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『分類語彙表』の⾒出し語 95,071 語に対する単語親密度付与
知っている(KNOW), 書く(WRITE), 読む(READ), 話す(SPEAK), 聞く(LISTEN)の5観点を

Yahoo クラウドソーシングにより収集し、ベイジアン線形混合モデルで推定

調査⽅法
分類語彙表 [国⽴国語研究所 2004]

語を意味によって分類・整理したシソーラス (類義語集) 

Yahoo! クラウドソーシングによる調査

推定結果（各観点の上位 or 下位 10位まで）

ベイジアン線形混合モデルによるモデル化

３３４

分類番号の構造 例：よう（分類番号：3.1300）

2018年11⽉に実施
3,392⼈の実験協⼒者から
1⾒出し語あたり16⼈以上のデータ
(5観点)を収集
データポイント数 1,617,184件

5段階評価
1 全く知らない/全く出現しない
2 あまり知らない/あまり出現しない
3 どちらともいえない
4 何となく知っている/たまに出現する
5 よく知っている/よく出現する

知っている 知らない

全員 うずみひ
恋⼈ ⽟章（たまずさ）
翌朝（よくあさ） 御稜威（みいつ）
退社する 繞（にょう）
再会 鞅掌（おうしょう）する
本社 スフ
⼊社 驍名
⼈⾒知りする 笈摺（おいずり）
持ち帰る 宇内（うだい）
ストロー 賢察

書く 書かない

−か⽉・箇⽉（かげつ） ⽟章（たまずさ）
聞く 痛罵
仕事する／をする 暴戻（ぼうれい）
話す 鞅掌（おうしょう）する
⾒る 縊死（いし）
⾃分 撃攘
⼒（ちから） 席題
⼝ 驍名
作る あおのけ
⾷料品 みず垣

読む 読まない

聞く ⽟章（たまずさ）
休む あおのけ
書く 鞅掌（おうしょう）する
登録する 撃攘
⾃分 席題
⾒る 暖国
明⽇（あした） 退京
⼈（ひと） 御稜威（みいつ）
終わる 劫を経る
今度 驍名

話す 話さない

聞く みず垣
終わる ⽟章（たまずさ）
野菜 痛罵
今度 劫を経る
⺟親 薫染
⾷べ物 使⾂
会う 吏道
年を取る 微賤
書く ⾺⼿（めて）
今度 地峡

聞く 聞かない

聞く ⽟章（たまずさ）
終わる 劫を経る
野菜 あおのけ
⾷べ物 鞅掌（おうしょう）する
会う 微賤
休む 少時
書く 吏道
今度 放念
おはよう［〜ございます］ 席題
寝る 縊死（いし）

生産上位 受容上位

聞く 聞く
終わる 終わる
−か⽉・箇⽉（かげつ） 休む
今度 書く
今度 今度
休む ⾒る
話す 作る
⾒る 明⽇（あした）
⾃分 ⾷べ物
書く 今⽇（きょう）

書記上位 音声上位

聞く 聞く
−か⽉・箇⽉（かげつ） 終わる
⾃分 野菜
休む 今度
作る ⾷べ物
話す 会う
終わる 書く
今度 今度
私（わたし） 休む
登録する 年を取る

生産-受容上位 受容-生産上位

⽑管 送検する
物⼼（ぶっしん） 右翼
消却する 書類送検
絆創膏 巡業する
ふたとせ ⻄郷隆盛
揚げなべ 殺害（さつがい・せつがい）
吟詠する ⾰命児
だるい 護衛する
上辺（うわべ） 識者
幽寂 再審

書記-音声上位 音声-書記上位

上記 レジ袋
追伸 先っちょ
前述する ちょろまかす
後述 バイバイ
記 ヨーグルト
前略 ドライヤー
在中 まんま［その〜］
アンパサンド［＆］ それではまた
句読点 ⿐⽔
下記 どっこいしょ
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⾒出し語上位 ⾒出し語下位 分類番号上位 分類番号下位 分類番号（中項⽬）上位 分類番号（中項⽬）下位
知っている 知らない 知っている 知らない 知っている 知らない

全員 2.44 うずみひ -1.86 2.1530 ⽤-関係-作⽤-出⼊り 1.60 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 0.05 3.53 相-⾃然-⽣物 1.41 3.52 相-⾃然-天地 0.13 
恋⼈ 2.44 ⽟章（たまずさ） -1.86 4.3160 他--判断-驚き 1.60 3.5230 相-⾃然-天地-地 0.13 3.17 相-関係-空間 1.41 1.54 体-⾃然-植物 0.40 
翌朝（よくあさ） 2.44 御稜威（みいつ） -1.85 2.3240 ⽤-活動-芸術-演劇・映画 1.58 4.3320 他--挨拶-⼿紙⽤語など 0.14 2.10 ⽤-関係-真偽 1.35 1.55 体-⾃然-動物 0.64 
退社する 2.38 繞（にょう） -1.85 4.1160 他--接続-補充 1.57 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 0.19 3.56 相-⾃然-⾝体 1.34 1.31 体-活動-⾔語 0.66 
再会 2.38 鞅掌（おうしょう）する -1.84 2.1331 ⽤-関係-様相-特徴 1.57 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 0.21 2.56 ⽤-⾃然-⾝体 1.32 1.23 体-主体-⼈物 0.67 
本社 2.38 スフ -1.82 2.1332 ⽤-関係-様相-良不良・適不適 1.56 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 0.21 2.14 ⽤-関係-⼒ 1.32 1.42 体-⽣産物-⾐料 0.68 
⼊社 2.37 驍名 -1.79 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 1.55 1.3136 体-活動-⾔語-説明 0.23 3.35 相-活動-交わり 1.32 1.52 体-⾃然-天地 0.70 
⼈⾒知りする 2.36 笈摺（おいずり） -1.79 4.3310 他--挨拶-挨拶語 1.55 1.4161 体-⽣産物-資材-網 0.24 4.32 他--呼び掛け 1.31 1.32 体-活動-芸術 0.71 
持ち帰る 2.36 宇内（うだい） -1.76 2.5720 ⽤-⾃然-⽣命-障害・けが 1.54 1.5401 体-⾃然-植物-⽊本 0.26 4.31 他--判断 1.29 4.50 他--動物の鳴き声 0.72 
ストロー 2.36 賢察 -1.75 3.1643 相-関係-時間-未来 1.51 1.5402 体-⾃然-植物-草本 0.27 3.57 相-⾃然-⽣命 1.26 1.51 体-⾃然-物質 0.76 

書く 書かない 書く 書かない 書く 書かない
−か⽉・箇⽉（かげつ） 1.97 ⽟章（たまずさ） -2.15 4.1160 他--接続-補充 0.65 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -0.94 2.10 ⽤-関係-真偽 0.16 3.52 相-⾃然-天地 -0.74 
聞く 1.90 痛罵 -2.03 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 0.49 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -0.92 4.11 他--接続 0.15 1.55 体-⾃然-動物 -0.73 
仕事する∕をする 1.86 暴戻（ぼうれい） -1.97 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 0.43 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -0.90 4.31 他--判断 0.11 1.54 体-⾃然-植物 -0.73 
話す 1.85 鞅掌（おうしょう）する -1.97 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.36 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -0.90 4.32 他--呼び掛け 0.09 1.23 体-主体-⼈物 -0.72 
⾒る 1.82 縊死（いし） -1.93 4.1130 他--接続-反対 0.33 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -0.90 3.10 相-関係-真偽 0.05 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.65 
⾃分 1.81 撃攘 -1.92 3.1643 相-関係-時間-未来 0.27 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -0.89 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.04 1.52 体-⾃然-天地 -0.65 
⼒（ちから） 1.81 席題 -1.92 3.1641 相-関係-時間-現在 0.23 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -0.89 3.19 相-関係-量 0.01 1.32 体-活動-芸術 -0.64 
⼝ 1.80 驍名 -1.92 4.3100 他--判断-判断 0.23 1.3821 体-活動-事業-印刷・製本 -0.84 3.16 相-関係-時間 -0.01 4.50 他--動物の鳴き声 -0.64 
作る 1.80 あおのけ -1.92 3.5170 相-⾃然-物質-熱 0.22 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -0.84 3.17 相-関係-空間 -0.01 1.45 体-⽣産物-道具 -0.59 
⾷料品 1.80 みず垣 -1.91 4.1140 他--接続-選択 0.20 1.3047 体-活動-⼼-信仰・宗教 -0.83 3.11 相-関係-類 -0.05 1.24 体-主体-成員 -0.58 

読む 読まない 読む 読まない 読む 読まない
聞く 2.20 ⽟章（たまずさ） -2.09 4.1160 他--接続-補充 0.87 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -0.71 4.11 他--接続 0.42 3.52 相-⾃然-天地 -0.52 
休む 2.00 あおのけ -2.03 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 0.73 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -0.68 2.10 ⽤-関係-真偽 0.40 1.54 体-⾃然-植物 -0.51 
書く 2.00 鞅掌（おうしょう）する -1.96 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 0.64 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -0.67 3.17 相-関係-空間 0.40 1.55 体-⾃然-動物 -0.47 
登録する 1.98 撃攘 -1.92 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.59 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -0.65 4.31 他--判断 0.38 4.50 他--動物の鳴き声 -0.45 
⾃分 1.98 席題 -1.90 4.1130 他--接続-反対 0.58 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -0.63 3.10 相-関係-真偽 0.35 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.39 
⾒る 1.97 暖国 -1.89 3.1643 相-関係-時間-未来 0.55 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -0.63 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.35 1.23 体-主体-⼈物 -0.35 
明⽇（あした） 1.96 退京 -1.89 3.1651 相-関係-時間-終始 0.51 1.4540 体-⽣産物-道具-農⼯具など -0.59 4.32 他--呼び掛け 0.33 1.52 体-⾃然-天地 -0.32 
⼈（ひと） 1.94 御稜威（みいつ） -1.86 4.3100 他--判断-判断 0.51 1.5402 体-⾃然-植物-草本 -0.59 3.35 相-活動-交わり 0.29 1.32 体-活動-芸術 -0.32 
終わる 1.94 劫を経る -1.86 2.1332 ⽤-関係-様相-良不良・適不適 0.50 1.5401 体-⾃然-植物-⽊本 -0.59 3.19 相-関係-量 0.29 1.45 体-⽣産物-道具 -0.30 
今度 1.93 驍名 -1.86 4.1140 他--接続-選択 0.50 1.3821 体-活動-事業-印刷・製本 -0.58 3.16 相-関係-時間 0.28 1.31 体-活動-⾔語 -0.28 

話す 話さない 話す 話さない 話す 話さない
聞く 2.20 みず垣 -2.16 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 0.87 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -0.93 4.32 他--呼び掛け 0.48 3.52 相-⾃然-天地 -0.72 
終わる 2.18 ⽟章（たまずさ） -2.16 4.1160 他--接続-補充 0.69 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -0.92 2.10 ⽤-関係-真偽 0.38 1.23 体-主体-⼈物 -0.66 
野菜 2.16 痛罵 -2.04 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 0.66 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 -0.92 4.31 他--判断 0.34 1.55 体-⾃然-動物 -0.64 
今度 2.12 劫を経る -1.97 3.5170 相-⾃然-物質-熱 0.59 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -0.89 4.11 他--接続 0.26 1.54 体-⾃然-植物 -0.63 
⺟親 2.09 薫染 -1.95 3.1915 相-関係-量-寒暖 0.59 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -0.88 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.23 1.32 体-活動-芸術 -0.60 
⾷べ物 2.07 使⾂ -1.95 4.3210 他--呼び掛け-応答 0.54 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -0.87 3.19 相-関係-量 0.22 1.52 体-⾃然-天地 -0.60 
会う 2.06 吏道 -1.95 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.53 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -0.85 3.10 相-関係-真偽 0.20 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.56 
年を取る 2.06 微賤 -1.95 3.1643 相-関係-時間-未来 0.48 1.2320 体-主体-⼈物-君主 -0.83 3.17 相-関係-空間 0.19 1.31 体-活動-⾔語 -0.55 
書く 2.05 ⾺⼿（めて） -1.95 4.3160 他--判断-驚き 0.45 1.3047 体-活動-⼼-信仰・宗教 -0.83 2.19 ⽤-関係-量 0.17 1.24 体-主体-成員 -0.50 
今度 2.04 地峡 -1.93 2.5170 ⽤-⾃然-物質-熱 0.45 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -0.83 3.51 相-⾃然-物質 0.15 1.27 体-主体-機関 -0.49 

聞く 聞かない 聞く 聞かない 聞く 聞かない
聞く 2.20 ⽟章（たまずさ） -2.09 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 0.87 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -0.83 4.32 他--呼び掛け 0.54 3.52 相-⾃然-天地 -0.61 
終わる 2.17 劫を経る -2.03 4.1160 他--接続-補充 0.75 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -0.82 4.31 他--判断 0.43 1.54 体-⾃然-植物 -0.55 
野菜 2.17 あおのけ -2.03 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 0.73 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 -0.81 2.10 ⽤-関係-真偽 0.42 1.55 体-⾃然-動物 -0.54 
⾷べ物 2.07 鞅掌（おうしょう）する -1.95 3.1915 相-関係-量-寒暖 0.67 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -0.81 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.35 1.23 体-主体-⼈物 -0.52 
会う 2.07 微賤 -1.95 3.5170 相-⾃然-物質-熱 0.63 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -0.78 4.11 他--接続 0.35 1.32 体-活動-芸術 -0.48 
休む 2.06 少時 -1.95 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.61 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -0.78 3.17 相-関係-空間 0.32 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.46 
書く 2.06 吏道 -1.95 4.3210 他--呼び掛け-応答 0.59 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -0.76 3.19 相-関係-量 0.31 1.52 体-⾃然-天地 -0.46 
今度 2.05 放念 -1.93 3.1643 相-関係-時間-未来 0.58 1.3047 体-活動-⼼-信仰・宗教 -0.74 3.10 相-関係-真偽 0.29 1.31 体-活動-⾔語 -0.44 
おはよう［〜ございます］ 2.05 席題 -1.92 3.5050 相-⾃然-⾃然-味 0.56 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -0.73 2.19 ⽤-関係-量 0.25 1.45 体-⽣産物-道具 -0.38 
寝る 2.04 縊死（いし） -1.92 3.1931 相-関係-量-過不⾜ 0.56 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -0.71 3.57 相-⾃然-⽣命 0.24 4.50 他--動物の鳴き声 -0.37 

⽣産 ⽣産 ⽣産 ⽣産 ⽣産 ⽣産
聞く 4.10 ⽟章（たまずさ） -4.30 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 1.36 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -1.87 4.32 他--呼び掛け 0.57 3.52 相-⾃然-天地 -1.45 
終わる 3.93 痛罵 -4.07 4.1160 他--接続-補充 1.33 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -1.82 2.10 ⽤-関係-真偽 0.54 1.23 体-主体-⼈物 -1.38 
−か⽉・箇⽉（かげつ） 3.88 みず垣 -4.07 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 1.09 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -1.79 4.31 他--判断 0.45 1.55 体-⾃然-動物 -1.37 
今度 3.87 劫を経る -3.88 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.89 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -1.78 4.11 他--接続 0.41 1.54 体-⾃然-植物 -1.36 
今度 3.79 縊死（いし） -3.85 3.5170 相-⾃然-物質-熱 0.81 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -1.78 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.27 1.52 体-⾃然-天地 -1.24 
休む 3.76 驍名 -3.84 4.1130 他--接続-反対 0.76 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -1.74 3.10 相-関係-真偽 0.25 1.32 体-活動-芸術 -1.24 
話す 3.75 微賤 -3.83 3.1643 相-関係-時間-未来 0.75 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -1.72 3.19 相-関係-量 0.23 1.42 体-⽣産物-⾐料 -1.21 
⾒る 3.75 吏道 -3.83 3.1915 相-関係-量-寒暖 0.74 1.2320 体-主体-⼈物-君主 -1.66 3.17 相-関係-空間 0.18 1.31 体-活動-⾔語 -1.13 
⾃分 3.74 席題 -3.83 4.3100 他--判断-判断 0.67 1.3047 体-活動-⼼-信仰・宗教 -1.66 3.16 相-関係-時間 0.13 1.24 体-主体-成員 -1.08 
書く 3.70 暴戻（ぼうれい） -3.83 4.3210 他--呼び掛け-応答 0.64 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -1.65 2.19 ⽤-関係-量 0.11 4.50 他--動物の鳴き声 -1.08 

受容 受容 受容 受容 受容 受容
聞く 4.40 ⽟章（たまずさ） -4.18 4.1160 他--接続-補充 1.62 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -1.53 4.32 他--呼び掛け 0.87 3.52 相-⾃然-天地 -1.13 
終わる 4.11 あおのけ -4.05 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 1.60 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -1.46 2.10 ⽤-関係-真偽 0.82 1.54 体-⾃然-植物 -1.06 
休む 4.06 鞅掌（おうしょう）する -3.92 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 1.37 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -1.44 4.31 他--判断 0.81 1.55 体-⾃然-動物 -1.02 
書く 4.06 劫を経る -3.89 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 1.19 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -1.43 4.11 他--接続 0.76 1.23 体-主体-⼈物 -0.87 
今度 3.98 席題 -3.83 4.1130 他--接続-反対 1.13 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -1.41 3.17 相-関係-空間 0.72 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.86 
⾒る 3.93 退京 -3.79 3.1915 相-関係-量-寒暖 1.12 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -1.40 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.70 4.50 他--動物の鳴き声 -0.81 
作る 3.93 吏道 -3.77 3.1643 相-関係-時間-未来 1.12 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -1.34 3.10 相-関係-真偽 0.65 1.32 体-活動-芸術 -0.80 
明⽇（あした） 3.92 驍名 -3.77 3.5170 相-⾃然-物質-熱 1.12 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 -1.30 3.19 相-関係-量 0.61 1.52 体-⾃然-天地 -0.78 
⾷べ物 3.91 微賤 -3.77 2.1332 ⽤-関係-様相-良不良・適不適 1.05 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -1.29 3.35 相-活動-交わり 0.53 1.31 体-活動-⾔語 -0.72 
今⽇（きょう） 3.90 御稜威（みいつ） -3.72 3.1931 相-関係-量-過不⾜ 1.04 1.3821 体-活動-事業-印刷・製本 -1.29 3.16 相-関係-時間 0.51 1.45 体-⽣産物-道具 -0.68 

書記 書記 書記 書記 書記 書記
聞く 4.10 ⽟章（たまずさ） -4.24 4.1160 他--接続-補充 1.52 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -1.61 4.11 他--接続 0.57 3.52 相-⾃然-天地 -1.26 
−か⽉・箇⽉（かげつ） 3.82 あおのけ -3.94 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 1.23 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -1.57 2.10 ⽤-関係-真偽 0.56 1.54 体-⾃然-植物 -1.24 
⾃分 3.79 鞅掌（おうしょう）する -3.93 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 1.07 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -1.57 4.31 他--判断 0.49 1.55 体-⾃然-動物 -1.20 
休む 3.77 撃攘 -3.85 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 0.95 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -1.57 4.32 他--呼び掛け 0.42 4.50 他--動物の鳴き声 -1.09 
作る 3.73 痛罵 -3.83 4.1130 他--接続-反対 0.91 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -1.55 3.10 相-関係-真偽 0.40 1.23 体-主体-⼈物 -1.07 
話す 3.70 暴戻（ぼうれい） -3.83 3.1643 相-関係-時間-未来 0.82 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -1.47 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.39 1.42 体-⽣産物-⾐料 -1.04 
終わる 3.69 席題 -3.82 4.3100 他--判断-判断 0.73 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -1.47 3.17 相-関係-空間 0.38 1.52 体-⾃然-天地 -0.97 
今度 3.69 驍名 -3.78 3.1641 相-関係-時間-現在 0.72 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -1.45 3.19 相-関係-量 0.30 1.32 体-活動-芸術 -0.96 
私（わたし） 3.68 劫を経る -3.77 3.5170 相-⾃然-物質-熱 0.71 1.3821 体-活動-事業-印刷・製本 -1.42 3.16 相-関係-時間 0.27 1.45 体-⽣産物-道具 -0.89 
登録する 3.67 退京 -3.74 4.1140 他--接続-選択 0.70 1.4540 体-⽣産物-道具-農⼯具など -1.39 3.11 相-関係-類 0.22 1.31 体-活動-⾔語 -0.86 

⾳声 ⾳声 ⾳声 ⾳声 ⾳声 ⾳声
聞く 4.40 ⽟章（たまずさ） -4.25 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 1.74 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ -1.75 4.32 他--呼び掛け 1.01 3.52 相-⾃然-天地 -1.33 
終わる 4.35 みず垣 -4.02 4.1160 他--接続-補充 1.44 1.2390 体-主体-⼈物-固有⼈名 -1.74 2.10 ⽤-関係-真偽 0.80 1.54 体-⾃然-植物 -1.19 
野菜 4.33 劫を経る -4.00 1.1632 体-関係-時間-週・週⽇ 1.39 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 -1.73 4.31 他--判断 0.77 1.55 体-⾃然-動物 -1.18 
今度 4.17 あおのけ -3.93 3.1915 相-関係-量-寒暖 1.26 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -1.70 4.11 他--接続 0.61 1.23 体-主体-⼈物 -1.18 
⾷べ物 4.15 微賤 -3.90 3.5170 相-⾃然-物質-熱 1.22 1.4161 体-⽣産物-資材-網 -1.66 2.14 ⽤-関係-⼒ 0.58 1.32 体-活動-芸術 -1.07 
会う 4.13 吏道 -3.90 1.1010 体-関係-事柄-こそあど・他 1.14 1.5502 体-⾃然-動物-⿃類 -1.63 3.19 相-関係-量 0.53 1.52 体-⾃然-天地 -1.06 
書く 4.11 放念 -3.85 4.3210 他--呼び掛け-応答 1.13 1.2413 体-主体-成員-農林⽔産業 -1.63 3.17 相-関係-空間 0.51 1.42 体-⽣産物-⾐料 -1.02 
今度 4.08 ⾺⼿（めて） -3.84 3.1643 相-関係-時間-未来 1.05 1.3047 体-活動-⼼-信仰・宗教 -1.56 3.10 相-関係-真偽 0.49 1.31 体-活動-⾔語 -0.99 
休む 4.06 少時 -3.84 4.3160 他--判断-驚き 1.01 1.3840 体-活動-事業-裁縫 -1.55 2.19 ⽤-関係-量 0.42 1.45 体-⽣産物-道具 -0.85 
年を取る 4.05 縊死（いし） -3.84 3.5050 相-⾃然-⾃然-味 0.99 1.4201 体-⽣産物-⾐料-布・布地・織物 -1.53 3.57 相-⾃然-⽣命 0.39 1.24 体-主体-成員 -0.85 

⽣産-受容 ⽣産-受容 ⽣産-受容 ⽣産-受容 ⽣産-受容 ⽣産-受容
⽑管 0.76 送検する -2.93 3.1532 相-関係-作⽤-⼊り・⼊れ -0.17 2.3240 ⽤-活動-芸術-演劇・映画 -0.91 4.50 他--動物の鳴き声 -0.26 1.27 体-主体-機関 -0.62 
物⼼（ぶっしん） 0.73 右翼 -2.71 4.3320 他--挨拶-⼿紙⽤語など -0.22 2.3611 ⽤-活動-待遇-裁判 -0.85 2.10 ⽤-関係-真偽 -0.27 1.36 体-活動-待遇 -0.56 
消却する 0.73 書類送検 -2.69 1.1960 体-関係-量-数記号（⼀⼆三） -0.23 1.2750 体-主体-機関-国際機構 -0.84 4.30 他--感動 -0.29 1.35 体-活動-交わり -0.55 
絆創膏 0.72 巡業する -2.59 3.1535 相-関係-作⽤-包み・覆いなど -0.23 2.3440 ⽤-活動-⾏為-犯罪・罪 -0.82 1.54 体-⾃然-植物 -0.30 1.53 体-⾃然-⽣物 -0.54 
ふたとせ 0.71 ⻄郷隆盛 -2.52 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 -0.24 1.3611 体-活動-待遇-裁判 -0.77 4.32 他--呼び掛け -0.30 3.17 相-関係-空間 -0.54 

揚げなべ 0.71 殺害（さつがい・せつが
い） -2.52 2.1635 ⽤-関係-時間-朝晩 -0.24 1.3440 体-活動-⾏為-犯罪・罪 -0.75 3.52 相-⾃然-天地 -0.32 1.24 体-主体-成員 -0.54 

吟詠する 0.71 ⾰命児 -2.48 4.3140 他--判断-仮定 -0.24 2.1331 ⽤-関係-様相-特徴 -0.74 4.11 他--接続 -0.35 2.35 ⽤-活動-交わり -0.53 
だるい 0.69 護衛する -2.47 4.3010 他--感動-間投 -0.25 1.3601 体-活動-待遇-国務 -0.74 1.42 体-⽣産物-⾐料 -0.35 2.36 ⽤-活動-待遇 -0.53 

上辺（うわべ） 0.68 識者 -2.42 1.4200 体-⽣産物-⾐料-⾐料・綿・⾰・⽷ -0.25 1.5702 体-⾃然-⽣命-死 -0.71 1.55 体-⾃然-動物 -0.35 2.34 ⽤-活動-⾏為 -0.52 

幽寂 0.66 再審 -2.41 1.3112 体-活動-⾔語-⾳韻 -0.25 2.3612 ⽤-活動-待遇-刑 -0.71 4.31 他--判断 -0.36 3.14 相-関係-⼒ -0.52 

書記-⾳声 書記-⾳声 書記-⾳声 書記-⾳声 書記-⾳声 書記-⾳声
上記 3.88 レジ袋 -3.07 2.3104 ⽤-活動-⾔語-叙述 0.70 4.3210 他--呼び掛け-応答 -0.67 1.31 体-活動-⾔語 0.13 4.32 他--呼び掛け -0.59 
追伸 2.65 先っちょ -2.65 1.3104 体-活動-⾔語-叙述 0.53 3.1915 相-関係-量-寒暖 -0.65 1.32 体-活動-芸術 0.11 4.30 他--感動 -0.53 
前述する 2.42 ちょろまかす -2.59 4.3320 他--挨拶-⼿紙⽤語など 0.39 4.3000 他--感動-感動 -0.61 1.25 体-主体-公私 0.11 3.56 相-⾃然-⾝体 -0.44 

後述 2.35 バイバイ -2.59 1.4252 体-⽣産物-⾐料-武具・防具・刑具 0.30 3.3003 相-活動-⼼-飢渇・酔い・疲労・睡
眠など -0.60 1.23 体-主体-⼈物 0.10 2.56 ⽤-⾃然-⾝体 -0.43 

記 2.30 ヨーグルト -2.52 1.3136 体-活動-⾔語-説明 0.29 4.3020 他--感動-掛け声 -0.56 1.27 体-主体-機関 0.10 3.51 相-⾃然-物質 -0.42 
前略 2.29 ドライヤー -2.47 1.3154 体-活動-⾔語-⽂章 0.28 4.3310 他--挨拶-挨拶語 -0.54 1.52 体-⾃然-天地 0.09 3.18 相-関係-形 -0.33 
在中 2.18 まんま［その〜］ -2.46 1.2420 体-主体-成員-軍⼈ 0.28 3.5170 相-⾃然-物質-熱 -0.51 1.36 体-活動-待遇 0.08 3.50 相-⾃然-⾃然 -0.30 
アンパサンド［＆］ 2.17 それではまた -2.42 2.3136 ⽤-活動-⾔語-説明 0.27 3.5050 相-⾃然-⾃然-味 -0.51 2.31 ⽤-活動-⾔語 0.07 3.57 相-⾃然-⽣命 -0.29 
句読点 2.12 ⿐⽔ -2.42 1.3600 体-活動-待遇-⽀配・政治 0.27 2.5170 ⽤-⾃然-物質-熱 -0.51 1.53 体-⾃然-⽣物 0.07 4.50 他--動物の鳴き声 -0.29 
下記 2.00 どっこいしょ -2.41 1.3134 体-活動-⾔語-⾔論 0.26 2.1010 ⽤-関係-真偽-こそあど・他 -0.51 3.52 相-⾃然-天地 0.07 1.43 体-⽣産物-⾷料 -0.28 


