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1.はじめに

1995年､リュブリヤーナ大学文学部アジア ｡アフリカ研究学科に日本研究講座が設

立されて以来､スロヴェニア語話者のための日本語教材および辞書の必要性が増した｡当

学科の学生が現在必要としているものは､日本語学習のための教材や､理解のための日本

語 ｡スログェニア語辞典や漢字 ｡スログェニア語辞典､そして運用のためのスログェニア

語 8日本語辞典などであるoただし､その利用者が当学科の約 180人の学生に過ぎない

と考えられるため､商業的に出版される見込みはない｡そこで､当学科では日本語教材の

開発と並行し､学生の協力も得て､まず日本語 ･スログェニア語の辞書編纂することを企

画した｡

見出し項目の数においても､各見出し項目の記述においても､日本語学習者のニーズに

対応できる辞書の編集は､相当な年数を必要とすると思われるが､辞書が存在しない状況

においては相対的に未完成な資料でも利用者のためになると考えられる｡DeSchryver

prinsloo(2000)が提示する ｢フィー ドバックを随時に考慮した長期的辞書編纂法｣を用

いることによって､利用者数が少ないことを欠点ではなく､利点として見なすことができ

る｡すなわち､編纂過程の各段階において､辞書利用者からのフィー ドバックを得て編纂

方針を随時に改善することができるのである｡

最初の辞書データ (約2000語桑項目)は表計算ソフ トで編集できるような表形式に

なっていた｡ 2003年にその表データから簡単なマクロを利用してインターネットブラ

ウザーで表示できるようなHTML形式に変換し､当学科のホームページ1において公開し

たところ､このような形式に若干の問題があることが分かった｡すなわち､辞書データを

編集 中拡大したり､見出し項目の構造を充実させたりするのに不便なこと､そしてデータ

形式の確認が困難なことである｡

以下では､辞書の構想､その編集過程のモデル､そしてデータのXML化について説明し､

最後にインタ←ネット上公開されている他の電子辞書の企画を紹介する｡

旦http://wwweff'duni-1j.si/AzAfr
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2.辞書の構想

2.1.辞書の内容

理想の辞書は､利用者が調べたいと思った情報をすべて含むことが望ましいが､当学科

の学生が4年間の学習期間に遭遇する可能性のある語秦を全てカバーすることは非現実的

である｡ したがって､上級学習者の場合は日本で出版されている国語辞典や専門用語辞典

などを利用できると見て､編集対象語嚢を初級 ｡中級学習者に必要な語嚢に限ることにし

た,とりわけ､当学科で使われているi年生の教科書の出現語嚢をはじめ､ ほ 本譜能力

試験 1級出題基準語秦 ｣～ 『日本語教育のための基本語嚢調査』 (国立国語研究所編)～

『1万語語嚢分類集』 (専門教育出版編)を基に約 1万語の語嚢項目を選定し掲載する企

画である｡また､それぞれの項削こおいて､学習者が日本語の語嚢意味､用法を調べると

きに必要だと患われる､以下のような情報を掲載する｡

当学科の i年生が利頗している教科書に出現する約20OOの語嚢項削こついては､次

の項目の内､それぞれに該当する情報を掲載する予定である｡なお､朱印の項削ま､その

項目から関連境目への参照を挿入するという意味である｡

冒 )盈扱え乳腺 塾塾窒息
1.アクセント

2言表記 :かな表記､漢字仮名交じり表記

3e文法 :品詞 (スロヴェニア語訳と違 う場合は注記)

動詞 中形容詞の活用形と結合価

使用制限 (文末制限など)

4.意味 :スロヴェニア語訳

類語とその使い分け (-)

対義語､上位語､下位語 (-)

共起語 (-)

慣用句 9ことわざ

5.位相 二語種 (和語 ･漢語) (-)

待遇上の制約 (謙譲語､丁寧語､尊敬語) (-)

媒体の制限 (話し言葉 ｡書き言葉)

話し手 ｡使用場面の制限 (男言葉 〇女言葉､専門用語など)

語感 (雅語､俗語など)

6.例文とそのスロヴェニア語訳

(2)初級 2000語嚢の掲載項目例

さむい 【寒い】(Ai) 《⇔ あつい 【暑い】》
1｡mrzel,hladen(kraj,vreme)iFきのうは寒かった｡Ⅴeerajjezeblo.事フィン

ランドは寒い国だ｡Finskajehladnade乏ela.

2.zebsti(vjpn.prid｣,povedni軸arabasamovi.os.)ii私は寒いOMene
zebe. 1 (*彼は寒い｡)-彼は寒そうだ/寒がっている｡Njegazebe.

にゆうしゆ 【入手】(Vs) ((form.,pisno》- 手に入れる

1.dobitivroke,pridobiti,doseei(kaj),pritido(neeesa) llお荷物､確か

に入手いたしました｡(poni幻)Dobilsemprtljago.】98年の調査では数値が入

手できなかったoVraziskavileta'98nibil°mogoeedobitipodatkov.
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めしあがります glej- めしあがる

めしあがる 【召し上がる】(V5) 《spo岳t.》- のむ 【飲む】､たべる 【食べる】

〔めしあがります､めしあがらない､めしあがって〕

1.jesti,pltlHどうぞ､熱いうちに召し上がってください｡Izvolite,pojejte/

spljte,doklerje畠etoplo｡

ぼく 【僕】(N)[neform.mo紘oza- わたし 【私】] 《⇔きみ 【君】ti》

1.jaz Eは れは僕のだoTojemoje. 1僕が手伝ってあげる｡TibomjazpoTnagal

残りの約8000語については､前述の2000語の初級語嚢より簡単な記述を行う0

アクセント型､表記 (かなでの読みと漢字仮名交じり表記)､品詞､スロヴェニア語訳の

ほか､必要に応じて待遇上の制約などを掲載する予定である｡現時点では､学生も提供し

た約 1万語の表記､品詞､スログェニア語訳のデータの確認が行われている｡

2.2.辞書内容表示 .アクセス方法

利用者が辞書を引く場合は､必要な情報をすぐ入手でき､それ以外の情報には妨げられ

ないのが理想だが､実際に辞書を引いてみると､そのような情報の弁別は大変な手間がか

かる作業であるOそのため､できるだけその手間を省くような辞書の設計を試み､XML形

式で編集作業を行い､それをウエブブラウザーで検索できるようにHTML形式に変換し公

開することにした｡このような電子辞書は､ページの制限がなく必要な情報を網羅できる

のと同時に､語桑 ｡漢字の網､つながりを反映できるハイパーテキス トなので､様々な項

目内の情報から検索が可能である｡

また､利用者に応じて必要以上の紛らわしい情報を表示しないように設定し､利用者の

レベル､利用場面に応 じた情報だけを提供することもできる｡電子辞書には､このような

利用の利便性の他に､利用者の視点からみればインターネット感覚で楽しく辞書検索がで

きるという利点も考えられるoLaufer(2000)などの研究が暗示するように､辞書を引く

作業が簡単で楽しければ､学生が知らない字や語をどんどん調べて覚えるというさらなる

効果も期待できるであろう｡

今回の企画では､以上で述べた内容のデータを当学科のサーバに載せ､関連項目-の参

照をリンクとして表示し､インターネット上で自由に検索できるように公開する｡語嚢デ

-タは､ひらがなまたは漢字仮名交じりの項目を検索画面に入力､またはコピー&ペース

トし､当該語秦項目を表示できるようにする予定である｡

また､同様のデータを ｢リーディング8チュウ太読解学習支援システム｣ (jlE相 月ヒ村

200日 に組み込む予定である｡このシステムには現在 3種類の辞書ツ-ル (日日｡日英 ｡

日独辞書ツ-ル)が用意され､すでに当学科の学生に読解のため愛用されているが､同じ

形態素解析､辞書引き作業のためのツーリレを利用し自分の母語の訳語が得られれば､一層

学習の励みになるであろう｡
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2｡3,編纂方法

編集者の立場からも､辞書データを電子媒体で編集作業を行うことにはもちろん､さら

にインタ-ネット上に提供することにも利点がある.まず､出版コス トが低いこと､それ

から随時再編 ･加筆できる簡便性である｡そして特に重要な利点は､利用者の検索語嚢を

記録し､その利用法の分析を基に辞書を改善していくことが可能だということであるO特

に日本語とスロヴェニア語のように､参考にできる辞書の伝統がない言語間では､De

schTylJeT｡Py-A--1-∩/りnnnlが坦眼1ていス壬'潤婁yhらの臨終フィー ドバ､､′々 Iか宴歯1中一-⊥iヱLjitJJ1-ZJL'tJtJ/-I-■LrHL-/tVrゝノ′;7-F リ''FT■:■･しノ1｣

編集方法が有益であると考えられる｡

今回のプロジェクトにおいては､基礎語嚢の記述をインタ-ネット上で公開した時点か

ら､横罫Orj記三昧を蓄積 し､それを分析しなから編集作業を産める予定である｡

3, XML形式-の変換

以 卜紹介 !ノたデ-､タを短馨 したり､日.出Lf百目の構浩を変身たり1様々な蕃元磁式を読

みたりするためには､柔軟なデ--夕形式が必要であるO元のデ-タが入力された表形式に

おいては複雑な見出し項目構造の情報を入れるに制限があり､HT朋L形式は∴ ブラウザで

閲覧するには十分だが､編集 匂表示の際には不便なところがあるo

HTML(恥perText細al-kupLanguage-ハイパーテキス トマーク付け言語)もXML

(exterTISiblLe朗arkuplanguage-拡張可能なマ-ク付け言語)もテキス トデ一夕を記述

するためのマ←クアップ言語であるが､1992年に開発されたHTMLは基本的にテキス トデ

-タの形式を記述するための言語として､主にwebページの記述に用いられている｡これ

に対し､1998年に開発されたXIWLはテキストデータの論理構造を記述するための言語で

あり､より幅広く利用できるものである｡すなわち､テキス ト内にタグと呼ばれる特定の

意味合いを持った制御用の文字を埋め込むことによって､テキス トだけで表現しきれない

論理構造を記述することができる｡これによって､もとのテキス トデ-タを項目別に処理

することが可能になる｡

後掲の資料 1で提示している辞書項目をHTMLで記述した場合は､資料2のように､表

示フォントの大きさ､改行など､表示形式を指定するタグが挿入されているのに対し､

XMLで同じデータを記述した場合は､資料3のようにそれぞれの文字列がどの類の情報な

のかを明記している.例えば､HTML形式では単にくFONTSIZE=-2〉(フォントを小さく)

と指定された文字列は､XML形式ではくpos〉(品詞分類)､くformtype=〝ir.fl〝〉(活用

形)等のように､その文字列の内容が分かるような記述になっている｡

XMLの要素 (タグ)は自由に定義できるものである｡そこで､辞書データをXML形式に

変換する際､まずどのXML要素を利用するか､つまりそのデータをどのように分類し記述

するかを指定しなければならないoXML形式のデータにどのようなタグが挿入されるかと

いうことは､DTD(DocumentTypeDefinition-文書型定義)において定義するものであ
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る｡DTDを定義する際には､ (1)独自のDTDを設計する､ (2)既存の枠組みの中で既

製品のDTDを利用する､ (3)既存のタグセットを組み合わせたり､新しいタグを加えた

りするという3つのやりかたがある｡この辞書企画では､幅広く利用されており､かつ標

準化され､検査済みで使用説明が充実しているTEI (TextEncodingInitiative)のD

TDを採用することにした｡

3. 1.TElについて

TEI (TextEncodinglnltiative)はテキスト資料を電子形式で表すための共通の方

式を定めるために1987年に始まった国際的な共同研究活動であり､ ｢コンピュータ言

語学学会｣ (AssociationforComputatlonalLinguistics)､ ｢文学 ･言語学コンビュ

-ティング学会｣ (AssociationforLiteraryandLinguisticComputing)､ ｢コンピ

ュータと人文学学会｣ (AssociationforComputersandtheHumanities)という3つの

学会の共催によるものである｡TEIの目標は､世界中の電子化テキス トの形式を統一させ

ることによって､テキストのコンピュータ処理と交換流通を促すことにあるOどの言語､

どの時代､どの体裁のテキストも一貫したデジタル形式にできるように企画された構想で

ある｡

2002年に公開されたTEIの最新バージョンであるP4は､P3との互換性を保ちな

がら､SGMLにもⅩMLにも対応している｡TE士｡P4ガイ ドラインは本としても刊

行され (Sperberg-McQueen良Burnard2002)､ウェブ上でも一般公開されている

(http://www.tei-C.org)0

TEIガイ ドラインに対応したDTDを作成する際､TEIによって指定されているタ

グセットを利用する｡当辞書プロジェクトでは､TEI･P4のⅩMLバージョンを利用

し､そこで定められた辞書用のタグセットの他に､リンク用と分析用のタグセットも利用

したO

3.2.TElにおける辞書項目の構造

DTI)の中には､辞書を電子化するための要素が定義されている｡辞書データ全体は

くTEI.2〉という一つの大きな項目になっており､これはくteiHeader〉とくtext〉という二つの

項目からなっている｡くteiHeader)という-ツダーはデータに関する管理情報を提示する

ものである｡くtext〉はくbody〉という項目を含み､そのくbody〉は複数のくdiv〉からなってお

り､くdiv〉の内容が辞書見出し項目の内容である｡

見出し項目の例は資料3を参照されたい｡それぞれの要素 (タグ)の意味は基本的に自

明だと思われるが､TEIガイ ドラインにおいてもそれぞれの内容説明が提示されている｡

当辞書データにおけるくdiv〉の構成は次の通りである｡最初のくformtype=〝hw〝〉は見出し

語を示し､ここに仮名表記と漢字仮名交じり表記が示されている｡次に(gr･aiTIGrp〉は文法
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情報を含み､動詞のマス形とテ形などが掲載されている｡その次にくsense〉(意味用法)

が一つ以上あり､用法ごとには次の情報があるoくtrans〉においては見出し語のスログェ

ニア語訳をくtr〉で囲んで提示し､続いてくeg〉において日本語の例文くq〉とその例文のスロ

グェニア語訳くtr〉がある｡この他に､2.1.で提示した他の項目もこれから記述する予

定であるO

3. 3.TEI規定形式への変換

元のデータは､12のフィール ド (表記 a 品詞 申スログェニア語訳 竹例文 1℡例文 1の

スログェニア語訳､例文2毒例文2のスロヴェニア語訳 Q教科書における新旧譲 与活用

形 虫淀)からなる表になっていたoこれをまず､スログェニア語の特殊文字が同時に処理

できる上方‖こShげJi,-TTSコー ドか㌫首汀FJ?,コ- ドに変換し､続いて Peri フ ィル ;-Ji- を履

いて自動的にTlfj:iのⅩMILコ- ドに変換したOその際､TE言タグを付加再一ると同時に､

チ-タの標準化 (余白や句読点の排除)､検証 (不正空文字列の洗い出し)と文字列パタ

--ンによる自動分類をほどこしたO転勤分類においては､潜在的に含まれ た 情報を明示的

に記述することができたo例えば､ r注 ｣というフィー-リし/ドの刺 こはL位相∴ †山寧さ∴外

来語の語源などの情報が含まれており､そこで hZ " 仁 離 畠 ま る 文 字列､ 例 え ば ｢iz

angt CuTtain∃ (｢英語 cLばtaj三,!から｣というスログニニア語の注)を､外来語の語源

を指す物として洗い出し､ ｢くetym〉く1aTig〉angluく召ang〉くglLJlSS)t｡urtainく/glc,ss〉

く/etym〉｣というふ うに明白に記述したO

デー一夕をインターネット上公開する際､XsLTを涌いてⅩML形式をHTML形式に

変換し表示することができるD構築中のデ-タは http://rlldijs.si/n沌ongo/において

公開されているO

3.4.XMLを用いたオンライン辞典

以下ではⅩMLを利用しているオンライン辞典数点を紹介する｡

Muller他 (2003)による中国語 ｡日永語 ｡韓国語 ｡ベ トナム語 ｡英語辞典と仏教

辞典は早くからⅩMLを用いたプロジェクトであり､TE王ガイ ドラインに従っている｡

モナシュ大学を拠点とした Breen(2003)の日本語 ｡多言語辞典と日本語人名 e地名辞

典は独自のXML･DTDを用いており､日本語と英語､フランス語､ ドイツ語､ロシア

語のデータを提供している｡

パピヨン (Papillon:Mangeot&Serasset2003)プロジェク トは総合的に連結した多

言語辞書を構築 ･管理するためのプラットフォームを提供し､フランス語､日本語､英語､

ドイツ語､中国語､韓国語､ラオ語､タイ語､ベ トナム語､マレーシア語のデータがすで

に掲載されている｡データは､TEIガイ ドラインも考慮したDML (Dictionary

MarkupLanguage)というⅩML形式に従っている｡
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スログェニア語においては､L6nneker良Jakopin(2003)は初めてのXMLを用いたオ

ンライン辞書である｡他には､スログェニアのDZS出版社においてもXMLを用いた辞

書編集の企画が経営されている (Erjavec他 2003)｡

4.今後への課題

以上紹介した辞書企画において､データの充実 ･拡大を続けると同時に､検索 ｡表示の

ための索引を構築し､語秦データを ｢リーディング ｡チュウ太｣に合体させ､日本語学習

者のための語嚢学習ツールを開発していく予定である｡データ編集においては､常に利用

者からのフィー ドバックを考慮に入れる予定である｡

5.参考文献
Breen,J,(2003).TheJapanese-MultilingualDictiona7γ andtheJapaneseProperNames
Dictionafy.ht紳 mo-1aS血edu.auノ勺wb/

DeSchryver,G.-M.andPrinsloo,D.(2000).Dictionarymakingprocesswith"simultaneous
feedback"&omthetargetuserstothecompilers.InU.Heidetc.(ed.),Proceedingsofthe9th
Euralexcongress亡UniversitatStuttgart.

Erjavec,T･,Evans,R.,Ide,N.,Kilgarriff,A｡(2003).MachineReadableDictionariestoLexical
Databases:theConcedeExperience.InProceedingsofthe7thInternatTlonalConferenceon

ComputationalLexi?ograpJy,COMPLEX'03･Budapest,Hungary｡
ExtensibleMarkupLanguage(XML),W3C,2000.http://www｡W3.orかXML/
川村よし子､北村達也 (2001) ｢インターネットを活用 した読解教材バンクの構築｣

『世界の日本語教育』国際交流基金､6号､pp.24ト255｡建抜出幽
国際交流基金 (2002) 『日本語能力試験出題基準』凡人者

L6nneker,B.,JakopinP.(2003).ContentsandevaluationofthehstSlovenian-German online
dictionary.ProceedingsofthelOthEACL-Researchnotesanddemos.

Mangeot,M.,Serasset,G.(2003),ThePapillonproject.妙 .paplHlon-dictionary.org/
Mtiller,C･(2003)･TheDigl'talDictionaryOfBuddhism,TheChinese/Japanese/Korean-English
Dictionaty. ://www.acmuller.net/

専門教育出版編 (1998) 『品詞別 ･A-D レベル別 1万語語嚢分類表』専門教育出版

Sperberg-McQueen,C.M.,Burnard,L.(eds,)(2002).GuidelinesforElectronicTextEncodingand
Interchange,TheXMLVersion･TheTEIConsortium.蜘

資料 1力見出し項目の表示

あきらめる 【諦める】(Vl,tre)あきらめます､あきらめて

1.vdatl se(vusodo),obupatl

1度 (ど)の失敗 (しっぱい)ぐらいであきらめるのはまだ早 (はや)い｡

Obupatikomajpoenemspodrsljajuje喜eprekmalu.

2.0dpo vedat i/opu stiti(nae r t e, 皇elj e )

天気 (てんき)が悪 (わる)かったのでその計画 (けいかく)をあきらめた｡

Kerjebil°vremeslabo,smoseodpovedalitemunaertu｡
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資料2lHTML形式の見出し項目

〈sTRONG〉くANAME=〝あきらめる〝〉あきらめる く/A〉E諦める ヨく/STRONG〉

くFONTSIZE=-2〉 (Vl,tr.;あきらめます､あきらめて )L12 く/FONT〉くBR〉くBR〉

1.vdatise (vusodo),obupati

くBLOCKQUOTE〉1度 (ど)の失敗 (しっぱい)ぐらいであきらめるのはまだ早 (はや)い｡

Obupatikomajpoenemspodrsljajuje&#353;eprekmalu.く/BLOCKQUOTE〉

2.0dpovedati/opustiti(na&#269;rte,&4382;elje)

くBLOCKQUOTE〉天気 (てんき)が悪 (わる)かったのでその計画 (けいかく)をあきらめ

た｡Kerjebil°vremeslabo,Smoseodpc,vedalitemuria&#269;rtu.く/BLOCKQUOTE〉

くBR〉〈BiT(ラ

資料3tXHL形式の見出し項目

くentryid=〝j.43〝〉

( fcJrm t yPe=〝hw"〉
JI/1

くO王朝 1,-iT圭)e=Karla〝)あきらめる√//cL･iti{i)
くorthEype=〝kanji"〉諦める く/oTth〉

く/gorm〉

くgrafTiGrp)

くpos〉Vlく/pos〉

くsubc〉1,T.(/subc.)
く/gTamGrp)

くforfn_tyPe=〝infl〝〉

くorth〉あきらめますくorfJh)

くorLh)あきらめてくC)rLh〉

く′/floTm〉

(sense)

くtrarlS〉

(tr)vdatise (vusodo)(/tr)
くtr〉obupatiく/tr)

(/tTanS)

くeg〉

くq〉1度 (ど)の失敗 (しっぱい)ぐらいであきらめるのはまだ早い｡く/q〉
くtr〉Obupatikomajpoen叩 SPOdrsijajllje&#353書eprekmaiup壬 く/tr〉

く/eg〉
く/se王7_Se)

くsense〉

くtrans〉

くtr〉odpovedati〈/tr〉
くtr〉opustiti(na&#269;rte,&#382;elje)く/′tr〉

く/trans〉

くeg〉

くq〉天気 (てんき)が悪かったのでその計画 (けいかく)をあきらめたく/q〉
くtr〉Kerjebil°vremeslabo,smoseodpovedalitemuna&#269;rtu｡

(/tr)
く/eg〉

く/sense〉
〈entry〉

-52-


