，以下の規定によって単位認定する。

３．１ 数は，ほかの最小単位と結合させない。

【例】 ｜四‖月｜の‖三十‖日｜ぐらい｜

｜私｜が‖一二‖年｜前｜まで｜住｜ん｜で｜い｜た｜

｜コーパス｜全体｜で‖七百｜五十｜二｜万‖語｜

‖四十｜八‖キロヘルツ｜サンプリング‖十｜六‖ビット｜な｜ん｜です｜

〈中古和文〉

｜二十｜四‖日｜。｜昨日｜の｜同じ｜ところ｜なり｜。｜

｜わが｜みかど‖六十‖余｜国｜の｜なか｜に｜

｜長｜さ‖二十‖丈｜，｜広｜さ‖五‖丈｜ばかり｜なる｜

３．２ 数の間どうしの結合については，一・十・百・千の桁ごとに１短単位とする。

「万」「億」「兆」などの最小単位は，それだけで１短単位とする。小数部分は，１

最小単位を１短単位とする。

【例】 ｜千‖九=百‖四=十‖二｜年｜十｜月｜二=十‖五｜日｜，｜

｜毎年｜何=十‖億‖円｜も｜の｜都民｜の｜税金｜を｜

｜都心｜から｜一｜時間｜半｜どころ｜か｜，｜三=，=四十｜分｜，｜

〈中古和文〉

｜それ｜の｜年｜の‖十‖二‖月｜の‖二十‖日｜あまり‖一‖日｜の｜

｜子‖一‖つ｜より｜丑‖三‖つ｜まで｜ある｜に｜

｜ここ｜に｜て‖三‖人｜は｜，｜いと｜よく｜見｜はべり｜ぬ｜べし｜
み たり

※ 「四，五」を結合させるのは概数の場合に限る。並列の場合は結合させない。

【例】 ｜妨害｜刺激｜の｜数｜は｜一‖二‖四‖六｜の｜四｜通り｜と｜し｜て｜

おり｜ます｜

４ 固有名

固有名（人名・地名）は，１最小単位を１短単位とする。

【例】

〔人 名〕 ｜清少納言｜ ｜伊勢｜ ｜豊雲野｜神｜

｜コノハナサクヤビメ｜ ｜絢=姫｜ ｜紗夜｜姫｜

〔地域名〕 ｜但馬｜ ｜摂津｜

｜北海道｜ ｜東海道｜ ｜山陰道｜

〔地形名〕 ｜比叡｜山｜ ｜音羽｜山｜ ｜賀茂｜川｜

《参考》

現代語の短単位認定規程にある固有名に関する規定を，参考として以下に挙げる。

（１）固有名は，１最小単位を１短単位とする。
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〔国 名〕 ｜アメリカ｜合衆｜国｜ ｜ロシア｜共和｜国｜

｜南アフリカ｜共和｜国｜

〔行政区画名〕｜東京｜都｜立川｜市｜緑町｜十｜番｜二｜号｜

｜京都｜市｜上京｜区｜今出川｜通｜烏丸｜東入る｜

〔場所名〕 ｜茨木｜市｜駅｜ ｜さいたま｜新｜都心｜駅｜

｜山陽｜本線｜ ｜大｜江戸｜線｜

｜東海道｜ ｜中山道｜

〔略 称〕 ｜ちとから｜ ｜天六｜

（１）－１ 姓又は名を略した最小単位は，「一般」の最小単位に分類されるので，「一

般」の最小単位に関する規定により短単位を認定する。

【例】 ｜おざ=けん｜ ｜橋=龍｜

（１）－２ 地名を略した一字漢語の「日」「米」，それに相当する片仮名の「ロ」（「ロ

シア」の略）などは，「一般」の最小単位に分類されるので，「一般」の最小単位に関

する規定により短単位を認定する。

【例】 ｜米国｜ ｜来日｜ ｜日ロ｜ ｜日｜米｜韓｜

｜京阪｜地方｜ ｜阪奈｜自動｜車｜道｜

ただし，地名を略した一字漢語が三つ以上並列したものが，ある地域を表す場合は，

全体で１短単位とする。

【例】 ｜京=阪=奈｜丘陵｜ ｜京=阪=神｜急行｜電鉄｜

５ 付属要素

付属要素は，１最小単位を１短単位とする。

【例】 ｜打ち‖いづる｜ ｜かづき‖あまる｜ ｜もてなし‖きこゆ｜

５．１ 付属要素に分類した動詞性接尾辞は，居体言の構成要素となっている場合も接尾

的要素として扱う。

【例】 ｜憎き｜さかしら｜も｜言ひ｜まぜ｜て｜言よ‖がり‖など｜も｜す｜める

｜を｜

（◆中古和文）

５．２ 敬語の動詞性接尾辞が複合動詞の間に入った場合も，接尾的要素として扱う。

【例】 ｜何ごと｜を｜か｜と｜，｜思ひ‖たまへ‖寄る｜に｜

※ 元の動詞（例：思ひ寄る）と敬語化した動詞とで，単位認定に違いが生じるこ

とになる。

６ 助詞・助動詞

助詞・助動詞は，１最小単位を１短単位とする。

【例】 ｜雲‖の‖あなた‖は‖春‖に‖や‖ある‖らむ‖

｜男‖も‖す‖なる‖日記‖と‖いふ｜もの‖を‖

６．１ 「要注意語」（UniDic Explorer）の「―が～」「―つ～」「―の～」に挙げられ
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た語の中の助詞「が」「つ」「の」は，助詞・助動詞として扱わない。

【例】

「─が～」 ： ｜雁=が=音｜

「―つ～」 ： ｜国=つ=神｜ ｜わた=つ=うみ｜

「─の～」 ： ｜天=の=川｜ ｜言=の=葉｜ ｜竹=の=子｜

補則１ 掛詞

原則として，掛詞の後ろの語句とのつながりで解釈する。

この原則によっても意味を一つに特定できないときは，文脈全体から自然な解釈を選

ぶ。

【例】 ｜いづく｜に｜か｜身｜を｜ば｜捨て｜む｜と｜しら雲｜の｜かから｜ぬ｜

山｜も｜泣く泣く｜ぞ｜行く｜

※ 前とのつながりから「｜捨て｜む｜と｜しら（知ら）｜雲｜の｜」と分割する

のではなく，後ろとのつながりから上の例のように分割する。

補則２ 動詞「―（サ）ス」

原則 四段・ラ変・ナ変動詞の未然形＋助動詞「ス」，四段・ラ変・ナ変以外の動詞の未

然形＋助動詞「サス」に分析可能なものは，語末「ス」「サス」を助動詞とする。

【例】 ｜書か‖す｜ ｜食べ‖さす｜

※ 動詞が「―（サ）ス」によって派生し，下二段に活用するもの。

１ 四段・ラ変・ナ変動詞の未然形＋助動詞「ス」，四段・ラ変・ナ変以外の動詞の未然

形＋助動詞「サス」と分析できないものは，語末の「（サ）ス」を分割しない。

【例】 ｜着=す｜

※１ 「着る」は上一段動詞であるため，使役の助動詞としては「サス」が接続し，

「着さす」となる。したがって，語末の「ス」を助動詞として切り出すのは，

助動詞「ス」の接続の上で適切ではない。

［参照］ ｜見‖さす｜

２ 「―（サ）ス」という形の動詞（複合動詞は除く。）が，複合語を構成している場合，

動詞の語末「（サ）ス」は分割しない。

【例】 ｜織ら=せ=物｜ ｜通は=せ=文｜

ただし，「―（サ）ス」という形の動詞（複合動詞は除く。）が付属要素と結合する

場合，短単位認定規程の規定５によって，付属要素を分割した上で，動詞に当たる部分

に本補則の原則２を適用する。

【例】 ｜思わ‖せ‖振り｜

３ 『日本国語大辞典』第２版において，尊敬の助動詞と認定されている「ス」や，意味

の変化を伴い，一語化したとの記述のある「ス」は分割しない。

【例】 ｜のたまは＝す｜ ｜参ら＝す｜
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補則３ 文節との関係

１最小単位の体言と１最小単位の用言とが連接した場合に，１短単位として結合させる

か否かの判断基準を補則３の１，補則３の２として示す。

補則３の１ 体言＋動詞

２最小単位から成る動詞のうち，体言＋動詞という形式のものについては，以下の規定

に基づいて短単位を認定する。

原則 『岩波国語辞典』第６版，『日本国語大辞典』第２版のいずれか一方で，見出し語

（空見出し・子見出し・連語としての見出し語は除く。）になっているものは１短単位

とする。

【例】 ｜苔=むす｜ ｜心=ゆく｜ ｜夢=見る｜

１ 原則に当たらないものは，体言の後ろで分割し，２短単位とする。

【例】 ｜茜‖さす｜

２ 複合語の先頭又は中間に位置する体言＋動詞（連用形）については，原則及び１を適

用せず，１短単位とする。

【例】 ｜波=打ち｜際｜ ｜菜=切り｜包丁｜ ｜血=吸い｜コウモリ｜

※ 体言＋動詞の品詞については，以下のように判定する。

①『岩波国語辞典』第６版，『日本国語大辞典』第２版のいずれか一方で，動詞

として立項されているもののうち，体言＋動詞が「～する人」「～する（ため

の）もの」「～する（ための）場所」というふうに，後続の名詞を修飾するも

のは，動詞とする。そうでないものは，名詞とする。

【例】 波打ち（際） …… 動詞

ただし送り仮名のないものは，名詞とする。

【例】 申込用紙 受付窓口

②『岩波国語辞典』第６版，『日本国語大辞典』第２版のいずれにおいても動詞

として立項されていないもの，両方に立項されているが，「連語」とされてい

るもの，又は一方の辞典にしか立項されておらず，なおかつその辞典で「連語」

とされているものは，名詞とする。

【例】 菜切り（包丁），血吸い（コウモリ） …… 名詞

補則３の２ 体言＋形容詞

２最小単位から成る形容詞のうち，体言＋形容詞という形式のものについては，以下の

規定に基づいて短単位を認定する。

原則 『岩波国語辞典』第６版，『日本国語大辞典』第２版のいずれか一方で，見出し語

（空見出し・子見出し・連語としての見出し語は除く。）になっているものは１短単位

とする。

（１）体言＋「ナイ（無）」

※ 『岩波国語辞典』第６版，『日本国語大辞典』第２版のいずれかで見出し語に

なっているものを次に挙げる。１短単位とする「体言＋「ナイ（無）」」は，原
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則として次に挙げるものとする。

あえない（敢え無い） あじきない（味気無い） あじけない（味気無い）

あじない（味無い） あやない（文無い） いろない（色無い）

いわれない（謂われ無い） うつつない（現無い） おしみない（惜しみ無い）

おぼつかない（覚束無い） おやげない（親気無い） おやみない（小止み無い）

およびない（及び無い） かいない（甲斐無い） かぎりない（限り無い）

かくれない（隠れ無い） きわまりない（極まり無い） こころない（心無い）

こころもとない（心許無い） ござない（御座無い） さだめない（定め無い）

ざんない（慙無い） しおない（潮無い） しだらない（しだら無い）

じつない（術無い） じゅつない（術無い） すげない（素気無い）

すじない（筋無い） ずつない（術無い） ずない（図無い）

すべない（術無い） せんない（詮無い） そっけない（素っ気無い）

たあいない（たあい無い） だいもない（大も無い） たゆみない（弛み無い）

だらしない（だらし無い） たわいない（たわい無い） ちからない（力無い）

つきもない（付きも無い） つつがない（恙無い） ならびない（並び無い）

にげない（似気無い） にべない（鰾膠無い） はかない（儚い）

へんない（篇無い） ほどない（程無い） みっともない（みっともない）

やごとない（止事無い） やむない やんごとない（止ん事無い）

ゆるぎない（揺るぎ無い） よしない（由無い） らちない（埒無い）

〈中古和文〉

※ 中古和文における追加登録分は，以下のとおり。（現代語形で示した。）

いとまない（暇無い） おうない（奥無い） おぼえない（覚え無い）

おもいない（思い無い） おもない（面無い） かたわらない（傍ら無い）

きわない（際無い） くもりない（曇り無い） こちない（骨無い）

ことない（事無い） そうない（双無い） そこいない（底方無い）

たぐいない（類無い） たとしえない（譬え無い） つきない（付き無い）

つねない（常無い） ところない（所無い） なごりない（名残無い）

にない（二無い） のこりない（残り無い） びんない（便無い）

ほどない（程無い） まぎれない（紛れ無い） またない（又無い）

ものげない（物気無い） やくない（益無い） ゆえない（故無い）

ゆるしない（許し無い） ようない（要無い） ろんない（論無い）

（２）体言＋「ナイ（甚）」

※ 以下に挙げたのは，飽くまで語例である。「１最小単位＋ナシ（甚）」という

語構成のナシ（甚）型形容詞は，以下の語と同様に１短単位とする。

あたじけない あどけない あらけない（荒気ない）

いたいけない（幼気ない） いわけない ぎごちない しどけない

せつない（切ない） せわしない（忙しない） はしたない むげない

（３）上記以外の体言＋形容詞

語例略

１ 原則に当たらないものは，体言の後ろで分割し，２短単位とする。

【例】 ｜違い‖ない｜ ｜訳‖ない｜
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関連事項 資料「要注意語」の「接頭的要素」に掲げていない接頭辞又は語素と１最小単

位の形容詞との結合体は１短単位とする。

【例】 ｜うら=寂しい｜ ｜うら=恥ずかしい｜ ｜うら=若い｜

｜け=だるい｜ ｜もの=悲しい｜

（◆中古和文）

補則４ 短単位認定に当たって問題となる語

中古語と現代語とで単位認定の異なるもの等，短単位認定に当たって問題となる語につ

いて，どのように短単位を認定するかを，次に示す。

（１）連体詞

原則として中古和文では，連体詞を認めないため，現代語で１短単位となるものも，

次のように分割する。

【例】 ｜いか｜なる｜ ｜こ｜の｜

※ 「さる」「同じ」の単位認定は現代語と変わらないが，付与する品詞が異なる。

｜さる｜ …… 動詞「然り（さり）」の連体形

｜同じ｜ …… 形容詞「同じい」の語幹

（２）「～に」型，「～て」型の副詞

「～」に当たる要素に自立用法があれば，「に」を分割する。

【例】 ｜さすが‖に｜ ｜こと‖に｜

切った場合と一まとめにした場合とで意味にずれがあるものや，文末と呼応するも

のは，切らずに全体で１短単位とする。また，現代語とのつながりを考慮して，「に」

「て」を切らずに全体で１短単位とするものもある。

【例】 ｜如何=に｜ ｜げ=に｜ ｜さら=に｜ ｜世=に｜

｜さ=て｜ ｜かく=て｜ ｜と=て｜

（３）副詞「と」「かく」を含む語

｜と｜あり｜かかり｜ ｜とて｜も｜かくて｜も｜

｜と｜に｜かく｜ ｜と｜に｜も｜かく｜に｜も｜ ｜と｜も｜かく｜

｜と=かく｜

（４）その他の副詞，接続詞

｜いか=で｜ ｜おの=ず=から｜ ｜ある=い=は｜

（５）助詞

ａ．「もが」「もがも」の類

終助詞「がな」「がも」「もが」のうち，「もが」の一まとまりとすることを優先し

て単位認定する。

｜もが‖な｜ ｜もが‖も｜

ｂ．「てしがな」「にしがな」の類



- 37 -

｜て‖しが‖な｜ ｜に‖しが‖な｜

（６）その他

｜子‖ども｜ ｜行く‖末｜

｜来‖たる｜（動詞「来る」と助動詞「たり」に分割）

｜異‖なる｜（形状詞「異」と助動詞「なり」に分割）

｜御=門｜（「門」の意味でも分割しない。）

参考 短単位の例

｜いづれ｜の｜御｜時｜に｜か｜、｜女御｜、｜更衣｜あまた｜さぶらひ｜たまひ｜ける

｜中｜に｜、｜いと｜やむごとなき｜際｜に｜は｜あら｜ぬ｜が｜、｜すぐれ｜て｜時め

き｜たまふ｜あり｜けり｜。｜はじめ｜より｜我｜は｜と｜思ひあがり｜たまへ｜る｜御

｜方々｜、｜めざましき｜もの｜に｜おとしめ｜そねみ｜たまふ｜。｜同じ｜ほど｜、｜

それ｜より｜下﨟｜の｜更衣｜たち｜は｜まして｜やすから｜ず｜。｜朝夕｜の｜宮仕｜

に｜つけ｜て｜も｜、｜人｜の｜心｜を｜のみ｜動かし｜、｜恨み｜を｜負ふ｜つもり｜

に｜や｜あり｜けん｜、｜いと｜あつしく｜なりゆき｜、｜もの｜心細｜げ｜に｜里｜が

ち｜なる｜を｜、｜いよいよ｜あか｜ず｜あはれ｜なる｜もの｜に｜思ほし｜て｜、｜人

｜の｜譏り｜を｜も｜え｜憚ら｜せ｜たまは｜ず｜、｜世｜の｜例｜に｜も｜なり｜ぬ｜

べき｜御｜もてなし｜なり｜。｜上達部｜、｜上人｜など｜も｜あいなく｜目｜を｜側め

｜つつ｜、｜いと｜まばゆき｜人｜の｜御｜おぼえ｜なり｜。｜唐土｜に｜も｜、｜かか

る｜事｜の｜起こり｜に｜こそ｜、｜世｜も｜乱れ｜あしかり｜けれ｜と｜、｜やうやう

｜、｜天｜の｜下｜に｜も｜、｜あぢきなう｜人｜の｜もて｜なやみぐさ｜に｜なり｜て

｜、｜楊｜貴妃｜の｜例｜も｜ひき出で｜つ｜べく｜なりゆく｜に｜、｜いと｜はしたな

き｜こと｜多かれ｜ど｜、｜かたじけなき｜御｜心ばへ｜の｜たぐひなき｜を｜頼み｜に

｜て｜まじらひ｜たまふ｜。｜
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参考資料 短単位認定規程 Version 1.6 の補則

現代語を対象とした短単位認定規程 Version 1.6の補則のうち，中古和文UniDicの

開発，中古和文を対象としたコーパス構築作業と関連が低いと考えられるものを規程

本体から削除した。

しかし，より高い精度を維持しながら作業を進めるためには，中古和文の短単位認

定規程の基礎となっている現代語の短単位認定規程を理解しておくことが望ましい。

そこで，短単位認定規程 Version 1.6の補則のうち規程本体から削除したものを，

参考として以下に掲載する。

１．略語として扱わない外来語の最小単位

省略された外来語の最小単位のうち，下表に掲げたものは省略された外来語の最小単位

として扱わない。

表 略語として扱わない外来語の最小単位

アイゼン （シュタイクアイゼンの略） ニス （ワニスの略）

アクセル （アクセレレーターの略） ネル （フランネルの略）

アニメ （アニメーションの略） ノート （ノートブックの略）

アパート（アパートメント-ハウスの略） ノンプロ （nonprofessionalの略）

アマ （アマチュアの略） ノンポリ （nonpoliticalの略）

アンプ （アンプリファイヤーの略） パーマ （パーマネントウエーブの略）

イラスト （イラストレーションの略） バイオ （バイオテクノロジーの略）

インテリ （インテリゲンチャの略） パブ （pubulic houseの略）

イントロ （イントロダクションの略） ハンカチ （ハンカチーフの略）

エキス （エキストラクトの略） ピケ （ピケットの略）

エゴ （エゴイスト，エゴイズムの ビデオ （ビデオテープ，ビデオテー

略） プレコーダー等の略）

エレキ （エレキテルの略） ビル （ビルディングの略）

オートバイ （autobikeの略） プレミア （プレミアムの略）

キャッチ （キャッチャーの略） プロ （プロフェッショナルの略）

キャップ （キャプテンの略） ペーパー （サンドぺーバーの略）

キロ （キロメートル，キログラム， ホーム （プラットホームの略）

キロワット等の略） ポルノ （ポルノグラフィーの略）

コーポ （コーポラスの略） マイク （マイクロホンの略）

コンテ （コンティニュイティの略） マンネリ （マンネリズムの略）

コンパ （コンパニーの略） ミス （ミステークの略）

コンビ （コンビネーションの略） ミリ （ミリグラムの略）

ジム （ジムナジウムの略） メカ （メカニズムの略）

スーパー （スーパーインポーズの略） モノクロ （モノクロームの略）

センチ （センチメートルの略） ラボ （ラボラトリーの略）

ダイヤ （ダイヤグラムの略） リストラ （リストラクチュアリングの

ダダ （ダダイズムの略） 略）

デパート（デパートメント-ストアの略） リハビリ （リハビリテーションの略）

デマ （デマゴギーの略） リュック （リュックサックの略）

テレビ （テレビジョンの略） レジ （レジスターの略）
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トイレ （トイレットの略） ロケ （ロケーションの略）

トランス （transformerの略） ロゴ （ロゴタイプの略）

ナンバリング（numbering machineの略）

※ 表に掲げた語を選定した際の観点は，以下のとおりである。

（１）元の語形が一般に余り使われることがない。

【例】 テレビ（テレビジョン） ジム（ジムナジウム）

（２）原語に略語形がある。

【例】 プロ（pro(プロフェッショナル)） キャップ（cap(責任者)）

（３）原語に類義の形がある。

【例】 バイオ（バイオテクノロジー，bio（生物学））

（４）その他

【例】 アマ（アマチュア） …… 「プロ」を略語としないこととの対応

２．可能動詞

（１）可能動詞は，元になった五段活用動詞と同様に短単位を認定する。

【例】 ｜読める｜ ｜行ける｜ ｜離せる｜

｜切り離せる｜ ｜話し合える｜

（２）ら抜き言葉は語末の「れる」を切り出さない。

【例】 ｜着=れる｜ ｜来=れる｜ ｜食べ=れる｜

｜見=れる｜ ｜透かし見=れる｜ ｜こじ開け=れる｜

３．固有名

固有名に関する短単位認定の例を以下に示す。

（１）人名等

｜水戸｜黄門｜ ｜孫｜悟空｜

｜李梅｜ ｜ホーチミン｜

｜ジャック｜・｜シャバン｜＝｜デルマス｜

｜フェルディナン｜・｜ド｜・｜ソシュール｜

｜レオナルド｜・｜ダ・ビンチ｜

｜サアド｜・｜アル＝ガーミディー｜

｜イザナギ｜ノ｜ミコト｜ ｜コノハナサクヤビメ｜

｜濃姫｜ ｜和子｜姫｜

（２）駅名

｜東中野｜駅｜ ｜西日暮里｜駅｜ ｜駒沢｜大学｜前｜駅｜

｜栗駒｜高原｜駅｜ ｜新｜高島平｜駅｜ ｜新｜三河島｜駅｜

｜新｜大久保｜駅｜ ｜西｜八王子｜駅｜ ｜青山｜一｜丁目｜駅｜

｜外苑｜前｜駅｜ ｜半蔵｜門｜駅｜ ｜営団｜赤塚｜駅｜

｜京成｜上野｜駅｜ ｜祖師ヶ谷｜大蔵｜駅｜ ｜武蔵｜境｜駅｜

｜武蔵｜小山｜駅｜ ｜代々木｜上原｜駅｜ ｜千歳｜烏山｜駅｜

｜表｜参道｜駅｜

（３）路線名
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｜新｜玉川｜線｜ ｜磐越｜西線｜

（４）地形名

｜伊良湖｜岬｜ ｜プリンスエドワード｜島｜ ｜浄土が浜｜

｜瀬戸｜内｜ ｜瀬戸｜内海｜ ｜耶馬｜溪｜

｜大菩薩｜峠｜ ｜奥穂高｜岳｜ ｜鬼押出｜

｜黄河｜ ｜桜島｜

※ 地形名と同じ行政区画名については，それが行政区画名として用いられている

ことが明確な場合及び当該行政区画内に存在する施設名である場合は，分割しな

い。

｜大分｜県｜下毛｜郡｜耶馬溪｜町｜ ｜江戸川｜高校｜

｜江戸川｜駅｜

※ 類概念が外来語であり，名を表す部分が地名を表す最小単位以外の場合は結合

する。

｜イースト=リバー｜ ｜ポート=アイランド｜ ｜ストーム=レイク｜

｜六甲｜アイランド｜ ｜テムズ｜リバー｜

（５）場所名等

｜北の丸｜公園｜ ｜岡田｜山｜古墳｜ ｜加茂｜岩倉｜遺跡｜

｜吉野が里｜遺跡｜ ｜荒神｜谷｜遺跡｜ ｜田和山｜遺跡｜

｜妻木晩田｜遺跡｜

｜富士見｜坂｜ ｜区｜役所｜通り｜ ｜武田｜山｜トンネル｜

｜八方｜尾根｜スキー場｜

※ 場所名と同じ行政区画名については，それが行政区画名として用いられている

ことが明確な場合及び当該行政区画内に存在する施設名である場合は，分割しな

い。

｜東京都｜千代田｜区｜北の丸公園｜ ｜多賀城｜高等｜学校｜
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第２章 付加情報

小椋秀樹 須永哲矢

第１ 付加情報の概要

短単位認定規程によって認定された各単位に，次に挙げる付加情報を付与する。

１ 語彙素読み

語彙素読みは，同一語の活用変化・音の転化・ゆれ・省略・融合等によって生じた異

形態や送り仮名の違い等の異表記をグループ化するための情報である。原則として，コ

ーパスに出現したすべての短単位に付与する。

２ 語彙素

語彙素は，語彙素読みに対する国語の表記である。原則として，コーパスに出現した

全ての短単位に付与する。

３ 品詞等の情報

各単位に対して，品詞等の情報（以下，品詞情報）として，次に挙げる情報を付与す

る。

（１）品詞

（２）活用型

（３）活用形

４ 語種情報

語種とは，語をその出自によって分類したもののことである。原則として，コーパス

に出現した全ての短単位に付与する。
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第２ 品詞情報の概要

１ 品詞

UniDicの品詞うち，中古和文のコーパスに関わる主なものを，以下に挙げる。

１．１ 名詞

（１）名詞-普通名詞-一般

（２）から（４）以外の普通名詞

【例】 賢しら人 才学 菩薩

（２）名詞-普通名詞-形状詞可能

助動詞「なり」が付いて述語になったり，連体修飾成分になったりするもの。可能

性を示すものであって，実際に助動詞「なり」が付いているか否かは問わない。

【例】 羨み顔 希有

（３）名詞-普通名詞-副詞可能

単独で連用修飾成分になるもの，及び句又は節による連体修飾を受けて，それ全体

で連用修飾成分となるもの。可能性を示すものであって，実際に単独で，又は句や

節による連体修飾を受けて連用修飾成分として使われているか否かは問わない。

【例】 今日 辺り辺り

（４）名詞-普通名詞-助数詞可能

数詞に付き，助数詞として用いられることのあるもの（主として『日本国語大辞典』

第２版，『大辞林』第２版において，名詞のほか助数詞としての用法に関する記述

のあるもの）。可能性を示すものであって，実際に助数詞として使われているか否

かは問わない。

【例】 重ね 帖

（５）名詞-固有名詞-一般

（６）から（１０）以外の固有名詞。組織の名称や元号など。

【例】 寛平 仁和 冷泉 藤壺

（６）名詞-固有名詞-人名-一般

日本・中国・韓国以外の人名及び（７）（８）に分類できない人名。あだ名やしこ

名なども含む。

【例】 下照 素盞嗚 かぐや姫

（７）名詞-固有名詞-人名-姓

日本・中国・韓国の人名のうち姓に当たるもの

【例】 柿本 源 紀 凡河内

（８) 名詞-固有名詞-人名-名

日本・中国・韓国の人名のうち名に当たるもの

【例】 人麿 赤人 貫之 躬恒

（９）名詞-固有名詞-地名-一般

国名以外の地名（行政区画名・地域地方名・地形名）
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【例】 出雲 安積 葛城 難波津 春日野

（１０）名詞-固有名詞-地名-国

地名のうち国名

【例】 日本 唐 新羅

（１１）名詞-数詞

【例】 一 二十 幾（人） 何百 数千

１．２ 代名詞

【例】 まろ こち こなた

１．３ 形状詞

（１）形状詞-一般

（２）以外の，いわゆる形容動詞の語幹に当たるもの

【例】 いたづら まめ 清ら

（２）形状詞-タリ型

いわゆるタリ活用の形容動詞の語幹に当たるもの

【例】 凛々

１．４ 連体詞

中古和文では，原則として連体詞を用いない。現在，例外的に連体詞として認める

のは，以下の２語である。

ある なでふ

１．５ 副詞

擬音語・擬態語を含む。名詞としての用法を持つものは，「名詞-普通名詞-副詞可能」

とする。

【例】 いと やをら すがすが

１．６ 接続詞

（◆中古和文）

現代語において接続詞としているものの大部分は，中古和文では，元の語構成に基づ

いて分割される。そのため，接続詞と認定されるものはわずかである。

【例】 さりとて 現代語 ： ｜さりとて｜（接続詞）

中古和文 ： ｜さり‖とて｜（動詞＋助詞）

されど 現代語 ： ｜されど｜（接続詞）

中古和文 ： ｜され‖ど｜（動詞＋助詞）

中古和文で接続詞と認定しているものは，次に挙げるもののみである。

あるいは さて さはれ すなはち ただし また

１．７ 感動詞

感動詞-一般

【例】 あな いざ いで
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１．８ 動詞

（１）動詞-一般

（２）以外の動詞

【例】 聞く 笑ふ

（２）動詞-非自立可能

名詞に直接続くことのある「す」の類や補助動詞として動詞連用形や動詞連用形に

接続助詞「て」を添えた形に接続することのあるもの。資料「要注意語」の「接尾

的要素」に上げた語のうち，品詞を動詞とするものはここに分類する。可能性を示

すものであって，実際に補助動詞として使われているか否かは問わない。

【例】 す 来 聞こゆ

１．９ 形容詞

（１）形容詞-一般

（２）以外の形容詞

【例】 美し をかし

（２）形容詞-非自立可能

形容詞・形容詞活用型助動詞の連用形や形容詞・形容詞活用型助動詞の連用形に接

続助詞「て」を添えた形に接続し，補助的に用いられることのあるもの。可能性を

示すものであって，実際に補助的に使われているか否かは問わない。

【例】 なし

１．１０ 助動詞

【例】 なり べし

１．１１ 助詞

（１）助詞-格助詞

【例】 が から で に の

（２）助詞-副助詞

【例】 きり すら のみ

（３）助詞-係助詞

【例】 こそ は も

（４）助詞-接続助詞

【例】 つつ と なり ば

（５）助詞-終助詞

【例】 い ね よ わ

（６）助詞-準体助詞

【例】 の

１．１２ 接頭辞

【例】 うち（かたぶく） ほの（聞く） もて（かしづく）
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１．１３ 接尾辞

（１）接尾辞-名詞的-一般

【例】 （むこ）がね （殿）ばら

（２）接尾辞-名詞的-副詞可能

名詞に接続して作られた語が，単独で連用修飾成分になり得るもの

【例】 （見）がてら

（３）接尾辞-名詞的-助数詞

助数詞としての用法しか持たないもの

【例】 つ 個 本 日
か

（４）接尾辞-形状詞的

名詞・動詞の連用形に接続して形状詞を作るもの

【例】 （時雨）がち （うつくし）げ

（５）接尾辞-動詞的

名詞・動詞の連用形・形容詞の語幹に接続して動詞を作るもの

【例】 （聖）だつ （萎え）ばむ

（６）接尾辞-形容詞的

名詞・形状詞・動詞の連用形・形容詞の語幹に接続して形容詞を作るもの

【例】 （上衆）めかし （逢ひ）がたし

１．１４ 補助記号

（１）補助記号-句点

【例】 。 ． ！

（２）補助記号-読点

【例】 ， ，

（３）補助記号-括弧開

【例】 （ 《 「

（４）補助記号-括弧閉

【例】 ） 》 」

１．１５ 空白

行頭の字下げなどの空白
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表２.１ 品詞一覧

品　　詞 類 品　　詞 類
名詞-普通名詞-一般 体 助動詞 助動
名詞-普通名詞-サ変可能 体 助詞-格助詞 格助
名詞-普通名詞-形状詞可能 体 助詞-副助詞 副助
名詞-普通名詞-サ変形状詞可能 体 助詞-係助詞 係助
名詞-普通名詞-副詞可能 体 助詞-接続助詞 接助
名詞-普通名詞-助数詞可能 体 助詞-終助詞 終助
名詞-固有名詞-一般 固有名 助詞-準体助詞 準助
名詞-固有名詞-人名-一般 人名 接頭辞 接頭
名詞-固有名詞-人名-姓 姓 接尾辞-名詞的-一般 接尾体
名詞-固有名詞-人名-名 名 接尾辞-名詞的-サ変可能 接尾体
名詞-固有名詞-地名-一般 地名 接尾辞-名詞的-副詞可能 接尾体
名詞-固有名詞-地名-国 国 接尾辞-名詞的-助数詞 接尾体
名詞-数詞 数 接尾辞-形状詞的 接尾相
代名詞 体 接尾辞-動詞的 接尾用
形状詞-一般 相 接尾辞-形容詞的 接尾相
形状詞-タリ 相 記号-一般 記号
連体詞 相 記号-文字 記号
副詞 相 補助記号-一般 補助
接続詞 他 補助記号-句点 補助
感動詞-一般 他 補助記号-読点 補助
動詞-一般 用 補助記号-括弧開 補助
動詞-非自立可能 用 補助記号-括弧閉 補助
形容詞-一般 相 空白 補助
形容詞-非自立可能 相
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２ 活用型

UniDicの活用型のうち，中古和文のコーパスに関わる主なものを，以下に挙げる。

２．１ 動詞

２．１．１ 文語四段活用

（１）文語四段-カ行

【例】 行く 置く

（２）文語四段-ガ行

【例】 仰ぐ 凌ぐ

（３）文語四段-サ行

【例】 明かす 致す

（４）文語四段-タ行

【例】 うがつ 放つ

（５）文語四段-ハ行（-一般）

（６）（７）以外の文語ハ行四段活用動詞

【例】 争ふ 追ふ

（６）文語四段-ハ行（-○ウ）

語幹末尾がア段音の文語ハ行四段活用動詞。連用形がウ音便になる場合，語幹末尾

がオ段音に変わる。語幹が仮名書きされている場合，この変化が表記に現れる。

【例】 会ふ 買ふ

（７）文語四段-ハ行（-イウ）

動詞「言ふ」。連用形が「ユウ」と発音されることがある。

（８）文語四段-バ行

【例】 遊ぶ 滅ぶ

（９）文語四段-マ行

【例】 当て込む 読む

（１０）文語四段-ラ行

【例】 煽る 散る

２．１．２ 文語上一段活用

（１）文語上一段-カ行

【例】 着る

（２）文語上一段-ナ行

【例】 煮る 似る

（３）文語上一段-ハ行

【例】 干る 簸る
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（４）文語上一段-マ行

【例】 見る 鑑みる 試みる

（５）文語上一段-ヤ行

【例】 射る 鋳る

（６）文語上一段-ワ行

【例】 居る 率る 用ゐる

２．１．３ 文語上二段活用

（１）文語上二段-カ行

【例】 起く 生く

（２）文語上二段-ガ行

【例】 過ぐ

（３）文語上二段-タ行

【例】 落つ 満つ

（４）文語上二段-ダ行

【例】 閉づ 恥づ

（５）文語上二段-ハ行

【例】 憂ふ

（６）文語上二段-バ行

【例】 浴ぶ 滅ぶ

（７）文語上二段-マ行

【例】 試む

（８）文語上二段-ヤ行

【例】 飢ゆ 報ゆ

（９）文語上二段-ラ行

【例】 降る 懲る

２．１．４ 文語下一段活用

文語下一段-カ行

【例】 蹴る

２．１．５ 文語下二段活用

（１）文語下二段-ア行

【例】 得 心得

（２）文語下二段-カ行
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【例】 避く 溶く

（３）文語下二段-ガ行

【例】 上ぐ 告ぐ

（４）文語下二段-サ行

【例】 乗す 見す

（５）文語下二段-タ行

【例】 当つ 捨つ

（６）文語下二段-ダ行

【例】 出づ 撫づ

（７）文語下二段-ナ行

【例】 ぬ（寝）

（８）文語下二段-ハ行（-一般）

（９）以外の文語ハ行下二段活用動詞

【例】 和ふ 終ふ

（９）文語下二段-ハ行（-経）

【例】 ふ（経）

（１０）文語下二段-バ行

【例】 比ぶ 並ぶ

（１１）文語下二段-マ行

【例】 留む 止む

（１２）文語下二段-ヤ行

【例】 消ゆ 燃ゆ

（１３）文語下二段-ラ行

【例】 暮る 忘る

（１４）文語下二段-ワ行

【例】 植う

２．１．６ 変格活用（文語）

（１）文語カ行変格

【例】 来

（２）文語サ行変格-ス

【例】 す 接す

（３）文語ザ行変格-ズ

【例】 信ず 甘んず
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（４）文語ナ行変格

【例】 死ぬ

（５）文語ラ行変格

【例】 あり 居り

２．２ 形容詞

２．２．１ 文語活用

（１）文語形容詞-ク（-一般）

（２）（３）以外のク活用の形容詞。

【例】 白し 遠し

（２）文語形容詞-ク（-○シ）

語幹末尾がア段音の形容詞は，連用形がウ音便になる場合に語幹末尾がオ段音にな

る。語幹が仮名書きされている場合，この変化が表記に現れる。

【例】 高し 小さし

（３）文語形容詞-ク（-多シ）

形容詞「多し」。終止形に「多し」のほか，「多かり」がある。

（４）文語形容詞-シク（-シク）

（５）以外のシク活用の形容詞

【例】 美し 楽し

（５）文語形容詞-シク（-ジク）

シク活用の形容詞のうち活用語尾の語頭が「じ」のもの

【例】 いみじ

２．３ 助動詞

次に挙げる助動詞の活用は，動詞・形容詞の活用と比べて個別的であるため，例に示

したように助動詞ごとに活用型を立てる。

き けむ けらし けり こす ごとし じ ず

たり（完了） たり（断定） つ なり（断定） なり（伝聞）

ぬ べし べらなり まし まじ む むず めり

らし らむ り

【例】 ず …… 活用型：文語助動詞-ズ

なり（断定） …… 活用型：文語助動詞-ナリ-断定

べし …… 活用型：文語助動詞-ベシ

上記以外の助動詞には，動詞・形容詞と同じ活用型を付与する。

【例】 さす …… 活用型：文語下二段-サ行

まほし …… 活用型：文語形容詞-シク

２．４ 接尾辞

「接尾辞-動詞的」は動詞の活用型を，「接尾辞-形容詞的」は形容詞の活用型を付与

する。
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【例】 難し …… 活用型：文語形容詞-ク-一般

ばむ …… 活用型：文語四段-マ行

表２.２ 活用型一覧

※ 活用型の名称のうち括弧でくくられた部分は，入力活用型の細分類である。UniDic

で語形を新規登録する際には，ほぼ自動で入力される。

UniDicによる形態素解析結果には，入力活用型の細分類は出力されない。

活　用　型 活　用　型
文語四段-○行 文語助動詞-ケム
文語四段-ハ行（-一般） 文語助動詞-ケリ
文語四段-ハ行（-○ウ） 文語助動詞-コス
文語四段-ハ行（-イウ） 文語助動詞-ゴトシ
文語上一段-○行 文語助動詞-ジ
文語上二段-○行 文語助動詞-ズ
文語下一段-カ行 文語助動詞-タリ（-完了）
文語下二段-○行 文語助動詞-タリ（-断定）
文語下二段-ハ行（-一般） 文語助動詞-ツ
文語下二段-ハ行（-経） 文語助動詞-ナリ（-伝聞）
文語カ行変格 文語助動詞-ナリ（-断定）
文語サ行変格-ス 文語助動詞-ヌ
文語サ行変格-ズ 文語助動詞-ベシ
文語ナ行変格 文語助動詞-マシ
文語ラ行変格 文語助動詞-マジ
文語形容詞-ク（-一般） 文語助動詞-ム
文語形容詞-ク（-○シ） 文語助動詞-ムズ
文語形容詞-ク（-多シ） 文語助動詞-メリ
文語形容詞-シク（-シク） 文語助動詞-ラシ
文語形容詞-シク（-ジク） 文語助動詞-ラム
文語助動詞-キ 文語助動詞-リ
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３ 活用形

UniDicの活用形のうち中古和文のコーパスに関わる主なものを，以下に挙げる。

３．１ 語幹

３．２ 未然形

（１）未然形-一般

下記以外の未然形

（２）未然形-補助

文語形容詞の補助活用

３．３ 連用形

（１）連用形-一般

下記以外の連用形

（２）連用形－○音便

助動詞「たり」や接続助詞「て」が接続する場合の一般的な音便形

（３）連用形-ト

文語助動詞「たり」の連用形「と」

（４）連用形-ニ

文語助動詞「なり」の連用形「に」

（５）連用形-補助

文語形容詞の補助活用

３．４ 終止形

（１）終止形-一般

下記以外の終止形

（２）終止形-補助

文語形容詞「多し」の終止形「多かり」

３．５ 連体形

（１）連体形-一般

下記以外の連体形

（２）連体形-○音便

（３）連体形-補助

文語形容詞の補助活用

３．６ 已然形
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（１）已然形-一般

下記以外の已然形

（２）已然形-補助

文語形容詞の補助活用

３．７ 命令形

３．８ ク語法

表２.３ 活用形一覧

活　用　形 活　用　形
語幹-一般 終止形-○音便
未然形-一般 終止形-補助
未然形-補助 連体形-一般
意志推量形 連体形-○音便
連用形-一般 連体形-補助
連用形-○音便 已然形-一般
連用形-ト 已然形-補助
連用形-ニ 命令形
連用形-補助 ク語法
終止形-一般



- 54 -

第３ 語種情報の概要

１ 語種とは

日本語の語種は一般に，和語，漢語，外来語と，これら３種類の語種のうち異なる２

種類以上の語種の語が結合した混種語の４種類に分けられる。中古和文UniDicでは，現

代語のUniDicと同様，この４種類のほかに固有名，記号の２種類を加えた６種類に分類

した。

なお，各語に語種を付与するに当たっては，〔〕内の略称等を用いた。

（１）和語〔和〕

日本固有の語

【例】 暖かい 言葉 話す

（２）漢語〔漢〕

近世以前に中国から入った語

【例】 音楽 国語 報告

和製漢語も漢語とする。

【例】 大根 返事

（３）外来語〔外〕

欧米系の諸言語から入った語

【例】 ゲーム コーパス データ

上記のほか，以下のものも外来語とする。

①和製英語

【例】 アフレコ ナイター

②梵語等を中国で音訳した語に由来する語

【例】 阿羅漢 盂蘭盆 卒塔婆

③アイヌ語から入った語

【例】 昆布 鮭 ラッコ

④中国以外のアジア諸国語から入った語

【例】 キムチ カボチャ パッチ

⑤近代以降に中国から入った語

【例】 クーニャン シュウマイ メンツ

（４）混種語〔混〕

和語・漢語・外来語のうち異なる２種類以上の語種の語が二つ以上結合した語。漢

語・外来語であったものの末尾が活用するようになった語

【例】 塩ビ トラブる 本箱 力む

（５）固有名〔固〕

人名・地名・商品名等。品詞が固有名詞となる語
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【例】 大阪 和田 豊 ソニー

（６）記号〔記号〕

句読点・括弧などの補助記号や，箇条書きの項目名として使われた一字の片仮名な

どの記号。固有名以外のローマ字略語

【例】 ， 。 「 」 ア Ａ ＯＨＰ

２ 語種の判定

語種の判定は，次の手順によった。

（１）原則として『新潮現代国語辞典』第２版（新潮社）による。

※ 『新潮現代国語辞典』第２版を使ったのは，見出し語が漢語・外来語の場合は

片仮名で，和語及び不明の場合は平仮名で表記しており，その表記を手掛かりに

して語種を知ることができるためである。

（２）『新潮現代国語辞典』第２版の見出しにない語は，『日本国語大辞典』第２版（小

学館）を主たる資料として語種判定を行う。

また，『新潮現代国語辞典』第２版の語種判定に従い難いと判断した場合は，『日

本国語大辞典』第２版等を参照し，独自に語種を判定した。

なお，『新潮現代国語辞典』第２版では，見出し語が和語の場合のほか，語種が不明

の場合も見出し語を平仮名で表記している。見出し語が平仮名表記のものを一律に和語

とすると，語種が不明であるため平仮名表記されていた語まで和語と判定してしまうこ

とになる。

そのため，見出し語が平仮名で表記されている場合，『新潮現代国語辞典』第２版の

注記や他の辞書等を参照して，和語とすべきか他の語種とすべきか適宜判断した。
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第３章 中古和文UniDicへの登録，コーパス修正で注意すべき事項

須永哲矢

第１ UniDic登録時の注意点

１ 語彙素となる語形

新規に登録する動詞・形容詞の「語彙素」は，現代語形とする。現代では使用されない

ような語も，以下の規則に従って現代語形化し，それを語彙素とする。

（１）動詞

文語二段活用の動詞は口語一段活用にした終止形

文語サ変・カ変の動詞は口語サ変・カ変にした終止形

文語ラ変・ナ変・下一段活用の動詞は口語五段活用にした終止形

（２）形容詞

文語ク活用の形容詞は，形容詞語尾「－し」を「－い」に変更

文語シク活用の形容詞は終止形に「－い」を加える

【例】 うたてし → 語彙素「ウタテイ」 語形「ウタテシ」

記しとどむ → 語彙素「シルシトドメル」 語形「シルシトドム」

２ 仮名形

仮名形の表記は，書字形で平仮名の部分はそのまま歴史的仮名遣いとするが，書字形の

漢字部分については現代仮名遣いのままとしておく。

【例】 書字形「変はる」 → 仮名形「カハル」

書字形「変る」 → 仮名形「カワル」

※ 仮名形については，小木曽智信・中村壮範（2011)を参照。

３ 品詞情報

３．１ 既登録語の品詞情報の書き換え

語を新規に登録するのではなく，既登録の語の情報を書き換えることで，中古和文に対

応したものがある。

３．１．１ 品詞情報の変更を認めたもの

品詞情報に関して変更を認めるのは，「動詞-一般」を「動詞-非自立可能」に変更する

場合のみとする。

【例】 「聞こえる」の文語形「聞こゆ」

中古和文では敬語補助動詞としての用法があるため，品詞情報を「動詞-一

般」から「動詞-非自立可能」に変更した。
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３．１．２ 品詞情報の変更を認めない例

中古和文での使用実態から判断して，既登録語の品詞情報の変更が必要な場合でも，規

定３．１．１以外の書き換えは認めない。この場合，以下のいずれかの方法により登録を

行う。

（１）別語彙素又は別語形として新規登録

【例】 おはしましし夜な夜なのありさま，

※ UniDicに既登録の「夜な夜な」は副詞であるが，中古和文では上のように名詞

と認定せざるを得ない場合がある。

既登録の「夜な夜な」の品詞を「名詞-普通名詞-副詞可能」に書き換えるので

はなく，「名詞-普通名詞-一般」の「夜な夜な」を別語彙素として新規登録する。

（２）既登録語をそのまま使用

【例】 野に歩けど，心はそらにて，（「上の空で」という意）

※ 品詞を「名詞-普通名詞-一般」から「名詞-普通名詞-形状詞可能」に書き換え

ることも，新規に形状詞の「空」を登録することもしない。この例も「名詞-普

通名詞-一般」としておく。

※ 中古和文において，形状詞用法が存在する名詞に関しては，

（a）既登録の名詞については，「形状詞可能」でなくても，そのまま使う。

（b）新規登録する場合は，「名詞-普通名詞-形状詞可能」とする。

別語彙素として新規登録するか，既登録の語をそのまま使用するかは，以下に示す原則

に従う。

（１）名詞として登録されている語のうち，中古和文において形状詞用法，副詞用法など

があるものは，品詞小分類の「形状詞可能」「副詞可能」などの情報の書き換えは

行わず，既登録の語をそのまま使用する。

（２）名詞以外（副詞，形状詞など）として登録されている語のうち，中古和文において

名詞用法があるものは，別語彙素として名詞を新規登録する。

３．２ 「名詞 -普通名詞 -サ変可能」について
中古和文では対格助詞が現れないことが多いため，名詞がサ変動詞化しているか否かの

判断がつかない。

中古和文では，新規登録する名詞について「サ変可能」という品詞を与えない方向で統

一した。ただし，既登録の「名詞-普通名詞-サ変可能」「名詞-普通名詞-サ変形状詞可能」

については，品詞の変更等を行わず，そのまま用いることとした。

【例】 をちこちの人目まれなる山里に家居せむとはおもひきや君

３．３ 語頭変化型

中古和文特有の連濁に対応するため，語頭変化型の情報を追加することがある。

【例】 「対面」

現代語 ： 連濁が想定されないため，語頭変化型の情報なし。

中古和文 ： 「名対面（なだいめん）」等，後藤の濁音化が認められる

ため，語頭変化型の「タ濁」の情報を付与する。

※ 語頭変化型については，小木曽智信・中村壮範（2011)を参照。
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３．４ 読み添えの「の」の処理

読み添えの「の」を含む形で語形を登録するのは，姓・地名のみとする。

【例】

《人名》 語彙素：フジワラ ― 語形：フジワラノ

《地名》 語彙素：イヨ ― 語形：イヨノ

姓・地名以外の読み添えの「の」は語形登録せず，「の」を読まない形とする。

【例】 中関白（なかのかんぱく） → 中：ナカ／関白：カンパク

光親卿（みつちかのきょう） → 光親：ミツチカ／卿：キョウ
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第２ コーパス修正時の注意点

１ 品詞認定

１．１ 助詞に関するもの

１．１．１「ぞ」「や」「か」

助詞「ぞ」「や」「か」に関しては，「終助詞」と「係助詞」両方が登録されているが，

中古和文では一貫して係助詞を使い，終助詞は使わない。（UniDicでの終助詞「ぞ」「や」

「か」は，あくまで現代語の終助詞である。中古和文のコーパス修正時に，参照する本文

等の注釈で「（古い）終助詞」と書かれているものとは質が異なる。注釈で「終助詞」と

されていても，全て係助詞と認定する。）

下のような詠嘆表現の場合，「終助詞」と注釈されることがあるが，そのような場合も

含め処理上は全て係助詞に統一する。

【例】 君がため折れるかざしは紫の雲に劣らぬ花のけしきか

１．１．２ 格助詞と係助詞の判別

文脈・格関係などを基に判断していくが，実際いずれかに決めかねる場合は多い。現状，

迷う場合は『新編日本古典文学全集』（小学館）の訳文などを参考に個別に判断している。

現時点では，次のように判別を行っている。

格関係として解釈できないもの → 接続助詞

名詞に後続 → 格助詞

１．１．３ 「間投助詞」の扱い

UniDicの助詞の分類には「間投助詞」はない。「係助詞」「副助詞」や「終助詞」（の文

中用法）として処理する。

【例】 「や」 ： 係助詞

「し」 ： 副助詞

「を」 ： 終助詞

※ 終助詞「を」は，中古和文の間投助詞「を」に対応するために設けたものであ

るが，詠嘆を表す実際の終助詞もある。

【例】 いま心のどかにを。御格子参りなむ。

このような終助詞「を」と格助詞・接続助詞との判別については，現時点では，

格助詞・接続助詞としての解釈を優先し，終助詞としか解釈できないものに限り

終助詞「を」を使うこととする。

【例】 中納言殿の，さばかりあはれなる御心深さを （格助詞／終助詞）

この扇の，尋ぬべきゆゑありて見ゆるを。 （接続助詞／終助詞）

１．１．４ 「ものを」「なくに」の「を」「に」

次の例のような中古の「ものを」「なくに」については，「もの（普通名詞）／を」「な

く（助動詞「ず」連用形）／に」と分割する。「を」「に」は接続助詞とする。

【例】 しばし見ぬだに恋しきものを，遠くはましていかに，と言へかし

あかなくに雁の常世を立ち別れ花の都に道や惑はむ

※ 『日本国語大辞典』第２版や古典の注釈などをみると，「ものを」の「を」は

間投助詞，「なくに」の「に」は終助詞という解釈が一般的のようだが，UniDic
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には終助詞「に」は登録されておらず，前述のとおり間投助詞用に設けた終助詞

「を」も極力使わない方針を取るため，このような措置を取っている。

ただ，文末表現となるものも多く（「ものを」の大部分は文末），逆接などの

接続的な意味合いが感じられない詠嘆表現も見られるため，現状の処理には若干

問題があるとも言える。

【例】 今は，入らせたまひね。月見るは忌みはべるものを。

白妙の波路を遠く行きかひて我に似べきは誰ならなくに

１．１．５ 助詞分類一覧

「なくに」の「に」を終助詞とする解釈のように，中古資料の解釈を見ると，現代語の

助詞と同一語形のものが，終助詞・間投助詞・副助詞など別の助詞と認定される場合があ

る。しかし，そのようなものに対し，UniDicに逐一別語彙素として助詞を登録し，同一形

態で別助詞という種類がやみくもに増えるのも望ましくない。

そこで現状では，できる限り現在登録されている助詞の種類で対応することにする。以

下，中古和文で現代語とは異なる種類に認定されそうな主な助詞に関して，UniDicでの認

定との対応をまとめておく。

《UniDicでの選択肢》

「に」

・格助詞

・接続助詞（「終助詞」とされるもの含む。）

「を」

・格助詞

・接続助詞（「ものを」の「を」含む。）

・終助詞（「間投助詞」含む。格助詞又は接続助詞とも解せるものに関して

は，そちらの解釈を優先。）

「は」

・係助詞（「終助詞」とされるもの含む。）

「も」

・係助詞（「終助詞」とされるもの含む。）

・接続助詞

「ぞ」

・係助詞

（・終助詞：使用せず）

（・副助詞：使用せず）

「や」

・係助詞（「間投助詞」とされるもの含む。）

（・終助詞：使用せず）

（・副助詞：使用せず）

「か」

・係助詞（「終助詞」とされるもの含む。）

（・終助詞：使用せず）

（・副助詞：使用せず）
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「こそ」

・係助詞（「終助詞」とされるもの，呼び掛け含む。）

「なむ」

・係助詞

・終助詞

「し」

・副助詞（「間投助詞」とされるもの含む。）

（・接続助詞：使用せず。現代語「行きたくないし，」の「し」）

１．２ 副詞と断定の助動詞「なり」の連接

副詞と断定の助動詞「なり」の連接は，原則として認めない。UniDicに副詞として登録

されているものに助動詞「なり」が下接している場合は，形状詞と認定する。

【例】 あながちなり

現代語 ： 副詞「あながち」のみ。

中古和文 ： 形状詞「あながち」を認定。

※ 以下のものに限っては，形状詞とは認定し難いため，例外的に副詞のままとし，

断定の助動詞「なり」との連接を認めることにする。

さ（然） しか（然） かく（斯） わざと

１．３ 「～に」型副詞

「～に」型副詞は，「～」に当たる要素に自立用法があれば，「に」を分割する。分割

した「に」の品詞は，中古和文では助動詞「なり」（断定）の連用形とする。

※ 「～に」型副詞の品詞認定は，規定１．２と併せて，結果的に現代語と大きく

異なる場合がある。

【例】 「さすがに」

現代語 ： 副詞「さすが」／格助詞「に」

中古和文 ： 形状詞「さすが」／助動詞「なり」（断定）連用形

１．４ 出現形「にて」の判別基準

出現形「にて」の品詞認定は，「断定の助動詞「なり」連用形＋接続助詞「て」」また

は格助詞「にて」とし，「格助詞「に」＋接続助詞「て」」という認定はしない。以下の

基準に従って「なり＋て」か「にて」かを判別する。

（１）意味から判別する基準

①「～であって」の意 ： 助動詞「なり」＋接続助詞「て」

【例】 一の皇子は，右大臣の女御の御腹にて，寄せ重く，

②「～として」「～にして」の意 ： 助動詞「なり」＋接続助詞「て」

【例】 田舎人の歌にては，あまれりや，たらずや。

③「～において」「～を使って」「～のために」の意（場所・時，手段・方法，原因・

理由） ： 格助詞「にて」

【例】 四十の賀，九条の家にてせられける日，

老いたる御達の声にて，「あれは誰そ」とおどろおどろしく問ふ。
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あのわたりに領じたまふ所々の人，皆仰せにて参り仕うまつる。

（２）先行語・後続語から判別する目安

①先行語が形状詞 ： 助動詞「なり」＋接続助詞「て」

【例】 ただ一人いとささやかにて臥したり。

②「あり」「はべり」「候ふ」「おはします」などの存在詞が後続する ：

助動詞「なり」＋接続助詞「て」

【例】 ただ人にておはしましける時のことなり

③「～を～にて」 ： 助動詞「なり」＋接続助詞「て」

【例】 「目も見えはべらぬに，かくかしこき仰せ言を光にてなむ」

④上記以外 ： 格助詞「にて」

※ この目安は，あくまで作業上の利便を考え設けたものであり，例外もある。意

味から判別する基準での認定と，先行語・後続語から判別する目安での認定が齟

齬をきたす場合は，意味から判別する基準での認定を優先する。

【例】 南殿にてありし儀式（南殿で行われた儀式）

１．５ 出現形「に」の判別基準

以下には，断定の助動詞「なり」連用形と認定する基準を示す。これに該当しないもの

は，規定１．１．２に従い，格助詞または接続助詞と認定する。

①「に」の先行語が形状詞

【例】 男，みそかに通ふ女ありけり

②「あり」「はべり」「候ふ」「おはす」などの存在詞が後続し，意味上「～で（～であ

って）」と解せるもの

【例】 まだいと若うて，后のただにおはしける時とや。（ただ人でいらっしゃった）

人のいき通うべき所にもあらざりければ（所ではない）

※ 存在詞が後続していても，「～で」とは解せず，場所存在そのものを表す場合

は格助詞とする。

【例】 その国にある女をよばひけり。（国にいる）

③係助詞「や」「か」が後続（「あらむ」が補えそうなもの）

【例】 「まことにや」と，御心とまりて，

※ このタイプでも，場所存在そのものを表す場合は格助詞とする。

【例】 上にやさぶらひたまひつる。

④やう（様）に，ごとくに

【例】 心ゆかぬやうになむ，聞きたまふる

１．５．１ 出現形「に」の判別に関する補則

規定１．５から「に」の先行語が形状詞（「普通名詞‐形状詞可能」含む。）の場合，「に」

を断定の「なり」と認定するが，中古和文ではここでの「形状詞」という認定をUniDicに

登録されている情報よりやや拡大する必要がある。

第１の規定３．１．２より，UniDicに「名詞‐普通名詞‐一般」として登録されている
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名詞で，中古和文では形状詞としての用法を持つものについては，品詞情報の書き換えを

行わない。そのため，中古では形状詞としての用法を持ちながらもUniDic上は「名詞-普

通名詞‐形状詞可能」ではなく「名詞-普通名詞‐一般」となっているものがあるので，

それらについての処理を定めておく。

UniDic上は「名詞-普通名詞‐一般」「名詞-普通名詞‐副詞可能」とされている名詞の

うち，『日本国語大辞典』第２版には形容動詞としての用法が挙げられているものに関し

ては，下接する「に」の品詞を断定の助動詞「なり」とする。

【例】

「まだらに」 UniDic ： まだら（名詞‐普通名詞‐一般）

※ 『日本国語大辞典』第２版に形容動詞としての記述があるので，「に」は助

動詞「なり」とする。

「まことに」 UniDic ： まこと（名詞‐普通名詞‐一般）

※ 『日本国語大辞典』第２版に形容動詞としての記述がないので，「に」は格

助詞とする。

UniDicの品詞情報に基づく判定は，以下のとおり。

①「形状詞」＋「に」 ： 断定「なり」

【例】 すずろに ねむごろに まめに

②「名詞-普通名詞-形状詞可能」＋に ： 断定「なり」

【例】 むげに あはれに

③「名詞-普通名詞-副詞可能」＋「に」 ： 『日本国語大辞典』第２版を参考に判

断

ａ．形容動詞用法の記述あり → 断定「なり」

【例】 まだらに もろともに

ｂ．形容動詞用法の記述なし → 格助詞

【例】 まことに かたみに

UniDicでの品詞情報と中古和文での使用実態，『日本国語大辞典』第２版での記述とに

ずれがあるため，作業上注意が必要なものを以下に示す。以下に示すものの「に」の前項

は，UniDicでは形状詞（または普通名詞‐形状詞可能）ではないが，こららの「に」につ

いては上記補則に従い，断定の助動詞「なり」連用形とする。

あだ（徒）に いかさま（如何様）に おろか（疎）に

～顔に（「馴れ顔に」など） つね（常）に とみ（頓）に

なかぞら（中空）に なのめ（斜）に にょほう（如法）に 人笑われに

ほかほか（外々）に みさお（操）に もろとも（諸共）に

ゆうそく（有職）に

１．６「～もせず」「～はせず」の類の前項

「～もせず」「～はせず」など，係助詞または副助詞＋サ変動詞「す」の前項について，

動詞連用形とするか動詞転成名詞とするかに迷う場合の判別基準を次に示す。

（１）原則として動詞連用形とする。

【例】 ことなることなければ，まだありきもせず。

ただし，連体修飾を受けている場合は名詞とする。

【例】 今はかひなき恨みだにせず



- 65 -

（２）以下のものは名詞とする。

いらへ（応／答） 返し（返歌の意） 遊び（管弦の意）

行ひ（仏道修行の意） 交じらひ 見劣り

【例】 侘歌など書きてやれども，返しもせず，

２ 活用型・活用形認定

２．１ 活用型が上二段か四段か判じ難い場合

「恨む」「忍ぶ」の連用形「恨み」「忍び」など，上二段か四段か判じ難い場合は上二

段とする。

【例】 恨みきこえたまふべき人は，ことにこそはべめれ。

２．２ 文末の活用形認定（終止形・連体形の判別）

２．２．１ 係り結び

「ぞ」「なむ」「や」「か」の結びは連体形とする。

【例】 をかしく人の心を見たまふあまりに，かかる古人をさへぞ戯れたまふ。

世のかしこき人なりとも，深き心ざしを知らでは，あひがたしとなむ思ふ

２．２．２ 疑問詞疑問文の文末

疑問詞疑問文の文末で，終止形か連体形か判じ難い場合は連体形とする。

【例】 夜中に，こは，なぞ，外歩かせたまふ

あな，かたはらいたや。いかが聞こえむ。

２．２．３ 係助詞文末用法・終助詞に上接する語の活用形

原則として，以下に示すとおりとする。

（１）「ぞ」「か」「かな」の上 ： 連体形

【例】 もし，すかいたまふか

老いくづほれたらむ人のやうにものたまふかな

（２）「や」「かし」の上 ： 終止形

【例】 心細くよるべなきも慰むやとて，知るたより求め参りぬ。

さりともあはれには思し召しけむかし。

２．２．４ 引用的な「の」

引用的な「の」の上は終止形とする。

【例】 尼君なん，なほこの御生ひ先見たてまつらんの心深かりける，

２．３ 形容詞シク活用の語幹／終止形の判別

文語形容詞シク活用は，形態上終止形と語幹の区別がつかない。語幹と認定するのは以

下の場合とする。

（１）接尾辞を下接させるもの

【例】 今日はまして，母の悲しがらるることは。

（２）接続助詞「ながら」を下接させるもの

【例】 昔，男ありける。身はいやしながら，母なむ宮なりける。

（３）連体用法の「同じ」

現代語では以下の例のような「同じ」は連体詞となるが，中古では原則として連体

詞を認めないため，形容詞語幹と認定する。
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【例】 大臣の君に同じかざしをまゐりたまふ。

（４）詠嘆「あな（形容詞）」

【例】 あなものぐるほし，いとたとしへなきさまにもあるべかるかな

（５）詠嘆「（形容詞）や」

【例】 思ひやるもただならす，恐ろしや。

（６）詠嘆「（形容詞）の（名詞句）や」

【例】 いみじのすき者のしわざや

２．４ ほか，品詞判別に注意を要する語

上述の事項以外に，中古和文での品詞判別に注意を要する語を挙げる。

「来たる」

中古和文では原則的に動詞「来」＋助動詞「たり」との解釈を優先し，動詞「来たる」

は使用しない。

※ 明らかに動詞「来たる」であると確定できる場合，出現書字形が「来り」であ

る場合には動詞「来たる」を使用してよい。

「異なる」

中古和文では，名詞「異」＋助動詞「なり」（断定）とし，動詞「異なる」は使用し

ない（『日本国語大辞典』第２版によれば，動詞「異なる」の用例は明治以降，それ

以前は形容動詞「異なり」としているため）。

「また」

① 接続詞 ： 並列，「そのうえ」，「さらに」の意

【例】 霜のいと白きも，またさらでも・・・

② 副詞 ： 反復，類似，その他（「またの機会」），「山また山」の類，疑問（「これ

はまたどうした」），評価強調（「これがまた格別」）

【例】 三十にてぞ，今日また九重を見たまひける。

「とて」

① 副詞 ： 「とてもかくても」などの「とて」

② 格助詞 ： 引用の場合

【例】 あづまの方にゆきて，住むべき国もとめにとてゆきけり。

③ 接続助詞 ： 使用せず（現代語用）

「さて」

① 副詞 ： 「そのまま」「そうして」の意

【例】 尋ねむほどもまぎらはし，さて絶えなむとは思はぬけしきなりつるを，

② 接続詞 ： 文頭に出現，話題転換，続く事態の言い起こし

【例】 つひに本意のごとくあひけり。さて年ごろふるほどに，・・・

「ながら」

① 接続助詞 ： 中古では接続助詞に統一。

【例】 桜散る花の所は春ながら雪ぞふりつつきえがてにする

② 接尾辞 ： 使用せず（現代語用）
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※ 中古で接尾辞としてもよさそうなものとしては，「我ながら」，「このまま」の

意の「かくながら」，「心ながらあやしと思す」などが見られたが，数も少なく，

これらも接続助詞としての認定はできないというわけではないため，これらも含

め，中古は全て接続助詞とする。

「ただ」

① 形状詞 ： 「―なり（に）」「―の」が後続

【例】 これをただに奉らばすずろなるべし

② 副詞 ： 上記「形状詞」の場合以外

【例】 ただかの遺言を違へじとばかりに，出だし立てはべりしを

③ 名詞 ： 使用せず（現代語用，「無料」の意など）

「やう（様）」

① 接尾辞 ： ａ．動詞連用形について方法を表す

【例】 家の作りやうは，夏を旨とすべし

ｂ．名詞について例示

【例】 はらからやうの者

② 普通名詞 ： 上記「接尾辞」の場合以外

【例】 白絹に岩をつつめらむやうになむありける。

③ 形状詞語幹 ： 使用せず（現代語，助動詞「ようだ」用）

「されたる呉竹」等の「され」

語彙素「戯（ざ）れる」の語形「サル」とする。

「かう（斯う）」

① 副詞「斯く」ウ音便 ： 中古和文ではこれに統一する。

【例】 果て果ては，かううち捨てられて，心をさめむ方なきに，

② 副詞「こう」 ： 使用せず

「よく」「いたく」

形容詞連用形と副詞の場合があるので，以下の例に示すように適宜使い分ける。

【例】 大江玉淵が女の，声よくかたちをかしげなれば，（形容詞）

いとよく似通ひたれば，いもうとと聞きたまひつ。（副詞）

「上手」

① 名詞 ： 中古和文ではすべて名詞に統一する。

【例】 ことにまさる人なき上手なれば，もの恨めしうおぼえけるをりから，

② 形状詞 ： 使用せず

「など」

① 副助詞 ： 「～等」の意

【例】 さもあぢきなき身をもて悩むかな，など思しつづけたまふ。

② 副詞 ： 「なぜ」の意

【例】 など，かくねたまし顔に掻き鳴らしたまふ

３ 読みの認定

中古和文では，漢字などの読みを一つに特定できない場合も少なくない。作業時は小学

館『新編日本古典文学全集』などを参考にしているが，最終的には基本的な読みを設定し，

参照本文と多少ずれても，コーパス内での読みをある程度統一することを目指した。
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３．１ 読み統一の基本方針

現状での基本方針を，以下に示す。

３．１．１ 「御」の読み

「御」の読みについては，「オ」「オン」「オオン」「ミ」「ゴ」がありうるため，作業上

の混乱・不統一が生じやすい。

「オン」と「オオン」に関しては，『日本国語大辞典』第２版によれば，中古和文では

「オオン」という判断をしており（「オン」は院政期から），実際作業中に参照した小学

館『新編日本古典文学全集』，岩波書店『日本古典文学大系』でも「おん」というルビは

見当たらなかった。そこで中古では最も基本的な読みを「オオン」とし，例外的に「ミ」

「ゴ」「オ」と読むべき語を別途定めることにした。

（１）原則

中古和文での「御」の読みは「オオン」を基本とし，「オン」は用いない。

（２）「ミ」と読むもの

現時点で「ミ」の読みを与えるのは以下の語の前の「御」とする。

有様 占（うら） 弟 垣 神楽 几帳 国 車 気色 格子

心 心惑ひ 心ばえ 心持ち 心地 随身 誦経 厨子 修法

庄（そう） 荘（そう） 曹司 障子 館（たち） 手水 局

弟子 寺 読経 導師 名 墓 佩刀 階（はし） 屏風 船

女（むすめ） 社 湯

（３）「ゴ」と読むもの

現時点で「ゴ」の読みを与えるのは以下の語の前の「御」とする。

椅子（いし） 禊（けい） 産（さん） 前（ぜん） 盤（ばん）

本性（ほんじょう）

（４）「オ」と読むもの

現時点で「オ」の読みを与えるのは以下の語の前の「御」とする。

前（まえ）

（５）「御衣」の読み

中古和文以前にUniDicに「オンゾ」として登録されていることもあり，「御衣」に

ついては「オオンゾ」を新たに登録することなく，「オンゾ」と読んでおく。また，

「ミソ」「ミケシ」などの読みでも「御衣」が登録されており，実際中古和文に出

現する「御衣」を「オンゾ」のみの読みで統一していいかは保留中。現状では読み

の統一は図らず，個別に判断しており，「ミケシ」「ミソ」の読みを与えた箇所も

存在する。

３．１．２ 撥音の有無

撥音が入り得るものは，撥音を入れて読む。

（１）現代語では撥音あり，中古和文での参照資料では撥音無表記

「案内」に対するルビが「あない」など，中古和文での参照資料の表記が撥音なし
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の場合は多々あるが，撥音の無表記と解せる限り，撥音を入れた読みを基本とする。

【例】 案内（アンナイ） 顕証（ケンソウ） 対面（タイメン）

南殿（ナンデン） 念仏（ネンブツ） 変化（ヘンゲ）

本意（ホンイ） 御息所（ミヤスンドコロ）

（２）現代語では撥音なし，中古和文では撥音あり

現代語では撥音なしだが，中古和文での読みでは撥音を入れた読みが一般的である

ものに対しても，撥音を入れて読む。

【例】 東（ヒンガシ） 文字（モンジ）

（３）例外

「懸想（ケソウ）」 ： 『日本国語大辞典』第２版の「懸想（ケソウ）」の項には

「ケンソウの撥音無表記」とあるが，「ケンソウ」は立項

されていない。「懸想」については撥音は入れず「ケソウ」

と読む。

副詞「なぞ」 ： 「ナンゾ」とは読まず，「ナゾ」と読む。

３．１．３ 促音の有無

「日記」に対するルビが「にき」など，中古和文での参照資料の表記が促音なしの場合

は多々あるが，促音の無表記と解せる限り，促音を入れた読みを基本とする。

【例】 日記（ニッキ） 別当（ベットウ）

※ 促音なしの形が古形であると確認できるものについては，促音を入れずに読む。

【例】 三日（ミカ） 四日（ヨカ）

３．１．４ 直音化

「阿闍梨（アジャリ→アザリ）」のように，直音化し得るものは直音化した読みを基本

とする。

【例】 阿闍梨（アザリ） 冠者（カンザ） 化粧（ケソウ） 験者（ゲンザ）

顕証（ケンソウ） 修行（スギョウ） 誦経（ズキョウ）

宿世（スクセ） 従者（ズサ） 数珠（ズズ） 修法（ズホウ）

修理（スリ） 精進（ソウジン） 装束（ソウゾク） 念誦（ネンズ）

病者（ボウザ）

３．１．５ 長音の有無

「主（シュ→シュウ）」のように長音が入り得るものについては，長音を添えた形の読

みを基本とする。

【例】 家司（ケイシ） 主（シュウ） 女官（ニョウカン）

雛（ヒイナ） 餅（モチイ）

※ 長音なしの形が古形であると確認できるものについては，長音を入れずに読む。

【例】 刀自（トジ）

３．１．６ 清濁
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仮名表記の出現形に対し，現代語で濁音化するところに濁点がついていないという場合

の処理に関しては，『日本国語大辞典』第２版で古くは清音であったとの記述が確認でき

る限り，別語形として清音形を登録し，清音で読む。

【例】 むずかる → むつかる

かがやく → かかやく

かしがまし → かしかまし

たそがれ → たそかれ

かろうじて → かろうして

へんざい（辺際） → へんさい

３．１．７ 連声

「サンイ」（サンイ→サンミ）のように，連声化し得るものは連声化した読みを基本と

する。

【例】 観音（カンノン） 三位（サンミ） 親王（シンノウ）

※ 「陰陽師（オンヨウジ・オンミョウジ）」については，現在保留。

３．１．８ 語頭の濁音化

連濁でなく，語頭が濁音化し得るものは，濁音化した読みを基本とする。

【例】 見参（ゲンザン） 服（ブク）

３．１．９ 語末の「ク」と「コ」，「ツ」と「チ」の交替

「消息（ショウソク・ショウソコ）」「別（ベツ・ベチ）」のように，語末の「ク」と「コ」，

「ツ」と「チ」の交替形がある場合は，「コ」「チ」の読みを基本とする。

【例】 消息（ショウソコ） 大徳（ダイトコ） 切（セチ） 実（ジチ）

別（ベチ）

３．１．１０ 語頭の「ウ」と「ム」の交替

「馬（ウマ・ムマ）」のように，語頭の「ウ」と「ム」の交替形がある場合は，「ム」

の読みを基本とする。

【例】 馬（ムマ） 駅（ムマヤ） 馬頭（ムマノカミ） 梅（ムメ）

※ 「生まる（うまる・むまる）」「埋もる（うもる・むもる）」「孫（まご・うま

ご・むまご）」は現在保留。統一していない。

３．１．１１ 数

（１）暦の月に関しては，「一月」「二月」などの出現形であっても，「ムツキ」「キサラ

ギ」・・・という読みを基本とする。

【例】 正月（ムツキ） 一月（ムツキ） 三月（ヤヨイ）

（２）一桁の数，及び十，百，千の桁などでそれ以下の桁に端数のないものの読みは，以

下のとおりとする。日数に関しては，「～カ」と読む。

【例】 二日（フツカ） 三日（ミカ） 四日（ヨカ） 六日（ムユカ）

七日（ナヌカ） 九日（ココヌカ） 二十日（ハツカ）

三十日（ミソカ）
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※ 「一日」は，暦の日なら「ついたち」，日数なら「ひとひ」

年数に関しては，「～トセ」と読む。

【例】 一年（ヒトトセ） 二年（フタトセ） 三年（ミトセ）

人数に関しては，「～タリ」と読む。

【例】 三人（ミタリ） 四人（ヨタリ） 八十人（ヤソタリ）

百人（モモタリ）

（３）十一以上の数は，（２）で示したように下の桁に端数のない場合を除き，数を音読

みし，「日」「年」「人」など，助数詞にあたる部分も「ニチ」「ネン」「ニン」など，

音読みする。

【例】 七月十五日の月にいでゐて，せちに物思へる気色なり。

→ 「じゅうごにち」と読む。

「とおかあまりいつか」などの読みは，書字形に充てられないため，

しない。

（４）概数を表したり，複数の月をまたいだことを表すため，同一桁の複数の数が併記さ

れている場合，数を音読みし，「日」「年」「人」など，助数詞にあたる部分も「ニ

チ」「ネン」「ニン」など，音読みする。

【例】 かくあつかふほどに，四五月も過ぎぬ。

→ 「しごがつ」と読む。

「うづきさつき」などの読みは，書字形に充てられないため，しない。

３．２ 基本読み一覧

上で示した方針以外のものについても，できる限り読み方を統一するよう努めた。以下

に，上記方針以外で，個別に定めた中古和文での基本読みを示す。

３．２．１ 基本読みを統一したもの

以下に挙げるものは，そこに示す通りの読みに統一する。

《あ》

侮る（アナズル） 天の下（アメノシタ） 歩く・歩き（アリク・アリキ）

抱く・抱き（イダク・イダキ） 内裏（ウチ） 袿（ウチキ ）

祖父（オオジ） 朝廷（オオヤケ） 女子（オンナゴ ）

《か》

容貌（カタチ） 門（カド） 軽し（カロシ） 蔵人（クロウド）

経営（ケイメイ） 煙（ケブリ） 気配／けはひ（ケワイ） 講師（コウジ）

《さ》

前の（サキ） 侍（サブライ） 候ふ（サブラウ） 四位（シイ）

自然（ジネン） 神璽（シンシ） 随身（ズイジン） 誦ず（ズズ）

相撲（スマイ） 狭し（セバシ） 先帝（センダイ）

左右（ソウ）［漢語「サユウ」の場合］

《た》

戯る・戯れ（タワブル・タワブレ） 尊し（トウトシ ）

《な》

眠る・眠り（ネブル・ネブリ） 直衣（ノウシ） 拭う（ノゴウ）

《は》

比叡（ヒエ） 隙（ヒマ） 便・不便（ビン・フビン） 塞がる（フタガル）

変化（ヘンゲ） 本性（ホンジョウ）
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《ま》

丸し（マロシ） 転ぶ（マロブ） 皇子（ミコ） 妻（メ）

面目（メイボク） 参上る（モウノボル） 母屋（モヤ）

《わ》

童（ワラワ） 童べ・童女（ワラワベ）

酔ふ（エウ）［複合動詞「酔ひ○○」も含む。名詞「酔ひ」も「エイ」］

３．２．２ 読みを複数認めるもの

中古和文では，読みを複数認めざるを得ないものも多い。その中でも，文脈などの使用

状況から読みを区別し，それぞれの場合ごとに読みを一つに確定したものと，現状では明

確な区別基準のないまま，複数の読みを認めているものとがある。以下にそれぞれを示す。

（１）使用状況ごとに読みを一つに確定したもの

音 オト ： 無生物，打楽器，音信

ネ ： 生物，笛琴

例 タメシ ： 基本読み

レイ ： 「例の」「例ならぬ」「例よりも」の場合

年 トシ ： 「年」単独

トセ ： 「二年」など，数詞の後

女 オンナ ： 文脈で判断

ムスメ ： 文脈で判断

魚 イオ ： 散文

ウオ ： 和歌

督 カミ ： 基本読み

カン ： 「督の」の場合

誰 タレ ： 基本読み

タ ： 「誰が」「誰そ」など

辺り アタリ ： 「辺り」単独

ワタリ ： 「～の辺り」，「○○（地名など）辺り」の場合

男 オトコ ： 基本読み

オノコ ： 特に，「宮中に仕える男」の意の場合

「親王」「皇子」「大臣」など

和語読み ： 基本読み。「ミコ」「オトド」

漢語読み ： 上が漢語の場合。

（２）現状では明確な区別基準なく，複数の読みを与えているもの

中古和文に限った問題ではないが，明確な区別基準が立てられなくとも複数の読みを与

えたい出現形がある。以下に示すようなものに関しては，注釈書などを参考に，個別に読

みを割り当てている。

《あ》
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朝（アサ・アシタ）

兄（アニ・ショウト）［出現書字形が「兄人」なら「ショウト」］

主（アルジ・シュウ） 庵（イオ・イオリ） 答ふ（イラウ・コタウ）

御衣（オンゾ・ミソ・ミケシ）

《か》

頭（カシラ・アタマ） 后（キサイ・キサキ） 衣（コロモ・キヌ）

《さ》

下（シモ・シタ・モト） 外（ソト・ト）

《た》

大夫（タイフ・ダイブ・カミ）

《な》

寝（ヌ・イヌ）

《は》

反故（ホゴ・ホグ・ホンゴ・ホング ）

《ま》

行幸（ミユキ・ギョウコウ・ギョウゴウ） 妻子（メコ・サイシ）

《や》

夜（ヨ・ヨル）
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資 料 要 注 意 語

１



※ 要注意語のうち，「接頭的要素」「接尾的要素」を掲げた。

「―が～」「―つ～」「―の～」「助詞」「助動詞」については，UniDic Explorer の

要注意語を参照。



資 料　要注意語

接頭的要素

代表形

代表表記

異形態品詞 活用型・その他 接続

注記

ID

アイ1

相

接頭辞

「相」と１最小単位との結合体が名詞である場合は除く。（相=

乗り，相=討ち）

本書の他の論文と【相】まって、

カモフラ柄って【相】変わらず人気ですね。

ウチ707

打ち

接頭辞

《中古和文のみ適用》

さるまじき御振る舞ひも【うち】混じりける。

いとわびしければ、【うち】泣きて縫ふままに

オ2

御

接頭辞

次に挙げるものは，後の部分と併せて1最小単位とする。［お

足，おいた，お家（芸・流），お薄，おかか，お鏡，おかき，

お陰，おかず，お河童，おかま，おかみ，おから，おかわ，お

冠，御形，おぐし，お好み（焼き），おこわ，お下げ（髪），

お差し，おさつ，おざなり，おざぶ，おさん（どん），おしっ

こ，おしぼり，おしめ，おじや，おしゃぶり，お釈迦，お洒

落，お節，お宅〈代名詞〉，お多福，お陀仏，お玉，おつむ，

お手（上げ・の物），おでき，おでまし，お転婆，お伽

（話），お腹，お成り，お握り，お主，お寝しょ，お萩，おは

こ〈十八番の意〉，おはよう，お払い（箱），おひたし，お冷

や，お袋，おふる，おまえ，おまけ，おませ，おまる，お巡

り，お娘，おむすび，おむつ，お目見え，お漏らし，おやつ］

また新たな部屋になった時、もう一度【お】願いします。

いつもは寡黙な【お】父さんが大活躍するのよ

オン3

御

接頭辞

次に挙げるものは，後の部分と併せて1最小単位とする。［御曹

司，御大，御中，御身］

篤種公、【御】年、五十ノ冬

【御】礼申し上げます

カク4

各

接頭辞

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（各=国，各=地）

【各】ユニットが市松模様のように並ぶ構成が現れる。

【各】部屋はとても狭いです。

ゴ6

御

接頭辞

次に挙げるものは，後の部分と併せて1最小単位とする。［御

形，御供，御所，御新，御仁，御神火，御前，御饌，御託，御

殿，御伝，御悩，御飯，御辺，御免，御覧，御料，御寮］

ジュンプランニングの【御】存じ

（1）



コン5

今

接頭辞

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（今=回，今=度）

【今】プロジェクトの計画研究メンバー１０人のうち

【今】シーズンは計約４トンの出荷を見込んでいる。

ショ7

諸

接頭辞

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（諸=国，諸=所）

【諸】届けとか融資など

ゼン8

全

接頭辞

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（全=国，全=社）

【全】キャリアおよび全機種に対応している。

タイ9

対

名詞-普通名
詞-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（対=米，対=人）

あらゆる書類や【対】マスコミ用の原稿が

「【対】北」世論が左右

ナマ708

生

接頭辞

《中古和文のみ適用》

心得ず、【なま】いとほしとおぼゆる御さまなり

恥づかしくもありぬべく、【なま】わづらはしく思へど

ホノ692

仄

接頭辞

「ほのか」「ほのめく」「ほのぼの」「ほのめかす」は除く。

【ほの】暗い廊下を歩きながら、椿山はこれからのことを考えた。

福姫の姿だけが【仄】白く浮び出ていた。

ホン10

本

接頭辞

「この」の意。漢語の1最小単位と結合したものは除く。（本

件）

【本】ページの下を参照のこと。

【本】カレンダーは日本車両が２５年以上の歴史を誇る

ミ11

御

接頭辞

次に挙げるものは後の部分と併せて1最小単位とする。［御生，

御門，御溝，御酒，御籤，御髪，御座，御食，御子，御輿，御

言，御簾，御衣，御台，御霊，御堂，御息所，御幸，御代］

誰にでも分かる易しい錦の【御】旗が必要と考え、

父と子と聖霊の【み】名によってという意味です）

モテ693

以て

接頭辞

『日本国語大辞典第二版』で「（「もて」は接頭語）」との注

記がある語(23語)のみ。

はかなき空に【もて】はなるらむとなむ、

（2）



接尾的要素

代表形

代表表記

異形態品詞 活用型・その他 接続

注記

ID

アウ696

敢う

動詞-非自立
可能

文語下二段-ハ行-一般 動詞連用形

《中古・近代語》

かぎりなくあはれにおぼえければ、しのび【あへ】で友だちに、

しのぶ心の、をさなくも、とどめ【あへ】ねばけだしくも、

アガリ13

上がり

接尾辞-名詞
的-一般

前にその職業・身分だった者の意。

江の島の岩本院の稚兒【あがり】

アグネル14

あぐねる

動詞-非自立
可能

下一段-ナ行（文語下

二段-ナ行）

動詞連用形

信直が納得すまい、と考え【あぐね】ているうちに、

多くの国会議員が答えを出し【あぐね】、

アソバス664

遊ばす

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形，体言

三十七生害に及びし跡にて、御尋ね【あそばし】、

アタウ665

能う

動詞-非自立
可能

五段-ワア行-タウ（文

語四段-ハ行-タウ）

活用語の連用形・連体

形

動作・状態の継続・進行を表す。

余輩をして唯だ語り【能ふ】所を語らしめよ

之を明にする【能は】ずと雖も、

アタリ659

当たり

接尾辞-名詞
的-副詞可能

一人【当たり】十五文ずつ発声していただき

一つの仮名【当たり】の平均異体仮名の使用数

アテ15

宛

接尾辞-名詞
的-一般

名あての意。「名宛(人)」の「宛」は除く。

下院議員に立候補し落選した時に娘【宛】に出した

沼さんから私【あて】に解任状が届きました。

アテ16

宛

接尾辞-名詞
的-一般

「～に対して」の意。

ひとり【宛】五個

アマル704

余る

動詞-非自立
可能

文語四段-ラ行 動詞連用形

《中古和文》

上下みなかづけたれば、かづき【あまり】て、

（3）



心ひとつに思ひ【あまる】ことなど多かるを

アリ699

有り

名詞-普通名
詞-一般

「大有り」「神在」「徒有り」「訳有り」の「有り（在り）」

は除く。

黒真珠の変形や疵【あり】を，時間をかけ

送球に難【あり】で困っています。

アル666

有る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

ラ行変格）

動詞連用形

動作・状態の継続・進行を表す。

試作報告用紙に掲げ【ある】事項を記入して

紙の張り【ある】板何枚かをひつくり返して

イク705

行く

動詞-非自立
可能

文語四段-カ行 動詞連用形

《中古和文》次第にそうなるという意。

移ろひ【ゆく】を限りと思へば

にはかに雲がくれて、明け【ゆく】空いとをかし

イタス17

致す

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

先生にお預け【いたし】ます。

応募者全員にプレゼント【いたし】ます！！

手術が無事成功し、安堵【いたし】ました。

イル667

居る

動詞-非自立
可能

上一段-ア行（文語上

一段-ワ行）

動詞連用形

朝寒の庭掃く男變り【居】し

一民族を以て一國民となし【居る】ものは無い。

ウエ18

上

接尾辞-名詞
的-一般

「決して父【上】を煩さぬ」と覚悟を決めていた。

作者の母【上】の「ありがたいありがたい」にも、

エル19

得る

ウル動詞-非自立
可能

下一段-ア行（文語下

二段-ア行）

動詞連用形

「～することができる」の意。

青山を語る補助線となり【得る】ものなのだ。

コレはあり【得る】注目株！

政権を担い【得る】政党として国民から認知された

オエル20

終える

動詞-非自立
可能

下一段-ア行（文語下

二段-ア行）

動詞連用形

チョウの図鑑を回し【終え】た

書き【終え】てからは当分音楽を聴かなかったほどです。

（4）



オオセル21

果せる

動詞-非自立
可能

下一段-サ行-一般（文

語下二段-サ行）

「すっかり終える」の意。

隠し【おおせる】

オク706

置く

動詞-非自立
可能

文語四段-カ行 動詞連用形

《中古和文》～しておくという意。

物一言いひ【置く】べきことありけり」といひて

人目を思して隔て【おき】たまふ夜な夜ななどは

オクレル22

遅れる

動詞-非自立
可能

下一段-ラ行-一般（文

語下二段-ラ行）

動詞連用形

終電に乗り【遅れ】た。

わが国が立ち【遅れ】ている分野について

二塁打は振り【遅れ】だが、

オル668

居る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

ラ行変格）

動詞連用形

動作・状態の継続・進行を表す。

世の物議を釀し【居れ】るに、今一朝にして

『今日も存命であるか、證人は存じ【居ら】ぬか？』

オワシマス714

おわします

動詞-非自立
可能

文語四段-サ行 動詞連用形

《中古和文》

御位に即き【おはしまし】しまで仕うまつることどもはべりし

ただ人のやうにて添ひ【おはします】を

オワス669

御座す

動詞-非自立
可能

文語サ行変格-ス 動詞連用形

動作・状態の継続・進行を表す。

御衣ぞの袖を引きまさぐりなどしつつ、紛らはし【おはす】。

オワソウズ715

おわそうず

動詞-非自立
可能

文語サ行変格-ズ 動詞連用形

《中古和文》

そら耳をこそ聞き【おはさうじ】て、

若く盛りにてきよげに【おはそさうずる】御子どもの

オワル23

終わる

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

部屋の反対側まで歩き【終わる】と

カ24

化

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の１最小単位と結合したものは除く。（特=化，液=化）

オトコ【化】しすぎて女たちが捨てて来た

ビールの大きな流れは「生【化】」とともに「缶化」です。

ガカル26

がかる

接尾辞-動詞
的

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）
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まだ青く紫【がかっ】てすみきっている。

芝居【がかっ】た演出をしたり

カタ29

方

接尾辞-名詞
的-一般

「仕方」の「方」は除く。

体育遊びのあり【方】や、

大好きな海での過ごし【方】なんだけどさ。

円高になるとの見【方】が大勢だ。

ガタイ33

難い

接尾辞-形容
詞的

形容詞-タイ（文語形

容詞-ク）

動詞連用形

「有り難い」の「難い」は除く。（中古和文には，この例外を

適用しない。）

よほど扱い【難い】

何物にも代え【難い】存在だった。

カタガタ34

旁

接尾辞-名詞
的-一般

遊び【かたがた】食糧不足を補うために

結局、釣り【かたがた】、松川が案内することになった。

ガチ35

勝ち

接尾辞-形状
詞的

結果オーライになり【がち】で

太陽政策に傾き【がち】な韓国政府を

意欲も薄れ【がち】です。

ガテラ36

がてら

接尾辞-名詞
的-副詞可能

時々自分も遊び【がてら】お柳の見舞に顔を見せる

ダイニングに向かい【がてら】手招きする。

ガネ716

がね

接尾辞-名詞
的-一般

体言

《中古和文》候補者の意

太政大臣の后【がね】の姫君ならはしたまふなる教へは

このむこ【がね】によみておこせたりける。

カネル37

兼ねる

接尾辞-動詞
的

下一段-ナ行（文語下

二段-ナ行）

動詞連用形

まことに申し【兼ね】ますが

お待ち【かね】の“ハリポタ”最新ニュースを

悪影響が広がり【かね】ない。

ガル39

がる

接尾辞-動詞
的

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

形容詞・形状詞

助動詞「たがる」の「がる」は除く。

祖母のかわい【がり】ようが尋常でなく

藻を怖【がる】なんて、

写真を飾るのは嫌【がっ】ていたんだが
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カワス40

交わす

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

「互いに～する」の意。

泰安相手に酒を酌み【交わし】ていた。

カン41

間

接尾辞-名詞
的-副詞可能

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（空=間，車=間）

サーバ【間】の情報交換に使用される

具体的なデータ【間】の因果関係は

ブランド【間】の価格格差が一段と進む

キコエル712

聞こえる

動詞-非自立
可能

文語下二段-ヤ行 動詞連用形

《中古和文》

めざましうと許し【きこえ】ざりしを

やむごとなくもてなし【きこえ】ながら

ギミ42

君

接尾辞-名詞
的-一般

姫【君】

母【君】

キル43

切る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

「すっかり～し終える」の意。

すでに大半を使い【きっ】てしまい、

パワーを使い【切っ】て走る爽快感あり

チケットが売り【切れ】ている場合もあります。

クサイ44

臭い

接尾辞-形容
詞的

形容詞-サイ

「～めいた感じがする」という意。望ましくない意を強める用

法。「かび臭い」「焦げ臭い」の「くさい」は除く。

青【くさい】ほど未熟な私に

照れ【くさく】て言えなかった「ありがとう」。

米国よりずっと古【くさく】なってしまった。

クダサル45

下さる

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-アル-サル

（文語四段-ラ行）

ギブミーレターをご覧【下さい】ね。

ご意見、ご感想をお寄せ【下さい】。

グルミ46

ぐるみ

接尾辞-名詞
的-一般

身【ぐるみ】剥がされちまうなんて

国家【ぐるみ】の犯罪や脅威から

クン47

君

接尾辞-名詞
的-一般

「同君」の「君」は除く。

ワジム【君】たちの力強い協力であった。
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Ｙ【君】からのメールでした。

外野手の桑原将太【君】は天然芝について

ゲ48

気

接尾辞-形状
詞的

闇夜の怖ろし【げ】な海は

やや寂し【げ】なタイトルであるが、

何【げ】ない一言から偶然始まった。

ケイ49

系

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（文=系，日=系）

わたしも犬【系】だし

癒やし【系】、癒やし顔。

ゴ51

後

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（戦=後，老=後）

試合【後】、「練習不足で十分に戦えなかった。

ゴ52

御

接尾辞-名詞
的-一般

姉【御】肌の人が凄く多いなっていう

コト53

事

名詞-普通名
詞-一般

ヘコキムシ【こと】ミイデラゴミムシは黄色と黒の模様。

私【こと】

ゴト54

ごと

接尾辞-名詞
的-副詞可能

「～も一緒に」の意。

滝【ごと】持って帰りたいところだが、

１冊丸【ごと】学校に関係ある

ゴト55

毎

接尾辞-名詞
的-一般

そのもの一つ一つ，その時その時の意。

国【ごと】に違うということであろう

ナンバー【ごと】の細部の変化は

章【ごと】に文体が変わり、

コナス56

熟す

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

「うまく～する」の意。

着【こなし】も上品に。

２人乗りでコンパクトに乗り【こなせる】。

美しく澄んだ高音で歌い【こなし】ている。

サ57

さ

接尾辞-名詞
的-一般

「そうだ」「過ぎる」が接続するときの「なさ」「良さ」の

「さ」，ケシ型形容詞に付く「さ」，「憂さ」の「さ」は除
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比類のない深【さ】はそこから生まれている。

ステレオ欲し【さ】に応募して、

～なりた【さ】

サス690

さす

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

思い出を一つ話【さし】ていただこうと思います

椅子やテーブルと日本風とを調和【さし】て、気もちのよい

サス694

止す

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

夜の白玉は光見え【さす】ものにぞありける

サマ58

様

接尾辞-名詞
的-一般

地域の皆【様】はじめ全ての方々から

それが神【様】の目からの評価だから、真実なのだ。

『志村けんのバカ殿【様】』に腰元役として出演。

サマ709

様

名詞-普通名
詞-一般

《中古和文》

ここら横【さま】なる浪風にはおぼほれたまはむ。

恋しき書き【様】などさへいとをかしきを

サン59

さん

接尾辞-名詞
的-一般

皆【さん】すでにご承知のごとく、

島田【さん】の奥さん手製の

お巡り【さん】なのに茶髪で、

ジ60

時

接尾辞-名詞
的-副詞可能

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（戦=時）

農家の手伝い【時】には、必ず千之助・お夏の兄妹を連れて行った。

シキ61

式

接尾辞-名詞
的-一般

形式・方法などの意。漢語の1最小単位と結合したものは除く。

（洋=式，正=式）

この最初のねじ【式】でそれからはまってしまいまして

新民連議員の離党、さみだれ【式】はダメ

シナ62

しな

接尾辞-名詞
的-副詞可能

帰り【しな】に一撃されて

ジミル63

染みる

接尾辞-動詞
的

上一段-マ行（文語上

二段-マ行）

子供【じみ】た正義感を感じなくもない
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ジュウ64

中

接尾辞-名詞
的-副詞可能

部屋【中】何時もちらかっていて

体【中】に生えているトゲで攻撃してくるはりせんぼん。

ジョウ65

上

接尾辞-名詞
的-副詞可能

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（機=上，車=上）

仕事【上】での挨拶にふくまれるものは、

ジョウ66

状

接尾辞-名詞
的-一般

「～の形・有り様」の意。漢語の1最小単位と結合したものは除

く。（液=状）

粒【状】若しくは粉【状】

今日の当番表の紙を手の中で筒【状】に丸め、

主役は霧【状】にして吸い込むステロイドを使う治療だ。

スギル67

過ぎる

動詞-非自立
可能

上一段-ガ行（文語上

二段-ガ行）

動詞連用形

背景が明る【過ぎ】たりする。

こり【過ぎ】て当時の歌手たちが歌えず、

ズク68

尽く

接尾辞-名詞
的-一般

力【ずく】で戦争して、

ズクメ69

尽くめ

接尾辞-名詞
的-一般

裏の活動をするバリスが黒【ずくめ】で

珍し【ずくめ】の応酬

スル70

為る

動詞-非自立
可能

サ行変格-為ル（文語

サ行変格-ス）

漢語の1最小単位と結合したものは除く（対=する，信=ずる）。

「～んずる」という形式は除く（甘ん=ずる，重ん=ずる）。

アドバイス【する】役割もあり、

対応関係ははっきり【し】ていない。

フランスを旅【し】ていると、

セイ71

性

接尾辞-名詞
的-一般

物事の性質・傾向の意。漢語の1最小単位と結合したものは除

く。（特=性，急=性）

枝が水平に伸びるもの、枝垂れ【性】のものなど、

ブラックベリーはつる【性】の植物なので、

ソウ72

そう

形状詞-助動
詞語幹

様態の助動詞「そうだ」の語幹に当たるもの。

けだる【そう】に行列してゆくところだった。
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慢性的な肺の病気の発症には関係がなさ【そう】です。

わかりにくい仕組みだと言え【そう】です。

ソウ73

そう

名詞-助動詞
語幹

伝聞の助動詞「そうだ」の語幹に当たるもの。

コラーゲンの量やキメの細かさまで分かる【そう】

「マジシャン」というニックネームで呼ばれている【そう】だが、

四十四年もかかる【そう】です。

ソコナウ74

損なう

動詞-非自立
可能

五段-ワア行-ナウ（文

語四段-ハ行-ナウ）

動詞連用形

神になり【損なっ】た男の、

日本株を売り【損なっ】たと話したら、

ソコネル674

損ねる

動詞-非自立
可能

下一段-ナ行（文語下

二段-ナ行）

動詞連用形

スターズの選手が打ち【損ねる】と容赦ない野次が

なんとなく厭きてしまって、見【損ねる】こともある。

ソビレル75

そびれる

動詞-非自立
可能

下一段-ラ行-一般（文

語下二段-ラ行）

動詞連用形

きちんと届いたかどうかも聞き【そびれ】た。

ソンズル76

損ずる

ソンジル動詞-非自立
可能

サ行変格-ズル（上一

段-ザ行，文語サ行変

格-ズ）

動詞連用形

駆け落をし【損じ】たるは櫻頃

急いては事を仕【損じる】よ。

タイ77

対

名詞-普通名
詞-一般

１【対】１で戦う試合。

神【対】巨

ダス78

出す

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

「～し始める」という意。

背中を押されるようにして歩き【だす】。

最前列では子供たちが踊り【だし】た

無口な少年スキッパーがスラスラと話し【だし】、

タチ79

達

接尾辞-名詞
的-一般

私【達】は真剣に自分で考えるべきだ。

あなた【達】はバンドを始めた時共同生活していたそうですね。

保護者の方【たち】も親切にしてくれるようになり、
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ダツ710

立つ

接尾辞-動詞
的

文語四段-タ行 動詞連用形

《中古和文》

君にも言ひ伝へず、さかし【だち】て

受領などおとな【だち】たる人は、ふときいとよし

タテマツル670

奉る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

年のはじめの栄えに見【奉る】。

タマウ80

給う

動詞-非自立
可能

五段-ワア行-マウ（文

語四段-ハ行-マウ）

動詞連用形

篤道公、喜バレ【給フ】。

天が許し【給う】

ダラケ81

だらけ

接尾辞-形状
詞的

埃【だらけ】の棚隅のいびつな土甕に

岩【だらけ】のけわしい土地は

タバコのヤニ【だらけ】の、

チャン83

ちゃん

接尾辞-名詞
的-一般

ワン【ちゃん】も寒いと思いますよ。

私もお母【ちゃん】って、呼んでもいい？

おじい【ちゃん】のモリゾーと、

チュウ84

中

接尾辞-名詞
的-副詞可能

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（空=中）

高層階からの夜景を仕事【中】に観ると、

休み【中】

ツイデ85

序で

名詞-普通名
詞-一般

お祝い【ついで】に、新らしいのをお買いなさい。

くたびれ【ついで】

ツキ87

付き

接尾辞-名詞
的-一般

「札付き」（知れわたっていること，悪い評判が世間に広まっ

ている人の意）は除く。

屋根【付き】ながら四囲には壁もなく、

企業・団体献金の「ヒモ【付き】献金」を禁止していないことに

ツクス86

尽くす

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

「すっかり～する」という意。

野外会場を埋め【尽くし】た数千人のファンに

新しいものは出【尽くし】てしまった
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ツケル88

付ける

動詞-非自立
可能

下一段-カ行（文語下

二段-カ行）

動詞連用形

習慣の意。

行き【つけ】の雀荘で仕入れた情報を

ッコ89

っこ

接尾辞-名詞
的-一般

「～すること」の意。

つかまり【っこ】ないから。

失礼はいい【っこ】なし！

ＧＨＱ（連合国軍総司令部）がいる間は勝て【っこ】ない。

ッコ90

っこ

接尾辞-名詞
的-一般

「～比べ」「互いに～する」という意。

お馬のかけ【っこ】

ツヅク92

続く

動詞-非自立
可能

五段-カ行-一般（文語

四段-カ行）

動詞連用形

「引き続く」「打ち続く」等，動作継続の動詞に接続しないも

のは除く。

夜が明けるまで降り【続き】そうな勢いだ。

ツヅケル93

続ける

動詞-非自立
可能

下一段-カ行（文語下

二段-カ行）

動詞連用形

「打っ続ける」等，動作継続の動詞に接続しないものは除く。

限界になるまで黙々と働き【続ける】ので、

信念を持ち【続け】た。

同じように給料を払い【続け】ていれば、

ヅライ94

辛い

接尾辞-形容
詞的

形容詞-ライ

人間にはわかり【づらい】ですが、

元の位置に戻り【づらく】なってしまうので

意見聴取を進めるほど、結論が出し【づらく】なる

テキ95

的

接尾辞-形状
詞的

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（人=的，端=的）

うまいバンドが今【的】ポップをやると、こうなる、という感じ。

コロンブスの卵【的】発想が人気。

デキル97

出来る

動詞-非自立
可能

上一段-カ行（文語上

二段-カ行）

売店や茶屋があるのでのんびり【できる】。

今晩、シングルを一部屋お願い【でき】ますか。

あまり票読み【できる】人っていないと思うのね。

トウ98

等

接尾辞-名詞
的-一般

野の花、野菜、果物【等】を描きます。
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スギ【等】国産針葉樹資源の合板分野への利用

ドウシ99

同士

接尾辞-名詞
的-一般

妻【同士】が同じ英会話学校に通っていて

大人【同士】の対立軸ではなく、

トオス100

通す

接尾辞-動詞
的

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

彼らは一晩中歩き【通し】だった。

たくさんあって読み【通す】のが大変でした。

ライブをやり【通し】た彼らは、

トオリ673

通り

名詞-普通名
詞-副詞可能

それと同じ状態であるという意。

その言葉【通り】、１週間で３試合をこなす強行日程を

やっぱりなかなか思い【通り】には行かないところがありますよね

ドノ102

殿

接尾辞-名詞
的-一般

昨日杉田【殿】の孫に施した種痘は、

むこ【殿】

トモ103

共

接尾辞-名詞
的-副詞可能

全部の意。

二人【とも】宵越しの金は持たない主義で、

両作【とも】指示代名詞やあいまいな言語を多用する。

トモ104

共

接尾辞-名詞
的-副詞可能

それを含めての意。

送料【とも】

住所・氏名【とも】

ドモ105

共

接尾辞-名詞
的-一般

しかし，やつらキツネ【ども】も負けてはいなかった。

者【ども】手をひけっ、

ドモ106

共

接尾辞-名詞
的-一般

それを踏まえて私【ども】でも

ナイ107

内

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（室=内，社=内）

統一会派を組むさきがけ【内】には
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ナガラ108

乍ら

接尾辞-名詞
的-一般

市長に涙【ながら】に訴えにいき

昔【ながら】の民家を改造した

ナサル109

為さる

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-アル-サル

（文語四段-ラ行）

おなかいっぱい食べ【なさい】といいますね。

言えなかった「ごめん【なさい】」。

ナシ700

無し

名詞-普通名
詞-一般

「有る無し」「形無し」「底無し」「台無し」「人で無し」

「人無し」「幕無し」「間無し」「道無し」「文無し」「休み

無し」の「無し」は除く。

当然アポ【なし】ではあるが

鍵【なし】で金庫を開けるのは

ナミ110

並み

接尾辞-名詞
的-一般

その類と同じ，又は同じ程度であることを表す。

人に対して思いやりの心だけは人【並み】以上に持っていたと思うけれど、

水夫たちは船長に犬【なみ】にあつかわれていたので、

東京の冬【なみ】のオーバーがいるのに、

ナリ111

形

接尾辞-名詞
的-一般

そのもの相応である様の意。

低い価格設定には低い【なり】の理由があります。

それ【なり】の役目を与えて投げさせたいと思うよ。

不調【なり】に試合をつくり、

ナリ112

形

接尾辞-名詞
的-一般

「～するまま」「～するに従う様」の意。

やっぱりアメリカの言い【なり】！？

ナレル113

慣れる

動詞-非自立
可能

下一段-ラ行-一般（文

語下二段-ラ行）

動詞連用形

風景の一部として見ているから見【慣れ】てしまった。

カラーマスカラをつけ【慣れ】ていない人もつかいやすい

通い【慣れ】た青山一帯の江戸時代の風景が、

ニクイ114

難い

接尾辞-形容
詞的

形容詞-クイ

醜悪の意の「醜い」は除く。

ライフスタイルの改善だけでは効果は出【にくい】もの。

ハイテク株だけが物色される相場は考え【にくい】。

美化されると、問題が直視し【にくく】なるのです
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ヌク115

抜く

動詞-非自立
可能

五段-カ行-一般（文語

四段-カ行）

動詞連用形

「終わりまでする」という意。

「笑顔で耐え【抜く】しかないな」

熟練した技と、磨き【抜か】れたセンスをもって作り出される料理

日本全体の利益はどこにあるかを考え【抜か】なければ、

ハジメル116

始める

動詞-非自立
可能

下一段-マ行（文語下

二段-マ行）

動詞連用形

九郎は小社の裏手を抜ける参道を拝殿に向かって歩き【始め】た。

徳利のままグイグイ飲み【はじめ】てしまったんです。

好調だったブランド品の売れ行きに陰りが見え【はじめ】たのか。

ハタス117

果たす

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

「すっかり～し終える」の意。

使ひ【果し】てしまはなければならぬ。

ハテル118

果てる

動詞-非自立
可能

下一段-タ行（文語下

二段-タ行）

動詞連用形

「すっかり～する」「～し終わる」という意。

形骸化した官僚主義的機関と成り【果て】ており、

疲れ【果て】て眠り込んだ矢先のことだった。

地域一帯が荒れ【果てる】という、

ハナシ119

放し

ッパナシ接尾辞-形状
詞的

腰板障子戸を開け【っ放し】にしており、

試合中はずっと走り【っぱなし】で疲れましたが、

１２時間預け【放し】の親、

ハベル713

侍る

動詞-非自立
可能

文語ラ行変格 動詞連用形

《中古和文》

人知れずあつかはしくおぼえ【はべれ】ど

この尼の過ぎ【侍り】にしやうは

バム120

ばむ

接尾辞-動詞
的

五段-マ行-一般（文語

四段-マ行）

地に積もる黄【ばむ】孔あく病葉の量

日向は汗【ばむ】程の気候。

ハン121

版

名詞-普通名
詞-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（新=版）

男【版】宝塚「Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉｆｅ」’八十五年、結成。

フウ122

風

接尾辞-名詞
的-一般

様子の意。漢語の1最小単位と結合したものは除く。（和=風，

古=風）
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スタンダード仕立て【風】の樹形にすることができます。

もう一方は寅さん【風】のテキ屋スタイル。

ブリ123

振り

接尾辞-名詞
的-一般

それだけの時間が過ぎたという意を表す。

久し【ぶり】の出勤に自分も気分が高揚している。

プロ野球では今年、１８年【ぶり】に阪神タイガースがリーグ優勝し、

ブリ124

振り

ップリ接尾辞-名詞
的-一般

様子・状態の意。

その若者は、急にぞんざいな口【ぶり】になった。

これで女【っぷり】が上がります！

依田の打ち【ぶり】に感心しきりだった。

ブル125

振る

接尾辞-動詞
的

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

「そのように振る舞う」という意。

「そんな、もったい【ぶら】ないで、頼みますよ」

悪【ぶっ】てはいるが、実は心がやさしく、おひとよし。

ブン126

分

名詞-普通名
詞-一般

３週間【分】の発芽玄米と、食事記録用紙を渡して、

それが連中の取り【分】で、

その年俸【分】を他の選手の増額に振り向けられる。

ポイ127

ぽい　

ッポイ接尾辞-形容
詞的

形容詞-ポイ 名詞

形容詞語幹に接続する「ぽい」は除く。「いがらっぽい」の

「ぽい」は除く。

タイトスカートで大人【っぽい】着こなしに

空気が湿【っぽく】ムッとしている。

いたずら【っぽく】笑った。

ポッチ128

ぽっち

ッポッチ接尾辞-名詞
的-一般

これ【っぽっち】も思っていなかった。

マエ129

前

名詞-普通名
詞-副詞可能

試合【前】、個人得点ランキング表を気にしていた。

マクル130

捲る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

午後一杯を費やして匿名の発言を読み【まくっ】た。

２年間ほど本を読み【まくり】知識を得たつもりですが、

ＤＪブースに近い参加者ほど、楽しそうに踊り【まくる】。
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マス695

坐す

動詞-非自立
可能

文語-四段サ行

ただ人にておはし【まし】ける時のことなり

むまのはなむけしに出で【ませ】り

マワリ133

周り

接尾辞-名詞
的-一般

「おなか【まわり】がスッキリした」

門【まわり】に１本、ポーチわきに１本、

ミ711

み

接尾辞-名詞
的-一般

動詞連用形

《中古和文》

泣き【み】笑ひ【み】聞こえたまふにも

ミタイ134

みたい

形状詞-助動
詞語幹

海水で腹を膨らませたクラゲ【みたい】だと清は思った。

必ずそういう状態になる【みたい】ですけど。

そう言う、うねり【みたい】なものは地方にも出てきている。

ムキ135

向き

接尾辞-名詞
的-一般

辛口テーストが大人【向き】

ムケ136

向け

接尾辞-名詞
的-一般

この髪型は、丸顔の人【向け】です。

ジーン・バトラーが子供【向け】のワークショップを開催。

夏【向け】に、前回より怖い作品を目指すという。

メ137

奴

接尾辞-名詞
的-一般

ののしる語。

ああ恐ろしい女子【奴】！

メ138

奴

接尾辞-名詞
的-一般

謙そんの意。

私【め】はこの度お願い申し上げました

メ139

目

接尾辞-名詞
的-一般

順序を表す。

兄弟のうち二人【目】の中学進学である。

４回【目】の対決となる今回は、

１日【目】は、首席指揮者ロジャー・ノリントン率いる、
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メク143

めく

接尾辞-動詞
的

五段-カ行-一般（文語

四段-カ行）

擬態語的なものの「めく」は除く。（きら=めく，ざわ=めく）

謎【めい】て見える

今を時【めく】

モウス672

申す

動詞-非自立
可能

五段-サ行（文語四段-

サ行）

動詞連用形

あはれにうれしくも会ひ【申し】たるかな。

ヤガル144

やがる

接尾辞-動詞
的

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

馬鹿にし【やがっ】て！

なにを言い【やがる】。

ヤスイ145

易い

接尾辞-形容
詞的

形容詞-スイ（文語形

容詞-ク）

動詞連用形

住み【やすい】住環境を提案する

かわいくって履き【やすい】バブーシュは

ヤル703

遣る

動詞-非自立
可能

文語四段-ラ行 動詞連用形

《中古和文》

思ひ【やれ】ば、かぎりなく遠くも来にけるかな

花ざかりに京を見【やり】てよめる

ヨイ146

良い

イイ形容詞-非自
立可能

形容詞-オ段-良イ（形

容詞-イ段-良イ，文語

形容詞-ク）

動詞連用形

これからも住み【良い】社会に少しでも近付くよう、

ヨウ147

様

形状詞-助動
詞語幹

助動詞「ようだ」の語幹に当たるもの。

解釈がやっと見直される【よう】になり、

ミリアリアの【よう】な女の子が

日本のラグビーは日本経済と同じ【よう】に、

ヨウ148

様

接尾辞-名詞
的-一般

方法の意。

やり【よう】によってはすごいオイシイ役なんですよ。

天性の能力としか言い【よう】がありません。

ヨウ149

用

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（学=用）

賄い【用】にと、鰰の自分の取り分まで渡してくれた

ひとり【用】七輪とびの魚を焼く
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ラ150

等

接尾辞-名詞
的-一般

複数を表す。

これ【ら】が改善されると、

彼【ら】に希望を託していく。

イラクの子ども【ら】の惨状を理解する

ラ151

等

接尾辞-名詞
的-一般

事物をおおよそに指す。

余はなん【ら】の肩書を必要としない。

そこ【ら】のショップとはひと味違う、

ラシイ152

らしい

接尾辞-形容
詞的

形容詞-一般（文語形

容詞-シク）

助動詞「らしい」は除く。

わざと【らしい】くらいにお金を掛けた作り

“夏【らしい】”体験もしているようで…。

リュウ153

流

接尾辞-名詞
的-一般

流派の意。

やはり昔【流】の料理を作っているが

ノイズなどをデジタルに混在させるのが彼【流】。

ルイ154

類

接尾辞-名詞
的-一般

漢語の1最小単位と結合したものは除く。（人=類）

貝塚中の貝【類】の組成が、

しめじ【類】

ワスレル155

忘れる

動詞-非自立
可能

下一段-ラ行-一般（文

語下二段-ラ行）

動詞連用形

お誕生日やご住所を書き【忘れる】方が、

しかも財布を置き【忘れ】、

ワタル156

渡る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

「辺り一面に～する」という意。

眼鏡から覗く双眼は澄み【渡っ】ていた。

心に染み【渡る】ような洗練された，

企業までお金が行き【渡ら】ない。

ワタル157

渡る

動詞-非自立
可能

五段-ラ行-一般（文語

四段-ラ行）

動詞連用形

「徹底的に～する」という意。

さえ【わたる】

ワビル697

詫びる

動詞-一般 文語上二段-バ行 動詞連用形

《中古・近代語》

東山に住まむと思ひ入りて、住み【わび】ぬ

いといたう思ひ【わび】たるをいとどあはれと御覧じて
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