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第 1 章 ひまわり版「西大寺本金光明最勝王経平安初期点訓読文コーパス」

Ver.0.1 の概要 

 
本パッケージは、訓読文（XML）から作成した、文字列検索システム「ひまわり」用の

データセットである。このデータを「ひまわり」にインストールすることで、わかりやす

いユーザーインターフェイスによるコーパスの検索・閲覧が可能となる。検索結果画面を

クリックすると、本文のブラウザ表示の画面にリンクし、前後の文脈を広範囲にわたって

確認することができる。さらにブラウザ表示の画面では、異訓、発話（心話を含む）・韻

文部分の確認、漢字に付された符号類、ヲコト点・仮名点についての情報を詳細に確認す

ることも可能である。ただし仕様上、複数字単位での検索が難しい、訓読文（XML）に記

されたすべての情報をブラウザ表示画面に再現しきれていない、といった留意点がある。

そのあたりも含めて、以下本コーパスについて解説する。 

本解説書に記された要素・属性名は、注記がないかぎり「西大寺金光明最勝王経平安

初期点 巻一 訓読文（xml）」のものである。「巻一 訓読文（xml）」で使用した要素・

属性については、「「西大寺本金光明最勝王経平安初期点 巻一 訓読文（xml）」解説書」

を適宜参照されたい。 

※本パッケージはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に

提供されています。 

ひまわり版「西大寺本金光明最勝王経平安初期点訓読文コーパス」Ver.0.1 の開発に携

わったスタッフは次のとおりである。 

 

 ●開発担当者 

   柳原恵津子、近藤明日子 

 

 ●開発協力者 

   高田智和、小木曽智信、間淵洋子、鴻野知暁、佐伯俊源、高山倫明、 

田中草大、月本雅幸 

 

また、本コーパスは人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融

合による「総合書物学」の構築」の国立国語研究所ユニット「表記情報と書誌形態情報を

加えた日本語歴史コーパスの精緻化」、科研費基盤研究（B）「訓点資料訓読文コーパスの

構築と古代日本語史研究の革新」（18H00674）の成果の一部として構築されたものであ

る。これらの助成にも厚く感謝申し上げる。 
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第２章 ひまわり版「西大寺本金光明最勝王経平安初期点訓読文コーパス」

Ver.0.1 の仕様 
 

1. ひまわり版データの使い方 
1.1. 「ひまわり」へのインストール方法 

 データの「ひまわり」へのインストールは次の手順で行う。 

①データ saishookyo_himawari.zip をダウンロードする。Windows 機の場合は、sais

hookyo_himawari.zip を右クリックし、［プロパティ］＞［全般］でセキュリティ

のブロックが解除されていることを必ず確認する。 

  ②saishookyo_himawari.zip を解凍すると「saishookyo_himawari」フォルダが現れ

る。その中に次のファイルがあることを確認する。 

    ● Corpora フォルダ…ひまわり版「西大寺本金光明最勝王経平安初期点訓読文

コーパス」Ver.0.1 データを格納したフォルダ 

    ● config_saishookyo.xml…「ひまわり」用設定ファイル 

    ● .himawari_package_info…パッケージインストール設定ファイル 

  ③データの対応するバージョンの「ひまわり」をインストールする。国立国語研究所

Web サイトの「トップ」―「データベース」―「ツール」ページ（https://www.ni

njal.ac.jp/database/type/tools/）から「全文検索システム「ひまわり」」のペ

ージに移動する。説明に従い「ひまわり」のインストールを行う。 

 

  ④「ひまわり」をインストールすると「himawari_X」（Xには「ひまわり」のバージ

ョンに対応した数字が入る）フォルダが現れる。その中の「himawari.exe」をダ

ブルクリックすると「ひまわり」の起動画面（図１）が開く。画面上部の「ファ

イル」メニュー――「インストール」（図２）を選択し、解凍した「saishookyo_h

 

 

図１ 「ひまわり」の起動画面 

図２ 「ファイル」メニュー

―「インストール」 

https://www.ninjal.ac.jp/database/type/tools/
https://www.ninjal.ac.jp/database/type/tools/
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imawari」フォルダを指定して「西大寺本金光明最勝王経平安初期点訓読文コーパ

ス」Ver.0.1 データをインストールする。 

 

1.2. 「ひまわり」を使ったコーパスの検索方法 

「ひまわり」にインストールしたコーパスデータの基本的な検索・閲覧方法を説明す

る。 

まず、「ひまわり」の起動画面（図１）上部の「ファイル」メニュー―「新規」を選択

する（図 2）。設定ファイルを指定するための画面が現れるので、「config_saishookyo.xm

l」を選択する（本データのインストール直後や前回起動時の設定が保存されている場合

は、この手順は省略できる）。次に、「プルダウンメニュー」（図１参照）で検索対象を指

定する。検索対象のリストを表 1 としてあげる。なお、「検索文字列」欄に表示される

「完全一致」「部分一致」は検索対象と検索文字列との照合方法を表す。ルビ・不読字以

外の通常の本文部分を検索したい場合には「本文」を選ぶ。 

 次に「検索文字列」欄に検索したい文字列を入力する。漢字文字列を検索する場合、

「字体変換」ボタンをクリックすると、入力文字列に異体字がある場合は「検索文字列」

欄の入力文字列が変換される（図 3）。 

 

表１ 「ひまわり」検索対象リスト 

 
図３ 「検索文字列」欄入力と「字体変換」ボタン 
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そのまま「検索」ボタンをクリックすると「検索結果」欄に検索結果が KWIC 形式で表示

される（図 4）。 

 「検索結果」欄に表示される列のリストを表 2 として示す。 

 

「検索結果」欄の任意のセルをダブルクリックすると、Web ブラウザが起動し、当該用

例前後の訓読文が閲覧できる（図 5）。ブラウザでは、「検索結果」欄でクリックした行の

当該例が黄色マーカー付き文字で表示され、西大寺本金光明最勝王経平安初期点巻１の訓

読文全体が閲覧できる。ブラウザ画面に表示された訳文の凡例を表 3 にあげる。 

 

 

 

表 2 「ひまわり」検索結果列リスト 

 
図４ 検索結果画面 
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 プルダウンメニュー表示で「ルビ（完全一致／部分一致）」、「不読字（完全一致／部分

一致）」を選択すると、ひまわり版 XMLでタグ内の属性値として記されているため「本

文」検索ではヒットしないルビや不読字部分の用例を検索することが出来る。 

 

 
図５ ブラウザでの本文閲覧 

表 3 「ひまわり」検索結果ブラウザ画面訳文凡例 
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ただし、ルビの場合はキー欄に当該ルビの付された漢字が記され（図 6上）、ブラウザ

画面では当該漢字が黄色マーカー付きで表示される（図 7 右）。不読字の場合、キー欄は

空欄となり（図 6下）、ブラウザ画面では当該不読字の位置は色付きでは示されず、角括

弧内に表示される（図 7 左）。 

 

 

2. ひまわり版データ利用上の留意点 

 

 本データには、単語・形態素ごとの品詞や語形、活用などについての形態論情報が付与

されていない。それに加え、訓点類・訓読文を表記するための括弧類やルビが多い、複数

の読みが振られている部分がある、といった訓点資料特有の性質を抱えてもいる。そのた

め、通常の資料と異なる処理を行った点がある。以下にあげる本コーパス利用上の留意点

を確認した上で、ひまわり版で検索する際には、検索文字列を１字、あるいは極力短い単

位とすることを推奨する。 

 

2.1. 複数の訓読文がある場合の本文について 

 

 

図 6 「ルビ（「せ」）」（上）、「不読字（而）」（下）検索結果画面 

図 7 「ルビ（「せ」）」（右）、「不読字（而）」（左）の 

ブラウザ表示画面 
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 本資料にはヲコト点と仮名点、右傍仮名点と左傍仮名点、通常の筆と大字や擦り消しなどの書

き分けによって、複数の読みが加点されている漢字文字列が多くある。春日（19４２）は仮名点の

筆致を７種ほどあるとした上で、「これら異筆の仮名は少なくとも本点の時代と同一のものとして

取り扱つても、さして無理は生じない 1」と述べている。本コーパスでは煩雑な読み分けを避け、

「大字」「小字（通常の字）」の 2 種に区別してタグ付けしているが、検索をする際には、いずれも

同時代、等価値の用例として検索対象にする必要がある。そのため、複数の種類の読みが記さ

れた箇所については、すべての読みを連続して検索用本文（検索に使用され、検索結果欄の前

文脈・キー・後文脈に表示される本文）に並記することにした。 

 

図８の「前文脈」「キー」「後文脈」赤枠部分で示した部分が、2 つの読み

（調伏せり、調伏し）が加点された本文部分である。異訓の存する場所は

「訳文番号」欄（図８右端赤枠部分）に、「１」「２」「３」のように並記した訳文

のうちのいくつ目の訳文に該当するかが数字で記されている。ここに記載

がある場合は、キーを含む前後の文脈に異訓があり、すべての訳文が並

記されている。ブラウザ画面上では、複数の読みのある箇所は訳文ごとに

枠線で囲って示す（図９）。 

訓読文を作成する際、ひとつのヲコト点や仮名点を複数の訳文の中で

読むことは避け、２つ目以降の訳文では補読として読む。したがって、ある

ヲコト点・仮名点で加点された語が、ヲコト点・仮名点で記された例として

複数回ヒットすることはない（２つ目以降は補読の例となる）。 

 

2.2. 検索文字列の選択 

「而」「於」のように本文として読まれる場合と不読字とされる場

合がある漢字は、読まれている例は検索文字列で「本文」を選択し

た際、不読字の例は「不読字（完全一致／部分一致）」を選択した

 
1 本文篇 p.20（著作集版（春日（1985））。引用に際し、旧字体の漢字を新字体に改めた。 

 

図８ 複数の読みがある箇所の検索結果画面表示 

 
図９ 複数の読みの

ブラウザ画面表示 
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際にしか検索出来ない。よって、「而」「於」のような漢字の全用例を見るには、「本文」

「不読字（完全一致／部分一致）」双方で検索しなければいけない。 

 

2.3. ブラウザ表示画面でのヲコト点 id表示 

「といふ」「います」などルビと本行にまたがる範囲の読みがひとつのヲコ

ト点で加点されている際には、okototen タグにひとつのヲコト点で記さ

れた内容であることを示す id 属性を付与している。ひまわり版ブラウザ

表示では、本行にはこの id 属性をポップアップ表示内に示しているが、

ルビ部分には示していない（たとえば、図１０「います」「といふ」の赤橙部分

（「す」「と」「ふ」）のみポップアップ表示あり）。本コーパス内では、「とい

ふ」「います」「せり」「せる」「する」「なり」のヲコト点による加点部分に、この

ような id 付与を行った例がある。 

 

2.4. ブラウザ表示画面でのルビの記載方法 

仮名点・ヲコト点・符号類の別筆や擦り消し、仮名点の記載位置に関する情報を、ブラウザ画

面の本行部分ではポップアップ表示内に記している。ルビ部分ではそのような表示が仕様上で

きないため、ルビそのものに符号類を記して、別筆・擦り消し関係、仮名点の位置についての情

報を示す。ルビテキスト関係→仮名点記載位置関係→別筆関係、の順で、表 4 凡例の要領で示

す。また、実際のルビ表示の例を図 11 に示す。 

 

 

 

 

図１０ 

ブラウザ画面での

okototen 要素 id

属性表示 

表 4 ブラウザ表示画面のルビ表示凡例 
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2.5. 単字検索の推奨 

①仮名文字列がルビと本文にまたがる場合 

 活用語の語幹と語尾など、ルビ部分と本行にまたがる範囲を指定して文字列検索するこ

とはできない。 

【し】む（図 5 11 行目参照・「令」へのルビ） 

→「しむ」での検索不可（ルビ検索「し」または本文検索「令」などで検索可能） 

 

②ルビ内の文字列で、仮名点・補読の括弧がはさまる場合 

 ルビは括弧などを含めたテキストの形で ruby 要素の属性値としているため、括弧など

が間にはさまる例は文字列検索（括弧などなしで検索した場合）では検索できない。 

（い）【く】（消）【さ】（消）（図 5 9行目参照） 

→「いくさ」での検索不可（本文検索「軍」、または１字ずつでルビ検索、などで検索可能） 

 

2.6. ヲコト点のブラウザ画面での表示について 

 ブラウザ表示画面では、原本でヲコト点によって表示されている部分は、赤橙色の右傍線でそ

のヲコト点で示された内容と範囲を示す。よって、たとえば図 5 の２行目「にして」は「に」「して」の

２つのヲコト点で、同行から 3 行目にかけての「といますが」は「と」「います」「が（か）」の３つのヲ

コト点で加点されていることがわかる。 

 

図 11 さまざまなルビ表示例 
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また、上記「いますが」の「が」下の「※」にカーソルを当てると、ポップアップ表示で「濁点なし」

の表示がでる。これにより、当該例の「が」は「か」のヲコト点、つまり「何をか」「無かりけり」などの

の「か」と同じ点で記されていることが解る。 
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