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まえがき
本書は、意味類型パターンを記述するための言語 SPDL（Semantic Pattern Description Language）
の仕様を定めたものである。
意味類型パターンでは、非線形言語モデルとして、表現中のある要素を別の要素に置き換えたとき
まったく意味をなさなくなるような表現を扱う。すなわち、従来のような要素合成法では扱うことが
困難な表現をパターン化して扱うことを特徴とする。
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１．意味類型パターンの構成概念
１．１．意味類型パターンとは
意味類型パターンとは、日本語および英語の言語表現を表現パターンとしてとらえ、日本語から英
語への対応付を行なう。さらに、表現パターンの意味を定義するための意味コードを付与する。
以下の３つの部分から構成される。
（１）日英表現パターン記述部
日本語表現パターンとそれに対応する英語表現パターンから構成される。このうち、日本語表現パ
ターンは、非線形言語モデルに基づき、日本語の非線形な表現を対象に、その中に含まれる線形な要
素を汎化し、パターン化したものである。また、英語パターンは、日本語表現パターンの意味を英語
表現を用いて表現したものである。
（２）統語的意味的分類コード記述部
上記（１）で定義された日英表現パターンの統語構造と意味を記述する部分で、統語分類コードと
意味分類コードの２種類から構成される。統語分類コードは、各日本語表現パターンで表現される日
本語表現の係り受け構造を分類するものであるのに対して、意味分類コードは、各日本語表現パター
ンで表現される日本語表現の意味を分類するためのものである。両者のコードは、それぞれ、別途定
められた日本語表現の統語的分類体系、意味分類体系に従って定められる。
（３）英語構文分類コード記述部
日本語パターンの構文構造とそれに対応する英語パターンの構文構造の対応関係を記述する部分で
ある。日本語パターンで表現された日本語表現に対して、意味的に複数の英語表現パターンが対応す
るのが普通であるが、意味類型パターンでは、日本語表現パターンに意味的に対応する一つの英語パ
ターンのみが定義される。入力文に適合した複数の日英表現パターン対から、文脈などに適した英語
表現パターンが選択できるようにすることを狙い、「日英分類コード記述部」で、日本語パターンの
構文分類コードと英語表現パターンの構文分類コードの対応関係を記述する。

【意味類型パターンの記述例】
《意味類型パターンのフォーマット》
文 IDtab 文種別 tab パターン化フラグ改

日英表現パターン記述部

日本語原文 tab 英語原文改
日本語字面パターン tab 英語字面パターン改
単語レベル日本語パターン tab 単語レベル英語パターン改
句レベル日本語パターン tab 句レベル英語パターン改

統語的意味的分類コード記述部

節レベル日本語パターン tab 節レベル英語パターン改
第 1 欄 tab 第 2 欄 tab 第 3 欄 tab 第 4 欄 tab 第 5 欄 tab 第 6 欄 tab 第 7 欄 tab 第 8 欄 tab 第 9 欄 tab 第 10 欄改

英語構文タイプ tab 英語構文キーワード改

英語構文分類コード記述部
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◆使用例
文 IDAC041554-00

文種別 1

パターン化フラグ 111

日本語原文 気が向くと、彼女はお茶をいれてくれる。
y

日本語パターン/ $1/fVP2^syushi と、!$1^{/tckN3 は}#1{ /tcfk<N4 に>,!N5 を}/cf(いれ|入れ)'てくれる
'#6(.genzai|.kako)。
英語原文 She serves us tea when she is in the mood.
英語パターン N3 'serve'#6(^present|^past)<us|N4^obj>N5 when <she|N3>AJP(VP2)#6(^present|^past).
統語的意味的分類コード

1tab-tab 副 tab3140,6000,6930,8310tab-tab3450,6110,8120 tabFUc201tab-tab と tab-

英語構文分類コード 従属接続詞相当 tabwhen

《日英表現パターン記述部の記述内容説明》
日英表現パターン記述部のうち、日本語パターンとそれに対応する英語パターンの記述内容につい
て、上記の使用例を用いて説明をする。
日本語パターン
VP⇒動詞句変数

と⇒出現形字面

N⇒名詞変数

'てくれる'⇒終止形字面

y
/ $1/fVP2^syushiと、!$1^{/tckN3 は}#1{ /tcfk<N4 に>,!N5 を} /cf(いれ|入れ)'てくれる'#6(.genzai|.kako)。

#x{□|□}⇒順序任意記号記号
$1，$1^{□}⇒移動可能記号
#x(□|□)⇒対応型要素選択記号
^syushi⇒語形関数
（終止形指定）
.genzai⇒時制の関数（現在）
.kako⇒時制の関数（過去）

y

/ ，/tck，/tcfk，/cf⇒離散記号＋文法属性レベル
英語パターン
N⇒名詞変数
us，when，she⇒出現形字面
'serve'⇒原形字面

AJP⇒形容詞句変数

N3 'serve'#6(^present|^past)<us|N4^obj>N5 when <she|N3>AJP(VP2)#6(^present|^past).
変数名(変数)⇒品詞変換関数

<□|□>⇒訳出要素選択記号
#x(□|□)⇒対応型要素選択記号

^obj⇒名詞変形関数（目的格変形）

（動詞句→形容詞句変換）

^present⇒時制様相関数（現在）
^past⇒時制様相関数（過去）

「統語的意味的分類コード記述部」については、２．２章、「英語構文分類コード記述部」の内容に
ついては、２．３章を参照のこと。
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１．２ 言語表現の意味とパターンによる表現
表現パターンは表現構造と意味を一体化して扱うための仕組みであり、表現パターンは、非線形言
語モデルに基づいて、意味のまとまる非線形な表現を対象にその表現構造をパターン化したもので
ある。
また、日英表現パターンは、非線形な表現に含まれる線形要素を汎化したものであり、線形な要素
の種類については、１．２．３に述べる。
１．２．１ 非線形言語モデル
非線形言語モデルでは、別の要素への置換可能性に着目して、線形要素を規定する。
すべての要素が別の要素に置換可能である表現を線形表現と呼ぶのに対して、１つでも別の単語に置
換不可能な単語を含む表現を非線形表現と定義する。
一般に、非線形表現は、別の単語に置換不可能な非線形な部分と、別の要素に置換可能な線形要素群
から構成される。
ここで、線形要素は、それを含む非線形表現から見た場合に全体として別のものに置換可能である
ことが要求されているのであり、線形要素の構成内容が問われているのではない。
すなわち、線形要素とされる部分であっても、それの構成内容を見れば、非線形表現、線形表現の両
方の場合がある。すべての単語が置換不可能なものは非線形表現であり、すべての単語が置換可能な
ものは線形表現である。
なお、従来は、文の意味は個々の単語の意味の総和と等しいとする要素合成法を前提として、言語
モデルを構築するのが一般的である。
図 1：非線形モデルのイメージ図

原文表現

非線形表現
（非線形）
単語 単語 …
…

（非線形）
線形要素
単語 単語 …

線形要素

置換可能表現群＝変域

部分表現

非線形表現
（非線形）
単語 単語 …

置換可能表現群＝変域

線形表現
線形要素
単語 単語

置換可能表現群＝変域
部分表現

非線形表現
単語 単語 …

線形表現

単語

単語

単語

単語

単語

単語

：

：

単語 単語
単語

単語

単語

単語

：

：

（非線形）
単語 単語

置換可能単語群＝変域
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１．２．２ 非線形表現のパターン化
表現に含まれる特定の要素に着目したとき、それを他の要素に置き換えると表現自体がまったく意
味をなさなくなるようなものを「非線形要素」と呼ぶ。これに対して、一つ以上の代替要素が存在し、
そのいずれに置き換えても、意味範疇の変化が生じないものを「線形要素」と呼ぶ。
線形要素のみから構成される言語表現を「線形表現」、一つ以上の非線形要素を含む言語表現を「非
線形表現」と定義する。非線形表現に文法情報や構文情報を付加して一般化したものを「非線形表現
パターン」と呼ぶ。
１．２．３ 線形要素の種類と汎化の方法
意味類型パターンにおいて、線形要素はすべて汎化して記述される。ただし、汎化するには一定の
条件が必要となる場合が多く、それらを制約条件として指定することにより、線形要素を汎化する。
線形要素には以下の５種類の特徴がある。
＜特徴１＞線形要素の言語ペア依存性
言語表現の意味を別の言語表現で定義しているため、線形要素の数や範囲は言語ペアに依存す
る。同族言語の場合は線形要素の範囲が増大し、異なる言語族間では減少することが予想される
が、これは翻訳の難易性を反映している。
＜特徴２＞線形要素の相互独立性
線形要素は代替要素に置き換えても全体の意味が変わらないことが条件である。この条件は各線
形要意味類型パターンにおいて、線形要素はすべて汎化して記述される。ただし、汎化するには一
定の条件が必要となる場合が多く、これを汎用化のための制約条件として指定する。
各要素毎に成立しなければならないから、一つの表現構造の中に複数の線形要素がある場合は、
それらの線形要素間の関係は相互独立でなければならない。

＜特徴３＞代替要素の有限性
線形要素は置換可能だと言っても何に置き換えても良い訳ではない。置き換え可能な範囲は、
文法的、意味的に制限される。
＜特徴４＞線形要素の相対性
線形要素のみからなる表現が線形な表現であるが、要素の範囲は任意に決められるから、表現
全体の線形性、非線形性は要素の選び方に依存する。従って、汎用的な文型パターンを得るには、
線形要素が多くなるように工夫すればよい。
＜特徴５＞線形要素と非線形表現の循環性
線形な要素だと言っても、それは表現全体から見たときの性質である。その要素自身が線形な
表現だとは限らない。
線形要素であるのは、以下の２つの場合であることを鑑み、これらに該当する部分表現を抽出
して汎化することによって日英表現パターンを作成する。
① 日本語側の表現要素に対して英語側に対応する要素がある場合
② 英語側にそれに対応する要素はないが、
日本語側のその要素を削除しても対応する英語表現は
変化しない場合
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１．３ 統語的意味的分類の基本概念
表現パターンは、重文・複文、単文、句など、意味のまとまる表現の単位毎に定義されるもので、
各表現パターンに付与される統語的・意味的分類コードの体系は、対象とするパターンの表現によっ
て異なる。本仕様書では、重文と複文を対象とする文型パターンに対する統語的意味的分類コードを
規定する。そこで、本節では、本仕様書で規定する重文複文の統語的意味的分類の考え方とそれらの
体系について示す。
１．３．１ 統語分類体系
対象とする意味類型パターン辞書に収録された日本語表現パターンは、２つまたは３つの述部を持
つ重文と複文の持つ非線形な表現形式をパターン化したものである。その統語構造は、大きく見て以
下の表にある５種類に分類される。パターンを構成する節の種類と係り受け関係に着目すると、全体
で２４通りに分類される。
そこで、統語構造による文型パターンの分類としては、この表に従って定めた分類コードをすべて
の文型パターンに付与している。
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表 1：文型パターンの統語的分類
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１．３．２ 意味分類体系
（１）重文複文の意味分類体系と節間キーワード
「節間意味分類」は、日本語の重文複文を意味類型化するために使用する文法的、意味的分類項目
のうち、主節と従属節の２つの節の意味的関係を分類するものである。節間意味分類体系は (1)節
間意味分類、(2)節間キーワードの２つの情報で構成され「節間意味分類体系」によって定義され
る。
（２）節の意味分類体系
重文、複文の文型パターンは、複数の単文から構成される言語表現の意味を規定しようとするも
のであり、全体の意味は、構成要素となる単文の意味と単文の結合のされ方で代表されると考えら
れる。
節の意味分類は「第１従属節」「第２従属節」「主節」に対し、意味的制約をするものとし、単
文の意味分類により、節の意味分類体系を構築する。
（３）用言の意味分類体系
単文の意味は、その述部の意味に相当することから、基本的に単文の意味分類と用言の意味分類
は基本的に同一のものを使用することとし、体系の構築を行った。また、文型パターンの意味を決
定するための制約条件として使用することを前提とし、適合パターンを絞り込めるよう、その分類
の粒度と深さを定め構成を行った。
本意味分類体系では、５段のフラットな構造で分類総数は３７１種類である。このうち、「動詞」
を「人間の感覚と知性に関する表現」、「人間生活の場に使用される表現」、「動的属性自体の論
理的構造に関する表現」の３つの観点から捉えた分類になっている。また、「形容詞」は、まず「存
在既定」、「感覚感情既定」、「人の性状既定」、「ものの性状既定」、「事象の性状既定」、「政
治経済社会」の６種類に分類し、さらに細かい分類をする。
（４）名詞の意味分類体系
重文、複文の文型パターンは、複数の単文から構成される言語表現の意味を規定しようとするもの
であり、
全体の意味は、
構成要素となる単文の意味と単文の結合のされ方で代表されると考えられる。
ここで、単文の意味は、その述部用言の意味で代表することができ、全体の意味は、用言の意味と
用言間の接続の意味で代表できると考えられる。
すなわち、重文、複文の文型パターンでは、名詞の意味は必ずしも決定的なものではなく、用言の意
味が重要となる。
このような考えから、用言の意味分類体系を構築しているが、用言の意味をきめ細かく分類するだ
けでは、必ずしも十分な制約条件とならない場合が考えられる。すなわち、用言変数に対していかに
細かな制約条件を与えたとしても、用言の字面を決定する以上の制約は発揮できず、単文の意味を用
言の字面以上に特定することは難しく、用言字面の持つ意味的な多義は絞り込めない。
そこで、重文、複文の場合においても、各要素となる名詞の意味的制約によって用言の意味、すな
わち単文の意味を限定する効果を期待し、名詞意味分類体系を構築する。
本意味分類体系では、５段のフラットな構造で分類総数は３６４種類である。大半の文型パターン
では、第３段（５０分類程度）で意味的に適切なパターンが絞り込めることを狙っているが、特に「こ
と」類の名詞では、かなり細かい分類としている。これは、こと類の名詞は動的属性を表すもの、す
なわち名詞化した用言に相当するものが多いことを反映している。
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２．意味類型パターン記述言語の構成概要
意味類型パターンは、「日英表現パターン記述部」、「統語的意味的分類コード記述部」、「英語
構文分類コード記述部」の３つの部分から構成される。
このうち、第１の「日英表現パターン記述部」は、字面、変数、関数、記号の４種類の要素を用い
て、日本語パターンとそれに対応する英語パターンが定義される。日本語パターンとして記述された
情報は、入力日本文と表現パターンを構造的に照合する際に使用されるものであり、英語パターンと
して記述された情報は、入力日本文に対する英語訳文の構造を決定するために使用される。
次に、第２の「統語的意味的分類コード記述部は、当該パターン対の統語的分類コードと意味分類
コードが記述される。この部分に記述された情報は、入力日本文に統語的意味的に適合する表現パタ
ーンを検索する際に使用される情報である。
これに対して、第３の「英語構文分類コード記述部」は、構文構造から見た日本語パターンと英語
パターンの対応関係を記述する。第１、第２がいずれも日本語入力文と表現パターンとの照合で使用
される情報であるのに対して、第３の部分は、入力日本文に複数の表現パターンが適合したとき、訳
文生成に使用する英語文型を選択するための情報として付与されるものである。
以下、３つの部分の記述方法の概要を示す。
２．１ 日英表現パターンの記述
・日本語パターンと英語パターンはいずれも(1)字面、(2)変数、(3)関数、(4)記号の４種類の要素を使
用して記述される。そのうち、字面と変数は文型パターンの基本の骨組みを現す要素であり、それぞ
れ非線形部分と線形部分を表す。関数、記号は、字面と変数で表現された基本パターンに対して照合
や訳出のためのより細かな条件指定をしたり、適合範囲を拡大したりするために、記述を拡張するた
めに使用するものである。関数は主に、変数やパターン要素の活用形、構造、品詞等形式の指定、付
属語の指定を行い、記号は要素に関する適用範囲の拡張、挿入や省略、位置変更に関する指定を行う。
表 2：日英表現パターン構成要素
分

記述形式＊２

種類

類

出現形字面
(1)

語

記述例

文型パターン内の非線形部分を出現形の字面で

日

NP1 は/とても/AJ2

英 半角文字列

指定する

英

N1 have wanted to V2.

日

ʻ行くʼ[.masu]

英

@be#3(^present|^past)

終止形字面

日 ’終止形字面’

原形字面

英 @＋原形字面

変数

変数名＊３＋変数番号

(2)

原文字面付き変

変数名

変

数

原文字面）

数

言

日 全角文字列

字
面

意味

文型パターン内の非線形部分を終止形字面で指
定する
文型パターン内の非線形部分を原形字面で指定
する
文型パターン内の線形部分を指定する

＊３

＋変数番号
（OR:

変数に照応した原文の字面を記載する

日
英

ADV1,NP3,CL2,VP3

日

NP1（OR:お母さん）

英

NP1（OR:her）^poss

＊３

意味属性制約付
き変数

＋変数番号（辞 文型パターン内の線形部分を意味的制約付きで

変数名

＊４

書タイプ

日

1:意味属性コ 指定する

＊５

ード

1,…）
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N3(NI:24,NI:49),VP3(NY:
2301)

様相関数

ピリオド＋関数名＊ 助動詞などのモダリティーを指定する

日

.teiru

６

英

.can

日

^rentai

英

^poss

ハット記号＋関数 変数や、様相関数、同値型グループ関数の

語形関数

＊６

語形を指定する

名

同値型グルー

＊３

.#関数名

数をまとめてグループ名で指定する

プ関数
品詞変換関数

変換後変数（変換前 対応する日本語変数の品詞を変換して英語
変数）

(3
)
関
数

英語文型に影響を与えない同種の意味の関

対応型グルー
＊１

を生成する

.#対応番号＋関数名 日英１対１の関係にある複数の関数を対応

プ関数

＊６

字面関数＊１

#字面(パターン記 変数が含む字面の条件を指定する

#

関係を保ったまグループ名で指定する

述)
マクロ関数＊１

変数名＊３^(パター 変数の骨格を他の文型パターン構成要素で
ン記述)

指定する

日

(変数名 節変数に照合した日本語の主語を抽

＊３

＊１

出する

)

＊

V(N2),N(AJ3)

日

V2.#3meirei#

英

V2.#3base#

日

#とても（CL1.kak
o）

日

英

＊６

構文生成関数

関数名 （パターン

１

記述１,パターン記
述２）

.#da

英

＊６

要素抽出関数 関数名

.#desu

CL1^(N2

は

AJV3V4)

Sbj(CL1)
Obj(CL1)
so_that(The

英語の部品の訳を引数として受け取り、特
殊な構文の生成を行う

英

children

were

happy,

they

clapped

their

hands.)
要素選択記号

[#記憶番号](パター 日本語側で同等に扱ってもよい要素をＯＲ
ン記述|パターン記 条件を記述する
述|…)

対応型要素選

#対応番号(パター 日英での要素の対応関係を保ったまま、対

択記号

ン記述|パターン記 応する順序で日英での要素を指定する
述|…)

補完要素記号

日

#2(とかく|兎角)

英

(at|in|on)

日
英

[#記憶番号]<パター 英語文型パターンにあって、日本語文型パ
ン記述>

ターンにない要素を表す

訳出要素選択

[#記憶番号]<訳語|

日本語パターンに変数があった場合は”|”の

記号

変数>

右の変数の訳語を、ない場合は”|”の左の訳

日

#2(^meirei|.kanyu
)
#2(^base|.lets)
#1<N2 は>
#1<N2 を>

英

#2<it|N1>

#対応番号[パターン 文型パターンの要素のうち省略可能な要素

日

#3[ADV4],V2#3[.

記述]

英

masu]

日

#1{/N2 が,/N3 で}

語を訳出する
任意要素記号

を示す

(4
)

順序任意記号

[#記憶番号] (パター 照合の際に隣接した要素が入れ替わっても

記

ン記述,パターン記 よいとする

号

述,…)
移動可能記号

対象要素…$移動要 照合の際の移動可能な要素と移動可能な位
$1^{/N1は}/N2を

素番号^{パターン記 置を指定する
述}

日

$1/V3

て

$1/V4.kako。

移動位置…$移動要
素番号
離散記号

/+文法属性レベル

文型パターンに記述がない要素が、挿入可
能な文節境界を表す。直後の文法属性レベ
ルは、挿入可能な要素を示す

日

/yctkN1 は、/tkN2
を/cfV3。

参考⇒文法属性レベルの種類は X 頁表 X
文節境界記号
要素挿入記号

!

文節境界を示す

日
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[#記憶番号]{挿入要 英語側の要素の中に副詞等の別の要素を挿
素}

入して訳出することを示す

英

N1

は 、 !N2

を!V.kako。
V1.prp#2{ADV}

補足説明
：現在の日英表現パターンでは未使用。

＊１

：記述形式中のプラス記号（半角）は各要素が連結していることを表す。

＊２

＊３

：変数名の種類は「３．２ 変数の種類と用法」（X 頁）を参照

＊４

：辞書タイプは表 X「意味属性タイプと辞書コード一覧」（X 頁）を参照

＊５

：意味分類コードの内容は、付録６「用言の意味分類体系と用言意味辞書」、付録７「名詞の意味

分類体系と名詞意味辞書」を参照
＊６

：関数名の種類は「３．３ 関数の種類と用法」（X 頁）を参照

２．２ 統語的意味的分類コードの記述
意味類型パターンの「統語的意味的分類コード記述部」には、対象とする日本語パターンの種類に
対応した統語分類体系と意味分類体系の分類コードが付与される。以下、本節では、２つまたは３つ
の節から構成される重文と複文の場合について示す。
統語的意味的分類コードは第１欄から第１０欄までの１０のコードで構成される。大きく(1)「統語
構造の分類」、(2)「節の意味分類」、(3)「節間意味分類と節間キーワード」の３つのタイプの情報が
あり、それぞれ、第１欄から第３欄まで、第４欄から第６欄まで、第７欄から第１０欄までを構成す
る。３つの情報はそれぞれ別途構築された体系に基づき定義される。
表 3：統語的意味的分類コードの構成
種別

統語構造の分類

欄番号 第１欄

節間意味分類

節間キーワード

第３欄

第４欄

第５欄

第６欄

第７欄

第８欄

第９欄

第10欄

コード 文種別 統語構造

用語構造

第１従属

第２従属

主節の

第1節間

第2節間

第１節間

第２節間

第１分類

第２分類

節の意味

節の意味

意味

の意味

の意味

１桁

１桁

１桁

３桁

３桁

３桁

３桁

３桁

副詞型
１

０

連用節の

桁数
文種別
１
文種別
２
文種別
３
文種別
４

第２欄

節の意味分類

入子係型
２

並列係型

３

４

０

従属節
文種別
５

埋込型

意味分類

４種類

第１連用

第２連用

第１連用

第２連用

節の意味

節の意味

節の接続

節の接続

分類

分類

タイプ

タイプ

４種類
補足型

連体節の

名詞修飾型

意味分類

０

４分類

埋込型

４分類

タイプ

−−−−

並列型

−−−−

−−−
主節の

第１連体

第２連体

節の意味

節の意味

分類

分類

連体節の

連用節の

意味分類

意味分類

連用節の

連用節の

意味分類

意味分類

５
主節

接続の

−−−−
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意味分類
埋め込み
のタイプ

埋め込み
のタイプ

キーワード キーワード

２．２．１ 統語構造の分類
統語構造の分類は、節間の係り受け構造の情報を元に、「文種別」、「統語構造第１分類」、「用
語構造 第２分類」の３分類を付与したものである。
「文種別」、「統語構造第１分類」、「用語構造 第２分類」の分類については、下記付録を参照
【付録：５】節の意味分類コード体系
２．２．２ 節間意味分類と節間キーワード
・「節間意味分類」は、重文複文を意味類型化するために使用する文法的、意味的分類項目のうち、
主節と従属節の２つの節の意味的関係を分類するものである。節間意味分類体系は (1)節間意味分
類、(2)節間キーワードの２つの情報で構成され「節間意味分類体系」によって定義される。(1)節間
意味分類部分は統語的、意味的な観点から４段階の階層構造を持っており、それらの４段階の情報と
対応関係を持つ節間意味コードが付与されている。下記に重文・複文を対象とした場合についての「節
間意味分類体系」の概略と体系を構成する情報やコードの説明を示す。
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表 4：「節間意味分類体系」（概略）
節間
意味
コード
HS
HSa

(1)節間意味分類
大 中 小分類

節間

(2)節間キーワード

意味

※代表例のみ

コード

補足節（補語相当節）
名詞節

(1)節間意味分類
大 中 小分類

FUc
FUc100

条件・譲歩
法則的

(2)節間キーワード
※代表例のみ

ば

HSa100

コト型

ことを,ことに,

FUc200

偶有的

と,たら,たところ

HSa200

ノ型

のを,というの(が|は),

FUc300

仮想的

としたら,とすると

HSa300

トコロ型

ところ,ところを,ところは

FUc400

反事実的

たら〜(だろう|でしょう)

節＋格助詞型

節＋に,節＋も

FUc500

譲歩

ても

HSa400
HSb

疑問節

FUd

付帯状況・様態

HSb100

選択疑問文

〜か〜か,か,かどうか

FUd100

付帯状況

HSb200

疑問語疑問文

疑問語＋か,疑問語＋のか

FUd200

様態

HSc

引用節

HSc100
HSc200

FUe

逆接

(に)(は)
が,けれど,のに

」と

FUf

目的

(が)為(に),べく,様

間接引用

と,ように,なんて

FUg

程度

くらい,ほど(に)

FUh

前提

からには,以上は,限り

FUi000

手段

名詞修飾節（連体節）

MSa

補足語修飾節

MSa200

通り(に),風に,様

直接引用

MS

MSa100

つつ,ながら,まま

限定的

連体形＋名詞

FUj

二者関係

非限定的

事で,事により,事によっ
て
一方で,より(も),のと同
様,どころか

連体形＋固有名詞

FUk

相関

とともに,に連れ

MSb

内容節

連体形＋思考・発言名詞

FUl

判断,主観

とは,ようでは,からして

MSc

縮約形修飾節

連体形＋因果名詞

FUm

場面

MSd

機能的表現

FUn

限定

MSd100

形式名詞修飾節

連体形＋形式名詞

FUo

独立

MSd200

文末表現相当

連体形＋名詞＋述部

FUp

その他

MSd300

慣用的表現

連体形＋名詞＋述部

FUp100

助動詞相当表

MSd400

副詞節相当

連体形＋名詞＋で

FUp200

慣用的表現

MSe
FU
FUa
FUa100
FUa200
FUb

用言＋続表現＋

ての,てからの,ながらの

副詞節（副詞的連用節）
時
時(に)(は),てから

事態の継続期間

時から,まで(は),にわたって

FUb100

原因

FUb200

結果

FUb300

理由根拠

ので,故,事で
(た)(が)為(に),た事から,結
果

か,にも
ざるを
Ａと言ったらＡ,をいいこ

FUp300

副詞相当表現
発言・思考内容

たく,とて

HRa

２文

、

並列節（並列型連用節）
順接的並列

HRa100

総記の並列

し,連用中止,て

HRa200

例示の並列

ば,たり,や

HRa300

累加の並列

から,を以って,事から
HRa600
HRb100
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感情動詞＋事には,〜もの

FUp400
HR

因果関係

と,において,
だけで,を除き,以外(に)

とに
節＋接続表現

FUp500
事態の時

ところでは,ところによる

だけではなく,であり〜で
もある,上に

平行

とともに,と同時に,且つ

否定の並列
選択

なくて,ないで
か

逆接的並列

が,けれど,けれども

(*)節間意味分類は実際は４段階の情報で構成される。

重文・複文を対象とした場合についての「節間意味分類体系」の全体系は下記付録を参照。
付録４「節間意味分類体系」
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＜節間意味分類体系を構成する要素の説明＞
（１）節間意味分類の説明
・節間意味分類とは主節と従属節の２つの節の意味的関係を分類するものであり、統語的、意味
的に分類された４段階の階層構造を持つ。
以下、本節では、重文・複文の場合の分類の観点を以下に示す。
(a)第１段階＝大分類
・従属節の文法的なタイプにより、「補足節」「名詞修飾節」「副詞節」「並列節」の４つに
分類している。
(b)第２段階＝中分類、第３段階＝小分類１、第４段階＝小分類２
・中分類〜小分類は(a)第１段階で分類した「補足節」「名詞修飾節」「副詞節」「並列節」ご
とに節間の意味類型化に必要な観点が異なっている。下記にそれぞれの節ごとの中分類〜小分
類での分類の観点を示す。
表 5：節間意味分類の中分類・小分類１，２の観点
大分類
1

補足節

中分類、小分類１、小分類２の観点の説明
中分類で文法的な観点により、節のタイプ（「名詞節」「疑問節」「引
用節」）を分類した後、小分類ではキーワードの形式的な観点により
細分化される

2

名詞修飾節

3

副詞節

中分類、小分類で従属節（名詞修飾節）とそれが修飾する先の名詞と
の関係により分類される
中分類、小分類で従属節（副詞節）と主節の意味的な関係により分類
される

4

並列節

中分類、小分類で従属節（並列節）と主節の意味的な関係により分類
される

（２）節間キーワードの説明
・節間キーワードとは、（１）で説明した節間意味分類を決める際に使用した日本語のキーワードで、
節間意味分類ごとに定義される。
【節間キーワードの付与例】
1. 補足節→名詞節の場合は形式名詞の「こと」「の」「ところ」などが節間キーワードとなる。
引用節の場合は「と」「ように」「なんて」など引用節を導く表現が節間キーワードと
なる。疑問節の場合は「のか」「だろうか」または「疑問語＋のか」などが節間キーワ
ードとなる。
【名詞節の例】ゴルフをする事以外楽しみはない。（節間キーワード＝事）
【引用節の例】彼はきっと来ると思います。（節間キーワード＝と）
【疑問節の例】彼がはたして来るかどうか疑わしい。（節間キーワード＝かどうか）
2. 名詞修飾節→名詞修飾の構造である「連体形＋名詞」を基本とし、名詞修飾節と被修飾名詞の
意味的な関係を決める際に使用した「名詞」の部分に対して条件を加えたり、代表
例を記述したりしたものが節間キーワードとなる。
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【例】人が住んでいる/気配はまったくなかった。
（節間キーワード＝連体形＋事柄名詞）
【例】彼にはこの危急の場合に対処する能力がない。
（節間キーワード＝連体形＋名詞(ex.権利/能力)）
3. 副詞節→従属節と主節の意味的な関係を決める接続表現部分が節間キーワードとなる。ただ
し、特定の節間意味分類の項目では接続表現のみではなく、従属節と主節の意味的関係
をとらえるのに重要だと考えられる文末表現や副詞も含めた広い範囲で節間キーワー
ドとして定義している場合もある。
【例】ベルが鳴ったので玄関へ出た。（節間キーワード＝ので）
【例】そうするよりほかに仕様がなかった。（節間キーワード＝より(他)(に)〜ない）
4. 並列節→副詞節と同様に従属節と主節の意味的な関係を決める接続表現部分が節間キーワー
ドとなる。
【例】夏は涼しい所に行きたいし、冬は暖かい所に行きたい。 （節間キーワード＝し）
【例】彼は詩人でもあり外交官でもある。 （節間キーワード＝でもあり〜でもある）
＜節間意味コードの説明＞
・節間意味コードは（１）で説明した節間意味分類の「大分類」「中分類」「小分類１，２」に対応
させて下記のような規則で付与され、全体は「アルファベット大文字２文字」＋「アルファベット小
文字１文字」＋「半角数字 1 文字＋半角数字２文字」の計６文字で構成されている。
表 6：節間意味コードの説明
階層
書式
文字数
値
大分類
半角アルファベット大文字
２
補足節(HS）、名詞修飾節(MS)、副詞
節(FU)、並列節(HR)の４種類
中分類
半角アルファベット小文字
１
大分類ごとに、a オリジンで付与
小分類１ 半角数字
１
中分類ごとに、１オリジンで付与
（小分類１がない場合は 0 を付与）
小分類２ 半角数字
２
小分類１ごとに 0１オリジンで付与
（小分類２がない場合は 00 を付与）
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【コードの付与例】
・大分類→「副詞節」、中分類→「因果関係」、小分類１→「原因」、小分類→「過剰原因」の場合は
下記の図２のようなコードとなる。

FUb103
大分類

小分類２
中分類

小分類１

図２：節間意味分類コードの構成
２．２．３ 節の意味分類
節の意味分類は単文の意味分類に従うとしている。また、単文の意味は、単文の述部が用言の場合
は、用言の意味に従い、述部が体言の場合は、名詞の意味分類に従うとしている。
用言の意味分類、名詞の意味分類ともに分類の深さと粒度の関係から、用言の意味分類は４段、名詞
の意味分類は５段として分類する。
用言の意味分類体系、名詞の意味分類体系については、下記付録を参照
【付録：６】用言の意味分類体系と用言意味辞書
【付録：７】名詞の意味分類体系と名詞意味辞書

２．３ 日本語重文複文に対応する英語構文体系
２．３．１ 概要
・「重文複文の英語構文体系」とは、日本語の重文複文を構成する骨格部分が英語側ではどのような
構文で訳出されるかをタイプ分類し、体系化したものとなる。日本語の重文複文の対訳英文の英語構
文情報を英語側で独立して分類するのではなく、日本語パターンの構文構造とそれに対応する英語パ
ターンの構文構造の対応関係を記述したものとなる。下記に重文複文の英語構文情報付与例を示す。
【重文複文の英語構文情報付与例】
［日本文］

この服を着ると格好よく見える。

［英文］
You look nice in this dress.
《英語構文情報》
・日英表現の関係⇒副詞相当表現
(日本語の重文複文を構成している従属節が前置詞句で表され、それが英語側
の主節に対する副詞相当の表現である。)
・英語構文の文法的タイプ⇒前置詞句
(日本語の重文複文を構成している従属節が前置詞句で表される。)
・英語構文キーワード⇒in
(英語構文の文法的タイプを表す英語のキーワードが”in”である。)
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２．３．２ 体系の構成要素
２．３．２．１ 体系の構成要素の説明
・重文複文の英語構文体系は、(1)日英表現の関係、(2)英語構文の文法的タイプ、(3)英語構文キー
ワードの３つの情報で構成される。それらの３つ情報と対応関係を持つコードが付与されている。下
記に「英語構文情報体系」の概略と体系を構成する情報やコードの説明を示す。
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表 7：重文複文の英語構文体系（簡略版）
code

(1)日英

(2)英語構文の

(3)英語構文

cod

表現

文法的タイプ

キーワード

e

の関係
A

(1)日英

(2)英語構文の

(3)英語構文

表現

文法的タイプ

キーワード

の関係

等位節・従属節相当表現

E

修飾要素相当表現

A01

等位接続詞相当

and,but,or

E16

前置詞句

A02

従属接続詞相当

after,because,

E26

所有格

E14

不定詞

E27

形容詞

E28

分詞

E29

後置修飾
その他修飾

before,by,in

when
A03

接続副詞

then,therefore,

to

so that
A04

節を導く副詞

directly,
instantly

A05
B

分詞構文
名詞節・関係節相当表現

B06

名詞節

in that,that

E30

B07

直接引用節

""

F

B08

同格節

lest,that

F31

述部相当表現
モダリティ相当表

can not,appear

現

(to)

B09

疑問詞節

how,if,what

G

B10

関係節

what,where,which

G02

従属接続詞相当

as if,as though

B11

It を用いた構文

It 〜 that

G06

名詞節

if,that

G08

同格節

that

G14

不定詞

enough to,to

G25

原形不定詞

C
C12

副詞相当表現
前置き表現

〜

(従属節の一部|被修飾名詞)＋述部の一体化

speaking,judging
from
C13

慣用的句表現

because of,owing
to

C14

不定詞

in order to,to

G22

動名詞

C15

付帯状況

with

G12

前置き表現

according to

C16

前置詞句

in,for,from

G13

慣用的句表現

contrary to

C17

複合前置詞相当

at the cost of,for

G16

前置詞句

by,in,for

G17

複合前置詞相当

in support of

G18

副詞相当表現

G27

形容詞

G24

補語

fear of
C18

副詞相当表現

C19

副詞小辞相当

D

away,past,up

格要素相当表現

D20

名詞化（格要素）

D14

不定詞

to

G20

名詞化（格要素）

D21

不定詞（目的語） to

G32

その他の要素

D22

動名詞

D23

動名詞（目的語）

D24

補語

D25

原形不定詞

D11

仮主語(It)構文

It is 〜 to
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code

(1)日英

(2)英語構文の

(3)英語構文

表現

文法的タイプ

キーワード

code

の関係
H
H09

(1)日英

(2)英語構文の

(3)英語構文

表現

文法的タイプ

キーワード

の関係

日本語主節の他要素変換
疑問詞節

what,when,which

K44

無生物主語構文

K45

因果・程度の構文

so 〜 as to,so 〜
that

H18

副詞相当表現

K46

瞬時を表す構文

no sooner 〜
than,hardlywhen

H33

修飾要素

(many|few|no|

K47

比較の構文

some)

(as|so) 〜
as,all the
(more|better)
because

H16

前置詞句

at,before,by,in

K48

対比・選択・累加

not only 〜 but

の構文
H34

主語

K49

命令形を用いた構

命令形, and

文
H35

V のが AJ→N be

K50

否定の表現

AJ N(V)er

cannot
help,never fail
to

I

修飾節＋被修飾名詞の一体化

K51

反対語を用いた表

keep,remember

現
I20
J

名詞化（格要素）
被修飾名詞の変換

K52

限定表現

all,every

K53

その他慣用的表現

時間 + walk

J36

省略

L

J34

主語

L54

２文相当

コンマ,ピリオド

L55

補足・挿入

コンマ,セミコロ

K

英語特有構文・表現

記号を用いた表現

ン
K37

ＳＶＯＯ文型

L56

並列

コンマ

K38

ＳＶＯＯ文型
（無

L57

同格・換言

コンマ

L58

対比

コンマ

挨拶

sorry,thank you

生物）
K39

ＳＶＯＣ文型

結果構文,知覚構文

K40

ＳＶＯＣ文型
（無 結果構文,使役構文

M

その他

生物）
K41

制止・禁止表現

from

M59

K42

制止・禁止表現

from

N

前置詞と呼応し

V 〜 as 〜,V 〜

N60

た表現

for 〜

意訳・個別的表現

（無生物）
K43
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意訳・個別的表現

＜英語構文体系を構成する要素の説明＞
(1)日英表現の関係：
・日本語の重文複文を構成する一方の節が英語側では英語の主節に対してどのような要素に変換
されているか、または日本語のどの範囲の部分がどのように構造変換され英語構文と対応付け
られているかを表す情報である。
(2)英語構文の文法的タイプ：
・日本語の重文複文の骨格に対応する英語構文の文法的情報を表す。
(3)英語構文キーワード：
・日本語の重文複文の骨格に対応する英語構文を決めるキーワード。ただし、無生物主語構文な
ど特定の構文に関してはキーワードがない場合もあり、その場合は空欄、または必要に応じて
詳細な構文の情報を付与している場合がある。
＜英語構文情報コードの説明＞
・重文複文の英語構文情報コードは体系を構成する①日英表現の関係、②英語構文の文法的タイプ、
③英語構文キーワードの３つに付与されたＩＤから成り立つ。①日英表現の関係、②英語構文の文法
的タイプ、についてはそれぞれ独立してＩＤを付与し、③英語構文キーワードについては、同一の②
英語構文の文法的タイプ内でＩＤを付与している。（つまり、前置詞の to と不定詞の to は異なる英
語構文キーワードＩＤとなる。）下記にコードの付与例を示す。
【コードの付与例】
・日英表現の関係→「等位節・従属節相当」、英語構文の文法的タイプ→「従属接続詞相当」、英語構
文キーワード→「after」の場合は下記の図 3 のようなコードとなる。
図 3：節間意味分類コードの構成

A02003
日英表現の関係(A〜N)

英語構文ＫＷ

英語構文の文法的タイプ
２．３．２．２ 体系の項目ごとの件数
・英語構文体系を構成する３つの情報の分類項目異なり数は下記の表１の通りとなる。
表 8：分類項目数
項目名
分類項目異なり数
日英表現の関係
1
14
英語構文の文法的タイプ
2
60
英語構文キーワード
3
706
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３．日英表現パターンの記述法
・本章では、日英表現パターンを構成する、字面、変数、関数、記号の個々の記述部品の詳細な使用
方法を示す。

３．１ 字面の種類と用法
・字面は、日英を対応付けて変域を持たせることができない重文複文としての意味の固定要素部分、
すなわち非線形部分を指定し、それぞれの言語で使用される文字で記述される。日本語側では、その
意味類型パターンに適合するための字面での照合条件となり、英語側ではその字面の英語を訳出する
ことを指定する訳出条件となる。字面を出現形で直接指定する方法の他、日本語の場合は終止形、英
語の場合は原形を指定する方法がある。
（１）字面（出現形字面）
［書式］

<日>：全角文字（日本語で使用される表記）
<英>：半角英数（英語で使用される表記）

［使用条件］ 日英両方のパターンで使用
［記述例］

<日>：には、どれほど、し足りない
<英>：feel, cannot, enough

［説明］
・字面は日本語、英語ともに非線形な要素を表現する。日本語の字面部分は照合の際の字面の条件に、
英語の字面部分はその字面で訳出することを示す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/N2 には/どれほど/(V3|ND3 をし)(ても|でも)!し足りない。
(英 P) <I|N1> feel <I|N1^pron> cannot V(V3|ND3)^base N2^obj enough.
(日本文適合例)あなたにはどれほど感謝してもし足りない。
(英文訳出例) I feel I cannot thank you enough.

⇒[解説]日英共に、 で示された部分が非線形要素を表す。日本語の字面部分は照合の際の字面の条
件に、英語の字面部分はその字面で訳出することを示す。
（２）字面（終止形字面・原形字面）
［書式］

<日>：’終止形字面’
<英>：@原形字面

（@は半角）

［使用条件］ 日英パターン共通。字面部分に対して使用される
［記述例］ <日本語>’行く’[.masu]
<英語>@be#3(^present|^past)
［説明］
・字面部分の終止形を指定する。日本語では、語形（活用形など）の条件によらず、終止形のみが照
合の際の条件となる。英語では、後ろに接続する関数のうちどれが使用されたかにより適切な語形変
形が行われて訳出される。用言の後ろに続く付属語が時制関数を対応型要素選択記号を用いて記述す
る場合や様相関数を任意化する場合で、活用形が固定でない用言に使用する。
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［使用例と解説］
(日 P) /N1 が/(V2^rentai|ND2 をする)/N3 は/’無い’#4(.genzai|.kako)。
(英 P) There @be#4(^present|^past) no N3 of N1^poss V(V2|ND2)^grn.
(日本文適合例) 彼が当選する可能性はない。
(英文訳出例) There is no possibility of his winning the election.
⇒[解説]
(日)’無い’が終止形字面を用いて記述された要素を示し、標準形が”無い”であることを示す。これによ
り、’無い’の後ろの.genzai に照合する際は「無い」という終止形の形で照合し、.kako に照合する
際は「無かった」のように連用形での照合が可能となる。
(英)@be が原形字面を用いて記述された要素を示し、原形が”be”であることを示す。これにより、@be
の後ろの^present が使用される場合は、"is"を、^past が使用される場合は、"was"を訳出する。

３．２ 変数の種類と用法
３．２．１ 概要
３．２．１．１ 変数の種類と使用目的
・変数は、自立語のうち日英を対応付けて、定められた値域の範囲で置き換え可能な要素を持つ部分、
すなわち線形部分を指定する。変数には変数番号がついており、日英の対応する変数には同一の変数
番号が付与されている。日本語変数に照合した日本語表現の訳語が同一の変数番号をもつ英語の変数
に橋渡しされ、英語表現パターンで訳出される仕組みとなっている。変数は、変数名そのものによっ
て文法的な変域が規定し、更に日本語の変数は意味属性によって意味的な変域も規定する。また、原
文字面を記述することにより、パターン作成時の原文の字面を記述することも可能である。
下記に、日英表現パターンで使用する変数名と、変数ごとに付与可能な意味属性の辞書タイプを示す。
表 9：日英表現パターンで使用する変数名一覧
変数名
1

分類

N

使用言語

機能説明

日本語変数に付与可能な意
味属性の辞書タイプ

日

英

○

○

名詞又は名詞複合語

NI,NK,IM

2

TIME

○

×

時詞

NI,IM

3

NUM

○

×

数詞

NI,IM

4

ND

○

×

用言性名詞

NI,NK,IM

○

○

動詞

NY,IY

○

○

形容詞

NY,IY

5

V

6

AJ

7

AJV

○

×

形容動詞

NY,IY

8

ADV

○

○

副詞

なし

○

×

連体詞

なし

○

×

限定詞

なし

9
10

REN

単語

GEN

11

VP

○

○

動詞句

NY,IY

12

NP

○

○

名詞句

NI,NK,IM

13

AJP

○

○

形容詞句

NY,IY

14

AJVP

○

×

形容動詞句

NY,IY

15

ADVP

○

○

副詞句

なし

16

CL

節

○

○

節

NY,IY

17

ANY

その他

○

○

品詞によらないすべての表現

なし

18

DEF

×

○

定冠詞

なし

句
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・日本語変数の意味的制約条件として使用される意味属性体系の詳細は下記の通り。
表 10：意味属性の種類
体系名

辞書タイプ

1

NI

付与対象変数名

日本語語彙大系一般名詞 N,NP,TIME,NUM

記述例とその意味
NI:388→「場所」を表す

意味属性体系
2

NK

日本語語彙大系固有名詞 N,NP,TIME,NUM

NK:7 →「都道府県」を表す

意味属性体系
3

NY

日本語語彙大系用言意味 V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,CL

NY:2301 →「（N1（人）が具体的動作をする）」

属性体系

を表す

4

IY(*1)

用言意味分類

V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,CL

IY:1100→「思考と認識の行為」を表す

5

IM(*2)

名詞意味分類体系

N,NP,TIME,NUM

日本語語彙体系一般名詞意味属性体系を上位
階層のレベルに汎化したものである

(*1)付録６『用言の意味分類体系と用言意味辞書』
(*2)付録７『名詞の意味分類体系と名詞意味辞書』

３．２．１．２ 変数の一般的記述形式
・変数は「変数名」と「変数番号」の基本構造をもつ。日本語のパターンは、必要に応じて、意味属
性を指定することができ、「辞書タイプ」と意味属性コードを指定する書式で記述する。意味属性は
複数の辞書タイプから複数の意味属性コードを指定しても良い。
変数の一般的な記述形式と使用例は下記の通り。
（１）変数
［書式］

変数名 変数番号

［使用条件］ 日本語、英語両方で使用
［記述例］
N2,V3,VP4
〔凡例〕書式１＝意味制約なしの変数の書式、書式２＝意味制約付きの書式
記述例１＝意味制約なしの変数の記述例、記述例２＝意味制約付きの記述例
［説明］
・変数名は半角アルファベット大文字で表す。
・変数番号は半角数字で記載し、日英の対応する変数には、同一の値を記載し、その日英の対応する
変数ごとにユニークな値を使用する。日本語パターンで同一の変数（変数名+変数番号）を記述した
場合は、同一の字面を適用することを表す。
（２）意味制約付き変数
［書式］

変数名 変数番号(辞書タイプ１:意味属性コード１,辞書タイプ２:意味属性コード２,…)

［使用条件］ 日本語のみで使用
［記述例］
N3(NI:405, NI:5,NK:17), N1(NI:23,NI:48,IM:11131,IM:11211)
［説明］
・変数名は半角アルファベット大文字で表す。
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・変数番号は半角数字で記載し、日英の対応する変数には、同一の値を記載し、その日英の対応する
変数ごとにユニークな値を使用する。日本語パターンで同一の変数（変数名+変数番号）を記述した
場合は、同一の字面を適用することを表す。
・ 意味属性は変数番号の後ろに、半角括弧を記載し、その中に、辞書タイプと意味属性コードのペ
アの間に半角コロンを記述する。
・ 意味属性は複数記述することも可能で、複数記述する場合は、辞書タイプと意味属性のペアの間
に半角カンマを記述する。
・ 意味制約付き変数で使用可能な変数名は、
「表 X：意味属性の種類」の「付与対象変数名」を参照のこ
と。

【文型パターンにおける使用例】
( 日 Ｐ ) /$1/CL1(NY:2001,IY:8120).kako と /V2(NY:2901,NY:2906,IY:1110,IY:2212)( て |
で)$1^{N3(NI:24,NI:49,IM:11132,IM:11212)は}!VP4(NY:3102,IY:1221).kako。
(英 P) N3 VP4^past to V2^base that CL1^past.
(日本文適合例)彼が入院したと聞いて彼女はたいへんびっくりした。
(英文訳出例) She was much amazed to hear that he was in hospital.

[解説] CL1、V2、N3、VP4 の部分がそれぞれ下記のように日英で対応関係をもち、変数名で表され
た文法的属性の変域をもつ線形要素であることを示す。また、日本語の各変数の後ろに記述された、
辞書タイプと意味属性コードの列が、変数の意味的な変域に対する制約を表している。
日本語側
英語側
CL1.kako = 彼が入院した CL1^past = he was in hospital
V2
= 聞く
V2
= hear
N1
= 彼女
N1
= she
VP1.kako = びっくりした VP1^past = was much amazed
３．２．２ 変数の種類と用法
変数は、変域によって 3 つのレベル（単語、句、節）がある。同一変数番号で日英対応している変数
は同じレベルを使用する。
３．２．２．１ 単語変数
・単語変数は表現パターンで使用される線形な要素のうち、単語相当の表現を表す。日本語表現パタ
ーンでは１０種類、英語表現パターンでは４種類の単語変数を定義している。
（１）名詞変数
［書式１］

N 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］
N2, N3(NI:405, NI:5,NK:17), N1(NI:23,NI:48,IM:11131,IM:11211)
［説明］
・変域が名詞である変数を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /#1[/N2 の]/N3 は/将来が/AJV4^rentai!N5.#da。
(英 P) #1[N2^poss] N3 be AJ4 N5.
(日本文適合例)

彼の娘さんは将来が有望なピアニストだ。
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His daughter is a promising pianist.

(英文訳出例)

⇒[解説] 「彼」と"His"、「娘さん」と"daughter"、「ピアニスト」と"pianist"に対応する部分が名詞変
数 N で表される。（この例の場合は、His に対しては語形関数^poss を付与し、所有格に変形する指
定となっている。）
（２）時詞変数
TIME 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［書式］

［使用条件］ 日本語でのみ使用
TIME2, TIME3(NI:2672,NI:2693,IM:16910,IM:16940)

［記述例］
［説明］

・日本語のみで使用し、変域が時間的な概念を持つ名詞である変数を表す。名詞変数 N の下位クラス
の変数で、N の意味的な変域を更に制限する際に使用する。TIME に対応する英語のデフォルトの
変数は N となり、それ以外の品詞で訳出する場合は品詞変換関数を利用する。
・TIME は、時間的な概念を持つ名詞を表し、必ずしも品詞が時詞である必要は無く、意味的には名
詞変数 N に「時」を表す意味属性が付与されたものと同等となる。しかし、時をあらわす名詞は
他の名詞と統語的な振る舞いが異なることが多く、他の名詞との違いが見た目にわかりやすいとい
う理由で N ではなく、TIME 変数を使用している。
［使用例と解説］
(日 P) /TIME1 に!(なっ|成っ)て</N2 は>!やっと!VP3.kako。
(英 P) <I|N2> VP3^past at N1.
(日本文適合例)

明け方になってやっととろとろ眠った。

I dropped into a fitful doze at dawn.
⇒[解説] 「明け方」と"dawn"に対応する部分がそれぞれ時詞変数 TIME と名詞変数 N で表される。
(英文訳出例)

（３）数詞変数
NUM 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［書式］

［使用条件］ 日本語でのみ使用。対応する英語ではデフォルトでNを使用する
NUM2, NUM1(NI:2588,NI:2595,IM:16720,IM:16730)

［記述例］
［説明］

・日本語のみで使用し、変域が数詞である変数を表す。名詞変数 N の下位クラスの変数で、N の変域
を数詞に制限する際に使用する。NUM に対応する英語のデフォルトの変数は N となり、それ以外
の品詞で訳出する場合は品詞変換関数を利用する。
［使用例と解説］
(日 P) /VP1 には/N2 が/NUM3/V4.hitei。
(英 P) N2 be N3 AJ(V4) for VP1^grn.
(日本文適合例)
(英文訳出例)

マージャンをするには頭数が１人足りない。

The number is one short for playing mah-jongg.
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⇒[解説] 「１人」と"one"に対応する部分がそれぞれ数詞変数 NUM と名詞変数 N で表される。

（４）用言性名詞変数
［書式］

ND 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日本語でのみ使用
ND3, ND5(NI:1692,IM:15251)

［記述例］
［説明］

・日本語のみで使用し、変域が用言性名詞である変数を表す。用言性名詞は文法的には名詞に属する
が、用言としての性質も兼ね備えており、一般の名詞とは区別して使用する必要がある場合がある
ことから、名詞変数 N の下位クラスの変数として別途定義している。ND に対応する英語のデフォ
ルトの変数は N となり、それ以外の品詞で訳出する場合は品詞変換関数を利用する。ND の使用方
法としては、下記の①のように変域が名詞全体ではなく用言性名詞に限られる箇所に使用する場合
の他、②のように「ND をする」という形で動詞変数 V と同等に扱い、ＯＲ条件で記述する場合の
２つがある。
［使用例と解説］
①基本の使用例
(日 P) /$1^{/N1 は}#2[/TIME3]$1/N4 に!AJP5^rentai/ND6 を/してくれる。
(英 P) N1 #2[ADV(TIME3)] gives N4^obj an AJP5 N6.
(日本文適合例)

彼はいつもわたしに遠慮のない批評をしてくれる。

He always gives me an honest opinion.
⇒[解説] 「批評」と" opinion "に対応する部分が用言性名詞変数 ND と N で表される。
(英文訳出例)

②要素選択記号を用いて動詞変数 V とＯＲ条件として指定される場合の使用例
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 に$1/(VP3^meirei|VP3.meireigo)と$1/(V4.kako|ND4 をした)。
(英 P) N1 V(V4|ND4)^past N2^obj to VP3^base.
(日本文適合例)

わたしは彼に気楽にやれとアドバイスした。

I advised him to take it easy.
⇒[解説] ND は動詞変数 V を、それと同等の意味を持つ機能語を用いた表現（「用言性名詞＋する」
など）にも適合するように要素選択記号を用いて拡張する際にも使用可能。使用例では、「アドバイ
スする」の部分が「アドバイスする」にも「アドバイスをする」にもどちらにも適合するように、要
素選択記号を用いて、(V4.kako|ND4 をした)のように記述する。
(英文訳出例)

（５）動詞変数
［書式］

V 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

V3, V2(NY:1801,IY:5750,IY:8420)

［説明］
・日本語側は変域が動詞である変数を表し、英語側は同一番号の日本語側の変数に対応する要素を表
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す。
［使用例と解説］
①基本の使用例
(日 P) /</N1 は>/N2 の/V3^rentai/声が/V4.kako。
(英 P) <I|N1> V4^past N2 V3^ing.
(日本文適合例)

こおろぎの鳴く声が聞こえた。

I heard crickets chirping.
⇒[解説] 「鳴く」と"chirping"、「聞こえる」と"hear"(過去形で heard）に対応する部分が動詞変数 V
で表される。
(英文訳出例)

②群動詞の場合の使用例
(日 P) /N1 は/すぐに/N2 を/V3^rentai/ほうが/AJ4.dantei あろう。
(英 P) N1 may ADV(AJ4) V3 N2 at once.
(日本文適合例)

君はすぐにそれを実行するほうが望ましいであろう。

You may advisably carry it out at once.
⇒[解説] 「実行する」と"carry out"に対応する部分が動詞変数 V で表される。英語側を群動詞で訳出
し、N2 を”it”で訳出する場合は、”carry it out”のように目的語が間に挿入する形で訳出する。V の訳語
として群動詞が選択された場合は、目的語の長さなどの条件により、英語生成側で目的語を動詞と副
詞小辞（または前置詞）の間に取り込むというような処理を行う必要がある。
(英文訳出例)

（６）形容詞変数
［書式］

AJ 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

AJ3, AJ2(NY:0501,IY:A410)

［説明］
・日本語側は変域が形容詞である変数を表し、英語側は同一番号の日本語側の変数に対応する要素を
表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$2^{/NP1 は}/AJV2#4(.genzai|.kako)^renyou$2/AJ3#4(.genzai|.kako)。
(英 P) It @be#4(^present|^past) AJ3 and AJ2 in NP1.
(日本文適合例)

このあたりは静かでいい。

It is nice and quiet in this neighborhood.
⇒[解説] 「いい」と"nice"に対応する部分が形容詞変数 AJ で表される。
(英文訳出例)

（７）形容動詞変数
［書式］

AJV 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日本語でのみ使用
［記述例］

AJV3, AJV2(NY:0504,IY:A390,IY:A512)

［説明］
・日本語のみで使用し、変域が形容動詞である変数を表す。英語側には形容動詞という品詞そのもの
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が存在しないため、英語側では使用していない。日本語の AJV に対応する英語のデフォルトの変
数は AJ となる場合が多く、それ以外の品詞で訳出する場合は品詞変換関数を利用する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/NP2 の/N3 にも/AJV4^rentai/N5.#da ある。
(英 P) N1 be AJ4 N5 for N3 of NP2.
(日本文適合例)

それはどんな大きさの船にも安全な港である。

It is a safe port for vessels of any size.
⇒[解説] 「安全な」と"safe"に対応する部分がそれぞれ形容動詞変数 AJV と形容詞変数 AJ で表され
る。
(英文訳出例)

（８）副詞変数
［書式］

ADV 変数番号

［使用条件］ 日英パターン共通
ADV1, ADV2

［記述例］
［説明］

・日本語側は変域が副詞である変数を表し、英語側は同一番号の日本語側の変数に対応する要素を表
す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1/N1 の/(V2^rentai|ND2 をする)!ところでは、$1/GEN3/N4 は$1^{/あの/N5 には}/ADV6$1/
無理です。
(英 P) In N1^poss N(V2|ND2) AJ3 N4 be ADV6 beyond N5^poss abilities.
(日本文適合例)

私の判断するところでは、この仕事はあの人にはまだ無理です。

(英文訳出例) In my judgement that job is still beyond his abilities.
⇒[解説] 「安全な」と"safe"に対応する部分が形容動詞変数 AJV で表される。

（９）連体詞変数
［書式］

REN 変数番号

［使用条件］ 日本語でのみ使用。意味属性は付与できない
［記述例］

REN1

［説明］
・日本語のみで使用し、変域が連体詞である変数を表す。対応する英語側のデフォルトの変数は AJ
となり、それ以外の品詞で訳出する場合は品詞変換関数を利用する。
［使用例と解説］
(日 P) /#1[/ADV2]/N3 は/REN4/N5 に向かって/一致協力すべき!TIME6 だ。
(英 P) #1[ADV2] is N6 for N3^obj to cooperate to AJ4 N5.
(日本文適合例)

今や我々は共通の目的に向かって一致協力すべき時だ。

Now is the time for us to cooperate to a common end.
⇒[解説] 「共通の」と"common"に対応する部分がそれぞれ連体詞変数 REN と形容詞変数 AJ で表さ
れる。
(英文訳出例)
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（１０）限定詞変数
［書式］

GEN 変数番号

［使用条件］ 日本語でのみ使用。意味属性は付与できない
GEN1

［記述例］
［説明］

・日本語のみで使用し、「この」「その」「あの」などの限定詞である変数を表す。連体詞変数 REN
の下位クラスの変数で、REN の変域を更に制限する際に使用する。対応する英語要素は同一番号
を持つ変数で表される。GEN に対応する英語のデフォルトの変数は AJ となり、それ以外の品詞で
訳出する場合は品詞変換関数を利用する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/GEN1/N2 は}/N3 も/せずに$1/V4.teshimau.kako。
(英 P) AJ1 N2 N(V4) without so much as V(N3)^grn.
(日本文適合例)

あの男はあいさつもせずに帰ってしまった。

That man left without so much as saying goodbye.
⇒[解説] 「あの」と"that"に対応する部分がそれぞれ限定詞変数 GEN と形容詞変数 AJ で表される。
(英文訳出例)

３．２．２．２ 句変数
・句変数は表現パターンで使用される線形な要素のうち、句相当の表現を表す。日本語表現パターン
では５種類、英語表現パターンでは４種類の句変数を定義している。
（１）名詞句変数
［書式］

NP 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

NP1, NP2(NI:1808,NI:1810,IM:15265)

［説明］
・変域が名詞句である変数を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /NP1 は/NP2 による/V3.kako^rentai!N4.#da.kako。
(英 P) NP1 be^past AJ(V3) N4 offered by NP2.
(日本文適合例)

卒業パーティーの呼び物は数名の教師による凝ったアトラクションだった。

The highlight of the graduation party was the elaborate entertainment offered by some
of the teachers.
⇒[解説] 「卒業パーティーの呼び物」と"The highlight of the graduation party"、「数名の教師」と"some
of the teachers"に対応する部分が名詞句変数 NP で表される。
(英文訳出例)

（２）動詞句変数
［書式］

VP 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）
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［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

VP3, VP2(NY:2301,IY:3140)

［説明］
・変域が動詞句である変数を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/CL2 と$1!VP3.kako。
(英 P) N1 VP3^past when CL2.
(日本文適合例)

彼は青信号になるとアクセルをぐいと踏み込んだ。

He stomped on the gas pedal when the green light came on.
⇒[解説] 「アクセルをぐいと踏み込ん」と"stomped on the gas pedal"に対応する部分がそれぞれ動詞
句 VP で表される。
(英文訳出例)

（３）形容詞句変数
［書式］

AJP 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

AJP2, AJP3(NY:0501,NY:0506,IY:A233,IY:A300)

［説明］
・変域が形容詞句である変数を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は!AJP2^rentai だけ/(あっ|在っ|有っ)て</N3 は>!VP4.kako。
(英 P) Since N1 be AJP2, <he|N3> VP4^past.
(日本文適合例)

彼は時間にうるさいだけあってきっかり８時に到着した。

Since he is punctual, he arrived at eight o'clock sharp.
⇒[解説] 「時間にうるさい」と"punctual"に対応する部分が形容詞句変数 AJP で表される。
(英文訳出例)

（４）形容動詞句変数
［書式］

AJVP 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日本語でのみ使用
［記述例］

AJP3, AJVP2(NY:0506,IY:A511)

［説明］
・日本語のみで使用し、変域が形容動詞句である変数を表す。英語側には形容動詞という品詞そのも
のが存在しないため、英語側では使用していない。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!AJVP2^rentai/N3 には$1/ADV4$1!VP5#6[.masu]。
(英 P) N1 ADV4 VP5 AJP2 N3.
(日本文適合例)

わたしは特に大切な文章にはいつもアンダーラインを引きます。

I always underline particularly important passages.
⇒[解説] 「特に大切な」と"particularly important"に対応する部分がそれぞれ形容動詞句変数 AJVP と
形容詞句変数 AJP で表される。
(英文訳出例)

- 35 -

（５）副詞句変数
［書式］

ADVP 変数番号

［使用条件］ 日英パターン共通
ADVP1, ADVP2

［記述例］
［説明］

・変域が副詞句である変数を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/ADVP2!VP3#6[.masu].kako^rentai ので</N4 は>!VP5#7[.masu].hitei。
(英 P) <children|N4> cannot VP5 because N1 VP3^prp ADVP2.
(日本文適合例)
(英文訳出例)

子どもたちは長い間海外にいましたので日本語がうまく話せません。
My children cannot speak Japanese well because they have lived overseas for a long

time.
⇒[解説] 「長い間」と"for a long time"に対応する部分が副詞句変数 ADVP で表される。
３．２．２．３ 節変数
・節変数は表現パターン内の線形な要素のうち、節相当の表現を表す。日英共に、「CL」変数のみを
定義している。
（１）節変数
［書式］

CL 変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,・・・）

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

CL1, CL2(NY:0501,IY:A5B0)

［説明］
・変域が節である変数を表す
［使用例と解説］
(日 P) /CL1 と/CL2.kako。
(英 P) CL2^past when CL1^past.
(日本文適合例)

彼が入るとあらしのような拍手が起こった。

A storm of applause arose when he came in.
⇒[解説] 「彼が入る」と"he came in"、「あらしのような拍手が起こっ」と"A storm of applause arose"
に対応する部分がそれぞれ節変数 CL で表される。
(英文訳出例)

３．２．２．４ オールマイティ変数
・オールマイティ変数は日英ともに直接引用の場合に使用する。直接引用の場合、その外側の要素と
は無関係なため、３レベル変数とは別に設けた。日英共に、「ANY」変数のみを定義している。
（１）オールマイティ変数
［書式］

ANY 変数番号

［使用条件］ 日英パターン共通
［記述例］

ANY2

［説明］
・日本語側、英語側共に単語、句、節によらない任意の日本語文字列、英語文字列を表す。感動詞や
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付属語を含んでも良い。直接引用で使用される。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/「ANY2」と/(言う|いう|謂う|云う)!のが/(口癖|口ぐせ)だ。
(英 P) N1 be always saying, "ANY2."
(日本文適合例)

彼女は「悪くないわね」と言うのが口癖だ。

(英文訳出例) She's always saying, "Not so bad."
⇒[解説] 直接引用の中身である「悪くないわね」と"Not so bad"に対応する部分が ANY で表される。
オールマイティ変数の変域は線形とは限らない。

３．３ 関数の種類と用法
３．３．１ 概要
・「関数」は変数に付属する付属語の指定や変数または関数に対する文法的な指定を行うもので下記
のようなものがある。
表 11：関数のタイプと使用目的
関数／制約名
1

記述形式
.様相関数

様相関数

日英セットで 変数や他の様相関数に後接する付属語に対し
使用

2
3

^語形関数

語形関数
同値型グループ関数

.#関数名

機能

使用条件

て字面や品詞コード等の制約をする

日、英それぞ 変数に対応する形態素に対して字面や品詞コ
れで定義

ード等の制約をする

日

英語文型に影響を与えない同種の意味の関数
をまとめてグループ名で指定する。原文で使用
されていた関数をグループ関数名とする

4
5

品詞変換関数
＊

変換後変数（変換 英

日本語から英語を生成する際に品詞の変換を

前変数）

指定する関数

対応型グループ関数

.#対応番号＋関数名

日英セットで 日英１対１の関係にある複数の関数を日英の

１

#

使用

対応関係を保ったまままとめグループ名で指
定する。原文で使用されていた関数をグループ
関数名とする

6

#字面(パターン記 日

＊２

字面関数

変数が含む字面に関して制約をする

述)
7

マクロ関数＊３

変数名^(変数の形 日

変数を構成する要素に関して制約をする

式指定)
8

要素抽出関数＊４

9

＊５

関数名(変数)

英

節変数に照合した日本語の主語や目的語を抽
出する

構文生成関数

関数名(パターン記 英

英語特有の構文を生成する関数

述１,パターン記述
２,…)

の関数は未使用。

＊１ ＊３ ＊３ ＊４ ＊５

３．３．２ 関数の種類と用法
・本節では、関数ごとに、書式、使用条件、使用例、機能の説明、使用例について説明をする。
３．３．２．１ 様相関数
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・「様相関数」は変数に付属した助動詞相当表現に該当し、主に「時制(tense)」「相(aspect)」「態
(voice)」「様相(modality)」の４種類がある。様相関数には、.kaishi（V 出す、V 始める）、.gimu
（V なければならない、なければならぬ …）など、同じ意味をもつ複数の表現の表記のバリエーショ
ンを吸収するために使用されているものや、
(.genzai|.kako)など同じタイプの機能をもつ様相表現を
OR 条件で記述する際に使用するものや、.masu、.noda など直接英語と対応する表現がなく、一律任意
化を行うことを目的として使用しているものがある。
・「変数名」「変数番号」の直後、もしくは、「様相関数」の直後、もしくは、「語形関数」の直後
に記述する。
（１）時制に関する関数
時制に関する関数は以下の３種類あり、いずれも日本語パターンで使用する。
表 12：時制に関する関数の種類
No.

日本語表記

日本語適合表現

1

.genzai

V

2

.kako

V た,V だ

＊１

3

.mirai

V だろう

＊１

現在未使用

①.genzai
［書式］

変数名 変数番号.genzai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.genzai V5.teiru.genzai

［説明］
・日本語の時制で、現在時制であることを表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 では</N2 は>!VP3^rentai!ことを/V4#5(.genzai|.kako)。
(英 P) In N1 <the players|N2> V4#5(^present|^past) to VP3.
(日本文適合例) アイスホッケーではパックを相手のゴールに打ち込むことを目ざす。
(英文訳出例) In hockey the players try to hit the puck into the opponent's goal.
⇒[解説].genzai は前の動詞に助動詞や補助動詞などが何も付かずに言い切りの形になっていることを
示す。時制に関する様相関数や原形を表す^base が付与されていない場合は、.genzai が付与されてい
なくてもその変数は現在時制であることを表すが、#5(.genzai|.kako)のように対応型要素選択記号を
用いて英語の用言と対応して時制を変える場合には.genzai を明示的に使用する。
②.kako
［書式］

変数名 変数番号.kako

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.kako V5.teiru.kako

［説明］
・日本語の時制で、過去の時制であることを表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /$1^{/N1 は}/V2(て|で)$1/VP3.kako。
(英 P) N1 V2^past and VP3^past.
(日本文適合例)

彼女は滑って仰むけに倒れた。

(英文訳出例) She slipped and fell on her back.

⇒[解説].kako は過去の助動詞「た」、「だ」を表す。
③.mirai （※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.mirai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.mirai V5.teiru.mirai

［説明］
・日本語側の時制で、未来の時制であることを表す。
⇒[解説].darou は未来の助動詞「だろう」を表す。
（２）相に関する関数
・日本語の相（アスペクト）を表す。英語は対応する関数を定義しておらず、日本語表現パターンの
みで使用する。以下の 10 種類がある。
表 13：相に関する関数の種類
No

日本語表記

日本語適合表現

1

.teiru

V ている,V でいる

2

.teshimau

V てしまう

3

.tearu

V てある,V である

4

.teoku

V ておく,V でおく

5

.tekuru

V てくる,V でくる

6

.teiku

V ていく,V でいく

7

.kaisi

V はじめる,V 出す

8

.temiru

V てみる,V でみる

9

.joutaihenka

AJ くなる,AJV になる

10

.nisuru

AJ くする,AJV にする

①.teiru
［書式］

変数名 変数番号.teiru

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teiru

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /</N1 は>!VP2^rentai!のを!VP3.teiru#4[.masu]。
(英 P) <I|N1> VP3 to VP2^grn.
(日本文適合例)

あなたにお目にかかるのを楽しみにしています。

(英文訳出例) I look forward to seeing you.

⇒[解説].teiru は補助動詞「ている」「でいる」を表す。
②.teshimau
［書式］

変数名 変数番号.teshimau

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teshimau

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/NP1 は}/V2.hitei^rentai/(人|ひと|ヒト)に/V3 と$1/V4.teshimau。
(英 P) NP1 become AJ(V4) when NP1^pron V3 N(V2).
(日本文適合例)

うちの末っ子は知らない人に会うといじけてしまう。

(英文訳出例) My youngest child becomes timid when she meets strangers.

⇒[解説].teshimau は補助動詞「てしまう」「でしまう」を表す。
③.tearu
［書式］

変数名 変数番号.tearu

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.tearu

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 で/(使う|遣う)/N2 には#3[/N4]!VP5.tearu。
(英 P) In N1 #3[AJ(N4)] N2 VP5^passive.
(日本文適合例)

ワープロで使う漢字には全部番号が打ってある。

(英文訳出例) In word processors all Chinese characters are assigned a number.

⇒[解説].tearu は補助動詞「てある」「である」を表す。
④.teoku
［書式］

変数名 変数番号.teoku

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teoku

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］

- 40 -

(日 P) /</N1 は>!VP2.teoku には</N3 は>!VP4^rentai 必要がある。
(英 P) <You|N3> should VP4^past so that <you|N1> can VP2^base.
(日本文適合例)

世界情勢をよく知っておくには外国の新聞を読む必要がある。

(英文訳出例) You should read foreign newspapers so that you can keep up with world affairs.

⇒[解説].teoku は補助動詞「ておく」「でおく」を表す。
⑤.tekuru
［書式］

変数名 変数番号.tekuru

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.tekuru

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2.suitei$1/V3.tekuru.kako。
(英 P) N1 V3^prp to VP2^base.
(日本文適合例)

市民はここ数年暴力を排除するよう努めてきた。

(英文訳出例) People have made efforts to eliminate violence for these past few years.

⇒[解説].tekuru は補助動詞「てくる」「でくる」を表す。
⑥.teiku
［書式］

変数名 変数番号.teiku

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teiku

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /NP1 が/V2.rareru/V3.teiku.kako。
(英 P) NP1 V2^past^passive and V3^past.
(日本文適合例)

多くの新語が作られ消えていった。

(英文訳出例) Many new words were coined and disappeared.

⇒[解説].teiku は補助動詞「ていく」「でいく」を表す。
⑦.kaishi
［書式］

変数名 変数番号.kaishi

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.kaishi

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /N1 が/V2.kaishi と#1{/N3 は,/哀れを}/催した。
(英 P) N3 melted when N1 began to V2^base.
(日本文適合例)

彼女が泣きはじめると彼は哀れを催した。

(英文訳出例) He melted when she began to cry.

⇒[解説].kaishi はその動作を開始することを示し、補助用言「始める」「出す」という表現に該当す
る。
⑧.temiru

変数名 変数番号.temiru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
V3.temiru

［記述例］
［説明］

・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 が/(作っ|つくっ)た/N3 を$1/V4.temiru.kako。
(英 P) N1 V4^past N2 N3.
(日本文適合例)

彼は彼女が作ったケーキを試食してみた。

(英文訳出例) He sampled her cake.

⇒[解説].temiru は補助動詞「てみる」「でみる」を表す。
⑨.joutaihenka
［書式］

変数名 変数番号.joutaihenka

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.joutaihenka

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /NP1 は/しだいに/AJ2.joutaihenka/N3 が/(尖っ|とがっ)ている。
(英 P) NP1 V(AJ2) to N3.
(日本文適合例)

その棒はしだいに細くなり先端がとがっている。

(英文訳出例) The stick tapers to a point.

⇒[解説].joutaihenka は「AJ くなる」「AJV になる」という表現の「くなる」、「になる」を表す。
⑩.nisuru
［書式］

変数名 変数番号.nisuru

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.nisuru

［説明］
・日本語の相を表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 が/N3 を/AJV4.nisuru^rentai!のを$1/V5。
(英 P) N1 V5 N1^poss N2 keep N3 AJ4.
(日本文適合例)

彼らは父が庭をきれいにするのを手伝う。

(英文訳出例) They help their father keep the garden beautiful.

⇒[解説].nisuru は「AJ くする」「AJV にする」という表現の「くする」、「にする」を表す。
（３）態の関数
・表現されている出来事をどの視点に立って見るかを表す「態」(voice)を表す。授受動作のどの視点
に立ってみるかを表す「てくれる」などの受益表現や「てやる」などの与益表現も含む。以下の６種
類がある。
表 14：態の関数一覧
No

表記

適合表現

使用言語

1

.sase

V せる,V させる

日本語

2

.rareru

V れる,V られる

日本語

3

.dekiru

V できる

日本語

4

.tekureru

V てくれる,V でくれる 日本語

5

.teyaru

V てやる,V でやる

日本語

6

.can

can V

英語

対となる関数

.dekiru,＾dekiru,.rareru

①.sase
［書式］

変数名 変数番号.sase

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.sase

［説明］
・日本語の態で、使役表現を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 に/(VP3.sase^rentai|VP3^sase^rentai)!のが$1/AJV4#5(.genzai|.kako)。
(英 P) N1 V(AJV4)#5(^present|^past) to have N2^obj VP3^base.
(日本文適合例)

先生はぼくたちに教科書の各課を暗記させるのが好きだ。

(英文訳出例) The teacher likes to have us learn our lessons by heart.

⇒[解説].sase は助動詞「させる」「せる」を表す。動詞に内包された使役表現と同等に扱うため、語
形関数^sase と要素選択記号を用いて(VP3.sase|VP3^sase)のように記述する。
②.rareru
［書式］

変数名 変数番号.rareru

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.rareru

［説明］
・日本語の態で、受身、または可能を表す。
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［使用例と解説］
【使用例１】
(日 P) /VP1.rareru^rentai/N2 は/多い。
(英 P) Many N2 VP1^base.can.
(日本文適合例)

その質問に答えられる人は多い。

(英文訳出例) Many people can answer the question.

【使用例２】
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2^rentai/N3 が$1/V4.rareru.teiru#5[.masu]。
(英 P) N1 V4^passive N3 of NP(VP2).
(日本文適合例)

学生は図書室の本を自由に使う便宜が与えられています。

(英文訳出例) Students are given the advantage of free use of the books in the library.

⇒[解説].rareru は助動詞「られる」「れる」を表す。英語側では【使用例１】のように助動詞 can を
表す.can や、【使用例２】のように受身形を現す^passive が使用されることが多い。
③.dekiru

変数名 変数番号.dekiru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.dekiru

［説明］
・日本語の態で、可能を表す。
［使用例と解説］
※
④.tekureru
［書式］

変数名 変数番号.tekureru

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.tekureru

［説明］
・日本語の態で、受益表現を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/NP2 で$1/AJV3^rentai/N4 を$1/V5#6[.tekureru].kako。
(英 P) N1 V5^past AJ3 N4 in NP2.
(日本文適合例)

彼は今日の試合で鮮やかなプレーを見せてくれた。

(英文訳出例) He gave a fine performance in today's game.

⇒[解説].tekureru は補助動詞「てくれる」「でくれる」を表す。日本語側では「てくれる」「でくれ
る」の部分がなくても文意がほぼ変わらず、対応する英訳を使用できる場合も多いことから、.tekureru
はあってもなくてもよいということを表す任意記号を用いて#数[.tekureru]のように記述する。
⑤.teyaru
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変数名 変数番号.teyaru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teyaru

［説明］
・日本語の態で、与益表現を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>!VP2(て|で)/VP3#4[.teyaru].you。
(英 P) <I|N1> will VP3^base by VP2^grn.
(日本文適合例)

後ろからわっと言ってあいつを驚かしてやろう。

(英文訳出例) I'll startle him by yelling from behind.

⇒[解説].teyaru は補助動詞「てやる」「でやる」を表す。日本語側では「てやる」「でやる」の部分
がなくても文意がほぼ変わらず、対応する英訳を使用できる場合も多いことから、.teyaru はあっても
なくてもよいということを表す任意記号を用いて#数[.teyaru]のように記述する。
⑥.can

変数名 変数番号.can

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.can

［説明］
・英語の態で、可能を表す。
［使用例と解説］
※使用例
⇒[解説].can は助動詞”can”を表す。
この関数を使用する場合は、
必ず日本語パターンの.dekiru
（^dekiru）
もしくは、.rareru の関数と対で使用する。
（４）否定の関数
・否定の意味を表す関数で、以下の２種類がある。
表 15：否定の関数の一覧
No

表記

適合表現

言語

1

.hitei

ない,ぬ,くない

日

2

.not

not

英

①.hitei

変数名 変数番号.hitei

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.hitei

［説明］
・日本語に使用する関数で、否定を表す。
［使用例と解説］
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対となる関数

.hitei

(日 P) /$1/N1 に!託つけて$1^{/N2 は}!VP3.hitei.kako。
(英 P) N2 did VP3^ing.not on the pretext of N1.
(日本文適合例)

先約に託つけて彼は例会に来なかった。

(英文訳出例) He did not attend the regular meeting on the pretext of a previous engagement.

⇒[解説].hitei は助動詞「ない」「ぬ」を表す。
② .not

変数名 変数番号.not

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する。本関数を使用する際は、日本語パターンに.hitei関数を対
で使用する
V3.not

［記述例］
［説明］

・英語に使用する関数で、否定を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1/N1 に!託つけて$1^{/N2 は}!VP3.hitei.kako。
(英 P) N2 did VP3^ing.not on the pretext of N1.
(日本文適合例)

先約に託つけて彼は例会に来なかった。

(英文訳出例) He did not attend the regular meeting on the pretext of a previous engagement.
⇒[解説].not は助動詞”not”を表す。

（５）真偽判断の関数
・命題の確からしさに対する話者の判断を表す関数で、以下の１２種類ある。
表 16：真偽判断の関数一覧
No
1
2

表記
＊１

.kamoshirenai
＊１

.nichigainai
＊１

適合表現

言語

かもしれない

日

にちがいない

日

対となる関数

3

.darou

だろう

日

4

.suitei

ようだ,らしい,みたいだ

日

-

5

.souda

V（連用形）そうだ（推量）

日

-

6

.souda

V（連体形）そうだ（伝聞）

日

-

7

.da

N だ,N である

日

-

8

.desu

N です

日

-

may

英

.kamoshirenai,.darou

9

＊１

.may

＊１

10

.must

must

英

.nichigainai

11

.should＊１

should

英

.nichigainai

12

.will＊１

will

英

darou

は、現在、未使用

＊１

①.kamoshirenai （※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.kamoshirenai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.kamoshirenai
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［説明］
・日本語に使用する関数で、真偽判断を表す。
⇒[解説].kamoshirenai は「かもしれない」を表す。
②.nichigainai （※未使用）

変数名 変数番号.nichigainai

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.nichigainai

［説明］
・日本語に使用する関数で、真偽判断を表す。
⇒[解説].nichigainai は「にちがいない（に違いない、に違い無い）」を表す。
③.darou （※未使用）

変数名 変数番号.darou

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.darou

［説明］
・日本語に使用する関数で、真偽判断を表す。
⇒[解説].nichigainai は「だろう」を表す。
④.suitei 【推定】

変数名 変数番号.suitei

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.suitei

［説明］
・日本語に使用する関数で、推定を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 の/(言っ|いっ|謂っ|云っ)た!ことを$1/V3(て|で)/V4.kako.suitei。
(英 P) N1 seem to V4^prp N2^obj AJ(V3).
(日本文適合例)

きみはわたしの言ったことをまちがって受け取ったようだ。

(英文訳出例) You seem to have got me wrong.

⇒[解説].suitei は「ようだ」「らしい」「みたいだ」のような推定の意味を表す。
⑤.souda【推量、様態】

変数名 変数番号.souda

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.souda

［説明］
・日本語に使用する関数で、推量や様態を表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /</N1 は>/いつ/V2(ても|でも)/N3 は/ AJ4^renyou.souda。
(英 P) Every time <I|N1> V2 N3^obj, N3 look AJ4.
(日本文適合例)

いつ見ても彼らは楽しそうだ。

(英文訳出例) Every time I see them, they look happy.

⇒[解説].souda は助動詞「そうだ」を表す。.souda には推量の意味と伝聞の意味があるが、連用形に
接続する場合は推量の意味、終止形(*)に接続する場合は、伝聞の意味となる。上記の例は、推量の「そ
うだ」なので、.souda の前に活用形指定の語形関数^renyou を付与した上で使用する。(*)連体形と考
える説もある。
⑥.souda【伝聞】
［書式］

変数名 変数番号.souda

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.souda

［説明］
・日本語に使用する関数で、伝聞を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/(V2|ND2 をし)(て|で)$1/N3 で!VP4.teiru^rentai.souda。
(英 P) I hear N1 VP4^prp in N1^poss N3 since N1^poss N(V2|ND2).
(日本文適合例)

彼は定年退職して故郷で静かに暮らしているそうだ。

(英文訳出例) I hear he has lived quietly in his hometown since his retirement.

⇒[解説].souda は助動詞「そうだ」を表す。.souda には推量の意味と伝聞の意味があるが、連用形に
接続する場合は推量の意味、終止形(*)に接続する場合は、伝聞の意味となる。上記の例は、伝聞の「そ
うだ」なので、.souda の前に活用形指定の語形関数^rentai を付与した上で使用する。(*)連体形と考え
る説もある。
⑦.da 【断定（体言）】
［書式］

変数名 変数番号.da

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.da

［説明］
・日本語に使用する関数で、断定を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/N2.#da が、/N3 は/なかなかの/N4.da。
(英 P) My N1 be AJ(N2), but my N3 be quite a good N4.
(日本文適合例)

父は社交嫌いだが、母はなかなかの社交家だ。

(英文訳出例) My father is unsociable, but my mother is quite a good mixer.
⇒[解説].da は断定の助動詞「だ」を表す。

⑧.desu 【丁寧な断定】
［書式］

変数名 変数番号.desu

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.desu
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［説明］
・日本語に使用する関数で、断定（丁寧表現）を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 の>/NP2/N3.#da が、/NP4/N5.desu。
(英 P) <My|N1^poss> NP2 be N3, and NP4 be N5.
(日本文適合例)

上の子は男ですが、下の子は女です。

(英文訳出例) My oldest child is a boy, and the youngest child is a girl.

⇒[解説] .desu は断定の助動詞「だ」の丁寧表現「です」を表す。
⑨.may 【許可】（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.may

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.may

［説明］
・英語に使用する関数で、許可を表す。本関数は、日本語パターン中の、.kamoshirenai、.darou、.teyoi
（価値判断の関数）のいずれかの関数と対で使用する。
⑩.must 【義務】（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.must

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.must

［説明］
・英語に使用する関数で、義務を表す。本関数は、日本語パターン中の、.nichigainai、.gimu（価値
判断の関数）のいずれかの関数と対で使用する。
⑪.should 【義務】（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.should

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.shmould

［説明］
・英語に使用する関数で、義務を表す。本関数は、日本語パターン中の、.nichigainai、.gimu（価値
判断の関数）のいずれかの関数と対で使用する。
⑫.will 【意志】（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.will

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.will

［説明］
・英語に使用する関数で、意志を表す。本関数は、日本語パターン中の、.darou 関数と対で使用する。
（６）価値判断の関数
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［書式］

.関数名
但し、「関数名」：＝(日)gimu⇔(英)must、should
(日)hougayoi⇔(英)better|(日)teyoi⇔(英)may

［使用条件］ 日英セットで使用する
［記述例］

V3.gimu

V5.must

［説明］
・話者がその事態を行うべきなのか、行ったほうが良いのか、行っても良いかという事態の実行に対
する価値判断を表す関数である。
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表 17：価値判断の関数一覧
No
1

表記
.gimu

適合表現

言語

対となる関数

Vべき,Vなくてはならない,Vなくてはならぬ,Vなくては 日
いけない,V ないといけない,V ねばならない,V なければ
ならない,V ねばならぬ,V ねばいけない,V なければなら
ぬ,V なければいけない

2

.hougayoi

方がよい,方がいい

日

3

.teyoi

V てよい,V でよい

日

4

.must

must

英

.gimu

5

.should

should

英

.gimu

6

.better

had better

英

.hougayoi

7

.may

may

英

.teyoi

①.gimu 【義務】
［書式］

変数名 変数番号.gimu

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.gimu

［説明］
・日本語に使用する関数で、義務を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/V2#6(.genzai|.kako)と/好まざるとにかかわらず/N3 は/V4.gimu。
(英 P) N3 V4^base.must whether <you|N1> V2#6(^present|^past) it or not.
(日本文適合例)

好むと好まざるとにかかわらずきみは働かねばならない。

(英文訳出例) You must work whether you like it or not.

⇒[解説].gimu は「ねばならない」のような義務の意味を表す表現を示す。
②.hougayoi 【良好】
［書式］

変数名 変数番号.hougayoi

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.hougayoi

［説明］
・日本語に使用する関数で、良好を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/N2 は/V3 と/V4 が、/念の!ため/V5.kako.hougayoi。
(英 P) <I|N1> V4 N2 V3^prog, but V5.better.
(日本文適合例)

彼は来ると思うが、念のため確かめたほうがよい。

(英文訳出例) I think he is coming, but had better make sure.

⇒[解説].hougayoi は「方がよい」を表す。.better は助動詞相当表現 had better が使用されていること
を示す。
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③.teyoi【許可】

変数名 変数番号.teyoi

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.teyoi

［説明］
・日本語に使用する関数で、許可を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 を$1/(だれ|誰)でも/AJV3^rentai/(人|ひと|ヒト)に$1/V4.teyoi。
(英 P) N1 V4^base.may N2 to whomever N1 V(AJV3).
(日本文適合例)

君はそれをだれでもすきな人にあげてよい。

(英文訳出例) You may give it to whomever you like.

⇒[解説].teyoi は「てよい」、「でよい」を表す。.may は助動詞 may が使用されていることを示す。
④.must、⑤.should【義務】

変数名 変数番号.must

［書式］

変数名 変数番号.should
［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.gimu,V5.should

［説明］
・英語に使用する関数で、義務を表す。本関数は、日本語パターン中の、.gimu 関数と対で使用する。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/V2#6(.genzai|.kako)と/好まざるとにかかわらず/N3 は/V4.gimu。
(英 P) N3 V4^base.must whether <you|N1> V2#6(^present|^past) it or not.
(日本文適合例)

好むと好まざるとにかかわらずきみは働かねばならない。

(英文訳出例) You must work whether you like it or not.
⇒[解説].must、.should は義務の意味を表す表現を示す。

⑥.better【良好】
［書式］

変数名 変数番号.better

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.better

［説明］
・日本語に使用する関数で、良好を表す。本関数は、日本語パターン中の、.hougayoi 関数と対で使
用する。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/N2 は/V3 と/V4 が、/念の!ため/V5.kako.hougayoi。
(英 P) <I|N1> V4 N2 V3^prog, but V5.better.
(日本文適合例)

彼は来ると思うが、念のため確かめたほうがよい。

(英文訳出例) I think he is coming, but had better make sure.

⇒[解説].better は助動詞相当表現 had better が使用されていることを示す。
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⑦ .may【許可】

変数名 変数番号.may

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する
V3.may

［記述例］
［説明］

・英語に使用する関数で、許可を表す。本関数は、日本語パターン中の、.teyoi 関数と対で使用する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 を$1/(だれ|誰)でも/AJV3^rentai/(人|ひと|ヒト)に$1/V4.teyoi。
(英 P) N1 V4^base.may N2 to whomever N1 V(AJV3).
(日本文適合例)

君はそれをだれでもすきな人にあげてよい。

(英文訳出例) You may give it to whomever you like.

⇒[解説]..may は助動詞 may が使用されていることを示す。
（７）話者の態度に関する関数
・話者がその事態を行うべきなのか、行ったほうが良いのか、行っても良いかという事態の実行に対
する価値判断を表す関数である。
表 18：話者の態度に関する関数一覧
No

表記

適合表現

言語

対となる関数

1

.tai

V たい

日

2

.you

V よう,V う

日

3

.utosuru

V うとする,V ようとする

日

4

.yotei

V ことにする,V つもり

日

-

5

.will

will

英

.you,.utosuru

6

.would

would

英

.utosuru

①.tai 【希望】
［書式］

変数名 変数番号.tai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.tai

［説明］
・日本語に使用する関数で、希望を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/AJ2^rentai!N3.#da から</N4 は>/N5 に/V6.tai。
(英 P) AJ(N1) N3 be so AJ2 <I|N4> want to let <my|N4^pron^poss> N5 V6 N3.
(日本文適合例)

これはいい映画だから子どもに見せたい。

(英文訳出例) This movie is so good I want to let my children see it.

⇒[解説].tai は「たい」を表す。
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②.you【意志】

変数名 変数番号.you

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.you

［説明］
・日本語に使用する関数で、意志を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2.you と$1!VP3.kako。
(英 P) N1 VP3^past to VP2^base.
(日本文適合例)

父はぼくのフリスビーを取ろうと屋根に上がった。

(英文訳出例) My father climbed onto the roof to get my Frisbee.

⇒[解説].you は助動詞「よう」「う」を表す。
③.utosuru 【意志】

変数名 変数番号.utosuru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.utosuru

［説明］
・日本語に使用する関数で、意志を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2^rentai!ために$1!VP3.utosuru.hitei.kako。
(英 P) N1 VP3.would.not to VP2^base.
(日本文適合例)

彼は彼女を助けるために指１本動かそうとしなかった。

(英文訳出例) He would not stir a finger to help her.

⇒[解説].utosuru は動詞に接続する「うとする」「ようとする」を表す。
④.yotei 【予定】
［書式］

変数名 変数番号.yotei

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.yotei

［説明］
・日本語に使用する関数で、予定を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/NP2 が/N3 に/いる!間!VP4.yotei.kako。
(英 P) <I|N1> will VP4^prog NP2 during his stay in N3.
(日本文適合例)

アメリカ人の友人が日本にいる間わが家に泊めることにした。

(英文訳出例) I'll be putting up my American friend during his stay in Japan.

⇒[解説].yotei は.「ことにする」「つもり」を表す。
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⑤ .will【意志】

変数名 変数番号.will

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する
V3.will

［記述例］
［説明］

・日本語に使用する関数で、意志を表す。本関数は、日本語パターン中の、.you、.utosuru 関数と対
で使用する。
⑥ .would【意志】

変数名 変数番号. would

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3. would

［説明］
・日本語に使用する関数で、意志を表す。本関数は、日本語パターン中の、.utosuru 関数と対で使用
する。
（８）聞き手への働きかけに関する関数
・話者が聞き手に対して勧誘、依頼、命令、禁止などの働きかけを行うことを表す関数である。
表：19 聞き手への働きかけに関する関数の種類
No

表記

適合表現

言語

1

.kanyu＊１

V よう

日

2

.tekudasai

V てください

日

3

.meireigo

V なさい,V たまえ

日

V するな

日

let's

英

.kanyu

please

英

.tekudasai

don't,do not

英

.kinshi

4
5
6
7

＊１

.kinshi

＊１

.let’s

＊１

.please

＊１

.donot

は、現在、未使用

＊１

①.kanyu 【勧誘】(※未使用)
［書式］

変数名 変数番号.kanyu

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.kanyu

［説明］
・日本語に使用する関数で、希望を表す。
⇒[解説].you は助動詞「よう」「う」を表す。
②.tekudasai 【てください】
［書式］

変数名 変数番号.tekudasai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.tekudasai

［説明］
・日本語に使用する関数で、「てください」を表す。
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対となる関数

-

［使用例と解説］
(日 P) /N1 が/V2.teiru#5(.genzai|.kako)かどうか/V3.tekuru.tekudasai。
(英 P) V3 whether or not N1 have V2#5(^present|^past).
(日本文適合例)

彼女が来ているかどうか見てきてください。

(英文訳出例) See whether or not she has come.

⇒[解説].tekudasai は助動詞「てください」を表す。
③.meireigo 【命令語】

変数名 変数番号.meireigo

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.meireigo

［説明］
・日本語に使用する関数で、「なさい」「たまえ」を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/ADV2/N3(VP4^meirei|VP4.meireigo)。
(英 P) <You|N1> must VP4^base N3.
(日本文適合例)

もっと英語にウエートを置いて勉強しなさい。

(英文訳出例) You must put more emphasis on your study of English.

⇒[解説].meireigo は「なさい」「たまえ」など命令の意味を持つ補助動詞を表す。命令の意味を持つ
表現には、この他、動詞の命令形が使用される場合があり、両者を同一にあつかうため、要素選択記
号を用いて(VP3^meirei|VP3.meireigo)という形で使用される。
④.kinshi 【禁止】(※未使用)

変数名 変数番号.kinshi

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.kinshi

［説明］
・日本語に使用する関数で、「するな」などの禁止語を表す。
⑤ .lets (※未使用)
［書式］

変数名 変数番号.lets

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3.lets

［説明］
・英語に使用する関数で、let’s を表す。本関数は、日本語パターン中の、.kanyu 関数と対で使用す
る。
⑥ .please (※未使用)
［書式］

変数名 変数番号.please

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3. please

［説明］
・英語に使用する関数で、please を表す。本関数は、日本語パターン中の、.tekudasai 関数と対で使
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用する。
⑦ .donot (※未使用)

変数名 変数番号.donot

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する
［記述例］

V3. donot

［説明］
・英語に使用する関数で、”don’t”、”do not”を表す。本関数は、日本語パターン中の、.kinshi 関数
と対で使用する。
（９）その他の様相に関する関数
・文末の助動詞で、.noda は「のだ」や「のである」を、.masu は丁寧の助動詞「ます」を表す。
表 20:その他の様相に関する関数の一覧
No

日本語表記

日本語適合表現

1

.noda

のだ,のである

2

.masu

V ます

①.noda
［書式］

変数名 変数番号.noda

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.noda

［説明］
・日本語の文末に使用する関数で、「のだ」「のである」を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}#2[/ADV3]$1!VP4.teiru.hitei#7[.noda]と/N5 は!VP6.kako。
(英 P) N5 VP6^past that N1 did VP4.not #2[ADV3].
(日本文適合例)

彼女はもうぼくを愛していないのだとぼくは自分に言い聞かせた。

(英文訳出例) I convinced myself that she did not love me any more.

⇒[解説].日本語側では「のだ」「のである」の部分がなくても文意がほぼ変わらず、対応する英訳を
使用できる場合も多いことから、.noda はあってもなくてもよいということを表す任意記号を用いて#
数[.noda]のように記述する。
②.masu
［書式］

変数名 変数番号.masu

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3.masu

［説明］
・日本語の文末に使用する関数で、「ます」を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は/ADVP2!VP3#6[.masu].kako^rentai ので</N4 は>!VP5#7[.masu].hitei。
(英 P) <children|N4> cannot VP5 because N1 VP3^prp ADVP2.
(日本文適合例)

子どもたちは長い間海外にいましたので日本語がうまく話せません。
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(英文訳出例) My children cannot speak Japanese well because they have lived overseas for a long time.

⇒[解説].masu は助動詞「ます」を表す。日本語側では「ます」の部分がなくても文意がほぼ変わら
ず、対応する英訳を使用できる場合も多いことから、.masu はあってもなくてもよいということを表
す任意記号を用いて#数[.masu]のように記述する。
（10）特殊な関数
①.all （※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.all

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

CL3.all

［説明］
・すべての様相表現が照合してもよいことを表す関数である。特に特定の助動詞や補助動詞が必須と
いうわけではなく、どのような助動詞や補助動詞も接続可能である場合に使用する。例えば「CL1.all
のは CL2.all からだ」という日本語表現パターンの CL1.all、CL2.all はいずれも様相表現を含んだ単
位での照合が可能であり、「世界が一つになれないのは、それぞれの国の主義が同じでないからだ。」
のような助動詞「ない」を含んだ表現も、「人が病に冒されるのは抵抗力が無いからだ」のような助
動詞「（ら）れる」を含んだ表現や様相表現を含まない表現にもどちらにも照合する。なお、様相表
現がない場合や、様相表現が複数連続して使用されている場合にも照合する。
（11）その他の関数
・その他、過剰な程度の意味を表す関数を定義しており、以下の２種類がある。
表 21：過剰な程度の意味を表す関数の一覧
No

表記

適合表現

言語

1

.sugiru

過ぎる

日

2

.too

too

英

対となる関数

.sugiru

①.sugiru

変数名 変数番号.sugiru

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する。形容詞に接続して使用する
［記述例］

AJ3.too

［説明］
・日本語に使用する関数で、過剰な程度を表す補助動詞の「過ぎる」を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 が/(AJ2.sugiru^rentai|AJ2^sugiru^rentai)!のは/(かえって|却って|反って|返って)/AJV3。
(英 P) AJ2.too N1 be in N(AJV3).
(日本文適合例)

飾りが多すぎるのはかえって悪趣味だ。

(英文訳出例) Too

many decorations are in bad taste.
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⇒[解説].sugiru は補助形容詞「過ぎる」を表す。
①.too

変数名 変数番号.too

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用する。形容詞に接続して使用する
［記述例］

AJ3.too

［説明］
・英語に使用する関数で、過剰な程度を表す。本関数は、日本語パターン中の、.sugiru 関数と対で
使用する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 が/(AJ2.sugiru^rentai|AJ2^sugiru^rentai)!のは/(かえって|却って|反って|返って)/AJV3。
(英 P) AJ2.too N1 be in N(AJV3).
(日本文適合例)

飾りが多すぎるのはかえって悪趣味だ。

many decorations are in bad taste.
⇒[解説].too は”too”を表す。
(英文訳出例) Too

３．３．２．２ 語形関数
・語形関数は語形関数が付与された変数または様相関数に該当する表現の形式を指定するものである。
日本語の語形関数には①活用形の指定を行うタイプと②内包する助動詞相当語の指定を行うタイプ
の２つがある。①活用形の指定を行うタイプは、日本語の入力文に対する変数との照合に活用形の
条件を加え、不適当な照合を制御するものである。特に変数の後の助動詞や様相関数がつかない、
連用中止形の用言、「用言連体形＋名詞」の構造をもつ埋め込み文、命令形では、活用形指定語形
関数が多義の切り分けに有効に働く。②内包する助動詞相当語の指定は、語に内包される助動詞相
当の意味と、語に内容されず、語の後に明示的に示された助動詞を同等に扱う目的で作成されたも
のである。 英語の語形関数は語形関数が付与された変数に照合する日本語の形式を指定するもので
あり、①名詞の変形を行うタイプと②動詞の変形を行うタイプと③形容詞の変形を行うタイプの３
つがある。
【語形関数の記述形式】
［書式］

^関数名

［使用条件］ 活用する語の直後に使用。関数名の前にハット記号を使用
［記述例］

V2^mizen, V3^past

＜様相関数と語形関数の定義に関する補足事項＞
・様相関数と語形関数は膠着言語である日本語の特徴に着目して区別するものであるとしている。従
って、様相関数は、一般に自立語に接続する１語以上の単語による表現を指示するものであるのに対
し、語形関数は、対応する単語は表さず、それが付与された語そのものの語形のみを指定するもので
ある。よって、同じ過去の意味を変数に持たせる場合でも、日本語の場合は新たに助動詞「た」が変
数に付与されるので、「様相関数」が使用され、英語の場合は”go” → “went”のように変数に照合し
た単語そのものが形式を変え、別の単語が付与されるわけではないので「語形関数」が使用される。
下記の例を参照のこと。
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【変数に過去の意味を持たせる場合の記述例】
(a)日本語の「行った」の場合
・「行った」は「行っ」が V、「た」が V に接続する別の単語であるので様相関数を用いて
表される。
【例】行った⇒V1.kako 様相関数を使用
(b)英語の”went”の場合
・”went”は V に該当する”go”そのものの語形を指定し、新たに別の単語が接続するわけでは
ないので語形関数を用いて表される。
【例】行った⇒V1^past 語形関数を使用
（１）活用形指定関数
・日本語の活用する変数（V,VP,AJ,AJP,AJV,AJVP,CL）、活用する付属語（補助動詞、助動詞）に対
して活用形の指定をする。
表 22：活用形指定関数の一覧
No

関数名

関数の種類

説明

使用例

1

^mizen

未然形指定

活用語の未然形を表す

走らない → V^mizen.hitei

2

^renyou

連用形指定

活用語の連用形を表す

走ります → V^renyou.teinei

3

^shuushi

終止形指定

活用語の終止形を表す

走る → V^shuushi

4

^rentai

連体形指定

活用語の連体形を表す

走る人 → V^rentai 人

5

^katei

仮定形指定

活用語の仮定形を表す

走れば → V^katei ば

6

^meirei

命令形指定

活用語の命令形を表す

走れ → V^meirei

＊１

は、現在未使用

＊１

①^mizen（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号^mizen

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^mizen

［説明］
・日本語の活用する変数や関数の直後に使用し、未然形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 が/V2^mizen.hitei ような/N3 を</N4 は>!V5 なければならない。
(英 P) <We|N4> should V5^base N3 to prevent N1 from V2^grn.
(日本文適合例)

病気が広がらないような手を打たなければならない。

(英文訳出例) We are too careful to go forward our job.

⇒[解説] ^mizen は付与された要素が未然形であることを表し、使用例中の V2^mizen は V4 に照合す
る「広がら」が未然形であることを示す。
②^renyou
［書式］

変数名 変数番号^renyou

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^renyou
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［説明］
・日本語の活用する変数や関数の直後に使用し、連用形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2^renyou$1/N3 を$1/催した。
(英 P) N1 VP2^past to N3 N1^pron be^past giving.
(日本文適合例)

首相は各界の要人を招き園遊会を催した。

(英文訳出例) The Prime Minister invited sundry VIPs to the garden party he was giving.

⇒[解説] ^renyou は付与された要素が連用形であることを表し、使用例中の VP2^renyou は VP2 に照
合する「各界の要人を招き」のヘッドである「招き」が連用形であることを示す。^renyou を記述す
ることで「首相は各界の要人を招く園遊会を催した。」という「招く」が連体形のなる場合と区別可
能となる。
③^shuushi
［書式］

変数名 変数番号^shuushi

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^shuushi

［説明］
・日本語の活用する変数や関数の直後に使用し、終止形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /CL1.hitei^shuushi.dantei/(CL2^meirei|CL2.meireigo)。
(英 P) CL1 and CL2^base.
(日本文適合例)横を向かないで正面を向きなさい。
(英文訳出例)

Stop looking away and look straight ahead.

⇒[解説] ^shuushi は付与された要素が終止形であることを表し、使用例中の.hitei^shuushi は.hitei に照
合する「ない」が終止形であることを示す。
④^rentai
［書式］

変数名 変数番号^rentai

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^rentai

［説明］
・日本語の活用する変数や関数の直後に使用し、連体形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は!VP2^rentai/N3 を/V4.kako。
(英 P) N1 V4^past enough N3 to VP2^base.
(日本文適合例)
(英文訳出例)

彼はスポーツカーを買う金を掻き集めた。
He scraped up enough money to buy a sports car.

⇒[解説] ^rentai は付与された要素が連体形であることを表し、使用例中の VP2^rentai は VP2 が連体
形であることを示す。
^rentai を記述することで「彼はスポーツカーを買い金を掻き集めた」という「買い」が連用形の場合
と区別可能となる。
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⑤^katei
［書式］

変数名 変数番号^katei

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^katei

［説明］
・日本語の活用語する変数や関数の直後に使用し、仮定形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /VP1^katei ば</N2 は>#3[/(必ず|かならず)]!NP4 に/着く(はず|筈)だ。
(英 P) VP1^grn should take <us|N2^obj> to NP4.
(日本文適合例)

尾根伝いに歩けば必ずあの山の頂上に着くはずだ。

Walking along the ridge should take us to the top of that mountain.
⇒[解説] ^katei は付与された要素が仮定形であることを示す。使用例中の VP1^katei は VP1 が仮定形
であることを示す。
(英文訳出例)

⑥^meirei
［書式］

変数名 変数番号^meirei

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^meirei

［説明］
・日本語の活用する変数や関数の直後に使用し、命令形を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 に$1/(VP3^meirei|VP3.meireigo)と$1/(V4.kako|ND4 をした)。
(英 P) N1 V(V4|ND4)^past N2^obj to VP3^base.
(日本文適合例)

わたしは彼に気楽にやれとアドバイスした。

I advised him to take it easy.
⇒[解説] ^meirei は付与された要素が命令形であることを示す。使用例中の VP3^meirei は VP3 が命令
形であることを示す。命令の意味を持つ表現には、動詞の命令形の場合と、「なさい」「たまえ」な
どの補助動詞が付くタイプがあり、両者を同一にあつかうため、^meirei は「なさい」「たまえ」など
を表す様相関数.meireigo と要素選択記号を用いて(VP3^meirei|VP3.meireigo)という形で使用される。
(英文訳出例)

（２）助動詞内包指定関数
・活用する変数（V,VP,AJ,AJP,AJV,AJVP,CL）に内包される助動詞相当表現の指定を行う。
表 23：助動詞内包指定関数の種類
No

関数名

日本語適合表現

接続可能な変数

機能

1

^dekiru

できる

V,VP,CL

動詞が“できる”を内包していることを表す。

2

^desu

です

AJV,AJVP,CL

形容動詞が“です”を内包していることを表す

3

^sugiru

過ぎる

V,VP,CL

動詞が“過ぎる”を内包していることを表す

4

^daro

だろ

AJV,AJVP,CL

形容動詞が“だろ”を内包していることを表す

5

^sase

せる,させる

V,VP,CL

動詞が“せる”または“させる”を内包しているこ
とを表す
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①^dekiru

変数名 変数番号^dekiru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^dekiru

［説明］
・日本語の活用する変数が”〜できる"を内包しているということを表す。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 で/(VP2.dekiru|VP2^dekiru)/者は/(い|居)ない。
(英 P) No one VP2^past.can when it comes to N1.
(日本文適合例)

テニスで彼女に対抗できる者はいない。

No one can beat her when it comes to tennis.
⇒[解説] ^dekiru は付与された要素が"〜できる"を内包しているということを表し、使用例中の
VP2^dekiru は VP2 が"〜できる"という形式であることを示す。V4.dekiru と V4^dekiru を要素選択記
号で記述することで、”できる”が V4 とは別の形態素となっている場合と、V4 が”できる”を含ん
でいる場合のどちらもが照合するようになっている。
(英文訳出例)

②^desu

変数名 変数番号^desu

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^desu

［説明］
・日本語の活用する変数が”〜です"を内包しているということを表す。
［使用例と解説］
(日 P) /身に/(余る|あまる|剰る|剩る)/(AJV1.#da|AJV1^desu)。
(英 P) N(AJV1) is more than I deserve.
(日本文適合例)

身に余る光栄です。

The honor is more than I deserve.
⇒[解説] ^desu は付与された要素が"〜です"を内包しているということを表し、
使用例中のAJV1^desu
は AJV1 が"〜です"という形式であることを示す。AJV1.#da と AJV1^desu を要素選択記号で記述す
ることで、”です”が AJV1 とは別の形態素となっている場合と、AJV1 が”です”を含んでいる場
合のどちらもが照合するようになっている。
(英文訳出例)

③^sugiru

変数名 変数番号^sugiru

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^sugiru

［説明］
・日本語の活用する変数が”〜すぎる"を内包しているということを表す。
［使用例と解説］
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(日 P) /</N1 は>/N2 は/(V3.sugiru|V3^sugiru)と!AJP4。
(英 P) N2 can be AJP4 if <you|N1> V3 too much of N2^pron^obj.
(日本文適合例)

薬は飲みすぎると害がある。

Medicines can be harmful if you take too much of them.
⇒[解説] ^sugiru は付与された要素が"〜過ぎる"を内包しているということを表し、使用例中の
V3^sugiru は V3 が"〜過ぎる"という形式であることを示す。V3.sugiru と V3^sugiru を要素選択記号で
記述することで、”過ぎる”が V3 とは別の形態素となっている場合と、V3 が”過ぎる”を含んでい
る場合のどちらもが照合するようになっている。
(英文訳出例)

④^daro
［書式］

変数名 変数番号^daro

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^daro

［説明］
・日本語の活用する変数が”〜だろ"を内包しているということを表す。
［使用例と解説］
(日 P) /VP1^rentai/ほうが/AJV2^daro う。
(英 P) It would be AJ2^er to VP1^base.
(日本文適合例)

列車で行くほうが安全だろう。

It would be safer to go by train.
⇒[解説] ^daro は付与された要素が"〜だろ"を内包しているということを表し、使用例中の AJV2^daro
は AJV2 が"〜だろ"という形式であることを示す。”AJV2.darou”と”AJV2^daro う
“を要素選択記号で記述することで、”だろう”が AJV2 とは別の形態素となっている場合と、AJV2
が”だろ”の部分を含んでいる場合のどちらもが照合するようになっている。
(英文訳出例)

⑤^sase
［書式］

変数名 変数番号^sase

［使用条件］ 日本語パターンで使用する
［記述例］

V3^sase

［説明］
・日本語の活用する変数が"〜させる"または"〜せる"を内包しているということを表す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 を/(V3.sase|V3^sase)(て|で)$1/NP4 に!VP5.kako。
(英 P) N1 VP5^past to NP4 with V3^ing N2.
(日本文適合例)

彼女は目を輝かせて和男の計画に耳を傾けた。

(英文訳出例) She listened to Kazuo's scheme with sparkling eyes.
⇒[解説] ^sase は付与された要素が"〜させる"または"〜せる"を内包しているということを表し、使用
例中の V3^sase は V3 が"〜させる"または"〜せる"という形式であることを示す。V3.sase と V3^sase
を要素選択記号で記述することで、”させる”が V3 とは別の形態素となっている場合と、V3 が”さ
せる”を含んでいる場合のどちらもが照合するようになっている。
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（３）意味指定関数
①^sieki （※未使用）

変数名 変数番号^sieki

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用。V、VPに付随して使用される
［記述例］

V1^sieki

［説明］
・^sieki は付与された V または VP が使役の意味を含む動詞、または使役動詞をヘッドに持つという
ことを指定する。
②^kano （※未使用）

変数名 変数番号^sieki

［書式］

［使用条件］ 日本語パターンで使用。V、VPに付随して使用される
［記述例］

V1^kano

［説明］
・^kano は付与された V または VP が可能の意味を含む動詞、または可能動詞をヘッドに持つという
ことを指定する。
（４）名詞変形関数
・英語の名詞に対して下記のような変形をする。
表 24：名詞変形関数の種類
No

記述

機能

例

1

^obj

目的格変形

I → me

2

^poss

所有格変形

I → my

3

^abposs

独立所有格変形

I → mine

4

^reflex

再帰代名詞変形

I → myself

5

^pron

代名詞変形

Taro → he

6

^pl

複数形＊１

foot → feet

は、未使用。

＊１

①^obj(目的格変形)
［書式］

変数名 変数番号^obj

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^obj

［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を目的格で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/(威張っ|いばっ)ていて$1#1{/N2 に$1,/ものも}/V3.hitei。
(英 P) N1 disdain to V3^base to N2^obj.
(日本文適合例) 彼は威張っていて僕らにものも言わない。
(英文訳出例) He disdains to speak to us.
⇒[解説] N2^obj は N2 に該当する英語表現を目的格で訳出することを表す。
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②^poss(所有格変形)
［書式］

変数名 変数番号^poss

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^poss

［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を所有格で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/(V2|ND2 をし)(て|で)$1/V3.teiru。
(英 P) N1 V3^passive at N1^poss N(V2|ND2).
(日本文適合例) 彼は失敗していまいましがっている。
(英文訳出例) He is vexed at his failure.
⇒[解説] N1^poss は N1 に該当する英語表現を所有格で訳出することを表す。
③^abposs(独立目的格変形)
［書式］

変数名 変数番号^abposs

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^abposs

［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を独立所有格で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 の/N2 は!AJP3^rentai/N4 に/V5.teiru。
(英 P) N2 of N1^abposs V5 in a AJP3 N4.
(日本文適合例) ぼくの友だちはかなり大きい家に住んでいる。
(英文訳出例) A friend of mine lives in a fairly big house.
⇒[解説] N1^abposs は N1 に該当する英語表現を独立所有格で訳出することを表す。
④^reflex(再帰代名詞変形)
［書式］

変数名 変数番号^reflex

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^reflex

［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を再帰代名詞で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /#1{/N1 は,/骨身を}/V2.hitei/V3。
(英 P) N1 V3 hard without V2^grn of N1^reflex.
(日本文適合例) 彼女は骨身を惜しまず働く。
(英文訳出例) She works hard without sparing of herself.
⇒[解説] N1^reflex は N1 に該当する英語表現を再帰代名詞に変形して訳出することを表す。
⑤^pron(代名詞変形)
［書式］

変数名 変数番号^pron

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^pron
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［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を代名詞に変形して訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1!VP1 ながら$1^{/N2 は}!VP3.kako。
(英 P) N2 VP3^past as N2^pron VP1^past.
(日本文適合例) 彼女の歌を聞きながら聴衆は手拍子で合いの手を入れた。
(英文訳出例) The audience clapped along with the beat as they listened to her song.
⇒[解説] N1^pron は N1 に該当する英語表現を代名詞に変形することを表す。使用例では、日本語側
の N1 に照合した「聴衆」から N1 の訳語として"The audience"を得て、それを^pron により代名詞に
変形して"they"を訳出する仕組みとなっている。
⑥^pl (複数変形) （※未使用）

変数名 変数番号^pl

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、名詞変数の直後に記述する
［記述例］

V3^pl

［説明］
・英語の名詞変数に後接し、その名詞変数を複数形で訳出する。
（５）動詞変形関数
・英語の動詞に対して下記のような変形をする。
表 25：動詞変形関数の一覧
No

記述

機能

接続可能な変数

例

1

^base

原形

V,VP,CL

go (原形)

2

^present

現在

V,VP,CL

go → go または gose(主語が３人称単数の場合）

3

^future

未来

V,VP,CL

go → will

4

^past

過去

V,VP,CL

go → went

5

^pft

完了

V,VP,CL

go → have gone

6

^prp

現在完了

V,VP,CL

go → have gone

7

^psp

過去完了

V,VP,CL

go → had gone

8

^prog

進行形

V,VP,CL

I'm reading a book. → CL^prog

9

^passive

受身形

V,VP,CL

Her hair is dyed → CL^passive

10

^ing

現在分詞

V,VP

go → going(現在分詞)

11

^ed

過去分詞

V,VP

go → gone

12

^grn

動名詞化変形

V,VP

go → going(動名詞)

＊１

は、未使用。

＊１

①^base【原形変形】
［書式］

変数名 変数番号^base

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^base

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を原形で訳出する。
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［使用例と解説］
(日 P) /N1 にも!VP2^rentai/N3 は/(ある|在る|有る)。
(英 P) N1 have N3 to VP2^base.
(日本文適合例) だれにも教育を受ける機会はある。
(英文訳出例) Everyone has the chance to get an education.
⇒[解説] VP2^base は VP2 に該当する英語表現を原形で訳出することを表す。
②^present【現在形変形】

変数名 変数番号^present

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^present

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を現在形で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 では</N2 は>!VP3^rentai!ことを/V4#5(.genzai|.kako)。
(英 P) In N1 <the players|N2> V4#5(^present|^past) to VP3.
(日本文適合例) アイスホッケーではパックを相手のゴールに打ち込むことを目ざす。
(英文訳出例) In hockey the players try to hit the puck into the opponent's goal.
⇒[解説] V4^present は V4 に該当する英語表現が現在形であることを表し、V4 の主語が３人称単数の
場合に s を付ける等の適切な形に変形して訳出する。時制に関する語形関数が何も付与されていない
動詞変数は現在形を表すが、V4#5(^present|^past)のように対応型要素選択記号を用いて日本語の用言
と対応して時制を変える場合に明示的に^present を用いて表している。
③^future【未来形変形】

変数名 変数番号^future

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^future

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を助動詞 will を用いて訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /CL2.teiru(て|で)は!CL4.hitei。
(英 P) CL4^future if CL2^prog.
(日本文適合例) 外聞ばかり気にしていては何もできない。
(英文訳出例) You'll accomplish nothing if you're continually worrying what other people think of
you.
⇒[解説] CL4^future は CL4 に該当する英語表現を助動詞 will を用いて訳出することを表す。
④^past 【過去形変形】

変数名 変数番号^past

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^past

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を過去形で訳出する。
［使用例と解説］
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(日 P) /VP1.teiru.kako^rentai ので!CL3.kako。
(英 P) After VP1^ing, CL3^past.
(日本文適合例) たたみの上に１時間も座っていたので足がしびれた。
(英文訳出例) After sitting on the tatami floor for an hour, my feet were asleep.
⇒[解説] CL3^past は CL3 に該当する英語表現を過去形で訳出することを表す。
⑤^prp【現在完了変形】
［書式］

変数名 変数番号^prp

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^prp

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を原形で現在完了形する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2^rentai/N3 で$1/(V4.kako#5[.noda]|ND4 をしたのだ)。
(英 P) N1 V(V4|ND4)^prp with N3 of VP2^grn.
(日本文適合例) 彼は英語を研究する考えで上京したのだ。
(英文訳出例) He has come to town with the idea of studying English.
⇒[解説] V(V4|ND4)^prp は V(V4|ND4)に該当する英語表現を現在完了形で訳出することを表す。
⑥^psp 【過去完了変形】
［書式］

変数名 変数番号^psp

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^psp

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を過去完了形で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は</N2 は>!V3.kako^rentai より!早く/V4.teshimau.kako。
(英 P) N1 V4^past sooner than <I|N2> V3^psp.
(日本文適合例) 彼は思ったより早くへたばってしまった。
(英文訳出例) He got tired sooner than I had thought.
⇒[解説] V3^psp は V3 に該当する英語表現を過去完了形で訳出することを表す。
⑦^prog 【進行形変形】
［書式］

変数名 変数番号^prog

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^prog

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を進行形で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /CL1#3[.noda]から/CL2.hitei。
(英 P) CL1, so CL2^prog.
(日本文適合例) 皆で十巻あるのだから一巻足りない。
(英文訳出例) There ought to be ten volumes in all, so one is wanting.
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⇒[解説] CL2^prog は CL2 に該当する英語表現を進行形で訳出することを表す。
⑧^passive 【受身形変形】
［書式］

変数名 変数番号^passive

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^passive

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を受身形で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>!VP2.suitei と/V3.rareru.kako。
(英 P) <We|N1> V3^past^passive to VP2^base.
(日本文適合例) 荷物はクロークに預けるようにと言われた。
(英文訳出例) We were told to leave our baggage in the cloakroom.
⇒[解説] V3^passive は V3 に該当する英語表現を受身形で訳出することを表す。
⑨^ing【現在分詞変形】
［書式］

変数名 変数番号^ing

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^ing

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を現在分詞で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2(て|で)$1/VP3.kako。
(英 P) N1 VP3^past after VP2^ing.
(日本文適合例) 課長はビールを飲んでいい気分で歌を歌った。
(英文訳出例) Our section chief sang, full of good spirits after drinking beer.
⇒[解説] VP2^ing は VP2 に該当する英語表現を現在分詞で訳出することを表す。なお、動名詞の場合
は、^grn を使用する。
⑩^ed 【過去分詞変形】
［書式］

変数名 変数番号^ed

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^ed

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を過去分詞で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!VP2 と$1/CL3。
(英 P) CL3 when VP2^ed.
(日本文適合例) 彼女は着物を着ると実際よりも細く見える。
(英文訳出例) She looks thinner when dressed.
⇒[解説] VP2^ed は VP2 に該当する英語表現を過去分詞で訳出することを表す。
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⑪^grn【動名詞変形】

変数名 変数番号^grn

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^grn

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を動名詞で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /VP1.kako^rentai!のが!VP2.kako。
(英 P) VP1^grn VP2^past.
(日本文適合例) このプロジェクトに新人を起用したのが当たった。
(英文訳出例) Appointing a new staffer to this project worked out well.
⇒[解説] VP1^grn は VP に該当する英語表現を動名詞で訳出することを表す。なお、現在分詞の場合
は、^ing を使用する。
（６）形容詞・副詞変形関数
・英語の形容詞または副詞変数に対して下記のような変形をする。
表 26：形容詞・副詞変形関数の種類
No

記述

機能

接続可能な変数

例

1

^st

最上級変形

AJ,ADV

troublesome → most troublesome
big → biggest

2

^er

比較級変形

beautiful → more beautiful

AJ,ADV

weak → weaker

①^st (最上級変形)

変数名 変数番号^st

［書式］

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^st

［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を最上級で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /N1 は#1{/N2 で,/N3 に}/AJ4^rentai/N5.#da ある。
(英 P) N1 be N2's ADV(N3) AJ4^st N5.
(日本文適合例) カナダは世界で２番目に大きな国である。
(英文訳出例) Canada is the world's second largest country.
⇒[解説] AJ4^st は AJ4 に該当する英語表現を最上級で訳出することを表す。英語生成側で、AJ に橋
渡しされた訳語に応じて most〜タイプの変形と〜est タイプの変形とを使い分けて訳出する。
②^er (比較級変形)
［書式］

変数名 変数番号^er

［使用条件］ 英語パターンで使用し、変数の直後に記述する
［記述例］

V3^er
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［説明］
・英語の変数に後接し、その変数を比較級で訳出する。
［使用例と解説］
(日 P) /もっと/AJ1^rentai!ことに/N2 と/(き|来)た!もんだ。
(英 P) What is AJ1^er, it started to V(N2)^base.
(日本文適合例) もっと悪いことに雨ときたもんだ。
(英文訳出例) What's worse, it started to rain.
⇒[解説] AJ4^er は AJ4 に該当する英語表現を比較級で訳出することを表す。英語生成側で、AJ に橋
渡しされた訳語に応じて more〜タイプの変形と〜er タイプの変形とを使い分けて訳出する。
３．３．２．３ 同値型グループ関数
・同値型グループ関数は、様相関数の記述を拡張したもので、英語文型に影響を与えない範囲で、同
種の意味の様相関数をまとめて指定する機能をもつ。これにより、日英表現パターン作成の元とな
った標本文で使用されていた様相関数だけではなく、同値型グループ関数として定義された他の関
数にも適合させることが可能となる。
（１）用言述部型関数（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.#masu

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

AJ1.#masu

［説明］
・「.masu」「.noda」を１つにまとめた関数を表す。V3(.masu|.noda)と意味的に同等となる。
（２）体言述部型関数
［書式］

変数名 変数番号.#da

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

N4.#da

［説明］
・「.da」「.desu」を１つにまとめた関数を表す。N3(.da|.desu)と意味的に同等となる。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/TIME1 は}/N2 にも/N3 にも$1!AJP4^rentai!N5.#da。
(英 P) N1 be AJP4 N5 for enjoying N2 and N3.
(日本文適合例)

秋は読書にもスポーツにもいちばん良い季節だ。

Fall is the most suitable season for enjoying reading and outdoor sports.
⇒[解説] .#da は「. desu」「. da」を１つにまとめた関数で、「だ」にも「です」にも適合する。
(英文訳出例)

（３）推量型関数
［書式］

変数名 変数番号.#darou

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

AJ3.#darou

［説明］
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・「.darou」「.desho」を１つにまとめた関数を表す。V3(.darou|.desho)と意味的に同等となる。
［使用例と解説］
(日 P) /VP1(ても|でも)/AJ2.hitei.#darou。
(英 P) It will not be AJ2 to VP1^base.
(日本文適合例)

そうしても悪くないだろう。

(英文訳出例) It will not be amiss to do so.
⇒[解説] .#darou は「. darou」「. desho」を１つにまとめた関数で、「だろう」にも「でしょう」に
も適合する。

（４）可能型関数（※未使用）
［書式］

変数名 変数番号.#rareru

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

V3.#rareru

［説明］
・「.rareru」「.dekiru」を１つにまとめた関数を表す。V3(.rareru|.dekiru)と意味的に同等となる。た
だし、同値型グループ関数が使用できる.rareru は可能の意味を含む場合のみとなる。
３．３．２．４ 品詞変換関数
・品詞変換関数は、日本語の変数から橋渡しされた英語の部分訳を指定した品詞に変換する機能をも
つ。日本語と英語の対応する要素の品詞は必ずしも同じとは限らないが、品詞変換関数を用いるこ
とで、日英の品詞が異なる場合でも、日英で対応している箇所を変数化し、より汎用的なパターン
を作成することが可能となる。
基本的な記述形式は以下のとおりで、変換前変数に適合した要素を変換後変数名で指定した品詞で
訳出することを意図している。
［書式］

変換後変数名（変換前変数）

［使用条件］ 英語パターンにのみ使用する。日英のパターンで対となる変数の変数名が異なる場
合に使用する（使用しない組み合せについては下記の表参照）
「変換前変数」は、対応する変数を記述
「変換後変数名」は、英語パターンで訳出すべき変数名（）品詞を記述
・日本語独自の変数で、以下の組み合わせの場合、品詞変換関数を使用しないで、記述可能とする。
表 27：品詞変換関数を使用しない組み合わせ一覧
日
英

時詞

数詞

用言性名詞

形容動詞

連体詞

限定詞

TIME

NUM
N

ND

AJV

REN

GEN
DEF

AJ

形容動詞句

AJVP
AJP

（１）名詞変換関数
［書式］

N(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、V、AJ、AJV、
ADV
［記述例］

N(V3)

［説明］
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・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に名詞に変換する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/NP2 を/V3.hitei.kako^rentai ので$1/VP4.kako。
(英 P) N1 VP4^past for having no N(V3) of NP2.
(日本文適合例)

わたしは食事のマナーを知らなかったので赤恥をかいた。

(英文訳出例) I was humiliated for having no knowledge of table manners.
⇒[解説]日本語側の V3 に照合した「知る」が品詞変換関数により名詞に変換されて N(V3)部分で
"knowledge"を訳出することを意図している。

（２）動詞変換関数
［書式］

V(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、N、AJ、AJV、
ADV
［記述例］

V(N3)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に動詞に変換する。
［使用例と解説］
①動詞変換関数の基本的な使用例
(日 P) /</N1 は>/たった/ADV2/する/N3(ほど|程)</N4 は>/AJ5^rentai!(もの|もん)は/(ない|無い)。
(英 P) <I|N4> never feel as AJ5 as when <I|N1> have to V(N3)^base ADV2.
(日本文適合例)

たったひとりでする食事ほどあじけないものはない。

I never feel as miserable as when I have to eat alone.
⇒[解説] 日本語側の N3 に照合した「食事」が品詞変換関数により動詞に変換されて V(N3)部分で"eat"
を訳出することを意図している。
②日本語側に(V〜|ND〜)という形の要素が使用される場合の使用例
(日 P) /$1^{/N1 は}/N2 へ/(V3|ND3 をし)、$1/二塁走者の!生還を!許した。
(英 P) N1 V(V3|ND3)^past to N2, allowing the runner to score from second.
(英文訳出例)

(日本文適合例)

大石は一塁へ悪投し、二塁走者の生還を許した。

Oishi threw wild to first, allowing the runner to score from second.
⇒[解説] 日本語側が、動詞と用言性名詞を用いた機能表現を要素選択記号を用いて記述しているケー
スで、このような場合は、英語側において動詞で訳出する時は常に動詞変換関数が使用される。日本
語側で、V3 に照合した際は、英語側ではそのまま動詞で訳出され、日本語側で ND3 に照合した際は、
英語側で品詞変換関数が使用され、ND3 が動詞に変換されて訳出される。
(英文訳出例)

（３）形容詞変換関数
［書式］

AJ(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、N、V、ADV
［記述例］

AJ(ADV4)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に形容詞に変換する。
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［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>!VP2(て|で)ば</N3 は>!ADV4/(思い|おもい|惟い|意い|憶い|懐い|想い|念い)ます。
(英 P) <I|N3> would be very AJ(ADV4) if <I|N1> could VP2^base.
(日本文適合例)

少しでもあなたのお役にたてばうれしく思います。

I would be very happy if I could be of any service to you.
⇒[解説]日本語側の ADV4 に照合した「うれしく」が品詞変換関数により形容詞に変換されて
AJ(ADV4)部分で"happy"を訳出することを意図している。
(英文訳出例)

（４）副詞変換関数
［書式］

AJV(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、N、V、AJ、AJ
V
［記述例］

ADV(AJ2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に副詞に変換する。
［使用例と解説］
(日 P) /</N1 は>/AJ2^rentai/N3.#da(という|と言う)/のに/N4 は/あいかわらず/VP5.teiru。
(英 P) N4 continue VP5^ing though <he|N1> be being ADV(AJ2) AJ(N3).
(日本文適合例)

重い病気だというのに彼はあいかわらず酒を飲んでいる。

He continues drinking though he is being seriously ill.
⇒[解説]日本語側の AJ2 に照合した「重い」が品詞変換関数により副詞に変換されて ADV(AJ2)部分で
"seriously"を訳出することを意図している。
(英文訳出例)

（５）名詞句変換関数
［書式］

NP(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、N、V、AJ、AJ
V
［記述例］

NP(VP1)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に名詞句に変換する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1!VP1(て|で)$1^{/N2 は}!VP3.kako。
(英 P) In NP(VP1), N2 VP3^past.
(日本文適合例)

昇給を当て込んで彼は車を買った。

In expectation of a pay increase, he bought a car.
⇒[解説]日本語側の VP1 に照合した「昇給を当て込む」が品詞変換関数により名詞句に変換されて
NP(VP1)部分で"expectation of a pay increase"を訳出することを意図している。
(英文訳出例)
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（６）動詞句変換関数
［書式］

VP(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、NP、AJP、AJ
VP、ADVP
［記述例］

VP(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に動詞句に変換する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}!AJP2.nisuru(て|で)$1/V3.kako。
(英 P) N1 VP(AJP2)^past with N(V3).
(日本文適合例)

父は顔を赤くして怒った

(英文訳出例) Father flushed with rage.
⇒[解説] 日本語側の AJP2 に照合した「顔を赤くする」が品詞変換関数により動詞句に変換されて
VP(AJP2)部分で"flush"を訳出することを意図している。

（７）形容詞句変換関数
［書式］

AJP(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、NP、AJP、AJ
VP、ADVP
［記述例］

VP(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に形容詞句に変換する。
［使用例と解説］
(日 P) /NP1 が/(足り|贍り)ないと/N2 が!VP3^rentai ことが多い。
(英 P) Lack of NP1 often causes N2 to be AJP(VP3).
(日本文適合例)

家庭のしつけが足りないと子供が非行に走ることが多い。

Lack of discipline at home often causes children to be delinquent.
⇒[解説] 日本語側の VP3 に照合した「非行に走る」が品詞変換関数により形容詞句に変換されて
AJP(VP3)部分で"delinquent"を訳出することを意図している。
(英文訳出例)

（８）副詞句変換関数
［書式］

ADVP(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、NP、VP、AJP
、AJVP
［記述例］

ADVP(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に副詞句に変換する。
［使用例と解説］
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(日 P) /NP1 に!VP2.kako^rentai/N3 が/V4。
(英 P) AJP(VP2) N3 can V4^passive ADVP(NP1).
(日本文適合例)

はるかかなたに雪を頂いた山々が見える。

Snow-capped mountains can be seen far in the distance.
⇒[解説] ADVP(NP1)は NP1 に該当する英語表現を形容詞句に変換して訳出することを表す。使用例
では、日本語側の NP1 に照合した「はるかかなた」が品詞変換関数により副詞句に変換されて
ADVP(NP1)部分で"far in the distance"を訳出することを意図している。
(英文訳出例)

（９）述部焦点型名詞句変換関数（※未使用）
［書式］

NP_pred(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、VP、AJP、AJ
VP、ADVP
［記述例］

NP_pred(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に述部に焦点をおいて名詞句に変換する。
例えば、変換前変数 VP1 が「汽車が延着する」の場合 NP_pred(VP1)は The delay in the arrival of the
train となる。
（１０）主語焦点型名詞句変換関数（※未使用）
［書式］

NP_sbj(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、VP、AJP、AJ
VP、ADVP
［記述例］

NP_sbj(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に主語に焦点をおいて名詞句に変換する。
例えば、変換前変数 VP1 が「雪が降る」の場合 NP_subj(VP1)は falling snow となる。
（１１）目的語焦点型名詞句変換関数（※未使用）
［書式］

NP_pred(変換前変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数の変換前変数で使用可能な変数名は、VP、AJP、AJ
VP、ADVP
［記述例］

NP_obj(AJP2)

［説明］
・引数として渡された要素を英語側で訳出する際に目的語に焦点をおいて名詞句に変換する。
例えば、変換前変数 VP1 が「経験を積み重ねる」の場合 NP_obj(VP1)は accumulated experience と
なる。
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３．３．２．３ 対応型グループ関数（※未使用）
・対応型グループ関数は、日英の対応関係を保ったまま同種の様相関数をまとめて表した関数である。
「時制」、「勧誘・依頼・命令」など同種の機能をもつ関数は、それ以外の日英表現パターンを共通
して利用できる場合が多いと考えられるので、日英表現パターンの適用範囲を拡大するために、対応
型グループ関数を使用する。
［書式］

.# 対応番号＋「グループ名」#
但し「グループ名」：＝(日)genzai|kako|mirai⇔(英)present|past|future
(日)nichigainai|kamoshirenai⇔(英)must|may
(日)gimu|hougayoi⇔(英)must|better
(日)meirei|tekudasai|kanyu⇔(英)base|please|lets
(日)kinshi|hitei.tekudasai⇔(英)donot|please.donot

［使用条件］ 必ず日英セットで使用
［記述例］

.#2genzai# .#2kako# .#3mirai# .#1present# .#1past# .#2future#

［説明］
・日英で同じ役割をもつ関数を日英の対応関係を保ったまま、グループ名で表す関数であり、５つの
グループ関数を定義している。同じグループのグループ関数は、機能的にはすべて同じとなるが、グ
ループ名は日英表現パターン作成の元となった標本文で使用されていた関数名を用いる。例えば、.#
対応番号 meirei#、.#対応番号 tekudasai#、.# 対応番号 kanyu#はいずれも「命令・勧誘グループ」の
グループ関数であり、機能的にはすべて同じであるが、標本文で命令形や「なさい」などの命令を表
す語が使用されていた場合は、.# 対応番号 meirei#、「てください」が使用されていた場合は、.# 対
応番号 tekudasai#、「〜よう」が勧誘の意味で使用されていた場合は.# 対応番号 kanyu#を使用する。
対応型グループ関数は、対応型要素選択記号を用いた表現でも同等の内容を記述することができ、例
えば、.# 対応番号 meirei#、.# 対応番号 tekudasai#、.# 対応番号 kanyu#はいずれも対応型要素選択
記号を用いて、#対応番号((^meirei|.meireigo)|.tekudasai|.kanyu)のように記述することができる。下記
にグループごとの説明と、対応型要素選択記号を用いた同等の意味内容の表現を示す。

- 78 -

表 28：対応型グループ関数の種類
名称

表記

説明

日

対応型要素選択記号での同等内容の記述

英

時 制 .#対応番号 genzai#

.#対応番号 present#

時制を表す関数をま いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と

Ｇ

.#対応番号 kako#

.#対応番号 past#

とめて表す

.#対応番号 mirai#

.#対応番号 future#

意味的に同等である
(日)#対応番号(.genzai|.kako|.mirai)
(英)#対応番号(.present|.past|.future)

真 偽 .# 対 応 番 号 .#対応番号 must#

「に違いない」、「か いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と

判 断 nichigainai#

もしれない」など物事 意味的に同等である

Ｇ

.#対応番号 may#

.# 対 応 番 号

に対する真偽判断を (日)# 対応番号(.nichigainai|.kamoshirenai)

kamoshirenai#

表す表現をまと馬手 (英)# 対応番号(.must|.may)
表す

価 値 .#対応番号 gimu#

.#対応番号 must#

「〜べき」、「なけれ いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と

判 断 .# 対 応 番 号 .#対応番号 better#

ばならない」、「方が 意味的に同等である

Ｇ

よい」などの物事を実 (日)#数(.gimu|.hougayoi)

hougayoi#

行すべきかどうかの (英)#数(.must|.better)
価値判断を表す表現
をまとめて表す
命 令 .#対応番号 meirei#

.#対応番号 base#

命令形、「〜なさい」 いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と

・ 勧 .# 対 応 番 号 .#対応番号 please#

などの命令語、「て下 意味的に同等である

誘Ｇ

さい」などの依頼、 (日)# 対応番号

tekudasai#

.#対応番号 lets#

「〜よう」などの勧誘 ((^meirei|.meireigo)|.tekudasai|.kanyu)

.#対応番号 kanyu#

表現をまとめて表す

(英)# 対応番号(^base|.please|.lets)

禁 止 .#対応番号 kinshi#

.#対応番号 donot#

「〜な」、などの禁止 いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と

・否

.# 対 応 番 号

や「ないでください」 意味的に同等である

please.donot#

などの否定的な依頼 (日)# 対応番号(.kinshi|.hitei.tekudasai)

.# 対 応 番 号

定 的 hitei.tekudasai#
依頼

の表現をまとめて表 (英)# 対応番号(.donot|.please.donot)

Ｇ

す

３．３．２．３ 字面関数（※未使用）
・字面関数は、変数が含む字面条件を指定するものである。英語側で特殊な構文が使用される場合は、
対応する日本語の変数に特定の副詞や形容詞などが使用されることが条件となる場合があり、その場
合に、字面関数を使用して、変数が含む字面表現を指定する。
［書式］

#字面(パターン記述)

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

#とても（CL1.kako）

［説明］
・変数が含む字面の条件を指定する。例えば、#とても（CL1.kako）は CL1.kako が日本語の字面の
「とても」を含むことを示す。
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３．３．２．３ マクロ関数（※未使用）
・字面関数は、変数の構造を指定するものであり、変数に含まれる字面を指定した「字面関数」の機
能を拡張し、構造まで指定できるようにした関数である。英語側で特殊な構文が使用される場合は、
対応する日本語の変数の構造を指定する必要がある場合があり、その場合に、マクロ関数を使用して、
変数の構造を指定する。
［書式］

変数^(パターン記述)

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

CL1^(N2はAJV3V4)

［説明］
・変数の骨格を他の文型パターン構成要素で指定する。例えば、CL1^(N2 は AJV3V4)は CL1 が” N2
は AJV3V4”という構造であるという照合条件を示す。
３．３．２．３ 要素抽出関数（※未使用）
・要素抽出関数は、別の節変数で使用されている主語や目的語を指定する関数である。日本語では、
主節、従属節の主語が同一の場合、どちらか一方は省略される傾向にあるのに対し、英語ではどちら
の節でも主語が省略されずに記述される傾向にある。また、日本語では主語が明示されていないが、
英語ではある節の目的語が別の節の主語になっている場合もある。このように日本語では省略されて
いるが、英語では複数の節にわたって同一の要素が使用されている場合に、要素抽出関数を使用して、
同一の要素だということを示す。
①
［書式］

Sbj(CL変数番号)

［使用条件］ 英語パターンで使用
［記述例］

Sbj(CL1)

［説明］
・引数として渡された節変数の主語、または目的語を抽出し、Sbj(CL1)は CL1 の主語を示す。英語側
のある節で使用された主語が、別の節でも共有されている場合に使用する。
②
［書式］

Obj(変数)

［使用条件］ 英語パターンで使用。本関数で使用可能な変数名はCL、VP、AJP
［記述例］

Obj(CL2), Obj(VP4) , Obj(AJP3)

［説明］
・引数として渡された節変数の主語、または目的語を抽出し、Obj(CL2)は CL2 の目的語を示す。英語
側のある節で使用された目的語が、別の節でも共有されている場合に使用する。
３．３．２．３ 構文生成関数（※未使用）
・構文生成関数は、日本語側から引数を受け取り、英語特有の様々な構文を合成する関数である。
［書式］

関数名 (パターン記述１,パターン記述２)

［使用条件］ 英語パターンで使用（現在定義している関数名は、下記の表を参照）
［記述例］

so_that(CL1,CL2), such_that(CL1,CL2)

［説明］
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・引数として渡されたパターン記述を引数として、英語の特殊な構文を生成する。例えば、
so_that(arg1,arg2)で、arg1 = “The children were happy”, arg2 = “they clapped their hands.”の場合、
so_that 関数を使用して” The children were so happy that they clapped their hands.”のような so that
構文を生成する。
【現在定義している関数名】
so_that, so.that, such_that, such.that, too_for_to, too_for_even.to, so_as.to, in_order_that,
no_sooner_than1, no_sooner_than2, scarecely_before1, scarecely_before2, hardly_when1,
hardly_when2, cannot_without, never_without, inverse, inverse_as, ptcle, to_emotion

３．４ 記号の種類と用法
３．４．１ 概要
・記号は表現パターン全体の非線形な構造を保ちながら、OR 条件による線形要素の適用範囲の拡大、
線形要素の挿入や省略、線形要素の移動など、構造上の線形性を記述するために使用される。
表 29：記号の種類と機能
No
1

記号名

記述形式

要素選択記 [#記憶番号] (パターン記
号

述 １|パターン記述 ２|

使用言語

機能

日

複数記述された要素のうちのいずれでもよいことを意味する

英

複数記述された要素のいずれかを使用することを示す。英語側の

…)

変数の訳語が決まらないとどのような英語（ex. 前置詞）で訳出
するかが決まらない場合に使用する

2

対応型要素 #対応番号(パターン記述
選択記号

3

日英対

|パターン記述|…)

補完要素記 [#記憶番号]<変数>

日英での要素の対応関係を保ったまま、対応する順序で日英での
要素を指定する

日

号

文型パターン作成の際利用した原文で英文にあって日本文には
ない主語を補った要素である。照合ではその要素が入力日本文に
あってもなくてもよいとする。必ずしも主語である必要はなく、
その他の要素の補完も認めている
※英語関数の「訳出要素選択記号」と対で使用

4

訳出要素選 [#記憶番号]<字面|変数>

英

択記号

日本語文型パターンで”|”の右側に記述した変数が照合した場合
は、その変数の訳語を、照合しなかった場合は左側に記述された
訳語を直接訳出する
※日本語関数の「補完要素記号」とセットで使用

5

任意要素記 # 対応番号[ パターン記
号

述]

日,

照合ではその要素そが入力日本文にあってもなくてもよいとす

日英対

る。英語側の任意要素は、日本語文型パターンで対応する要素が
あった場合のみ訳出する

6

順序任意記 [#記憶番号] (パターン記
号

7

日

照合の際に隣接した要素が入れ替わってもよいとする

日

日本語パターンで複数の位置に移動可能な要素に対して、その移

述１,パターン記述２…)

移動可能記 移

$移動要素番号^{パ

号

ターン記述}

動

動可能な要素の指定と、移動可能な位置を指定する

元
移

$移動要素番号

動
先
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8

離散記号

/[文法属性レベル]

日

文型パターンにない要素が挿入可能な位置を指定する。離散記号
の直後に、挿入可能な要素の文法的な条件（文法属性レベル）を
指定することが可能。使用可能な「文法属性レベル」は、連用節
（接続詞を含む）、連体節、格要素、形容(動)詞連体形・連体詞、
副詞（句）の 5 種類

文節境界記 !

9

日

号
10

文節の境界を表す
※入力日本文との適用条件としても利用する

要素挿入記 [#記憶番号]{挿入要素}
号

英

英語側の要素の中に副詞等の別の要素を挿入して訳出すること
を示す

３．４．２ 記号の種類と用法
・本節では、記号ごとに、書式、使用条件、使用例、機能の説明について説明をする。
（１）要素選択記号
［書式］

[#記憶番号] (パターン記述１|パターン記述２|…)

［使用条件］ 書式は日英とも同じ
［記述例］ (日)#2(とかく|兎角)
(英)(a|an)
［説明］
・複数の選択要素を表す。
・日本語パターンでは、複数記述された要素のうちのいずれも可能であることを示す。
・英語パターンに使用した場合は、複数記述された要素のいずれかを使用することを示す。
・「#記憶番号」は、省略可能。
［使用例と解説］
①日本語側での使用例
(日 P) /N1 が/(き|来)たので/N2 を/(V3^meirei|V3.meireigo)。
(英 P) N1 be up. V3 N2^obj.
(日本文適合例) 時間がきたので答案を提出しなさい。
(英文訳出例) The time's up. Hand in your test papers.
⇒[解説] 「(き|来)」、(V3^meirei|V3.meireigo)が要素選択記号で記述された部分を示す。「(き|来)」の
部分は「き」または「来」が、(V3^meirei|V3.meireigo)の部分は「V3^meirei」または「V3.meireigo」
のいずれかが照合すればよいという条件を示す。字面だけではなく、変数や関数も要素選択記号を使
用して記述できる。
②英語側での基本的な使用例
(日 P) /N1 は!VP2^rentai/N3 を/する。
(英 P) N1 have (a|an) #5[ADV3] AJP(VP2) N3.
(日本文適合例) 彼女はちょっと癖のある話し方をする。
(英文訳出例) She has a slightly peculiar way of talking.
⇒[解説] (a|an)の部分が要素選択記号で記述された部分を示す。(a|an)の部分は後ろに続く名詞によっ
て、"a"、"an"のうち適切な方が使用される。
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③日本語側に(V〜|ND〜)という形の要素が使用される場合
(日 P) /N1 は/N2.#da と/(V3^rentai|ND3 をする)/N4 も/いる。
(英 P) Some N4 V(V3|ND3) that N1 be N2.
(日本文適合例) 死刑は必要悪だと主張する人もいる。
(英文訳出例) Some people claim that capital punishment is a necessary evil.
⇒[解説] (V3|ND3)が要素選択記号で記述された部分を示す。日本語側で、要素選択記号で記述された
「V3^rentai」と「ND3 をする」のうち、どちらか照合した方の変数が英語側に橋渡しされることとな
る。
（２）対応型要素選択記号
［書式］

#対応番号(パターン記述１|パターン記述|２…)

［使用条件］ 日英対で使用
［記述例］

#4(.genzai|.kako), #4(^present|^past)

［説明］
・日英での要素の対応関係を保ったまま、対応する順序で日英での要素を指定する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/NP1 は}/AJ2(て|で)$1/AJP3#4(.genzai|.kako)。
(英 P) NP1 @be#4(^present|^past) AJ2 and AJP3.
(日本文適合例)

新校舎の教室は明るくてとても気分がよい。

The classrooms in the new building are light and very pleasant.
⇒[解説] 日本語パターン中の#4(.genzai|.kako)と英語パターン中の#4(^present|^past)が指定された順
序で対応して使用されることを示す。日本語が.genzai に照合した場合は英語側では^present を、日本
語が.kako に照合した場合は英語側では^past を使用して訳出する。対応型要素選択記号は必ず日英セ
ットで使用する。
(英文訳出例)

（３）補完要素記号
［書式］

[#記憶番号]<変数>

［使用条件］ 日本語パターンで使用。必ず英語側の関数である訳出要素選択記号と対で使用する
［記述例］

#1</N1は>, </N4の>

［説明］
・文型パターン作成の際利用した原文で英文にあって日本文にはない主語を補った要素である。照合
ではその要素が入力日本文にあってもなくてもよいとする。必ずしも主語である必要はなく、補完す
る格としては下記のものを認めている。
・「#記憶番号」は、省略可能。
《現在、補完要素で使用している格の種類》
は格、が格、を格、に格、から格、の格、と格
［使用例と解説］
①「は格」の補完
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(日 P) /</N1 は>/NP2 が/ああ/AJ3 とは/V4.hitei.kako。
(英 P) <I|N1> never V4^past NP2 to be so AJ3.
(日本文適合例) 彼のお母さんがああ若いとは思わなかった。
(英文訳出例) I never expected his mother to be so young.
②「の格」の補完
(日 P) /REN1/AJV2^rentai/N3 では</N4 の>!役に/たたない。
(英 P) AJ1 AJ2 N3 do not tell <us|N4^obj> anything.
(日本文適合例) あんな舌足らずな説明では役にたたない。
(英文訳出例) Such an unsatisfactory explanation doesn't tell us anything.
⇒[解説] </N1 は>、</N4 の>の部分が補完要素を示す。原文の英語側にあって日本語側にない要素を
補ったものとなり、照合では補完要素はあってもなくてもよいとしている。<I|N1>、<us|N4^obj>の
ような訳出要素選択記号と必ず対で使用し、補完要素に適合する要素がなかった場合は訳出要素選択
記号の左側の要素（I や us）、適合する要素があった場合は、右側の要素（N1 や N4^obj)を訳出する。
（４）訳出要素選択記号
［書式］

[#記憶番号]<字面|変数>

［使用条件］ 英語パターンで使用。必ず日本語パターンにある補完要素記号と対で使用する
［記述例］

#1<I|N1>, <us|N4^obj>

［説明］
・日本語文型パターンの補完要素に適合した場合は、”|”の右側に記述した変数を訳出し、補完要素
に適合する要素がなかった場合は左側に記述された訳語を直接訳出する。
・「#記憶番号」は、省略可能。
［使用例と解説］
⇒（３）補完要素記号の［使用例と解説］を参照のこと。
（５）任意要素記号
［書式］

#対応番号[パターン記述]

［使用条件］ 日本語パターンのみ、または日英対で使用する
［記述例］

#4[!ずっと], #3[/ADV4]

［説明］
・任意要素は照合の際にはあってもなくてもよい要素を表す。日本語にのみにある場合と、日英で対
応する任意要素がある場合との２つの使用方法がある。
各ケースの英語側での訳出方法は下記の通り。
①日本語にのみ任意要素がある場合
・日本語側の該当表現は英語側では訳出しない。
②日英で対応する任意要素がある場合
・日本語の任意要素に適合した表現がある場合は、同じ対応番号をもつ英語の任意記号で示され
た部分が訳出される。
［使用例と解説］
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①日本語にのみ任意要素がある場合
(日 P) /</N1 は>!VP2^rentai(まで|迄)の!間、<!N3 は>#4[!ずっと]/本を/V5(つづけ|続け)た。
(英 P) <I|N3> V5^past until <I|N1> VP2^past.
(日本文適合例)
(英文訳出例)

大阪に着くまでの間、ずっと本を読み続けた。
I read until I reached Osaka.

⇒[解説] #4[!ずっと]が任意要素記号を用いた記述要素となり、照合の際にはあってもなくてもよい要
素となる。#4[!ずっと]に該当する表現があってもなくても、英語側ではそれに対応する表現を訳出す
る必要はない。
②日英で対応する任意要素がある場合
(日 P) /N1 から/N2 へ/(行く|ゆく|いく|往く)/間に#3[/ADV4]/AJV5^rentai/N6 が/(あり|在り|有り)ます。
(英 P) There is #3[ADV4] AJ5 N6 between N2 and ADV(N1).
(日本文適合例)

ここから目黒へ行く間にとても静かな自然教育園があります。

There is a very quiet nature study park between Meguro and here.
⇒[解説] 日本語パターンの#3[/ADV4]、英語パターンの#3[ADV4]が任意要素記号を用いた記述要素と
なる。日本語側の任意要素は照合の際にはあってもなくてもよい要素となる。#3[/ADV4]に適合する
表現があった場合、その英訳が#3[ADV4]部分に訳出され、適合する表現がなかった場合は、英語側の
#3[ADV4]は訳出されない。
(英文訳出例)

（６）順序任意記号
［書式］

[#記憶番号]{パターン記述１,パターン記述２}

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

#1{/N2が,/N3で}, {/N2が,/N3で}

［説明］
・照合の際に指定した２つの隣接した要素が入れ替わってもよいとする。
［使用例と解説］
(日 P) /#1{/N1 が,/N2 から}/V3(て|で)/V4.kako。
(英 P) N1 V3^past of its N2 and V4^past.
(日本文適合例)

小鳥がかごから抜け出して逃げた。

The bird sneaked out of its cage and escaped.
⇒[解説] #1{/N1 が,/N2 から}が順序任意記号を使用した部分となり、「N1 が」と「N2 から」を入れ
替えてもよいということを示す。使用例のパターンには、下記のいずれもが適合する。
(英文訳出例)

○ 小鳥がかごから抜け出して逃げた。
○ かごから小鳥が抜け出して逃げた。

（７）移動可能記号
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［書式］

$移動要素番号^{パターン記述}
$移動要素番号

⇒移動対象要素の指定

⇒移動可能な位置を指定

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

$1^{/N1は}/N2を$1/V3て$1/V4.kako。

［説明］
・照合の際の移動可能な要素と移動可能な位置を指定する。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/にっこり$1/笑って$1/N2 に$1/(V3.kako|ND3 をした)。
(英 P) N1 V(V3|ND3)^past N2^obj with a big smile.
(日本文適合例)

彼女はにっこり笑ってぼくにあいさつした。

She greeted me with a big smile.
⇒[解説] "N1 は"が$1 の位置のいずれかの位置に移動してもよいということを示す。使用例のパターン
には、下記のいずれもが適合する。
(英文訳出例)

○ 彼女はにっこり笑ってぼくにあいさつした。
○ にっこり笑って彼女はぼくにあいさつした。
○ にっこり笑ってぼくに彼女はあいさつした。
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（８）離散記号
・文節境界を表し、文型パターンに記述がない要素が、挿入可能な場合に使用し、文法属性レベル
を記述し、挿入可能な要素の文法的な制約を指定する。
［書式］

/文法属性レベル

［使用条件］ 日本語パターンで使用。複数の文法属性レベルを指定することが可能
文法属性レベルの種類は、以下の表「離散記号で使用可能な文法属性レベル一覧」
参照
/cftk, /cf, /y

［記述例］

表 30：離散記号で使用可能な文法属性レベルと挿入可能な条件一覧
No

記

タイプ

内容

挿入可能な条件

号

1

y

基本概念
連用節

基本条件

例外条件

接続表現部分

基本的に文頭と、連

・文頭

・前の文節が「の」
、連体形、並立

も含む連用節

用節間に挿入可能

・前の文節が動詞、形容詞、形

助詞（ex.より）引用の格助詞「と」

容動詞、で終わる

で終わる

・前の文節が「助動詞-断定」を

・次の要素が形式名詞である

含む
2

c

格要素

名詞句＋格助

基本的に格要素（「名

・前の要素が格助詞、副助詞で

・前の文節が「の」、連体形で終

詞

詞」＋「格助詞また

終わり、前の要素が用言を含ま

わる

は副助詞」）の前後

ない

・次の要素が形式名詞である

・後の要素が格助詞、副助詞で

・前の要素が「サ変名詞＋を」で

終わり、後の要素が用言を含ま

後の要素が「する」である

ない

・前の要素が「サ変名詞＋に」で
後の要素が「なる」である

3

f

副詞

動詞、形容詞、形容

・前の要素が格助詞、副助詞で

・前の文節が「の」、連体形で終

動詞で終わる節の文

終わり、前の要素が用言を含ま

わる

節間

ない

・次の要素が形式名詞である

・後の要素が格助詞、副助詞で
終わり、後の要素が用言を含ま
ない
・後の文節が動詞、形容詞、形
容動詞、で始まる
4

t

連体節

格要素＋用言

名詞の前に挿入可能

・後の文節が名詞で始まる

の連体形

・前の文節が「の」
、連体形で終わ
る
・次の要素が形式名詞である

5

k

連体修

形容詞の連体

飾要素

形、形容動詞の

名詞の前に挿入可能

・後の文節が名詞で始まる

・前の文節が連体形で終わる
・次の要素が形式名詞である

連体形、
連体詞
《注意》基本条件＝記述内容のいずれかに適合することが条件
例外条件＝記述内容のすべてに適合しないことが条件

［説明］
・ある文節境界に複数のタイプの要素が挿入可能な場合はスラッシュのあとに y、c、f、t、k の順番
を保ちながら続けて離散記号のレベルを記述する。例えば、格要素、副詞のいずれかまたは両方が挿
入可能である場合は/cf のように記述する。（文法属性レベルを複数記述する場合の記述方法は、下記
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参照）
・離散記号に文法属性レベルを記載している場合は、その要素があっても（なくても）よいという意
味になり、文法属性レベルが記載されたからといっても、その要素が必須と言うわけではない。
［使用例と解説］
(日 P) /y$1^{/cftkN1 は}/cftkN2 へ/cf(行っ|ゆっ|いっ|往っ)て$1/yVP3.tai。
(英 P) N1 VP3^ing.want in N2.
(日本文適合例) ぼくはパリへ行ってコックとしての腕をみがきたい。
(英文訳出例) I want to polish my cooking skills in Paris.
⇒[解説] /y、/cftk、/cf の部分が離散記号で、/y は連用節（接続表現を含む）、/cftk は格要素、副詞、
連体節、形容（動）詞連体形・連体詞、/cf は格要素、副詞がそれぞれ指定した箇所に挿入可能である
ことを示す。
《離散記号に関する補足説明》
①複数の離散記号指定の記述と意味
・「表：離散記号で使用可能な文法属性レベルと挿入可能な条件一覧」の基準で/y、/t、/c、/k、/f そ
れぞれの離散記号を文型パターンに付与しているが、実際には、同一の文節境界に複数の離散記号が
付与される場合が多い。複数タイプの連続離散記号の離散記号の記述と解釈の原則は下記の通りとな
る。
(a)記述方法
・/y を除いて、/c/f/t/k ではなく、/cftk のように、まとめて記述する。
(b)複数回使用について
・/c（格要素）と/f（副詞）に関しては複数要素が適用してもよい。
/k（連体修飾要素）に関しては、異なる文法要素による複数回の使用は可能としているが、同一文
法要素による並列構造の修飾は誤りの照合が多くなると考え、使用不可としている。（「この面
白い本」は/kN への照合が可能であるが、「厚く、面白い本」は/kN への照合を不可としている。）
/t、/y に関しては複数回の使用は弊害が多いと考え、挿入可能としている。
(c)順序について
・/c/f 間は順不同となる。/y/t/k はすべて順序が固定となる。例えば、/cftk は格要素または副詞が順
不同で複数回連続した後に、連体節、連体修飾要素の順序で挿入が可能だということを表す。
②個々の離散記号の意味と文型パターンへの指定条件
・/y、/t、/c、/k、/f のそれぞれの離散記号は、基本的には下記の「図 4：離散記号付与のイメージ」の
ように/y（連用節）は節と節の間、/c（格要素）と/f（副詞相当表現）は格要素と格要素の間、/t（連
体節）と/k（連体修飾要素）は名詞の前に付与するという基本概念に基づき、日英表現パターンに付
与する。具体的には、「表：離散記号で使用可能な文法属性レベルと挿入可能な条件一覧」の基本条
件のいずれかを満たし、かつ前後の形態素の結びつきが強い場合など、離散記号を付与できないと考
えられる「例外条件」のすべてに適合しない場合に該当する離散記号の付与を行うこととしている。

/y

/cf

格要素

格要素

/tkＮは

/cf /tkＮに

節

述部
/cf

Vて

格要素
/y

/cf

図 4：離散記号付与のイメージ
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/tkＮを

述部
/cf

節

Vた

（９）文節境界記号
［書式］

!

⇒半角エクスクラメーションマーク

［使用条件］ 日本語パターンで使用
［記述例］

!

［説明］
・文節の境界を表す。
［使用例と解説］
(日 P) /y/tcfkCL2^rentai(まで|迄)の!間、!CL4.kako。
(英 P) CL4^past until CL2^past.
(日本文適合例) 大阪に着くまでの間、ずっと本を読み続けた。
(英文訳出例) I read until I reached Osaka.
⇒[解説] !の部分が文節の境界を示す。文節境界記号が使われる場合、挿入要素を認めていない文節境
界となる。
（１０）要素挿入記号
［書式］

[#記憶番号]{挿入要素}

［使用条件］ 英語パターンで使用。変数の後ろに付与して使用する
［記述例］

V5^prp{ADV2}

［説明］
・英語側の要素の中に副詞等の別の要素を挿入して訳出することを示す。
［使用例と解説］
(日 P) /$1^{/N1 は}/ADV2/AJV3^rentai/N4 を$1/V5.kako!(仲|なからい)だ。
(英 P) N1 V5^prp{ADV2} AJ3 N4 together.
(日本文適合例)

われわれはみな同じ道を歩いた仲だ。

We have all walked the same path together.
⇒[解説] {ADV2}が要素挿入記号を用いた記述となり、V5^prp{ADV2}は V5 の訳出結果に ADV2 を挿入
して訳出することを示す。V5 の訳語である have walked に要素挿入記号で指定された ADV2 の訳語
である all を挿入して"have all walked"を訳出する。
(英文訳出例)

３．５ 各記述要素間の相互関係
３．５．１ 日本語の関数間の相互関係
・日本語の変数に対して関数が複数付与された場合は、下記のように、語形関数、様相関数（または
同値型グループ関数）の順に記述する。語形関数、様相関数、同値型グループ関数はそれぞれ多重に
繰り返して使用することが可能である。
【記述形式】
変数名+変数番号(辞書タイプ:意味属性コード,…)^語形関数1^語形関数2.様相関数1.様相関数2
…
※同値型グループ関数は様相関数と同等に扱われる。
【順序】
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・様相関数を複数付与する場合は変数に後接する順番に記述する。
信用していない
→ ○V1.teiru.hitei ×V1.hitei.teiru
信用しないでいる → ×V1.teiru.hitei ○V1.hitei.teiru
【使用例】
VP3^katei.teiru.hitei
《補足事項》
・語形関数は前の要素の語形を指定する。そのため、様相関数の後ろに、語形関数が来た時は、語形
の指定は変数ではなく、様相関数に対して行われることとなる。以下の例を参照のこと。
【様相関数に対して語形関数指定をした例】
高くないそうだ
→AJ5.hitei^shuushi.souda
・語形関数は前の様相関数に対する語尾指定となるので上記の例では^shuushi は AJ5 に対する語形指定
ではなく、hitei の様相関数にマッチした形態素が終止形であることを示す。

３．５．２ 英語の関数間の相互関係
・英語の変数に対して関数が複数付与された場合も、日本語の場合と同様、下記のように、語形関数、
様相関数の順で変数との結びつきの強さから下記の順序で記述する。意味的に矛盾がなければ多重に
使用することが可能である。
【記述形式】
変数^語形関数 1^語形関数 2.様相関数 1.様相関数 2 …
【順序】
・１つの用言に、原形変形、テンス、アスペクト、受身、否定、モダリティを表す関数がすべて付
与された場合、変数との結びつきの強さから下記の順番で関数を記述する。
１．原形(^base)
２．テンスまたはアスペクトを含むテンス(^present,^past,^prp,^psp)
３．アスペクト(進行) (^prog)
４．ヴォイス(受身) (^passive)
５．モダリティ(.will,.can,.would,.must,.may)
６．否定 (.not)
【使用例】現在完了進行受身形の否定に助動詞wouldが使われた表現：
〜wouldnʼt have been learning the language

→ V1^base^prp^prog.would.not the language
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４．統語的意味的分類情報の記述法
意味類型パターンの「統語的意味的分類コード記述部」には、対象とする日本語パターンの種類に
対応した統語分類体系と意味分類体系の分類コードが付与される。以下、本節では、２つまたは３つ
の節から構成される重文と複文の場合について示す。
統語的意味的分類は、以下の１０種類（第１欄〜第１０欄）の分類を順番に記述する。文種別によ
って、情報を付与しない欄もあり、その場合は、半角のハイフンを記述する。
【記述形式】
第 1 欄 tab 第 2 欄 tab 第 3 欄 tab 第 4 欄 tab 第 5 欄 tab 第 6 欄 tab 第 7 欄 tab 第 8 欄 tab 第 9 欄 tab 第 10 欄改
【使用例】
1tab-tab 副 tab3140,6000,6930,8310tab-tab3450,6110,8120 tabFUc201tab-tab と tab第１欄〜第１０欄で使用する分類は以下の通り。
表 31：統語的意味的分類情報
種別
欄
分類
第１欄
の分類
第2欄
第3欄
節の
第4欄
意味分類 第 5 欄
第6欄
節間意味 第 7 欄
分類
第8欄
節間キー 第 9 欄
ワード
第 10 欄
統語構造

文種別
統語構造第一分類
統語構造第二分類
第一節従属の意味
第二節従属節の意味
主節の意味
第一節間の意味
第二節間の意味
第一節間キーワード
第二節間キーワード

４．１ 統語的分類コードの記述法
[第１欄] 文種別
文種別で使用するコードは以下の５種類。
文種別=1：文接続を 1 箇所もつ文
文種別=2：文接続を 2 箇所もつ文
文種別=3：埋め込み文を 1 つもつ文
文種別=4：埋め込み文を 2 つもつ文
文種別=5：文接続を 1 箇所、埋め込み文を 1 つもつ文
[第 2 欄] 統語構造第一分類
統語構造第一分類で使用する値は以下の２種類で、意味は以下のとおり。
表 32：統語構造第一分類の種類と分類
統語構造第 1 分類コード
分類
従

第 1 節埋め込み

主

第 2 節埋め込み
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[第 3 欄] 統語構造第二分類
統語構造第二分類は、節の係り受け構造の内容をみて判定する。使用する値は以下の２０種類。
表 33：統語構造第二分類の種類
統語構造第2分類コード
分類
文種別
副
並

副詞型
並列型

1

副副
副並
並副
並並

副詞節＋副詞節
副詞節＋並列節
並列節＋副詞節
並列節＋並列節

2

補
名

補足型
名詞修飾型

3

補補
補名
名補
名名

補足節＋補足節
4
補足節＋名詞修飾節
名詞修飾節＋補足節
名詞修飾節＋名詞修飾節

補副
名副
補並
名並
副補
副名
並補
並名

補足節＋副詞節
名詞修飾節＋副詞節
補足節＋並列節
名詞修飾節＋並列節
副詞節＋補足節
副詞節＋名詞修飾節
並列節＋補足節
並列節＋名詞修飾節

5

４．２ 意味的分類コードの記述法
意味類型パターンの統語的意味的分類コードは「節の意味分類」、「節間意味分類」、「節間キーワ
ード」の情報を、それぞれの節、もしくは、節間に付与する。「節の意味分類」は、単文の意味分類
コードをそれぞれの節に付与する。「節間意味分類」は、節と節の関係を表わし、「節間キーワード」
はそのキーワードとなる接続表現などを記述する。
４．２．１ 重文複文の意味分類コード体系と節間キーワードの指定
・重文複文の節間意味分類コードは第一段階目に、補足節(HS)、名詞修飾節(MS)、副詞節(FS)、並列
節(HR)の４つに分けている。４つの節のタイプごとの説明は下記の通り。
（Ａ）補足節 [HS]
・補足節とは節全体が主節の述部に対して必須の要素となる節を表す。形式名詞「こと」「の」「と
ころ」を伴って名詞相当の要素として扱われる名詞節、補足節に「(の)か」、「かどうか」などを伴
って疑問を表す節となる疑問節、「と」「ように」などを伴って、発話内容や思考内容を表す引用節
がある。「〜かということ」のように疑問表現を含む名詞節や「〜かと〜」のように疑問表現を含む
引用節もあり、これらはそれぞれ、名詞節、引用節に分類される。
(1)名詞節 [HSa]
・「節＋形式名詞」の形で名詞相当の働きを持ち、格助詞を伴って主節の述部を補う要素となる節
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【例１】気がついたことは何でも言って下さい。
(2)疑問節 [HSb]
・「〜か」「〜かどうか」「〜かしら」という形式で疑問の内容を表し、
主節の述部を補う要素となる節
【例２】これらの書類にどう書き込めばよいのかを教えてください。
(3)引用節 [HSc]
・引用の形式で主節の述部を補う要素となる節
【例３】一説では、今年は地震が多いだろうと言われている。
（Ｂ）名詞修飾節 [MS]
・名詞修飾節とは節全体が名詞を修飾するような関係にあり、「述部連体形＋名詞」の構造を持つも
のを表す。名詞修飾節が被修飾名詞に対して格関係にあるタイプ、同格関係にあるタイプ、格関係に
も同格関係にもないが意味的に関係しているタイプ、全体で機能的、慣用的な表現として用いられる
タイプの大きく４タイプがあり、体系ではそれぞれ「補足語修飾節」、「内容節」、「縮約形修飾節」、
「機能的表現」と呼んでいる。格関係にも同格関係にもないが意味的に関係しているタイプは、名詞
修飾節と被修飾名詞の間に何らかの説明が省略されて、表現が縮約されているタイプと考えられ「縮
約形修飾節」と呼んでいる。名詞修飾節と被修飾名詞が相対関係にあると考えられる場合もここに含
めている。また、「魚を焼くにおい」など感覚に関するものも「内容節」のグループに含めるという
考えも既存の研究ではあるが、ここでは、「内容節」は名詞修飾節の内容と、被修飾名詞が同格関係
にある場合のみとしている。
(1) 補足語修飾節 [MSa]
・被修飾名詞が修飾節内の述部と格関係にあるもの。
【例４】去年買ったブラウスがもう小さくなってしまった。
(2) 内容節 [MSb]
・被修飾名詞の内容を表す節。被修飾名詞と修飾節が同格の関係にあるタイプ。
【例５】彼が辞職するといううわさが立った。
(3) 縮約形修飾節 [MSc]
・被修飾名詞と修飾節が格関係にも、同格関係にもなく、意味的に間接的な関係にあると考えられ
る節。修飾節と被修飾名詞の間に何らかの説明が省略されていると考えられるタイプ。
【例６】息子がもどった嬉しさに彼女は我を忘れている。
(4) 機能的表現 [MSd]
・「修飾節＋被修飾名詞」という骨格をもち、他の要素も伴って全体で機能的な表現となるタイプ
【例７】彼が新聞記者である筈がない。
(5) 用言＋接続表現＋の [MSe]
・「用言＋接続表現＋の」という形式で名詞を修飾する節。
【例８】これは次回へ備えての休息期間である。
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（Ｃ）副詞節の説明と構成 (FS)
・副詞節とは節が主節、または主節の述部を修飾し、副詞的な働きを持つ節を表す。体系では、従属
節部分が主節に対してどのような意味的な役割を持つかという観点から大きく、「時」、「因果関係」、
「条件・譲歩」、「付帯状況・様態」、「逆接」、「目的」、「程度」、「前提」、「手段」、「二
者関係」、「相関」、「判断」、「場面」、「限定」、「独立」の１５タイプと「その他」に分けて
いる。「その他」には慣用的な表現や従属節全体で助動詞相当表現、副詞相当表現となっている場合
がある。
(1) 時 [FUa]
・従属節と主節が表す事態の時間的関係を表す。従属節が主節の表す事態が起こる時を表す場合と、
主節の表す事態が続いている期間や、開始点、終了点を表す場合がある。
【例９】日本では祝い事をするときよく紅白の幕を張る。
(2) 因果関係 [FUb]
・従属節と主節で表される事態間の因果関係を表す。
【例１０】きのうは日が良かったのでたくさん結婚式があった。
(3) 条件・譲歩 [FUc]
・従属節と主節で表される事態間の依存関係を表す。
【例１１】矢印に従えば出口に出られます。
(4) 付帯状況・様態 [FUd]
・ある動作に付随する状態や並行的に行われている動作、またはその際の様態を表す。
【例１２】ゆっくりと踊りながら部屋に入っていった。
(5) 逆接 [FUe]
・事態の成立に伴って、別の事態も成立すると予測されるのに、実際にはその予測が成り立たない
ことを表す。
【例１３】バントを試みたが一塁でアウトになった。
(6) 目的 [FUf]
・ある状況や動作を実現させることを目的として、別の動作を行うことを示す。
【例１４】彼女は音楽の勉強をするために上京した。
(7) 程度 [FUg]
・動作、状況の程度を表す。
【例１５】彼女は気を失うほど怯えていた。
(8) 前提 [FUh]
・主節の内容を行う前提を従属節で表す。
【例１６】よく熟考した上で返事を致します。
(9) 手段 [FUi]
・主節の内容を実現するための手段を従属節で表す。
【例１７】ソフトウェアを作り直すことでその問題を解決した。
(10) 二者関係 [FUj]
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・２つの事態を対比して述べる表現。対比する表現の他、２つの事態を比較する表現、２つの事態
が同等だということを述べる表現、２つの事態を比較してそれらが異なるということを述べる
表現がある。
【例１８】朗報がある一方で悲報がある。
(11) 相関 [FUk]
・従属節の内容と主節の内容が相関関係にあるタイプ。
【例１９】日のたつにつれて仕事にも慣れてきた。
(12) 判断 [FUl]
・事実の観察結果による話者の価値判断を表す。
【例２０】そんなことを言うとは認識不足も甚だしい。
(13) 場面 [FUm]
・主節の内容を行ったり、述べたりするに当たっての状況や場面を従属節で表す。
【例２１】私の見たところでは、彼はその仕事に向いている。
(14) 限定 [FUn]
・事態を限定する表現。特定の動作のみを行ったり、特定の性質のみを持っていたりする場合や特
定の場合を除くという限定をした上での事態の内容を表す場合がある。
【例２２】ただ傍観するだけでじっと立っていた。
(15) 独立 [FUo]
・従属節と主節との結びつきが弱く、従属節が主節に対して独立的に使用される表現。主節の内容
を述べるための前置きの表現や、主節の内容に対する話者の主観的なコメントを従属節で述べ
る表現がある。
【例２３】私がたいへん驚いたことに彼はその試験に合格した。
(16) その他 [FUp]
・節間の意味的な関係を考えるのは困難なタイプ。慣用的な表現と従属節部分と主節部分の境界を
こえて意味的なまとまりをもつタイプと、形式的には重文の構造であるが意味的に２文に分解
されていると考えられる表現の２タイプがある。
【例２４】寝なさいと言ったら寝なさい。（慣用的な表現の場合）
【例２５】彼女は疲れてはいない、/疲れたふりをしているだけだ。
（意味的に２文に分解されている場合）
（Ｄ）並列節の説明と構成 (HR)
・並列節とは従属節と主節が並列の関係にある場合の従属節部分を表す。中分類では、従属節と主節
が順接の関係にあるか、逆接の関係にあるかにより、大きく①順接的並列と②逆接的並列に分けてい
る。
(1) 順接的並列[HRa]
・並列節が主節と対立することなく、単純に並ぶ関係にある表現。大きく、該当するものを列挙す
る表現、２つの状態を兼ね備えている表現、一方を否定しもう一方を肯定する表現の３種類が
ある。

- 95 -

【例２６】目は私に似ているし、口許は母親に似ている。（列挙する表現）
【例２７】この本はおもしろいと同時に教えられるところが多い。（兼ね備えの表現）
【例２８】彼は列車ではなく飛行機で来た。（一方を否定する表現）
(2) 逆接的並列[HRb]
・並列節と主節が互いに対立する関係にある表現
【例２９】レモンは香りは甘いが味は酸っぱい。
・ 小分類１、小分類２も含めた体系を構成する格項目の説明と例の詳細については、下記参照。
付録４「節間意味分類体系」
４．２．２ 単文の意味分類コードの体系
「節の意味分類」は、単文の意味分類コード（用言の意味分類体系）を記述する。複数記述する場
合は、半角カンマを区切り文字として、単文の意味分類コードを列記する。
【使用例】
3140,6000,6930,8310
用言の意味分類体系については、下記参照
付録６「用言の意味分類体系と用言意味辞書」

４．３ 英語構文体系を構成する各項目の説明
・体系を構成する「日英表現のタイプ」には大きく下記の（１）〜（５）のようなタイプがある。タ
イプごとに日本語の重文複文の骨格がどのように英語に変換されるかという観点から体系の概要を説
明する。
（１）日本語の一方の節部分が英語側では主節にかかる要素となるタイプ
・日本語の一方の節が英語の主節に対して文法的にどのようなタイプの要素となるかという観点から
分類しているタイプである。英語側も「等位節・従属節相当表現」や「名詞節・関係節相当表現」
であり、日英で大きな構造の変化が無くどちらも重文、複文相当の構造である場合と、日本語の重
文複文を構成する節のうちの一方が英語ではそれぞれ「副詞相当表現（連用修飾要素）」「格要素」
「修飾要素」「（助動詞などの）述部相当表現」のように文法的に異なるレベルの要素となるタイ
プの大きく２つのタイプがある。
(1) 等位節・従属節相当表現 [A]
・接続詞相当の表現を用いて、節（または、節に含まれる要素）が連なる形で訳出されるタイプ。
【例１】等位接続詞 and の場合
（日）部長はせき払いをしてから受話器を取った。
（英）The manager cleared his throat and picked up the receiver.
(2) 名詞節・関係節相当表現 [B]
・日本語側の１つの節が名詞節または関係節相当の表現となるタイプ。
【例２】関係詞 when の場合
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（日）雪が消える春が待ち遠しくてならない。
（英）I can hardly wait for spring when the snow disappears.
(3) 副詞相当表現 [C]
・日本語側の１つの節が英語側では主節に対する副詞相当の表現となるタイプ。
【例３】前置詞句の場合
（日）真珠が月光を受けてきらめいた。
（英）The pearl sparkled in the moonlight.
(4) 格要素相当表現 [D]
・日本語側の１つの節が英語側では主節に対する格要素相当の表現となるタイプ。
【例４】日本語の節が英語では名詞化される場合
（日）君が来たので私は助かった。
（英）Your arrival was the salvation of me.
(5) 修飾要素相当表現 [E]
・日本語側の１つの節が英語側では修飾要素となるタイプ。
【例５】前置詞(in)により被修飾名詞が修飾される場合
（日）アメリカにいる息子からこの半年間何の消息もない。
（英）I haven't heard from my son in the United States for the last six months.
(6) 述部相当表現 [F]
・日本語側の１つの節が英語側では述部相当の表現となるタイプ。
【例６】助動詞 can の場合
（日）１００円未満の半端な数字は切り捨てて結構です。
（英）You can drop any fractional sum less than 100 yen.
（２）日本語の複文の境界を越えて日英が対応していて、日英で大きく構造が変わっているタイプ
・日本語の名詞節、引用節、名詞修飾節と被修飾名詞をそれぞれ英語側の要素と構造的に対応付けす
ることができず、複文の骨格を越えた範囲で日英が対応付けられていたり、または名詞修飾節の述
部が英語では主節になり、大きく構造が変わっていたりする場合である。日本語のどの部分が一ま
とまりの概念となって英語側と対応しているか、またはどのように構造が変換されているかという
観点で分類している。日本語が複文である場合のみ該当する分類である。
(1) (従属節の一部|被修飾名詞)＋述部の一体化 [G]
・日本語の従属節の一部、または被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述
部表現となり、日本語の埋め込み節部分が別の要素となるタイプである。
【例７】不定詞をとる構文となる場合
（日）私は意見を述べる資格がありません。
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（英）I am not competent to pass an opinion.
(2) 日本語主節の他要素変換 [H]
・日本語の従属節の述部が英語側では主節の述部となり、日本語の主節が別の要素となるような構
造変換を起こすタイプである。日本語側が強調構文の形を取っており、対する英語では強調構文
ではなく、もとの文で訳出されているタイプと考えることもできる。
【例８】日本語の主節部分が英語で副詞となる場合
（日）沈黙は偽りに相当する場合がある。
（英）Silence is sometimes equivalent to a lie.
(3) 修飾節＋被修飾名詞の一体化 [I]
・英語側では、日本語の名詞修飾節と被修飾名詞に対応する表現がまとまった表現となり、分解す
ることができないタイプ。
【例９】「名詞修飾節＋被修飾名詞」の単位で英語に対応付けできる場合
（日）計画を進めてもよいという許可をもらった。
（英）We got the go-ahead for our project.
(4) 被修飾名詞の変換 [J]
・被修飾名詞が英語側では明示的に訳出されなかったり、主語の位置にきたりと大きく構造が変化
するタイプ
【例１０】被修飾名詞が英語では訳出されていない場合
（日）彼は物質欲が強い人間だ。
（英）He's consumed with material greed.
（３）英語特有の構文で訳出されるタイプ
・因果関係、比較等の英語特有の構文や、否定や限定詞等を用いた英語特有の表現で訳出されるタイ
プである。
(1) 英語特有構文・表現 [K]
・日本語の重文複文の表現が全体的に構造をかえて英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ。
【例１１】so 〜 that 構文の場合
（日）兄弟があまりよく似ているので間違えられる。
（英）The brothers are so much alike that the one is mistaken for the other.
（４）その他訳出タイプ
・（１）〜（３）以外の観点で分類されている項目で下記の２タイプがある。
(1) 記号を用いた表現 [L]
・記号を用いた表現で、日本語の重文複文の骨格が、コンマ、セミコロン、コロンなどの記号を用
いて表現されているタイプ
【例１２】セミコロンを用いた表現の場合
（日）ただ批判だけしていないで積極的に援助してください。
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（英）Don't just make criticisms; give us some positive help.
(2) その他（挨拶） [M]
・文法的な観点での分類を越えて「挨拶表現」という別の観点でグループ化をしているタイプ。挨
拶に関しては「前置詞(for)」「名詞節」のような文法的な観点で分けるよりも、挨拶という概念
でまとめたほうが良いと考え別途グループ化を行っている。
【例１３】”thank you”を用いた表現の場合
（日）ご丁寧にお教え戴きましてありがとうございます。
（英）Thank you for your kind information.
（５）意訳・個別的表現
・日本語の重文複文の骨格部分を英語の特定の箇所に対応付けできないタイプ。意訳のものや日英の
文の構造の変換が個別的であり、特定のタイプに分類するのが難しいもの、英語の一部に対応する
部分が日本語側では２つの述部を用いて説明的に表現されている場合などがある。
(1) 意訳・個別的表現 [N]
【例１４】意訳であり、構造的に特定のタイプに分類するのが難しい場合
（日）相手を見て物を言え。
（英）You have to know who you're talking to.
【例１５】日本語側では２つの述部を用いて説明的に表現されている場合
（日）骨がひっかかってのどが詰まっている。
（英）I have a bone in my throat.
・体系を構成する日英表現の関係の各情報の説明と、それに属する英語構文の文法的タイプの説明、
英語構文キーワードと例文の一覧については下記参照。
【付録８】日本語重文複文に対応する英語構文体系

以上
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【付録：1】変数一覧
2007.1.31 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社

使用言
語
変数名 分類
日 英
1
○

機能説明

付与可能意
味属性

補足説明

名 詞 又 は 名 詞 複合 NI、NK、IM TIME、NUM、NDも含む。英語側の対応する変数はデ
フォルトでNとなる。それ以外の品詞となる場合は品詞変
○ 語
換関数を使用する。

2

時詞

NI、NK、IM Nに対する下位クラスとなる。英語側の対応する変数はデ
フォルトでNとなる。それ以外の品詞となる場合は品詞変
換関数を使用する。

TIM
E

○

×

NU
M

○

×

○

×

N
3
4
ND

数詞

単語

NI、NK、IM Nに対する下位クラスとなる。英語側の対応する変数はデ
フォルトでNとなる。それ以外の品詞となる場合は品詞変
換関数を使用する。
Nに対する下位クラスとなる。英語側の対応する変数はデ
フォルトでNとなる。それ以外の品詞となる場合は品詞変
換関数を使用する。

用言性名詞

5

V

○

6

AJ

○

○ 動詞
○ 形容詞

7

AJV

○

×

8

ADV

○
○

○ 副詞
連体詞
×

○

×

○

12

AN
Y
VP

○ 品詞によらないすべ
ての表現
NY、IY
○ 動詞句

13

NP

○

14

AJP

9
10

REN

○
○

○ 名詞句
○ 形容詞句

AJVP

○

×

16

ADVP

○

17

CL

○ 副詞句
○ 節

15

NY、IY
NY、IY

句

節

○

形容動詞句

英語側の対応する変数はデフォルトでAJとなる。それ以
外の品詞となる場合は品詞変換関数を使用する。
GENも含む。英語側の対応する変数はデフォルトでAJと
なる。それ以外の品詞となる場合は品詞変換関数を使用
RENに対する下位クラスとなる。英語側の対応する変数
はデフォルトでAJとなる。それ以外の品詞となる場合は品
詞変換関数を使用する。

限定詞
GEN

11

形容動詞

NY、IY

直接引用で使用し、複数の要素が連なる場合も含む。

NI、NK、IM
NY、IY
NY、IY

英語側の対応する変数はデフォルトでAJPとなる。それ以
外の品詞となる場合は品詞変換関数を使用する。

NY、IY
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【付録：2】関数一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社

1

関数／制約
記述形式
名
様相関数
.様相関数

使用言語

機能

記述例とその意味

未使用の理由

日 英 セ ッ ト 変数に後接する付属語に対し [日]V1.rareru
で使用
て字面や品詞コード等の制約 →V1に様相”rareru”（助動詞のれる、られ
る）が付与されていることを示す。
をする
[英]V1.can
→V1に助動詞canがついていることを示
す。”can V”という形で訳出する。

2

語形関数

^語形関数

日、英それ 変数に対応する形態素に対し [日]V2^rentai
ぞ れ で 定 て字面や品詞コード等の制約 →V2が連体形であることを示す。
[英]V2^ing
義
をする
→V2をing変形して訳出する。

3

同 値 型 グ .#関数名
ループ関数

日

英語文型に影響を与えない同 [日].#desu 、.#da
種の意味の関数をまとめてグ →.#desu、#daどちらも.daまたは.desuであ
ループ名で指定する。原文で るということを示し、（.da｜.desu）と同等の
使用されていた関数をグルー 意味を持つ。
プ関数名とする。

4

品詞変換関 変 換 後 変 数 英
数
（変換前変
数）

日本語から英語を生成する際 V(N2)
に品詞の変換を指定する関数 →日本語でN2にマッチした名詞を英語生

5

成の際に動詞に変換することを示す。
V(V4|ND4)
→日本語側の対応する要素が要素選択
記号で記述されている場合は、品詞変換
関数の引数内部も要素選択記号を用いて
記述する。この例では日本語側でV4に
マッチした場合はV4を動詞のまま英語で
訳出することを示し、ND4にマッチした場
合はその部分の名詞を英語生成の際に
動詞に変換することを示す。

対応型要素選択記号で同等
対 応 型 グ .# 対 応 番 号 + 日 英 セ ッ ト 日英１対１の関係にある複数 [日] V2.#3meirei# [英] V2.#3base#
ループ関数 関数名#
で使用
の関数を日英の対応関係を → 命 令 と 勧 誘 をグ ル ー プ 化 し て いる 場 の内容が記述できるため、使
（※未使用）
保ったまままとめグループ名 合、日本語側で^meireiにマッチした場合 用していない。
で指定する。原文で使用され は英語側は^baseで、日本語側で、.kanyu
にマッチした場合は、英語側で.letsで訳
ていた関数をグループ関数名
出する。上記の表現は対応型要素選択記
とする。
号を用いた下記の表現と同等の意味を持

本文・別紙参照箇
所
⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-1】様相
関数一覧」を参照の
こと
⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-2】語形
関数一覧」を参照の
こと
⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-3】同値
型グループ関数一
覧」を参照のこと
⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-4】品詞
変換関数一覧」を参
照のこと

⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-5】未使
用一覧」を参照のこ
と

つ。
[日] #meirei # = #(^meirei|.kanyu)
[英] #base # = #(^base|.lets)

字面関数
#字面(パター 日
（※未使用） ン記述)

指定した字面の要素が変数内 ⇒本文Pを参照のこ
変数が含む字面に関して制約 [日] #とても(VP2)なので
→VPが”とても”という字面を含むことを示 のどの位置に現れるかという条 と
をする

7

マクロ関数 変数^(変数の 日
（※未使用） 形式指定)

8

要素抽出関 関 数 名 ( 節 変 英
数
数)
（※未使用）

9

構文生成関 関 数 名 ( 引 数 英
数 （ ※ 未 使 １,引数２,…)
用）

⇒本文Pを参照のこ
と
⇒詳細については
「【別紙1-2-5】未使
用一覧」を参照のこ
と
節変数に照合した日本語の主 CL1="He continued his research" の 場 同一の要素であることを明示 ⇒本文Pを参照のこ
する必要がある場合は、その と
合、
語を抽出する。
Sbj(CL1)→CL1の主語部分である"He"と 要素が隠れるような変数化は ⇒詳細については
せず、同一要素を明示する形 「【別紙1-2-5】未使
なる。
Obj(CL1)→CL1の目的語部分である"his で日英表現パターン作成する 用一覧」を参照のこ
こととなり、要素抽出関数が必 と
research"となる。
要なくなったため。また、節の
中のどの要素が主語でどの要
素が目的語かを決めるために
は変数内部を構文解析（格解
析）する必要が生じるため使用
していない。
英語特有の構文を生成する関 so̲that(The children were happy, they 特殊な英語構文を生成する場 ⇒本文Pを参照のこ
合にしか適用できず、関数を と
clapped their hands.)
数
→so̲that関数 を使 用し て” The children 用いることによって、日英表現 ⇒詳細については
were so happy that they clapped their パターン全体の記述力が上が 「【別紙1-2-5】未使
る見込みが少ないため。また、 用一覧」を参照のこ
hands.”を訳出する。
英語の生成処理が複雑である と
ため使用していない。

6

件もあわせて指定する必要が
ある場合が多く、より汎用性の
低い変数で構造を直接記述す
ることで対応できるため使用し
ていない
構造を指定しなければならな
変数を構成する要素に関して [日] CL1^(N2はADV3AJV4)
→CL1が” N2はADV3AJV4”という骨格を い場合は、汎化レベルの低い
制約をする
変数を用いて直接構造を指定
持つことを示す。
することで記述できるため使用
していない。
す。
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⇒詳細については
「【別紙1-2-5】未使
用一覧」を参照のこ
と

【付録：2.1】様相関数一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社
統語的・意味的分類
意味的
統語的
時制
現在
tense

相

日本語
関数
.genzai

適合表現

接続可能な変数

英語

V

V,VP,CL

関数
なし(^presentに相当)

未来

.mirai
(※未使用)

Vだろう

V,VP,CL

なし(^futureに相当)

過去

.kako

Vた、Vだ

V,VP,CL

なし(^pastに相当)

Vている、Vでいる

V,VP,CL

なし

動詞過去
形
-

Vてしまう

V,VP,CL

なし

-

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
.can ま た は ^passive に 〜 be V.ed
相当
can
.can
can

aspect

進行・結果・反復・状態など（動 .teiru
詞のタイプによる）
.teshimau
完了相（否定的）

態
voice

てある
ておく
てくる
ていく
開始相
試行動作
状態変化
状態変化＋使役
使役態
受動態・可能態

.tearu
.teoku
.tekuru
.teiku
.kaisi
.temiru
.joutaihenka
.nisuru
.sase
.rareru

Vてある、Vである
Vておく、Vでおく
Vてくる、Vでくる
Vていく、Vでいく
Vはじめる、V出す
Vてみる、Vでみる
AJくなる、AJVになる
AJくする、AJVにする
Vせる、Vさせる
Vれる、Vられる

V,VP,CL
V,VP,CL
V,VP,CL
V,VP,CL
V,VP,CL
V,VP,CL
AJ,AJV,AJP,AJVP,CL
AJ,AJV,AJP,AJVP,CL
V,VP,CL
V,VP,CL

可能態

.dekiru

Vできる

V,VP,CL

Vてくれる､Vでくれる
Vてやる、Vでやる
ない、ぬ、くない
かもしれない

V,VP,CL
V,VP,CL
V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C
L
V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C
L

にちがいない

V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C .must、.should
L

や り ・ も ら 受益
い

.tekureru
.teyaru
.hitei
命 題 に 真 偽 判 蓋然性判断 .kamoshirenai
対する認 断
(※未使用)
識
与益

否定
様相

modality

未使用の理由
適合表現
動詞基本
形
will
未来という概念は明確な形で言語の表層上に現
れないことが多く、日英表現パターンを未来の時
制まで拡張して使用するのは困難だと考えられる
ため使用していない。

蓋然性判断 .nichigainai
(※未使用)
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なし
なし
.not
.may

not
may

must
should

対応型要素選択記号を用いた下記の記述を使
用することで、様相表現を汎化することを試みた
が、対象件数が少なく、汎化の効果が少ないと予
測されたため使用していない。
(日)#数(.nichigainai|.kamoshirenai)
(英)#数(.must|.may)
（.kamoshirenaiの未使用の理由を参照のこと）

推量・判断

.darou
(※未使用)

だろう

V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C .will、.may
L

will
may

証拠性判断 .suitei
証拠性判断 .souda
伝聞
.souda

ようだ、らしい、みたいだ
V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C なし
L
なし
V（連用形）そうだ（推量）
V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C
L
V（連体形）そうだ（伝聞） ※Vは終止形 V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C
なし
とする考えもある。
L

-

断定

.da

Nだ、Nである

N,NP,CL

なし

-

.desu

Nです

N,NP,CL

なし

-

.gimu

Vべき､Vなくてはならない、Vなくてはな V,VP,CL
らぬ、Vなくてはいけない、Vないといけ
ない、Vねばならない、Vなければならな
い、Vねばならぬ、Vねばいけない、Vな
ければならぬ、Vなければいけない

.must、.should

must
should

価 値 判 義務
断

選択的判断 .hougayoi

方がよい、方がいい

V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C .better
L

had better

許可

teyoi
.tai

Vてよい、Vでよい
Vたい

V,VP,CL
V,VP,CL

.may
なし

may
-

.you

Vよう、Vう

V,VP,CL

.will

will

意志＋試行動作

.utosuru

Vうとする、Vようとする

V,VP,CL

.will､.would

will
would

予定

.yotei

Vことにする、Vつもり

V,VP,CL

なし

-

話し手の 希望
態度
意志
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「だろう」「でしょう」を同等に扱うため、同値型グ
ループ関数の形(.#darou)で使用しており、.darou
の形では使用していない。

聞き手へ 勧誘
の働きか
け

.kanyu
（※未使用）

Vよう

依頼

.tekudasai

Vてください

命令
禁止

.meireigo
.kinshi
（※未使用）

Vなさい、Vたまえ
Vするな

特殊

断定・説明
丁寧
オールマイティ関数

.noda
.masu
.all
（※未使用）

のだ、のである
V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C なし
L
ます
V,VP,CL
なし
関数として定義しているすべての様相を V,AJ,AJV,VP,AJP,AJVP,C なし
示す。複数の様相にマッチしてもよい。 L（基本的にはCLで使用）

-

その他

過剰

.sugiru

すぎる

-

その他

V,VP,CL

.lets
（※未使用）

let's

V,VP,CL

.please
（※未使用）

please

V,VP,CL
V,VP,CL

なし
.donot
（※未使用）

don't
対応型要素選択記号を用いた下記の記述を使
do not
（命令形で 用することで、様相表現を汎化することを試みた
使用される が、対象件数が少なく、汎化の効果が少ないと予
場合のみ） 測されたため使用していない。
(日)#数(.kinshi|.hitei.tekudasai)
(英)#数(.donot|.please.donot)

AJ,AJV,AJP,AJVP,CL
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.too

対応型要素選択記号を用いた下記の記述を使
用することで、様相表現を汎化することを試みた
が、対象件数が少なく、汎化の効果が少ないと予
測されたため使用していない。
(日)#数((^meirei|.meireigo)|.tekudasai|.kanyu)
(英)#数(^base|.please|.lets)
かならずしも、pleaseとセットで使用されるとは限ら
ないので.pleaseは使用していない。

変数（特にCL変数）が様相表現を含んでもよいか
どうかは、日英表現パターンごとに異なり、個別の
検討を要するため、現時点で対応ができていな
い

【付録：2.2】語形関数一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社

（1）日本語語形関数
タイプ

表記
^mizen

意味・適応表
付与される品詞
説明・例・備考
未然形指定 V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の未然形を表す
走らない → V^mizen.hitei

^renyou

連用形指定

^shuushi

終止形指定

^rentai

連体形指定

^katei

仮定形指定

^meirei

命令形指定

V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の命令形を表す
走れ → V^meirei

^dekiru

できる

V,VP,CL

動詞が“できる”を内包していることを表す。
(例)理解出来る（１形態素の場合）

^desu

です

AJV,AJVP,CL

形容動詞が“です”を内包していることを表す
(例)綺麗です（１形態素の場合）

^sugiru

過ぎる

V,VP,CL

動詞が“過ぎる”を内包していることを表す
(例)食べ過ぎる（１形態素の場合）

^daro

だろ

AJV,AJVP,CL

形容動詞が“だろ”を内包していることを表す
(例)綺麗だろ（１形態素の場合）

^sase

せる、させる

V,VP,CL

動詞が“せる”または“させる”を内包している
ことを表す(例)勉強させる（１形態素の場合）

^sieki

使役動詞

V,VP,CL

使役動詞を表す

意味指定 ^kano

可能動詞

V,VP,CL

可能動詞を表す。

活用形指定

助動詞内包
指定

V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の連用形を表す
走ります → V^renyou.teinei
V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の終止形を表す
走る。 → V^shuushi

未使用の理由
変数の後に続く表現が条件となり、構造上
の多義を切り分けるために、敢えて活用形
を指定する必要が無いから。

変数の後に続く表現が条件となり、構造上
の多義を切り分けるために、敢えて活用形
を指定する必要が無いから。

V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の連体形を表す
走る。 → V^rentai
V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 用言の仮定形を表す
走る。 → V^katei

表記だけでは切り分けられない場合が多
く、使役動詞、可能動詞の認定が難しく、
現在対応していない。
表記だけでは切り分けられない場合が多
く、使役動詞、可能動詞の認定が難しく、
現在対応していない。

1 / 2 ページ

（2）英語語形関数
タイプ

表記
^obj

意味
目的格変形

N、NP

I → me

^poss

所有格変形

N、NP

I → my

^abposs

独 立 所 有 格 N、NP
変形
再 帰 代 名 詞 N、NP
変形
複数形
N、NP

foot → feet

^pron

代名詞変形

N、NP

Taro → he

^base
^present
^future

原形
現在
未来

V、VP、CL
V、VP、CL
V、VP、CL

go (原形)
go → go または gose(主語が３人称単数の場
合）→ will
go

^past (*1） 過去
^pft
完了

V、VP、CL
V、VP、CL

go → went
go → have gone

^reflex
名詞変形 ^pl

付与される品詞

説明・例・備考

I → mine
I → myself
必ず複数形をとる名詞や名詞句が文型パ
ターン中に存在する場合には、^plを付与
する必要があるが、そのような判定は困難
であるし、件数も少ないと予測されるので、
対応していない。

時制とアスペクトをまとめた^prp（現在完了
形変形）、^psp（過去完了形変形）の導入
に伴い、不必要となったため使用していな
い

動詞変形
^prp
^psp
^prog
^passive
^ing
^ed
^grn
^st
形容詞変形
^er

現在完了
V、VP、CL
過去完了
V、VP、CL
進行形
V、VP、CL
受身形
V、VP、CL
現在分詞
V、VP
過去分詞
V、VP
動 名 詞 化 変 V、VP
最上級
AJ,ADV
比較級
AJ,ADV

未使用の理由

go → have gone
go → had gone
I'm reading a book. → CL^prog
Her hair is dyed → CL^passive
go → going（現在分詞）
go → gone
go → going(動名詞)
troublesome → most troublesome
beautiful → more beautiful
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【付録：2.3】同値型グループ関数一覧
2007.1.31 ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社

名称
表記
用言述部型 .#masu
（ ま す ・ の だ .#noda
型）

適合表現

付与される品詞

Vます、Vのだ、 V,VP,CL
Vのである

説明・例・備考
未使用の理由
「.masu」「.noda」を１つにまとめた関数を表 常に「ます」と「のだ」を同等
に扱えるとは限らないた
す。V3(.masu|.noda)と意味的に同等。
※関数を任意化することで、V(単独用言) め、未使用となっている。
にも照合させることができる。

体言述部型 .#desu
（ で す ・ だ .#da
型）

Nだ、Nである、 N,NP,CL
Nです、

推 量 型 （ だ .#darou
ろう・でしょう .#desho
型）
可能型（られ .#rareru.
る ・ で き る .#dekiru
型）

V だ ろ う 、 V で V,VP,AJ.AJP,AJV,AJVP,CL 「. darou」「. desho」を１つにまとめた関数を
しょう
表す。V3(.darou|.desho)と意味的に同等。
Vられる、Ｖでき V,VP,CL
る、Ｖできる（用
言性名詞＋“で
き る ” で 一 語の
場合）

「. desu」「. da」を１つにまとめた関数を表
す。N3(.desu |. da)と意味的に同等。

「. rareru」「. dekiru」「^dekiru」を１つにまと .rareruのうち可能の意味を
め た 関 数 を 表 す 。 表すものだけが対象である
V3(.rareru|.dekiru|^dekiru) と 意 味 的 に 同 ので、その判定を行う必要
があり、未使用となってい
等。
※適用範囲をV^kanoにも拡大することで、 る。
可能動詞にも照合させることができる。
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【付録：2.4】品詞変換関数一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社

名称
名詞変換関数

表記
N(ARG1)

動詞変換関数

V(ARG1)

形容詞変換関数

AJ(ARG1)

副詞変換関数

ADV(ARG1)

名詞句変換関数

NP(ARG1)

動詞句変換関数

VP(ARG1)

形 容 詞 句 変 換 関 AJP(ARG1)
数
副詞句変換関数 ADVP(ARG1)

意味
名詞に変換する

ARG1として可能な変数
例
V,AJ,ADV
ARG1=V1=注文する の場合
N(V1)=order
動詞に変換する N,AJ,ADV
ARG1=N1=提供 の場合
V(N1)=provide
形容詞に変換する N,V,ADV
ARG1=ADV1=うれしく の場合
AJ(ADV1)=happy
副詞に変換する N,V,AJ
ARG1=AJV1=必要だ の場合
ADV(AJV1)= necessarily
名詞句に変換する VP,AJP
ARG1=V1=学校を休む の場合
NP(VP1)= absence from school
ARG1=NP1=銀行の帰り の場合
動詞句に変換する NP,AJP,AJVP
VP(NP1)=come out of the bank
形 容 詞 句 に 変 換 NP,VP
する
副詞句に変換する NP,VP,AJP

未使用の理由

ARG1=NP1=非行に走る の場合
VP(NP1)=delinquent
ARG1=NP1=はるかかなた の場合
VP(NP1)=in the distance

述 部 焦 点 型 名 詞 NP̲pred(ARG1) argの述部に焦点 CL,VP,AJP,AJVP
句変換関数(※未
を当てた名詞句に
使用)
変形する

ARG1=VP1=汽車が延着する の場合
述部に焦点を当てて名詞化す
NP̲pred(VP1)= The delay in the arrival of るという英語生成処理が複雑
the train
であるため。

主 語 焦 点 型 名 詞 NP̲subj(ARG1)
句変換関数(※未
使用)
目 的 語 焦 点 型 名 NP̲obj(ARG1)
詞句変換関数(※
未使用)

ARG1=VP1=雪が降る の場合
NP̲subj(VP1)= falling snow

argの主語に焦点 CL,VP,AJP,AJVP
を当てた名詞句に
変形する
argの目的語に焦 CL,VP,AJP,AJVP
点を当てた名詞句
に変形

ARG1=VP1=経験を積み重ねる の場合
NP̲obj(VP1)= accumulated experience

主語に焦点を当てて名詞化す
るという英語生成処理が複雑
であるため。
目的語に焦点を当てて名詞化
するという英語生成処理が複
雑であるため。

（注１）英語生成処理で、変数にマッチした日本語の品詞を変換してから、英訳するか、英訳した後に品詞を変換するかについては検討する必要がある。また、日英間で同一品詞の対応する語がない場
合は、直接訳出するための辞書が必要となる。そのような例としては、欲しい（形容詞）→want（動詞）、好きだ（形容動詞）→like（動詞）など一般的なものが多く見られる。
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【付録：2.5】未使用の関数一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社

対応型グループ関数 （日英セットで使用）
名称
時制グループ

日英それぞれでの表記
日
英
.#対応番号genzai#
.#対応番号present#
.#対応番号kako#
.#対応番号past#
.#対応番号mirai#
.#対応番号future#

真偽判断グループ

.#対応番号nichigainai#
.#対応番号must#
.#対応番号kamoshirenai# .#対応番号may#

価値判断グループ

.#対応番号gimu#
.#対応番号hougayoi#

.#対応番号must#
.#対応番号better#

命令・勧誘グループ .#対応番号meirei#
.#対応番号tekudasai#
.#対応番号kanyu#

.#対応番号base#
.#対応番号please#
.#対応番号lets#

禁止・否定的依頼グ .#対応番号kinshi#
ループ
.#
対
応
番
hitei.tekudasai#

.#対応番号donot#
号 .# 対 応 番
please.donot#

説明

対応型要素選択記号での同等内容の記述

時制を表す関数をまとめて表す。

いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と意味
的に同等である。
(日)#対応番号(.genzai|.kako|.mirai)
(英)#対応番号(.present|.past|.future)
「に違いない」、「かもしれない」など物事に対する いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と意味
的に同等である。
真偽判断を表す表現をまと馬手表す。
(日)#対応番号(.nichigainai|.kamoshirenai)
(英)#対応番号(.must|.may)
「〜べき」、「なければならない」、「方がよい」など いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と意味
の物事を実行すべきかどうかの価値判断を表す 的に同等である。
(日)#対応番号(.gimu|.hougayoi)
表現をまとめて表す。
(英)#対応番号(.must|.better)
命令形、「〜なさい」などの命令語、「て下さい」な いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と意味
どの依頼、「〜よう」などの勧誘表現をまとめて表 的に同等である。
(日)#対応番号((^meirei|.meireigo)|.tekudasai|.kanyu)
す。
(英)#対応番号(^base|.please|.lets)
「〜な」、などの禁止や「ないでください」などの否 いずれも対応型要素選択記号を用いた下記の記述と意味
的に同等である。
号 定的な依頼の表現をまとめて表す。
(日)#対応番号(.kinshi|.hitei.tekudasai)
(英)#対応番号(.donot|.please.donot)

字面関数 （日本語関数）
名称
字面関数

表記
#字面(ARG1)

使用条件

説明
変数が含む字面の条件を指定する

例
#とても（CL1.kako）
→CL1.kakoが字面「とても」を含むことを示す。

ARG1=パターン記述

説明
変数の骨格を他の文型パターン構成要素で指定する

例
CL1^(N2はAJV3V4)
→CL1が"N2はAJV3V4"という骨格を持つことを示す。

引数
ARG1=CL

処理内容
英語を能動態に変換する
1)ARG1の形容詞、（または副詞）をsoで修飾す
る。
2)ARG1とARG2をthatでつなぐ

例
ARG1= I was scolded by him severelyの時、
active(ARG1) = he scolded me severely
ARG1=The novel was interesting
ARG2=I read it at a single sittingの時、
so̲that(ARG1, ARG2) = The novel was so interesting that
I read it at a single sitting.
ARG1=it is significantly toxic、ARG2=great caution must
be taken with its useの時、
so.that(ARG1, ARG2) = It is significantly toxic so that
great caution must be taken with its use

ARG1=パターン記述

マクロ関数 （日本語関数）
名称
マクロ関数

表記
変数^(ARG1)

使用条件

構文生成関数 （英語関数）
種類
voice変形

active(ARG1)

程度に伴う因果

so̲that(ARG1, ARG2)

ARG1=CL
ARG2=CL

so.that(ARG1, ARG2)

ARG1=CL
1)ARG3=1の時ARG1の最後にコンマをつける。
ARG2=CL
2)ARG1とARG2をso thatでつなぐ
ARG3=0 or 1 (so thatの
前にコンマを入れる場合
は1,入れない場合は0)

表記
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such̲that(ARG1, ARG2)

ARG1=CL
ARG2=CL

such.that(ARG1,ARG2)

ARG1=CL
ARG2=CL

too̲for̲to(ARG,ARG2,AR ARG1=CL
G3)
ARG2=NP
ARG3=VP

瞬時

ARG1=he is a poor talker
ARG2=he cannot give an appropriate answerの時、
such̲that(ARG1, ARG2) = He is such a poor talker that he
cannot give an appropriate answer.
ARG1=the power of the waves was strong
1)ARG1の補語をsuchにする。
ARG2=the ship's hull snapped in twoの時、
2)ARG1とARG2をthatでつなぐ
such.that(ARG1,ARG2) = The power of the waves was
such that the ship's hull snapped in two
1)ARG1の形容詞（または副詞）をtooで修飾する。 ARG1=Shizuo is bashful
2)ARG3の前にforをつけ、ARG2はto不定詞に変 ARG2="" (ARG2がない場合）
ARG3=ask a girl for a dateの時
形する。
too̲for̲to(ARG,ARG2,ARG3) = Shizuo is too bashful to
3)ARG1,ARG2,ARG3をつなぐ。
ask a girl for a date.

too̲for̲even.to(ARG1,AR ARG1=CL
G2,ARG3)
ARG2=NP
ARG3=VP

1)ARG1の形容詞（または副詞）をtooで修飾する。
2)ARG3の前にforをつけ、ARG2はto不定詞に変
形し、evenをつける。
3)ARG1,ARG2,ARG3をつなぐ。

ARG1=I'm busy
ARG2="" (ARG2がない場合）
ARG3=read the newspaperの時
too̲for̲even.to(ARG1,ARG2,ARG3) = I'm too busy even
to read the newspaper.

much.too̲for̲to(ARG1,AR ARG1=CL
G2,ARG3)
ARG2=NP
ARG3=VP

1)ARG1の形容詞（または副詞）をmuch tooで修飾
する。
2)ARG3の前にforをつけ、ARG2はto不定詞に変
形する。
3)ARG1,ARG2,ARG3をつなぐ。
1)ARG1の形容詞（または副詞）をsoで修飾する。
2)ARG2をto不定詞に変形する。
3)ARG1, ARG2, ARG3をつなぐ。

ARG1=this coffee is hot
ARG2="" (ARG2がない場合）
ARG3=drinkの時
much.too̲for̲to(ARG1,ARG2,ARG3) = This coffee is much
too hot to drink.

so̲as.to(ARG1,ARG2,AR ARG1=CL
G3)
ARG2=NP
ARG3=VP
目的

1)ARG1の形容詞.名詞をsuchで修飾する。
2)ARG1とARG2をthatでつなぐ

in̲order̲that(ARG1,ARG2 ARG1=CL
1)ARG2に助動詞ARG3を付ける。
,ARG3)
ARG2=CL
2)ARG1とARG2をin order thatでつなぐ。
ARG3={may | might | can
| could |will | would |
sould}
no̲sooner̲than1(ARG1,A ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
RG2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2) ARG1の述部を”no sooner”で修飾する。
ARG2=CL
3)” ARG1 than ARG2”という形に変形する。
no̲sooner̲than2(ARG1,A ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
RG2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2)ARG1を倒置させ“No sooner”を先頭につけ
ARG2=CL
る。

ARG1=I was careless
ARG2="" (ARG2がない場合）
ARG3=leave season ticket at homeの時
so̲as.to(ARG1,ARG2,ARG3) = I was so careless as to
leave my season ticket at home.
ARG1=He worked hard
ARG2=he gets the prize
ARG3=mightの時
in̲order̲that(ARG1,ARG2,ARG3) = He worked hard in
order that he might get the prize.
ARG1=He leaves home
ARG2=it begins to rain
no̲sooner̲than1(ARG1,ARG2) = He had no sooner left
home than it began to rain.
ARG1=He leaves home
ARG2=it begins to rain
no̲sooner̲than2(ARG1,ARG2) = No sooner had he left
home than it began to rain.

3)” ARG1 than ARG2”という形に変形する。
scarcely̲before1(ARG1,A ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
RG2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2)ARG1の述部を”scarcely”で修飾する。
ARG2=CL
3)” ARG1 before ARG2”という形に変形する。
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ARG1=he does it
ARG2=he begins reading
scarcely̲before1(ARG1,ARG2) = He had scarcely done it
before he began reading.

必然

scarcely̲before2(ARG1,A ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
RG2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2)ARG1を倒置させ“Scarcely”を先頭につける。
ARG2=CL
3)” ARG1 before ARG2”という形に変形する。

ARG1=he does it
ARG2=he begins reading
scarcely̲before2(ARG1,ARG2) = Scarcely had he done it
before he began reading.

hardly̲when1(ARG1,ARG ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2) ARG1の述部を”hardly ”で修飾する。
ARG2=CL
3)” ARG1 when ARG2”という形に変形する。

ARG1=he receives the news
ARG2=he starts
hardly̲when1(ARG1,ARG2) = He had hardly received the
news when he started.

hardly̲when2(ARG1,ARG ARG1=CL （ 時 制 が 過 去 1)ARG1を過去完了に、ARG2を過去時制にす
2)
で一般動詞が使われて る。
いる場合のみ。）
2)ARG1を倒置させ“Hardly”を先頭につける。
ARG2=CL
3)” ARG1 when ARG2”という形に変形する。

ARG1=he receives the news
ARG2=he starts
hardly̲when2(ARG1,ARG2) = Hardly had he received the
news when he started.

cannot̲without(ARG1,AR ARG1=CL
G2)
ARG2=V or VP
never̲without(ARG1,ARG ARG1=CL
2)
ARG2=V or VP

倒置

inverse(ARG1)

ARG1=CLまたは重文

倒置

inverse̲as(ARG1)

ARG1=CL

分詞構文

ptcle(ARG1)

ARG1=CLorVP

To oneʼs 感情名詞 to̲emotioni(ARG1)

ARG1=CL

1)ARG1にcannotを付ける。
2) ARG2をing形に変形する。
3)ARG1 without ARG2という形に変形する。

ARG1=He writes a letter
ARG2=make mistakes
cannot̲without(ARG1,ARG2) = He cannot write a letter
without making mistakes.
ARG1=They meet
1)ARG1の述部の前にneverを挿入する。
ARG2=quarrel
2) ARG2をing形に変形する。
never̲without(ARG1,ARG2) = They never meet without
3)ARG1とARG2つなぐ。
quarreling.
ARG1の中の強調語を前に出して強調語.V.Sという形 ARG1=the damage done to the propeller was such that tha
に変形する。such〜that構文などの重文が引数の場合 airplane shook violently
は前の節の強調語に対して倒置の変形をする。
inverse(ARG1) = Such was the damage done to the
propeller that the airplane shook violently.
ARG1の中の強調語を前に出して強調語as.V.S ARG1=I live in a lonely spotの時、
inverse̲as(ARG1) = Living as I do in a lonely spot
という形に変形する

ARG1を分詞構文に変形する。ARG1に過去形
の変形情報(̲past)がついているときは完了分詞
構文を作成する。
1)ARG1を「S.V」の形から「To Sの所有格 Vの名
詞形」という形に変形する。

ARG1=I have written this story in the newspaperの時、
ptcle(ARG1) = having written this story in the newspaper
ARG1=he is amusedの時、
to̲emotioni(ARG1) = to his amusement

（注）構文生成関数は、重文、複文全体に対するパターン作成作業を行うのに先立ち、因果関係構文500文を対象に検討を行った結果に基づき、作成したものである。よって、日本
語の重文複文に対する英語全体に対して、構文を生成する関数を網羅的に検討してはおらず、因果関係特有の構文に集中していたり、汎用性が低い関数が多くさくせいされると
いう結果になっている。

要素抽出関数 （英語関数）
名称

表記

引数

説明

主語指定

Sbj(ARG1)

ARG1=CL

ARG1の主語を抽出する。

目的語指定

Obj(ARG1)

ARG1=CL,VP,AJP

ARG1の目的語を抽出する。
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例
CL1="He continued his research"の場合、
Sbj(CL1)→CL1の主語部分である"He"となる。
CL1="Authorities were unable to identify him"の場合、
Obj(CL1)→CL1の目的語部分である"him"となる。

【付録：3】記号一覧
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社
記号名

記述形式

使用言語

記述例とその意味

1

要素選択記号

2

対応型要素選択 #対応番号(パターン記 日英セットで使 日英での要素の対応関係を保った (日)#2(^meirei|.kanyu)(英)#2(^base|.let
記号
述|パターン記述|…)
用
まま、対応する順序で日英の要素を s)
指定する。
→日本語が^meireiにマッチした場合
は 英 語 側 で は ^base で 、 日 本 語
が.kanyuにマッチした場合は英語側
では.letsで訳出する。

3

補完要素記号

4

5

訳出要素選択記 [# 記 憶 番 号 ]< 訳 語 |変 英 （ 日 本 語 関 日本語文型パターンで”|”の右側に #2＜N1|I＞
号
数>
数 の 「 補 完 要 記述した変数が照合した場合は、そ →日本語文型パターンでN1にマッチ
素記号」とセッ の変数の訳語を、照合しなかった場 す る 要 素 が あ れ ば 、 N1 の 英 語 を 訳
トで使用）
合は左側に記述された訳語を直接 出、なければ”I”を訳出する。
訳出する。
任意要素記号
#対応番号[パターン記 日 の み 、 ま た 照合ではその要素そが入力日本文 (日)#3[ADV4]
述]
は日英セットで にあってもなくてもよいとする。英語 →ADV4が照合の際にあってもなくて
使用
側 の 任 意 要 素 は 、 日 本 語 文 型 パ もよいことを示す。
ターンで対応する要素があった場合 (英)#2[ADV3]
のみ訳出する。
→日本語文型パターンでADV3にマッ
チする要素があった場合のみADV3を
英訳し、訳出する。

6

順序任意記号

[#記憶番号]{パターン 日
記述１,パターン記述２}

照合の際に指定した２つの隣接した
要素が入れ替わってもよいとする。 #1{/N2が,/N3で}→”N2が”と”N3で”
が順序入れ替え可能であることを示
す。

7

移動可能記号

対象要素…$数^{パター 日
ン記述}
移動先位置…$数

照合の際の移動可能な要素と移動 $1^{/N1 は }/N2 を $1/V3 て
可能な位置を指定する。
$1/V4.kako。→”N1は”が$1の位置の
いずれかの位置に移動してもよいとす
る。

8

離散記号

/y、/t、/c、/k、/f

日

文型パターンにない要素で、挿入可
/yN1は、/ckN2を/fV3。
能なものの指定する。
/y 連用節（接続詞を含む）/t 連体 →N1の前に連用節、N2の前に格要素
節/c 格要素/v 動詞連体形/k 形 と形容詞・形容動詞連体形・連体詞、
容 ( 動 ) 詞 連 体 形 ・ 連 体 詞 /f 副 詞 V3の前に副詞が挿入してもよいことを
示す。複数タイプの挿入要素を認める
（句）
場合は”/cfk”のように/の後に挿入可
能要素を表すアルファベットを並べて
記述する。

9

文節境界記号

!

日

文節の境界を表す。入力日本文との
N1は!N2を!V3.ta。
マッチング条件として利用する。
→”は”と”N2”、”を”と”V3”の間が文
節境界であることを示す。

[#記憶番号]{挿入要素} 英

英語側の要素の中に副詞等の別の V1.prp#2{ADV3}
要 素 を 挿 入 し て 訳 出 す る こと を 示 →V1にADV3を挿入して訳出する。下
す。
記の表現と同等。have ADV3 V1.ed

10 要素挿入記号

[#記憶番号](パターン 日、英
記述１|パターン記述２|
…)

機能

複数の選択要素を表す。
(日)#2(とかく|兎角)
(日)照合で、複数記述された要素の →”とかく”または”兎角”のいずれかに
うちのいずれかにマッチすればよい マッチすればよいという条件を示す。
とする。
(英)(a|an) N2
(英)複数記述された要素のいずれか →N2の訳語によってa、anのいずれを
を使用することを示す。英語側の変 用いるかを英文生成側で判定すること
数の訳語が決まらないとどのような英 を表す。
語（ex. 前置詞）で訳出するかが決ま
らない場合に使用する。

[#記憶番号]<パターン 日 （ 英 語 関 数 文型パターン作成の際利用した原 #1<N1は>
記述>
の 「 訳 出 要 素 文で英文にあって日本文にはない →”N1は”が補完された要素であること
選 択 記 号 」 と 主語を補った要素である。照合では を示す。照合の際にはあってもなくて
セットで使用） その要素が入力日本文にあってもな もよい。
くてもよいとする。必ずしも主語であ
る必要はなく、補完する格としては
「は格」、「が格」、「を格」、「に格」、
「から格」、「の格」、「と格」がある。
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【付録：4】節間意味分類体系
2006.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社
節間意味コ１段階２段階
HS
HSa
HSa100

３段階

４段階

補足節（補語相当節）

説明

節間ＫＷ

主節の述部を補う要素となる節。
「節＋形式名詞」の形で名詞相当の働きを持ち、格助詞を伴って主節の述部を補う要素と
なる節
形式名詞「こと」を伴う節

名詞節
コト型

1 ことを
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

選択疑問節＋トイ
「選択疑問節＋ということ」という形式で名詞相当の働きを持つ節
ウコト型

HSa101

こと(が|は)
ことから
ことだ
ことで
ことと
ことに
ことの
ことへ
ことも
ということ(が|は)
ということだ
ということで
ということに
ということも
ということを
とのこと

1 かどうかということ
2 かということ

疑問語疑問節＋ト
「疑問語疑問節＋ということ」という形式で名詞相当の働きを持つ節
1 疑問語＋かということ
イウコト型
可能
「ことができる」という形式で、その事態を実現させることが可能であるということを示す。
1 こと(が|も)できる
「ことにする」「ことになる」という形式で、その事態を決定したり、または「ことになっている」と
1 ことにする
決定・予定
いう形式で過去に、ある事態を決定して今は予定となっていることを示す。
2 こと(に|と)なる
3 ことにしている
4 ことになっている
「たことがある」「たことがない」という形式で、その事態を経験したことがあるということを示
経験
1 たこと(が|も)(ある|ない)
す。
2 こと(が|も)なかった

HSa102
HSa103
HSa104

HSa105
HSa106

不必要

HSa107

可能性・反復

HSa200

ノ型

「こともない」という形式で、その動作を起こすに及ばないということを示す。
「基本形＋ことがある」という形式で、ある事態が起こる可能性がある、またはある事態が何
度か起こっている状態を表す。後者の場合は「よく」などの副詞を伴うことが多い。
形式名詞「の」を伴う節

HSa300

強調構文
トコロ型

<会議の/期間を/大幅に/延ばす>/{(事)}を/考えている。
<あなたの/言う>/{(事)}は/もっともだ。
<彼が/言った>/{(こと)}から/多くの/意味を/引きだすことはできなかった。
<この/火事で/不幸中の/幸いは、/火災保険を/つけていた>/{(こと)}です。
富士山は/<形の/美しい>/{(こと)}で/有名である。
彼の/話は/<私の/聞いた>/{(こと)}と/一致しない。
<彼が/そこに/いない>/{(こと)}に/気が/ついた
それは/<私が/言いたかった>/{(こと)}の/まさに/反対です。
これは、/<すっかり/お世話に/なった>/{(こと)}への/ほんの/お返しです。
<親や/兄弟に/話せないような>/{(事)}も/友達には/話せる。
おとぎ話には/<きつねや/たぬきが/人間に/化けるという>/{(こと)}が/よく/ある
目下のところ/主な/危険は/<休戦状態が/破られてしまうだろうという>/{(こと)}だ。
生徒委員会は/<制服は/廃止すべしという>/{(こと)}で/意見が/まとまった
この/力は/<外力でなければならないという>/{(こと)}に/注目してください。
<こういう/計画も/ある>と/いう/{(こと)}も/頭に/入れておいてください
<それが/うそだという>/{(こと)}を/初めから/ずっと/知っていたに/違いない。
来年から/それは/<廃止に/なるとの>/{(事)}だ
要は/<彼が/その/書類を/読んでくれる{(かどうか)}>という/ことだ。
問題は/<ある/程度以上の/文明が/有害でない{(か)}>という/ことだ。
{(いかに)}/書物を/読む(かという>/こと)は/大切だ。
今では/<月に/行く>/{(こと)}も/できる。
<明日、/大阪へ/出発する>/{(事)}に/した。
<今度/引っ越す>/{(事)}に/なった。
私は/<毎朝/水を/飲む>/{(事)}に/しています。
彼は/<５時には/来る>/{(事)}に/なっている。
彼女は/<小さい/ときから、/親の/手を/煩わせた>/{(事)が/ない}。
彼女は/<近所と/親しく/交わる>/{(こと)も/なかっ}た。

1 こともない

<彼に/わざわざ/知らせる>/{(事)も/ない}。

1 こと(が|も)ある

<肺炎で/死ぬ>/{(事)も/ある}。

1 のを
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HSa201

日本文例

というの(が|は)
というのも
というのを
の(が|は)
のだ
ので
のと
のに
のも

僕は/<雨が/降った>/{(の)}を/知らなかった。
<子どもに/じっとしていろ>と/いう/{(の)}は/無理だ
<彼が/大統領の/親戚だという>/{(の)}も/まんざら/嘘ではないらしい。
<金を/取らないという>/(の)を/無理に/握らせられた
<その/試合に/負けた>/{(の)}は/残念だ。
彼は/<日本語が/わからない>/(の)です
この/店は/<コーヒーが/うまい>(の)で/有名だ
<主人が/出た>/(の)と/入れ違いに/お客が/来ました。
私は/<友達の/顔色の/悪い>/{(の)}に/気付いた。
<彼が/腹を/立てる>/{(の)}も/無理は/ない

「〜のは（が）〜だ」という形式で、文の要素の一部を強調する形で用いられる表現

1 〜の(が|は)〜だ

<彼を/働かせた>/{(の)}は/名声欲だ。

形式名詞「ところ」を伴う節

1 ところは

<力の/足らない>/{(ところ)}は/勉強で/補う
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
選択疑問節＋トイ
「選択疑問節＋かというところ」という形式で用いられる節
ウトコロ型
疑問語疑問節＋ト
「疑問語疑問節＋かというところ」という形式で用いられる節
イウトコロ型
節＋格助詞型
節の後に形式名詞を伴わず、直接格助詞が接続して名詞相当の表現として使用される節

HSa301
HSa302
HSa400

HSb

疑問節

HSb100

選択疑問文

HSb200

HSc

疑問語疑問文

引用節
直接引用

HSc200

間接引用

HSc202
HSc203

「何を」「どこで」「いつ」「だれが」などの疑問語を用いて「疑問語〜か」「疑問語〜かどうか」
「疑問語〜かしら」という形式で用いられる疑問表現で 主節の述部を補う要素となる節

ところへ
ところまで
ところも
ところを

<工学に/向いた>/{(ところ)}が/ある。
そこが/<私が/受け入れられない>/{(ところ)}/なんです。
<彼の/主張する>/{(ところ)}と/観察できる/実態との/間には/ほとんど/一致が/ない。
<丁度/夕食が/終わった>/{(ところ)に}/彼が/やってきた。
その/年には/アメリカ人の/およそ６人に/１人が、/<公式に/定義される>/(ところ)の/「貧困」
/状態で/生活していた
<私が/話している>/{(所)へ}/彼が/やってきた。
<もう/これ以上/堪えられない>/{(ところ)}まで/ストレスが/たまった。
店によっては/<割引を/する>/{(ところ)も/ある}。
彼は/<汽車から/下りる>/{(ところ)を}/つかまった

1 かというところ

こうした基準で問題がないかどうかというところに関心がある。
<こうした/基準を/{(どのように)}/解釈して/行く{(か}>という/ところ)に/非常に/多くの/問題が
1 疑問語＋かというところ
/有りそうだ。
1 節＋に
彼の/提案は/<考慮する>{(に)}/足る
2
3
4
5
6

節＋が
節＋にも
節＋は
節＋も
節＋を

<もっと/勉強する>{が/宜しい}
<朝、/遅い>{(にも)/程が/ある}。
<商業界において/最も/重んずべき>は/信用である。
彼は/<死んだ{(も>/同然だ)}
<現代の/青年に/国家観念の/欠乏せる>{(を)}/悲しむ

1か

<彼が/この/本を/書いた{(か)}>は/疑わしい。

2
3
4
5
6
7
8
9

<罪が/ある{(か)}/ない{(か)}>は/裁判で/決められる。
我々は/<彼が/また/失敗しは/し{ない>(かと)}/心配した
彼は/<来るの(かどうか)>/聞いてみてくれ
<外国貿易が/順調である{(か否か)}>は、/まだ/分からない。
<あの/人に/安心して/仕事を/頼める/{(のか)}>/不安だ
<誰か/来た{(のではないか)}>と、/戸口の/方に/目を/向けた。
<彼女に/その/質問を/してよい/{(ものかどうか)}>/ためらった。
<この/風説が/事実である{(や/否や)}>を/ただしてみよう

〜か〜か
かと
かどうか
か否か
の(か|やら)
のではないかと
ものかどうか
や否や

1 疑問語＋か

(何が)/<あった(か)>/正直に/話しなさい。

2 疑問語＋のか
3 疑問語＋ものか

<その/子が/{(どうして)}/死んだ/{(のか)}>/いっこうに/事情が/わからなかった。
<{(どのくらい)}/時間が/かかる/{(ものか)}>/よく/分かりません。

1 」と

<「それは/本当だ」>{(と)}/彼は/付け加えた

1と

彼は/<絶対に/失敗しない>{(と)}/確信している

2 ことと
3 というふうに
4 ものと

<お元気で/お過ごしの>/{(ことと)}/存じます。
<彼女は/結婚している>{(と/いう/ふうに)/聞いています}
彼は/<競走に/勝つ>/{(ものと)}/確信している

1 とは

<それが/何らかの/役に/立つ>{(とは)}/考えられない。

「〜ように」という形式で用いられる疑問表現。主に、命令、依頼、提案の発言内容、祈願
の発話内容を表す。

2 こととは

アメリカは/他国の/政変を/<決して/自分に/かかわり/ない>/{(事)}とは/考えないようだ

1 ように

その/学生に/<もっと/時間を/きちんと/守る>{(ように)}/注意した。

2 よう
3 ように(と)
4 ようにと

<入試の/難関を/突破される>{(よう)}/祈っています
<息子に/何も/起こらない>{(ようにと)}/絶えず/気に/病んでいた。
彼は/<子供たちに/正直に/する>{(ようにと)}/くり返し/教え込んだ

引用の形式で主節の述部を補う要素となる節

HSc100
HSc201

「〜か」「〜かどうか」「〜かしら」という形式で疑問の内容を表し、主節の述部を補う要素と
なる節
「〜か」「〜かどうか」「〜かしら」という形式で用いられる疑問表現で、主節の述部を補う要
素となる節

ところが
ところだ
ところと
ところに
ところの

ト型

トハ型
ヨウニ型

「」で囲み、発言内容をそのままの形で引用する節
発言内容や思考内容を「と」「とは」「ように」「などと」「なんて」を伴った引用という形式で、
主節の述部を補う要素となる節。
「〜と」という形式で用いられる疑問表現。

「〜とは」という形式で用いられる疑問表現。

HSc204

ナドト型

「〜などと」という形式で用いられる疑問表現。

1 など(と)

彼女は/<他人の/善意に/つけ込も{う>(などと)/考えない}だろう。

HSc205

ナンテ型

「〜なんて」という形式で用いられる疑問表現。

1 なんて

<かれが/合格した>{(なんて)、}/私は/知らなかった。

HSc206

選択疑問節型

「選択疑問節＋と」という形式で用いられる疑問表現。

1 かと

<彼が/あの/事件の/犯人ではない(か)>{(と)}/思う。

2 〜か〜かと
3 かしらと
4 てはどうかと

<行こう(か)/帰ろう(か>と)/思案する
彼らは/<雪が/降る{(かしら)}>と/思った。
建築家は/<その/建物を/復元し>{(ては/どうかと)}/提案した。
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5
6
7
8
9
HSc207

疑問語疑問節型

「疑問語疑問節＋と」という形式で用いられる疑問表現。

1 疑問語＋かと
2
3
4
5
6

MS
MSa

名詞修飾節（連体節）

MSb

被修飾名詞の指し示す対象を限定する修飾節

被修飾名詞の指し示す対象は限定せず、被修飾名詞に対する何らかの情報を付加する
修飾節

非限定的

内容節

MSb101

疑問語＋の(かしら|かな彼女は/<彼が/{(なぜ)}/来ない/{(のかしら}>と)/思った
疑問語＋の(かしら|かな<彼女は/部屋で/{(何を)}/している/{(のか>な}と)/思った。
疑問語＋のかと
<{(いつから)}/病気な{(のか)}>と/彼に/尋ねた
疑問語＋のかなんて <{(何が)}/うまく/いかなかった/{(のか}>なんて)/とても/言えません。
疑問語＋のだろう(か)と<{(いつ)}/この/苦しみは/終わるのだろう{(か)}>と/思った。

被修飾名詞が修飾節内の述部と格関係にあるもの。

限定的

MSa200

彼は/<行く必要がある/{(のかしら)}>と/思っている
<また/映画に/行く/{(のか)}>と/父は/私に/言った
<娘に/悪い/虫が/つきは/し{(ないか)>と/心配です}
<彼に/騙された{(のではないか)>と/思う}。
<次週の/会合で、/本件について/お話しを/していただけない/{(ものか)}>、と/考えておりま
す
<{(どういう)}/仕事に/就こう{(か)}>と/悩んでいる。

名詞を連体修飾する節

補足語修飾節

MSa100

の(かしら|かな)と
のかと
ないかと
のではないかと
ものかと

1 連体形＋名詞

これは/<私が/先週/かいた>/{(絵)}です。

2 連体形＋名詞
3 連体形＋名詞
4 連体形＋名詞

<雨の/漏る>/{(屋根)}を/応急修理した。
<人が/住んでいない>/{(家)}を/風が/吹き抜けていった。
<腹まわり/２６インチも/ある>/{(魚)}を/捕えた。

1 連体形＋(固有名詞|代 わたしは/<都内に/勤めを/もつ>/(川崎市民)です
2 連体形＋(固有名詞|代 <伊豆から/見た>/(富士山)は/まさに/絶景だった
3 連体形＋(固有名詞|代 <耳を/切り落とされた>/(芳一)は/「耳なし芳一」と/呼ばれた

被修飾名詞の内容を表す節。非修飾名詞と修飾節が同格の関係にあるタイプ。
発言・思考

被修飾名詞が「発言」や「思考」に関する意味をもち、修飾節がその内容を表すタイプ

1 連体形＋発言・思考名 <君が/市長選に/立候補するという>/{(うわさ)}が/広まっている。
2 連体形＋発言・思考名 私は/<タバコを/やめる>/{(決心)を/し}た。
3 連体形＋発言・思考名 <そのときは/別の/所に/いたという>/彼の/{(主張)}を/信じていない。

MSb102

MSc
MSc101

MSc102

MSc103

MSc104

MSc105

MSc106

MSc107

事柄・その他

縮約形修飾節
時・ところ

因果

結果物

必要

礼・罰

程度

被修飾名詞が「事柄」に関する意味をもち、修飾節がその内容を表すタイプ

1 連体形＋事柄名詞

<この/計画が/実現する>/{(可能性)}は/少しは/ある

2 連体形＋事柄名詞
3 連体形＋事柄名詞

彼は/<時間どおり/やって/来た>/{(ためし)が/ない}
彼女は/<アメリカの/金融市場を/取材する>/{(仕事)を/与えられ}た。

被修飾名詞と修飾節が格関係にも、同格関係にもなく、意味的に間接的な関係にあると考
えられる節。修飾節と被修飾名詞の間に何らかの説明が省略されていると考えられるタイ
被修飾名詞が修飾節の述部と相対関係にある場合のうち、時間や場所に関するもの。「〜
1
する（した）時の〜」や「〜する（した）ところの〜」などと言い換えられるタイプ。
2
3
被修飾名詞が修飾節が表す内容の、結果、原因、理由、目的を表すタイプ。このタイプの
1
被修飾名詞は内容節をとることも可能であるので注意を要する。下記の例で（例１）は内容
2
3
被修飾名詞が、修飾節の内容の結果生じたものを表し、「〜したことで生じた〜」や「〜す
1
るときに生じる〜」などと言い換えられるタイプ。「におい」「音」「味」などの感覚に関するも
2
3
被修飾名詞が、修飾節の内容を可能にする能力や手段等を表し、「〜ための〜」や「〜す
1
るために必要な〜」などと言い換えられるタイプ。
2
3
被修飾名詞が、修飾節の内容に対する報いを表し、「〜した（する）ことに対する〜」などと
1
言い換えられるタイプ。
2
3
修飾節が被修飾名詞の程度を表し、「〜した程度の〜」などと言い換えられるタイプ。ただ
1
し すでに「修飾節＋ほどの＋名詞」「修飾節＋くらいの＋名詞」という形式になっている場
2
3

その他意味的飛躍
修飾節と被修飾節の間に上記で定義した以外の意味的な関係があるタイプ
関係
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連体形＋時間/場所を表
<食事を/した>/{(後)}の/コーヒーは/旨い。
連体形＋時間/場所を表
<映画が/劇場公開される>/{(２週間前)}に/大宣伝作戦が/始まった。
<薪を/積んだ>/{(上)に}/棺を/載せた
連体形＋時間/場所を表
連体形＋因果名詞

冷夏は/<野菜の/値段を/引き上げる>/{(原因)}と/なった。

連体形＋因果名詞
連体形＋因果名詞

この/発明は/<研究を/積んだ>/{(結果)}だ
それが/<私の/来なかった>/{(理由)}です。

連体形＋(感覚名詞|感 <パンを/焼く>/{(におい)}が/家中に/立ちこめる。
連体形＋(感覚名詞|感 <壁を/やわらかく/たたく>/{(音)が/聞こえた}。
連体形＋(感覚名詞|感 <息子が/もどった>/(嬉しさ)に/彼女は/我を/忘れている
連体形＋名詞(ex.権利 <この/家に/入る>/{(権限)}は/あなたには/ない。
連体形＋名詞(ex.権利 彼は/<それを/する>/{(能力)が/ある}
連体形＋名詞(ex.権利 <その/難点を/改善する>/簡単な/{(方法)}が/ある。
連体形＋名詞(ex.礼/罰それは/<親に/苦労を/かけた>/{(天罰)}だ
連体形＋名詞(ex.礼/罰それは/<人を/欺いた>/{(報い)}だ
連体形＋名詞(ex.礼/罰<長く/世話に/なった>/{(礼)を/言った}
連体形＋名詞(ex.間柄 ２人は/<互いに/往き来する>/{(間柄)だ}。
連体形＋名詞(ex.間柄 彼は/<僕を/殴りかねない>/{(権幕)だった}
連体形＋名詞(ex.間柄 その/氷は/<人を/支えるだけの>/(厚さ)が/ある。

1 連体形＋名詞

<主役を/演じる>/{(オーディション)を/受け}た。

2 連体形＋名詞
3 連体形＋名詞

<授業の/始まる>/{(ベル)}が/鳴っています。
どうも/<彼の/言う>/{(意味)}が/よく/わからない

MSd

機能的表現

MSd100

形式名詞修飾節

MSd200

文末表現相当

「修飾節＋被修飾名詞」という骨格をもつが、他の要素も伴って全体で機能的な表現となる
タイプ
形式名詞などの機能的な語を修飾する節
1 連体形＋形式名詞

<医師として/出来る>/(限り)の/手段を/つくした。
私たちは/<落ち葉が/降り敷く>/{(中)を}/歩いた。

1 連体形＋形式名詞(ex. 彼は/<じっと/下を/向いた>/{(まま)だった}

1 連体形＋名詞＋述部 ここは/<私の/出る>/(幕)ではない。

慣用的表現

「修飾節＋被修飾名詞」を含む部分が慣用的な表現になっているタイプ

MSd400

副詞節相当

「修飾節＋被修飾名詞」全体で、主節の述部に対する副詞的な修飾要素となるタイプのう
ち 被修飾名詞が具体的な名詞で形式名詞としては使用されないタイプ。「修飾節＋時

用言＋接続表現＋の

<市会議員の/欠員を/補う>/{(ため)の}/選挙が/行われた。

「修飾節＋被修飾名詞＋文末表現」という単位で文末の機能語表現と同等の概念を表す
節。

MSd300

MSe

2 連体形＋形式名詞
3 連体形＋形式名詞

2 連体形＋形式名詞(ex. 彼は/<本気で/そんなことを/言う>{(はず)は/無い}
3 連体形＋形式名詞(ex. この/唄は/<一時は/はやった>/(もの)だ
2 連体形＋名詞＋述部 <何でも/知っている{ような>/(口)を/きく}。
1 連体形＋名詞(ex.範囲 彼は/<自転車を/よけようとした>/{(弾み)に}/溝に/落ちた
2 連体形＋名詞(ex.範囲 <地面に/倒れた>/{(拍子)}に/腕の/骨が/ボキッと/折れた
3 連体形＋名詞(ex.範囲 <私の/知る>/{(範囲)では}/これが/最良の/方法である。

「用言＋接続表現＋の」という形式で名詞を修飾する節。

MSe101

ての

「用言＋ての」という形式で名詞を修飾する節。

1 ての

これは/<次回へ/備え{ての}>/{(休息期間)}である。

MSe102

てからの

「用言＋てからの」という形式で名詞を修飾する節。

1 てからの

<助成金を/やめ{てからの}>/農業部門の/{(発展)}は/著しい。

ながらの

「用言＋ながらの」という形式で名詞を修飾する節。

1 ながらの

<考えごとを/し{ながらの}>/(運転)は/とても/危険だ。

名詞修飾節で上記のいずれにも該当しないもの。

1 連体形＋名詞

<８/足す>/(３)は/１１だ。

2 節＋の＋名詞

その/医者は/<自分の/診断は/まちがってはいないの>/{★(一点張り)だった}

1 時(に)(は)

飛行機が/<着陸する/{(とき)}/衝撃を/感じた。

2
3
4
5
6
7
8

テーブルに/向かって/<座ってい{(た>/そのときに)}/警察が/到着した。
他の/者が/<遊んでいる>/{(暇に)}/彼は/一生懸命に/仕事を/した。
事件の/ほとぼりが/冷めた/<{(ころ、)}>/彼は/町に/ふらっと/戻ってきた
列車が/<通過する>/{(際)}/ブザーが/鳴り響く。
いざ/出発という/{(時に/<及んで>)}/彼は/病気に/なった。
特別の/事情/{ある/(ときに/<限り)>}/これを/許す
それは/<ちょうど/よい>/{(折に)}/来た。

MSe103
MSf100
FU
FUa
FUa100
FUa101

FUa102

その他

副詞節（副詞的連用節）

主節の述部や主節全体を連用修飾する節
従属節と主節が表す事態の時間的関係を表す。従属節が主節の表す事態が起こる時を
表す場合と 主節の表す事態が続いている期間や 開始点 終了点を表す場合がある。
従属節が主節の表す事態が起こる時を表す。

時
事態の時
同時

必然・習慣

従属節の事態が起こる時に主節の事態が起こることを表す。

従属節の事態が起こると必ず主節の事態が起こることを表す。

1 と(必ず|いつも|きっと|決彼は/<興奮する{(と>/いつも)}/顔面が/紅潮する
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FUa103

瞬時

たその時に
暇に
頃(に)(は)
際(に)(は)
時に及んで
時に限り
折

たらいつでも
気が/<向い{(たら、>/いつでも)}/おいでください。
て其の都度
そこへ/３回/<行っ{(て)}>/私は/{其の/都度}/がっかりした
と(必ず|いつも|きっと|決ぼくは/学校から/<帰る{(と>/必ず)}/うがいを/する
につけ
少年が/思い入ったような/態度を/<見る{(に>/つけ、)}/私には/すべてが/恐ろしかった。
ば(必ず|いつも|きっと) 彼らは/<会え{(ば)>/必ず}/けんかする
時(に)はいつも
話を/<しなければならない>/{(ときには/いつも)}/落ち着かなく/なる。
度に
彼は/<話を/する>/{(たび)}に/眼鏡を/直した
度毎に
<ニュースの/入る>/{(たびごと)}に/私どもは/一喜一憂した
毎に
<回を/追う>/{(ごと)}に/彼の/投球は/冴えていった

ベルが/<なる{(と>/すぐに)}/芝居が/始まった。
1 と(直ぐ(に)|間も無く|途端

従属節の事態が起きた瞬間に主節の事態が起こることを表す。

2
3
4
5
6
7
8
9
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(の)と同時に
かと思うと
が早いか
たら直ぐ(に)
た直ぐあとに
て(直ぐ(に)|間も無く)
と見るや
と思ったら

これらの/出来事は/<戦争が/始まる>/{(の}と同時に)/起こった。
空が/<光った{(かと>/思うと)}/雷が/ごろごろと/鳴った。
危険と/<見る{(が>/早いか)}/逃げてしまった。
沖繩へ/<着い{(たら>/すぐ)}/知らせてください
彼が/<到着し(た>/すぐ/{あとに})/彼に/会った。
警報が/<鳴っ{(て>/間もなく)}/警官が/現場に/やってきた。
男は/相手が/<ひるんだ{(と>/見るや)}/攻勢に/出た。
<着いた{(と>/思ったら)}/帰らなければならないことになった。

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

と同時に
ば直ぐ(に)
や
や否や
時真っ先に
次の瞬間には
瞬間
成
側から
端から
丁度其の時
直後
途端(に)
矢先

記者は/知らせを/<受ける{(と同時に)}>/バイクに/飛び乗った
私たちが/政権を/<引きつげ{(ば}>/ただちに)/これらの/悪弊に/取り組む。
彼は/大学を/<卒業する{(や)}>/世界漫遊に/出かけた
ベルが/<鳴る{(やいなや、)}>/教室を/出た。
私が/病気に/<なった/{(とき、)}/真っ先に/彼が/見舞いに/来てくれた。
娘の/顔を/<見つけた>/{(次の/瞬間には、)}/彼は/もう/しっかりと/彼女を/抱いていた。
彼は/<私を/見た>/{(瞬間、)}/戸の/陰に/隠れた
彼は/<入ってくる{(なり)}>/部屋を/眺めまわした
息子は/金が/入る/{(そばから)}/使ってしまう
子どもたちは/<母親が/片づける>/{(端から)}/おもちゃを/散らかした
私が/<出かけようとしていた>/{(丁度/その/時)}/彼から/電話が/かかってきた。
大砲が/ドーンと/<鳴った>/{(直後)}/しばらく/耳が/聞こえなかった。
旅館に/<着いた>/{(とたん)}/激しい/疲れを/覚えた
彼女が/<帰ろうとしていた>/{(矢先に)}/私は/着いた。

FUa104

次第

従属節の事態が起き次第に主節の事態が起こることを表す。

1 次第(に)

用意が/<整い>/{(しだい)}/会は/開かれる

FUa105

場合

従属節の事態が起きた場合に主節の事態が起こることを表す。

1 場合(に)(は)

ご入り用の/物が/<見つからない>/{(場合は、)}/どうぞ/お申し付けください。

2 場合では
3 場合において
4 場合に限って

<通常の/取引契約を/行う>/{(場合では、)}/良の/上と/考えられます。
入力を/<指定する>/{(場合において、)}/一つの/入力/すなわち/論理レベルＨは/「ＯＮＥ」
で/指定する
アルコールは/少量/<飲む>/{(場合に/限って)}/刺激作用が/ある。

1 にあたり

本書を/<整える{(にあたり)}>/次の/人々には/特に/お世話に/なった。

2
3
4
5
6

彼の/存在は/<選挙の/結果を/決める>/{(上で)}/大いに/影響した。
寺を/<見物する{(にあたって、)}>/女性は/長袖の/服を/着なければならない。
このたびの/ご不幸{(に/<際し>)}/お悔やみ申し上げます。
彼は/私が/去る/{(のに/際して)}/その/うれしさを/隠しきれなかった。
この/仮説は/<多くの/疑問を/解く>/{(上)に}/便利である。

FUa106

FUa107

場

序で

従属節の内容を行う状況において主節の内容を行うことを表す。

従属節の内容を行うついでに主節の内容を行うことを表す。

た上で
にあたって
に際し
に際して
上に

1 序でに

<東京へ/来た>/{(ついでに)}/ちょっと/お寄りしました。

2 がてらに

それは/<遊び{(がてらにでも>)}/できる。

FUa108

時点

従属節の事態が起きた時点で主節の事態が起こることを表す。

1 時点で

本情報が/<最終的になった>/{(時点で)、}/あなた様に/お送り致します。

FUa109

進行

従属節の事態が進行している状況で主節の事態が起こることを表す。

1 ところ(に|へ)

私が/車を/<降りようとしている>/{(ところに)}/ちょうど/彼女が/ふらっと/通りかかった。

2 最中(に)
3 中(で)

その/強盗は/<盗んだ/金で/豪遊している>/{(最中)}に/警察に/捕まった
土地が/<転売される>/{(中で)}/どんどん/値上がりする。

1 途中(で)

彼女は/<階段を/下りる>/{(途中)}/足を/踏みはずした

FUa110

途中

従属節の内容を行う途中で主節の事態が起こることを表す。

2 途(で)

<ここへ/来る>/{(途で)}/尋ねた
風呂に/<入る>/{(前に)}/湯加減を/みてください。

FUa111

前

従属節の内容を行う前に、主節の内容を行うことを表す。

1 (前|以前)(に)(は)
2 に先だって

企業は/今日/製品の/設計を/<する{(に>/先だって)}/市場調査を/する。

FUa112

直前

従属節の内容を行う直前に、主節の内容を行うことを表す。

1 寸前(に)

列車が/駅を/<出る>/{(寸前に)}/跳び乗った。

2 直前(に)

彼の/父は/<彼が/大学を/卒業する>/{(直前)}に/亡くなった

FUa113

後

従属節の内容を行った後に、主節の内容を行うことを表す。

1 てから(は)

タイヤを/<修理し{(てから)}>/ジャッキを/下げた。

2
3
4
5
6
7

先生が/教室を/<出ていった>/{(あとは)}/大騒ぎに/なった。
運が/<尽き{(てからでは)}>/遅い。
その/作家に/<会っ{(てからという>/もの)}/１週間/ぼうっとしていた。
よく/事の/軽重を/<判断し{(てからに)}>/しなさい
アメリカから/<引き渡され{(て>/以降)}/ずっと/刑務所に/入れられた/ままだ。
ふたりは/１９５０年に/<結婚し{(て>/以来)}/ずっと/幸福に/暮らしている

FUa114
FUa115

完了直後
包含

従属節の内容が完了した直後に、主節の内容を行うことを表す。

(後|以後)(に)(は)
てからでは
てからというもの(は)
てからに
て以降
て以来

1 たところで

従属節の内容が表す状況が続いている期間に、主節の内容を完了させることを表す。
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お酒が/みんなに/<行き渡っ{(た>/ところで)}/乾杯しましょう。

2 たばかりで

新宅へ/<引越し(た{ばかりで})>/家の/中は/まだ/きまりが/つかない

1 間に

<ちょっと/家を/開けた>/{(間に)}/泥棒が/入った。

2 ない内に
3 までに
4 隙に

<暫く/見(ない>/{うちに)}/本当に/美しくなった。
この/習慣が/わが国に/<定着する{(までに)}>/まだ/かなり/年月が/かかるだろう
彼女は/<ちょっと/油断している>/{(隙に)}/財布を/とられた。

5
6
7
8
FUa116

未来

FUa200

事態の継続期間

FUa201

開始点

FUa202

終了点

FUa203

継続期間

従属節の内容が実現する時に、主節の事態になっているだろうという予測を表す。

FUb100

因果関係

<食事が/終わる>/{(ころまでには)}/夜が/明けていた
<この/文を/書く>/{(ときまでに、)}/この/件で/お返事を/貴殿から/いただいておりません。
日の/<ある>/{(うちに)}/帰ろう。
<彼の/言い訳を/聞いている>/{(うち)}に/怒りが/こみあげてきた

1 頃には

私が/日本に/<着く{(ころには、)}>/お金を/すべて/使い切っているだろう

1 時から

一目/<みた>/{(ときから)}/欲しかった。

2 以前から
3 頃から
4 前から

<この/企業は、/この/業界が/成立する>/{(以前から)}/この/業界に/いる。
彼女は/物心が/<ついた>/{(頃から)}/ピアノを/ひいている。
彼は/<会社を/やめさせられる>/{(前から、)}/とかくの/噂が/あった。

1 時まで(は)

<あなたが/ドアを/ノックした>/{(時)}まで、/私は/眠っていました。

2 まで(は)
3 間際まで

その/ケースを/<突き当たる{(まで)}/押し込みます。
彼は/<息を/引き取る>/{(間際)まで}/望みを/捨てなかった。

1間

我々は/<団結している>/{(間は)}/安心だ
貴殿は/２５年{の/長き(にわたって、)}/貴社の/発展と/繁栄の/ために/全身全霊を/打ち込
んでこられました
大阪に/<着く{(までの>/間、)}/ずっと/本を/読み続けた
<町に/いる>/{(間中)}/その/子供は/母親の/スカートに/しっかり/つかまっていた。
<親父が/頑張っている>/{(うちは)}/家は/大丈夫だ

従属節が、主節の表す事態が続いている期間や、開始点、終了点を表す。
従属節の内容が始まった時点から主節の内容が継続して起きることを表す。

従属節の内容が起きるまで、主節の内容が継続して起きることを表す。

従属節の内容が真である間、主節の内容が継続して起きることを表す。

2
3
4
5
FUb

頃までに
時までに
内に
ている内に

にわたって
までの間
間中
内(は)

従属節と主節で表される事態間の因果関係を表す。
原因

FUb101

従属節の内容が原因となって主節の内容が起こること示す。

特定原因

FUb102

限定的原因

FUb103

過剰原因

ある特定の性質から一般的知識として主節の内容が自然に導き出されることを示す。

従属節の内容が、話者にとってはたいしたことではないと考えられているにもかかわらず、
それが原因となって主節の内容が引き起こされることを示す。

程度が過剰であることが原因となって主節の内容が起こることを示す。

1 ので

彼が/<病気な{(ので)}>/私が/代理を/した。

2
3
4
5

宇宙旅行が/<体験できる{(とあって、)}>/その/映画は/人気が/ある。
彼女は/彼が/送ってくれる{(というので)}/明らかに/興奮していた。
ご注文の/着物が/<できました>/{(故、)}/お届けいたします。
{過去の/過ちを/悲しむ/(ことで)}/時間を/無駄にしてはならない。

とあって
というので
故
事で

1 だけに

この/ワインは/<おいしい{(だけに)}>/値段が/高い。

2 だけあって
3 だけのことはあって

あの/外国人は/日本に/長く/いる{(だけ/<あって、>)}/日本語が/とても/上手です。
一生懸命/勉強した{(だけの/ことは/<あって、>)}/今度の/試験は/よく/できた。

1 だけで

数分/<走った{(だけで)}>/息切れが/する

2 だけでも
3 たばかりで
4 たばかりでも

その/場面を/<考える(だけ{でも})>/ぞっとする。
彼の/名{を/<聞い(たばかりで)>}/びっくりするだろう
[酸ッぱい/果物を/<見](たばかりでも)>/歯が/浮く

1 過ぎて

ふたが/<ぴっちりし(すぎ{て})>/開けられない

2 余り

FUb104

被害原因

従属節の内容が原因となって、話者が被害を被ったと感じられるような主節の内容が起こ
ることを示す。

2 せいか

もうけを/<期待する>/{(あまり)}/目が/くらんでしまった。
一部の/路上生活者の/人たちは、/<自らが/悪い>/{(せいで)}/宿無しに/なったのではな
い。
年を/<取った>/{(せいか)}/無理が/利かなく/なった。

FUb105

否定的原因

従属節の内容が原因となって、話者にとって望ましくない主節の内容が起こることを示す。

1 ばかりに

欲を/<出し(た{ばかりに)}>/詐欺師に/大金を/巻き上げられた。

1 せいで

FUb106

願望原因

従属節の内容が原因となって、話者にとって望ましい主節の内容が起こることを示す。

1 おかげで

突然/予定を/<変更した>/{(おかげで)}/命拾いした。

FUb107

時間的原因

時間的に先行する状況が原因となって、主節の内容が起こることを示す。

1て

リンクで/スケート中に/<ころん{(で)}>/足首を/くじいてしまった

FUb108

否定原因

FUb109

FUb200

希望

結果

従属節の内容が事態の否定を表し、それが原因となって主節の内容が起こることを表す。

あることを希望している状態で、それが原因となり、主節の内容が起こることを表す。

従属節の内容が起こった結果、主節の内容が起こることを表す。
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2 連用中止

隣の/部屋の/音が/<耳障りで>{()}/眠れない。

1 なくて

この/台所は/日が/<当たら{(なくて)}>/不衛生だ。

2ず
3 ずに
4 ないで

警察が/事態を/<収拾でき{(ず)}>/軍隊が/導入された。
自動車が/角を/<曲がりきれ(ず{に})>/転覆した。
彼は、/恋人に/<会え(ない{で、})>/しょんぼり/帰って/来た。

1 たくて

旧友たちは/もっと/話が/<し(たく{て)}>/ぐずぐずしていた。

2 たがって
3 たく

彼は/早く/<行き{(たがって)}>/バタバタ/している
来賓と/して/<ご参加>/頂き{(たく、)}/返信用の/はがきを/同封いたします。

1 (が)為(に)

条件が/整わない/<{(ため、)}>/その/計画は/中止された。

2 (た)(が)為(に)

手を/<間違え(たが>/{ために)}/負けてしまった。

3
4
5
6
7
FUb201

最終的結果

FUb300

理由根拠

従属節の内容が繰り返し起こって、最終的な結果として主節の内容が起こることを表す。
主節の内容に対する、話者の独自の責任で下した態度の根拠、理由を示す。

た事から
た事で
結果
事によって
事により

1 挙句(に)

彼は/<その/民衆の/宗教を/偽物だと/非難した>/{(ことから)}/彼らの/憎悪を/招いた。
<クラスの/金が/盗まれ(た>/{事で、)}/みんなは/私を/疑っているようだ。
彼の/提案を/いろいろ/<検討し(た>/{結果)}/その/使い方を/見出した。
彼は/<大学受験に/失敗した>/{(ことによって、)}/すっかり/自信を/失ってしまった。
魚群探知機は/<価格が/下がった>/{(ことにより)}/売り上げが/急増した。
彼女は/あれこれ/<考えた>/{(挙句)}/貯金を/全部/その/計画に/投資した。

2 末(に)

運動会は/延び延びに/<なった>/{(末、)}/とうとう/取りやめに/なった

1 から

この/子は/頭が/<いい{(から)}>/末が/楽しみだ。

2
3
4
5
6
7

[そのとき/<酔っぱらっていた]{(からという>/ことで)}/彼の/行為を/許すわけにはいかない。
趣味が/<同じ>/{(ところから)}/彼らは/親しくなった。
私の/<家な(のだ{から)}>/私の/言葉が/絶対だ。
あんなに/<走った>/{(ものだから)}/息が/苦しい。
{事実/かくの如く/<なる(をもって)>}/ぜひ/お待ちを/願わねばならない
イギリスには/<地震が/ない>/{(ことから、)}/煉瓦の/家でも/長持ちする。

からということで
ところから
のだから
ものだから
を以って
事から

FUb301

強調的理由

話者の判断の根拠や理由を強調的に述べている状況を表す。

1 ばこそ

為を/<思え{(ばこそ、)}>/嫌な/ことも/言う。

FUb302

当然

話者が当然だと思っていることの根拠を述べる。

1 ですもの

先生だって/<人間{(です>/もの、)}/間違えることもあるでしょう。

1ば

この/道を/真っ直ぐに/<行け{(ば)}>/駅に/出ます。

FUc
FUc100

条件・譲歩

従属節と主節で表される事態間の依存関係を表す。
法則的

FUc101

FUc200

ある事態が起こると法則的に必ず別のある事態が起こることを示す。
必須条件

偶有的

FUc201

ある条件が起こらなかった場合には主節の内容も起こらないということを示す。見方をかえ
れば 主節の内容を実現するには 従属節の内容を実現させなければならないということ

事態重点依存関係 事態が起こった結果に重点を置いた依存関係を表す。

FUc203

個別的依存関係

FUc204

好ましくない条件

FUc205

要求を/<容れなけ{(りゃ)}>/僕は/止める

1 なければ〜ない

戦闘艦は/重砲を/<下ろさ{(なけれ{ば)}>/運河は/通れ{(ぬ)}

2 ずには〜ない
3 ないでは〜ない
4 なければ〜まい

外套を/<着{(ずには)}>/出られぬ
彼は/１日１回/<どなら{(ないでは)>/いられない}
空襲の/恐ろしさは/<体験した>/者{(でなければ)}/わかる{まい}

1と

人を/<助ける{(と)}>/気持が/好い

法則的ではない、事態間の依存関係を示す。
事実認識依存関係 話し手が事実として認識している依存関係を示す。

FUc202

2 りゃ

不可欠な条件

既に成立した事態間の依存関係を表す。確定条件

2 となると

会議に/<出席する(となる{と)}>/計画を/変更する必要があろう。

1 たら

雨が/<降っ{(たら)}>/出発を/見合わせる

2 ということになったら
3 のでしたら

それが/<生じる{(と>/いうことになったら)}/ドルは/ひとりでに/円に対して/下落するだろう。
すでに/そう/<なさっておられる>/{(のでしたら、)}/まことに/ありがとうございます。

1 たところ

店を/<ひらい{(た>/ところ、)}/客が/さっぱり/来ませんでした。

2 たところが
3 となると

思いきって/直接/<頼んでみ{(たところが、)}>/先生は/快く/引き受けてくれた。
いざ/投票(と/<なる{と)}>/多くの/共和党員は/民主党側に/票を/投じた。

話者にとって好ましくないと思われる結果を誘発する事態間の依存関係をを示す。従属節
1
は「〜られては」のように被害の受身を表す表現が用いられたり 主節側で「〜てしまう」「〜
2
3
4
主節の内容を実現するには従属節の内容を行わなければならないということを示す。

仮想的

現実から独立した、事態間の依存関係を表す。「もし」、「かりに」等を伴うこともある。
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こう/<忙しく{(ては)}>/体が/もたない。

では
て貰っては
のでは

こう/商売が/<暇{(では)}>/会社は/つぶれてしまう
あなたに/全部/<やっ{(てもらっては)}>/私の/立場が/なくなる。
毎晩/夜更かしを/<していた{(のでは、)}>/とても/早起きは/できない。

1 ないと〜ない
2
3
4
5
6
7
8

FUc300

ては

私の/車は/<押してもらわない{(と)}>/始動しない。

なくては〜(ない)
名字が/<わから(なく{ては、)}>/家の/探しようが/ない。
ぬで〜ぬ
法律は/<知ら(ぬで)>/通ら(ぬ)
ずに〜ない
ことしの/借金を/<始末せ{(ずに)}>/年は/越せない
てからでないと〜ない 山田さんは/事の/善し悪しを/<正し{(てからでないと)}>/何も/し(ない)。
てからでなくては〜ない双方の/申し立てを/<聞い{(てからでなくては)}>/判断は/下せない。
<少しでも/多くの/人の/協力を/求め{(ない>/ことには、)}/この/計画も/水の泡に/なってし
ない事には
まうだろう
ことなしに〜ない
恐怖の/感情を/<もつ>/{(ことなしに)}/それらの/言葉を/聞く{(ことはできない)}。

1 ならば

６時前に/<着くつもり{(ならば)}>/急がなければならない

2
3
4
5

彼女が/<試してみる{(と>/いうのなら)}/大歓迎だ。
彼女が/私の/親友のつもりで/<いる(とし{たら、})>/とんだ/思い上がりだ。
二つの/ことを/同時に/<やろう{(とすると、)}>/結局/虻蜂取らずに/なる
会を/<開く{(とすれば)}>/会場が/必要だ

というのなら
としたら
とすると
とすれば

6
7
8
9
10
FUc301

限定的な仮定

FUc400

反事実的 反事実的帰結

FUc500

譲歩

FUc501

特定の状況を限定した上で、その条件化での帰結を述べる。
事実と異なる事態を仮定して、そこから導かれる帰結を表す。「と形」は使用できない。「も
し」 「かりに」等を伴うこともある。

映画を/<見る{(だけなら)}>/この/お金で/足りる。
あの/とき/あなたに/<助けていただかなかっ{(たら、)}>/いま/こんなに/幸福では/ない{(だろ
う)}。
2 たら〜かもしれない
もし/彼が/満塁ホーマーを/<打たなかっ{(たら)}>/オリックスは/敗れていた{(かもしれない)}
3 なら(ば)〜(だろう|でしょ君の/助けが/<なかった{(なら)}>/彼は/失敗した{(だろう)}
1 たら〜(だろう|でしょう)

事態間の依存関係が、必ずしも成立しない、または成立しなかったことを示す。
依存関係の否定

FUc502

非依存関係

FUc503

予測不成立

FUd100

手紙が/<書けない{(なら)}>/書いて上げよう
君が/<行かない{(のなら)}>/ぼくも/行かない
そんな/ことを/言おう/{(ものなら)}/それこそ/飲むだろう
勉強に/<差し支える{(ようなら)}>/アルバイトなど/やめろ。
<金で/済む>/{(事なら)}/いくらでも/出す

1 だけなら

事態間の依存関係を仮定して、それが必ずしも成立しないことを示す。

1 (う|よう)と
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FUd

なら
のなら
ものなら
ようなら
事なら

付帯状況・様態

人が/何と/<言お{(うと)}>/それは/真実です。

(う|よう)が
うも
たって
だって
たところで
てさえ(も)
ても
でも
とて
とも
ども
時でも

{どっちが}/<勝と{(うが)}>/構わなかった。
{どんな/事に}/<なろ{(うも)}>/知れない。
口では/あんな/うまい/ことを/<言っ{(たって、)}>/心では/そうは/思っていないらしい。
いくら/<寝ぼう{(だって)}>/明日の/朝は/早く/起きてください
今から/<行った(た{ところで})>/もう/間に合わない
この/液晶ディスプレイは、/読む/人が/中心軸から/４５度/<ずれてい{(てさえも)}>/楽に/読
める
今度/<失敗し{(ても)}>/また/機会が/ある
いくら/<不景気{(でも)}>/仕事を/つないでやる
１年ぐらい/外国で/<生活した{(とて)}>/その/国の/事が/わかるものではない。
彼は/<死す{(とも)}>/その/理想は/生き続けるだろう。
音は/<すれ{(ども)}>/姿は/見えぬ
彼は/<どんな/忙しい>/{(ときでも)}/悠々と/している。
これらの/明々白々たる/事実{が/挙がった(にかかわらず)}/彼は/まだ/無罪を/主張してい
にかかわらず
る
〜と〜ざるにかかわらず好む{(と)}/好ま(ざる{とに/<かかわらず>})/きみは/その/試験を/受けるべきだ
であれ
結果は/どう<{(であれ、)}>/やってみる/ことが/大切だ
としても
{たとえ/<酔っていた(としても、)>}/それが/彼の/行為の/言いわけには/ならない。
平等だ{(とは/<いっても、>)}/移民の/種類によって、/職業の/別は/自然に/できあがってい
とはいっても
るみたいです
にしても
今/すぐ/<出かけた{(に>/しても)}/もう/その/電車には/間に合わないでしょう。
にしろ
たとえ/誰が/それを/<した{(に>/しろ、)}/私は/その/者を/罰するつもりだ。
にせよ
この/病気は/<治る{(に>/せよ)}/多少の/後遺症が/残る。

従属節の内容によらず、主節の内容が変わらないことを示す。事態間に依存関係がないこ
1
とを示す。
2
3
4
5
6
7
8
既に成立した事態に関して、その帰結として成り立つと予想された事態が、予想に反して
1 ても〜た
成り立たなかったことを表す。逆接の表現に意味的に近い表現である。確定条件。
2 でも〜た
3 とも〜た

この/小説は/<読ん{(でも)}>/何が/何だか/訳が/分からなかった。
道を/<聞か{ない(でも)}>/彼女の/家は/すぐに/わかった。
彼の/先生が/彼に/なんと/<いおう{(とも、)}>/彼は/自分の/スタイルで/書き続けた

ある動作に付随する状態や並行的に行われている動作、またはその際の様態を表す。

付帯状況

ある動作に付随する状態や並行的に行われている動作を表す。

1 ながら
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FUd101

状態

FUd102

否定・非所有

ある動作に付随する状態を表す。
従属節の内容を行わないまたは、あるものを所有しない状態で、別の動作を行うことを表
す。
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〜を〜に(して)
たきり
たままにして
つつ
ておいて
まま
ままに
て
連用中止

1 状態で

彼は/{足で/調子を/<取り(ながら)>}/ウクレレを/弾いた
覚悟(を)/<新た{(に)}>/再出発した。
彼は/飄然/家を/<出{(たきり)}>/帰らない
この/問題を/<残した>/{(ままに/して)}/他の/ことに/移ろう。
{昔を/<語り(つつ)、>}/夜を/更かした。
彼を/<生かし(て置い{て})>/私の/成功を/見せたかった。
私の/家では/窓を/あけ(た/<{まま})>/眠る
軍事法廷は/<確かな/証拠も/ない>/{(ままに)}/彼に/死刑を/宣告した
彼は/足を/<組ん{(で)}>/座っていた。
指を/くちびるに/<当て>{()}/彼女を/黙らせた。
必ず/クリーンルームの/ドアを/<開けた>/{(状態で)}/作業を/行ってください。

1 ことなく

自分の/価値観を/<譲る>/{(こと/なく)}/目標を/達成した。

2
3
4
5

先端部は、/<延長チューブが/緩む>/{(ことなしに)}/３６０度/回すことができます。
まるで/<疑う>/{(ことも/なく)}/彼の/招待を/受け入れた。
彼らは/危険を/<顧み{(ず)}>/進んだ。
事件は/血{を/<見(ずして)>}/円満に/解決した。

ことなしに
ことはなく
ず
ずして

FUd103

想定

FUd200

様態

FUd201

様態

FUd202

様子

あることを想定している状態、またはある動作を既に終えたと考えている状態で、別の動作
を行うことを表す。
ある動作を行う際の様態や様子、やり方を表す。
ある動作を行う際の様態を表す。

ある動作を行う際の様子を表す。

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ずに
ではなくして
ともなく
ないで
なく
なくして
なくて
なしに
なしには

彼は/返事も/<聞か{(ずに)>}/行ってしまった
彼の/<落ち度(ではなくし{て}>)/列車に/乗り遅れた。
<読む{(とも>/なく)}/本を/しまいまで/見てしまった
彼は/食事も/<し{(ないで)>}/３時間も/小説に/読みふけっている。
この/池に/いつからとも/<{(なく)}>/亀が/住みついている
彼は/何等の/理由/{(<なくして>)}/去った
子どもたちは/傘{を/<持ってい(なくて)>}/雨に/降られた
そこへは/<乗り換え{(なしに)}>/行ける
だれも/<羞恥心{(なしには)}>/このような/条件を/受け入れられまい。

1 たつもりで

この/５０００円は/{何か/<買っ(たつもりで)>}/貯金しよう。

1 様(に)(は)

自分が/<してもらいたい{(ように)}>/人を/遇せよ。

2
3
4
5
6
7
8
9

その/姿は/<掻き消す{如く(に)}>/消えた
問題が/解決した{(かに)}/見えた。
彼は/まるで/戦争は/もう/すでに/敗北に/<決まった{(かのように)}>/述べた
部屋の/中の/かなりの/人たちが/<承認した{(というように)}>/うなずいてみせた。
彼女の/申し出に/{<信じられない(と>/言った/風に)}/目を/ぱちぱちさせた。
きっと/<言われた{(とおりに)}>/やるだろう。
彼は/<天下に/敵なしと/いう>/{(ふう)に}/見える
男は/人波を/<縫う{(ように}>/して)/逃げた

(が)如く(に)
かに
かのように
という様に
といった風に
通り(に)
風に
様にして

1 様子で

父は/後年、/<その/事件について/思い回らすような>/{(様子で)}/語った/ものだった。

2
3
4
5

その/少女は/<なごり惜し{(そうに)}>/何度も/後ろを/振り返った
先生の/話に/彼は/「いかにも」と/<言い(たげ{に})>/うなずいた。
それで/<いいよ{(とばかりに)}>/彼は/うなずいた。
彼は/それを/事も/<な(げに)>/やってのけた

そうに
た気に
とばかりに
気に

FUd203

受動

ある事態が変化するのに応じて、主節の内容を行うことを表す。

1 ままに

彼は/<自分の/欲するが>/{(まま)}に/行動している

FUd204

情景

物事の情景を表す。

1 ばかりに

日の/光が/[<目映い(ばかりに)>/ふりそそい]だ

FUd205

同一動作の反復

ある動作を反復して行う様子を表す。

1 ては

月は/<盈ち{(ては)}>/欠ける

2 通しに

彼は/<働き(通しに)>/働いている

1が

彼は/ドイツ語は/<達者だ{(が)}>/専門に/研究したのではない

FUe
FUe001

逆接
個別的事態

事態の成立に伴って、別の事態も成立すると予測されるのに、実際にはその予測が成り立
たないことを表す。
事態が成立したが、それから予測される別の事態が成立しなかったことを表す。

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FUe002

程度違い

ある事態から予測される程度が実際と異なることを表す。

1 割には

FUe003

非難

FUe004

矛盾
ある状態とは矛盾する内容の事態が起きることを表す。
容認した上での相 話者が従属節の内容を理解、容認しているにもかかわらず、それから起きる予測に反する
反する主張
行動を起こすことを示す。

FUe005

けれど
けれども
つつ
ど
というのに
ながら
ながらにして
ながらも
にもかかわらず
のが
のに

ある属性から期待される行動をしないことに対する非難を表す。
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姉は/弱々しく/<見える{(けど)}/実は/剣道を/やっている
この/鉛筆は/<書き易い{(けれども)}>/先が/すぐ/減る。
遅いと/<知り{(つつ)}>/出掛けた。
心は/<はやれ{(ど)}>/体が/言う/ことを/聞かない。
あの/人は/６０に/手が/届くと/いう/{(のに)}/顔に/しわ/一つ/ない
答えは/のどまで/<出かかってい{(ながら、)}>/どうしても/思い出せなかった。
テレビの/おかげで/<居{(ながらに>/して)}/月旅行が/できる
駄目だと/<思い{(ながらも)}>/まだ/微かな/希望を/持っている。
風邪である{(にも拘らず、)}/彼は/出勤した。
{討論と/<なる}はずだった>/(のが、)/実際には/純然たる/ひとり/話に/なった。
１時には/<来るはずな{(のに)}>/友達は/まだ/来ない。
ぼくの/父は/<体が/大きい>/{(わりに)}/食が/細い

2 にしては

{この/作文は/子供が/<書いた(にしては)>}/よく/出来ている。

1 癖に

彼女は/大学を/<出た{(くせに)}>/英語で/あいさつも/できない

1 ものの

よろしいとは/<言った{(ものの)}>/ちょっと/心配だ

1 と言っても

いくら/<親しい{(と>/いっても)}/そんな/ことは/頼めない。

2 いえども
3 とは言え

老いたり{(と/<いえども>)}/もとの/元気が/衰えぬ
春{(とは/<いえ>)}/まだ/風は/肌寒い

帰結の必然性の否
従属節の内容が起こることが必ずしも、主節が表す結果とはならないということを表す。
定

FUe006

FUe007

継続動作
動作を継続して行ったが最終的に期待と反する結果となったことを表す。
見込みと現実の矛
状況から想像される結果と現実の結果に矛盾があることを表す。
盾

FUe008
FUe009

FUf

不可能

目的

FUf001

動作

FUf002

状況

FUf003

必要

FUf004

移動

FUf005

限定的

FUf006

意志

FUf007

否定の意志

FUf008
FUg

意図
程度

従属節が表す内容を実現したいと考えているか、それができない状況であることを表す。

ある状況や動作を実現させることを目的として、別の動作を行うことを示す。
従属節が表す動作を行うための目的を表す。従属節には意志的な動作を表す動詞が使
用される。

ある動作をすることにより生じさせようとする状況を表す。

従属節が表す内容を目標として、その目標を達成するために必要な事態を主節が表す。

主節で表す移動の動作の目的を「動詞連用形＋に」という形式で表す。
他の状況では行わないが、特定の目的を持つ場合に限って、主節の内容を行うことを表
す。
従属節の内容を実現しようという意志を持って、主節の内容を行うことを表す。

従属節の内容が起こらないように、主節の内容を行うことを表す。

従属節の内容を行うことを意図して、主節の内容を行うことを表す。

1 からといって

好きだ{(からと/<言って、>)}/上手とは/限らないでしょう。

2 からって
3 だからといって
4 とて

それを/<やった{(からって)}>/我々の/手柄には/ならない。
子供(だからと/<いっ{て、}>)/軽蔑しては/いけません。
人の/支度が/<悪い{(とて)}>/見くびるものでない

1 〜ど〜ど〜ない

<待て{(ど)}暮らせ{(ど)}>/来そうな/様子が/{(無い)}

1 そうで〜ない

彼の/秘書の/名前が/<思い出せ(そうで)>/思い出せ(ない)

2 ようで〜ない

彼の/演説は/[要領を/<得たようで>()/得ない]

1 〜しようにも〜

何の/事業を/<し{(よう{にも)}>/無資力だ。

2 〜するにも〜
3 VにVられない

商売を/<する{{(にも)}>/元手が/ない。
あの/場合/<退く(に)>/退かれ(なかっ)た

1 (が)為(に)

注文を/<間に合わせる>/{(ため)}/夜なべを/した

2 べく
3 為には

手紙を/<書く{(べく)}>/机に/向かった。
平和を/保つ/{(ためには、)}/全人類が/努力しなければならない。

1 様(に)(は)

終バスに)/<乗り遅れない{(よう、)}>/バス停に/急いだ

2 様にして
3 様にと
1 には

ふたりは/{人目に/<立たない(ように>}/して)/会っていた/ものだ
連邦住宅局は/<比較的/低収入の/人々が/住宅ローンを/得られる>{(ようにと)}/１９３４年に
/創設された
その/誤りを/<発見する{(には)}>/長い/時間が/かかった

2に
3 のに

この/本は/<持って>/歩く{(に)}/便利だ
名古屋から/東京まで/<行く>/{(のに)}/２時間/かかった。

1 〜に＋移動動詞

頼み事を/<し{(に)}>/彼を/訪問した。

1 為ならば

徹は/いい/車を/手に/入れる/{(ためなら)}/金に/糸目を/つけない

1 (う|よう)と

彼は/賞を/<得{(ようと)}>/一生懸命/勉強した。

2 (う|よう)として
3 (う|よう)と思って
4と

花を/<摘も{(うとして})>/身をか/がめた。
彼らは/是が非でも/金を/もうけ{(ようと/<思って>)}/それを/した
<剣で/左を/突く>{(と)}/見せ掛けた。

1 じと

聴衆は/一言一句/聞き漏らさ{(じと)}/謹聴していた。

2 たくないと
3 まいと
4 ものかと

父は/家族にだけは/貧乏させ{(たく/ないと)}/懸命に/働いた。
彼を/堅くならせ{(まいと)}/彼女は/いろいろ/気を/つかった
<彼に/負けて/なる/(ものか)>と/私は/一層/努力した。

1 つもりで

クリスマスを/家族と/<過ごす{(つもりで)}>/帰ってきた。

動作、状況の程度を表す。

FUg001

例示

動作、状況の程度を、他の事態によって例示的に表す。

1 くらい

労働条件が/<信じ{られない(くらい)}>/改善された。

FUg002

比喩

動作、状況の程度を、他の事態がもつ程度の量を用いて比喩的に表す。

1 ほど(に)

今日は/目が/<回る{(ほど)}>/忙しかった。

2
3
4
5
6

犬が/<食い付き{(そうに)}>/僕の/足を/かいだ
その/スープは/<食べる{(というほど)}>/濃厚である。
彼は/気も/<狂わん{(ばかりに)}>/激怒した
彼は/手を/<取らん(ばかりにし{て}>)/旧友を/座敷へ/上げた。
その/病気は/今や/流行病と/<言える(ほどまでに)>/広がった。

そうに
というほど
ばかりに
ばかりにして
ほどまでに

FUg003

特定量

従属節の内容が可能である分量だけ、主節の内容を行うことを表す。

1 だけ(に)

巻き尺を/<伸びる{(だけ)}>/伸ばした。

FUg004

同程度

動作、状況の程度を、同程度の他の事態と比べることで表す。

1 と同じくらい

彼は/アメリカ人と/<同じ{(くらい、)}>/英語が/素晴らしく/上手だ。

FUg005

同分量

従属節が表す状態と同じ分量だけ主節の事態が起きることを表す。

1分

あいつは/足が/長い/<{(分)}>/歩幅が/広い

FUg006

到達点

ある状況の到達点を示す。

1 までに

彼は/詐欺を/<働く{(までに)}>/身を/落とした。

FUg007

未到達

ある状態が、特定の程度には満たないことを表す。

1 ほど(に)は

連立を/<作る{(ほどには)}>/うまく/やらなかった。

2 ほどもなく

待つ{(ほども/<なく>)}/彼が/現われた。

FUg008

不必要な程度

主節のあらわす内容が、従属説が表す動作を行う必要が無い程度であることを表す。

1 までもなく

彼は/英語は/<いう(までもなく{、})>/フランス語も/話します。
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FUg009
FUg011

程度の比較
ニ段階の程度の対
比
準備完了の状態

FUg012

極端な程度

FUg010

FUh

前提

FUh001

FUi000

1 ないまでも

厳密に/<言葉どおり{(ではないまでも)}>/彼の/演説の/趣旨は/お伝えできます。

1 こそすれ〜ない

私は/英語は/<読み{(こそ>/すれ、)}/話は/一向/できない。

1 ばかりに

飯は/<炊く{(ばかりに)}>/用意が/できている

1 と言ったら

その/惨状と/<言っ{(たら)}>/それは/それは/とても/お話に/なりません

2 ことと言ったら

<費用が/かさむ>/(こと)と/いったら/恐ろしいほどだ。

1 限り

事情の/許す/<{(限り)}>/参加します。

2
3
4
5

彼女が/<怒る{(からには)}>/それだけの/理由が/あるのだろう。
<仕事を/引き受け(た>/{上は)}/全力を/尽します
<そうと/決め{(た>/以上は)}/私は/動かない。
<事実/そうである>/{(上は)}/しかたが/無い

主節の内容を行う前提を従属節で表す。
前提・帰結

FUh002

ある物事の程度を表す場合に、極端な例を提示して、そのレベルには達していないが、特
定の程度までは達しているということを表す。
ある状態、または動作が一定の段階までには達するが、主節が表す内容までは達しないこ
とを表す。
物事の状態が、従属節が表す動作をするだけの状態まで完了していることを表す。
特定の状況に関する極端な程度を話者の目から見て述べる。程度がはなはだしいため、
話者の驚きの意味合いが表現される。「〜といったら〜ほどだ。」のように「ほど」をつけて表

前提動作
手段

前提となる事実を表し、主節がその事態から当然導くことのできる帰結を表す。

結論を導くための前提となる動作を表す。

からには
た上は
以上は
上は

1 た上で

成り行きを/<見{(た>/上で)}/決めよう。

2 た上

事実を/取調べ(た/{<上)>}/何分の/回答を/致します

主節の内容を実現するための手段を従属節で表す。

FUi001

極端な手段

主節の内容を実現するために、極端な手段を用いることを表す。

1 てまで(も)

彼は/人に/<へつらっ{(てまでも)}>/目的を/遂げる

FUi002

強硬手段

主節の内容を実現するためには、どんな手段でも用いるということを表す。

1 てでも

{いかなる/犠牲を/<払っ(てでも)>}/独立を/維持しなければならない。

FUi003

十分条件

主節の内容を実現するためには、従属節の内容をするのみで十分であることを表す。

1 だけで

彼らは/{別の/方法を/<探す(だけで)>}/手が/一杯だ。

2 だけでも

{言葉を/<交える}(だけでも)>/光栄だ。
一度/<見た{(だけでは)}>/違いが/わからない。

FUi004

不十分

主節の内容を実現するためには、従属節の内容だけでは不十分であることを表す。

1 だけでは
2 ばかりでは

{表を/<飾る}(ばかりでは)>/いけない。

FUi005

必須手段

主節の内容を実現するために、従属節の内容を行うことが必須であることを表す。
２つの事態を対比して述べる表現。対比する表現の他、２つの事態を比較する表現、２つ
の事態が同等だということを述べる表現 ２つの事態を比較してそれらが異なるということを
２つの事態を対比的に述べるときに用いる表現。

1 てこそ

どんな/ゲームも/約束を/<守っ{(てこそ)}>/面白いのだ。

1 反面

この/道具は/とても/<便利な>/{(反面、)}/こわれやすい

2 のにたいして
3 一方で
4 傍ら

<米の/消費料が/減っている>/{(のに/対して)}/小麦の/消費料は/増えている。
朗報が/<ある>/(一方で)/悲報が/ある。
本屋で/<働く>/{(かたわら、)}/創作の/筆も/執っている。

1 より(も)

その/値段は/<考えていた{(より)}>/高い。

2 以上に
3 方が

<その/２、３の/値上げを/相殺する>/(以上に)/値下げが/あろう。
彼女は/<髪を/短くした>/{(ほうが)}/なお/すてきだ

1 くらいなら

盗みを/<する{(くらいなら)}>/死んだ/ほうが/ましだ

FUj

二者関係

FUj001

対比

FUj002

比較

比較による状況の その事態がどれほど望ましくないかの程度を別の一般的に望ましくないと思われる事態を
説明
を提示して比較することで表す。
「〜とも〜ない」という形で従属節の内容となることはあっても、主節の内容となることはない
比類
ことを示す。
同等・同様
ある状態が別の状態と同じであるということを表す。

FUj003
FUj004
FUj005

FUj006

相違

FUj007

FUk
FUk001

2つの事態を提示して、両者を比較する表現。

換言

相関

ある事態から予測される事態とは全くかけ離れた事態が生じたことを表す。

ある状態について一旦述べて、その上でより適切な表現で言い直す表現。

1 とも

Ａは/Ｂ{に/<勝る(とも)>/劣らない}。

1 のと同様

<親が/あなたを/思う>/(のと/同様に)/あなたも/親を/思いなさい。

2
3
4
5
6

彼も/やはり/世の常の/父親(と/<同じで{、}>)/娘には/甘い。
質素を/けちんぼ{(と/同じに)}/<考えてはいけない。
この/業種の/多くの/企業(と/同じ/{様に、})/フェムテックスは/低成長を/経験した。
きみが/日本語が/<話せない{(と>/同様)}/ぼくも/英語が/話せない
それは/<豌豆の/莢を/取る>/{(の}と/同じように)/実に/やさしい

と同じで
と同じに
と同じ様に
と同様
のと同じ様に

1 どころか

彼を/<賞める{(どころか)}>/かえって/非難せねばならぬ

2 と異なり
3 と違い
4 と違って

ＲＯＭチップは/ＲＡＭチップ{(と/<異なり、>)}/情報を/永久的に/保存する。
日食{(とは/<違い、>)}/月食は/直接/裸眼で/見ることができる。
{むかし(と/<ちがって、)>}/今では/女の/人も/おおぜい/外国へ/留学します。

1 というより

この/家具は/<美しい{(というより)}>/実用的だ。

2 というか
3 というより寧ろ

彼女は/<攻撃的>/すぎる{(というか、)}/自己主張が/強すぎるんだ。
天気は/すずしい{(と/いうより/むしろ)}/寒かった

1 に連れて

夜が/<更ける{(に>/つれて)}/寒くなる

従属節の内容と主節の内容が相関関係にあるタイプ。
時間的相関

従属節の内容が進行するにつれて、主節の内容も進行するということを表す。

11 / 14 ページ

2
3
4
5
6
7
FUk002

FUl

程度の相関

判断

FUl001

従属節の内容の程度が増減するのに従って、主節の内容の程度も変化することを表す。

ていく内に
とともに
に従って
に伴って
に連れ
内に

その/手紙を/<読ん{(でいく>/うちに)}/彼の/額に/しわが/寄りはじめた。
年を/<とる{(と共に)}>/身体が/弱ってきた。
社会が/<進歩する{(に>/したがって)}/色々な/社会問題が/起こってくる。
会社は/事業の/拡張(に/<伴っ{て}>)/人を/増やした。
時間が/<たつ{(に>/つれ)}/皆/焦燥の/色を/濃くした
彼女は/手紙を/<読む>/{(うち)}/みるみる/青くなった

1 ば〜ほど

<親切であれ{ば}>/ある{(ほど、)}/いい/気分に/なれるだろう

2
3
4
5

建物が/<高い{(だけ>/それだけ)}/眺めが/いい。
量が/<多くなれ{(ば)}>/質が/悪くなる
配給制が/<厳しけれ{(ば)>/それだけ}/闇市場が/もうかる。
川下に/<行く{(ほど)}>/川幅は/広くなる

だけそれだけ
ば
ばそれだけ
ほど(に)

事実の観察結果による話者の価値判断を表す。
憤慨・意外

話者の予測に反した従属節の内容に対する話者の判断を主節で表す。

1 なんて

<そんな/ことを/する>{(なんて)}/私の/自尊心が/許さない。

2 とは
3 など
4 などとは

<そんな/ことを/言う>{(とは)}/認識不足も/甚だしい。
食べ物を/こんなに/<残す{(など)}>/不届きだ。
黙って/<欠席する{(などとは)>/以ての外だ}

FUl002

可能性・予測

話者が観察により、推測、判断した内容を示す。

1 そうに

その/老人は/今にも/<倒れ{(そうに)}>/見えた

FUl003

否定的判断

一度の/失敗に/<懲りる{(ようでは)}>/何事にも/成功することはできない

観察による判断

1 からして

身なり{(から/<して)>}/貧しそうだった。

FUl005

主観的判断

話者が観察結果から、否定的な判断を行った状況を表す。
話者の判断内容を主節で述べ、話者が認識している事実や観察内容に基づく判断の根
拠を従属節で表す。
話者が類推、判断した内容を従属節で述べ、その判断に至った事実を主節で述べる。
話者の物事に対する対処方法を主節で述べ、そのような対処に至った根拠を従属節で述
べる。
主節の内容を行ったり、述べたりするに当たっての状況や場面を従属節で表す。

1 ようでは

FUl004

1 と見えて

この/西洋花は/日本の/土地に/<合うと>/見え{(て)}/好く/育つ

1 として

契約の/不履行に/<あたるとし{(て)}>/解約を/申し出る。

話者の知識や観察内容から考えられる範囲で、意見を述べる表現。

1 ところ

私の/<見る>/{(ところ、)}/それは/本当では/ない。

2 だけでは
3 たところ
4 ところでは

僕が/<知っている{(だけでは)}>/彼は/洋行を/しない
彼は/{<見(た>/ところ)}/その/結果に/満足していた
僕の/<見た>/{(ところでは)}/彼が/一番だ。

1 ところによると

<聞く{(ところによると、)}>/今度/新しい/国語辞典が/出るそうだ。

FUl006
FUm

対処の根拠
場面

FUm001

視点

FUm002

情報源

FUm003

特定の状況

情報源と情報の内容を示す。
話者のある事柄を行おうとする状況においての動作。

2 ところによれば

<私が/過去に/調査した>/{(ところによれば、)}/その/結果は/正しい。

1 において

この/事実は/彼の/人格[を/<説明する(に>/おいて)/無量の/意味が/ある]

2
3
4
5

彼は/首領として/<戴くに>{()}/最も/好い人だ
田舎へ/<引込む{(について)}>/家を/売らなければ/ならぬ
彼は/人に/物を/<与える(にも)>/控え目に/与える
[うそを/つく]/{(こと)に/かけては}/彼女は/まさに/天才だ。

に
について
にも
ことにかけては

特定動作をする上 あるものの、特定の動作を行う上での性質や程度を表す。「〜するには良い/悪い」など、
での性質
ある動作を行うのに適しているかどうかを表す場合や 「〜するには〜過ぎる」など ある動

1 には

この/要請を/<持ち出す{(には)}>/今が/好時機だ。

2 のには

うちの/坊やでは、/あの/枝の/りんごを/<取る>/{(のには)/背が/足りない}。

FUm005

無条件

どのような状況下においてもある事柄が成り立つことを表す表現

1 にも

どんな/仕事を/<する{(にも)}、>/道具が/いります。

FUm006

状況・現場

ある状況になったその現場を表す。

1 ところで

私は/<危い(ところで)>/死を/免れた

2 ところ

{お世辞の/<無い>/(ところ)}/僕は/君の/話を/あまり/感心しない

1 だけで

ただ/<傍観する{(だけで)}>/じっと/立っていた

2
3
4
5
6

部屋には/机が/一つ/<ある(きりで{、})>/他には/何も/ない。
田舎道を/<歩き{(どおしで)}>/すっかり/埃を/浴びてしまった
この/報告書は/単に/結果を/<伝えている(のみ{で})>/その/原因には/ふれていない。
彼は/<言う{(のみに>/して)}/行わぬ
彼は/いつも/遠回しに/<言う{(ばかりで)}>/要領を/得ない

FUm004

FUn
FUn001

FUn002

限定

事態を限定する表現。特定の動作のみを行ったり、特定の性質のみを持っていたりする場
合や特定の場合を除くという限定をした上での事態の内容を表す場合がある。
唯一の動作・状態 特定の動作を行っただけの状態が続いていることを表す。

排除

例外を述べ、範囲を限定した上で、それ以外が該当する事態を表す。
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きり(で)
どおしで
のみ(で)
のみにして
ばかりで

1 以外(には)

ディナーに/<出席する>/{(以外)}/何の/役目も/ない。

2 を残し
3 を除き

論文は/結論{を/<残し(、)>/あとは}/仕上がっている。
{私(を/<除き>)}/男の子が/２０人/パーティーに/出席した。

4
5
6
7
8
9
FUn003

FUo

限定的選択

独立

FUo001

感情

FUo003
FUo004

FUo005

前置き

FUo006

導入
その他

FUp100

助動詞相当表現

FUp101

義務・不可避

FUp200

慣用的表現

FUp201

強制的命令

FUp202

状況の悪利用

彼には/<{逃げる}(しか)>/道は/(なかっ)た。

2
3
4
5

そんな/人は/指を/<折る{(だけ)しか>/無い}
交通ストで/会社まで/<歩く{(より)>/しかたが/なかっ}た。
あの/人は/<本を/読む>/{(以外に)}/趣味が/{ない}そうだ。
経費を/<削減する{(より>/ほかに)}/改善策は/(ない)。

だけしか〜ない
より(他)〜ない
以外(に)〜ない
他〜ない

発話動作に先立って述べる導入の表現。
節間の意味的な関係を考えるのは困難なタイプ。慣用的な表現なと従属節部分と主節部
分の境界をこえて意味的なまとまりをもつタイプと 形式的には重文の構造であるが意味的
接続表現と主節部分全体で、助動詞相当の働きをしている表現。
話者が従属節で表された内容を必ず行わなくてはならない状態であることを示す。

FUp204
FUp300
FUp400

FUp500

２文

HR

並列節（並列型連用節）

HRa

順接的並列
総記の並列

{<たいへん/うれしい>/(ことには)}/彼らは/皆/無事だった

2 話者の状態＋た＋もの 彼には/<困っ(た>/{もので、)}/他の/２人の/子を/争わせようとしてばかりいる。
1 にも

彼は/<親切{(にも)}>/私を/そこへ/連れて/行ってくれた

1 もあろうに

人(も/<あろうに)>/彼が/それを/やったのだ

1 〜か

体が/<弱いから{(だろうか、)}>/この/子は/学力も/他の/子より/遅れている。

2 〜のか
3 〜ものか

母方の/すじを/引いている/{(のか)}/子供が/皆/美人だ。
彼は/<{どう}/都合した/{(ものか)}>/翌日/千円/持って/来た

1が

物知らずで/申し訳/<ありません{(が)}>/おっしゃる/ことが/よく/わかりません。

2
3
4
5
6
7

はんを/<押し{(たいのですが、)}>/肉を/貸してください。
率直に/{<言っ(て)>}/当社には/現在の/ところ/貴市場に/有力な/代理店が/ございませ
ん
手紙{から/<類推する(と、)>}/彼は/きちょうめんな/人らしい
{誠に/<残念(ながら、)}>/もう/お別れしなければなりません。
一言で/<言う{(に、)}>/世界の/真の/平和は/当分の/間は/望め/そうも/ない。
厳密に/{<言え(ば)、}>/それは/正しくない

たいのですが
て
と
ながら
に
ば

1 あろう

それ{は/<だれ>/(あろう)}/女王/{その/人であった}

2 ましょう

{何を/隠しましょう()}/女房は/臨月です

1 ざるを

彼の/好意を/<認め{(ざるを)>/得ぬ}

節間の意味により分類するのが困難な個別的な慣用表現。
理由なしに強制的に命令する表現。

1 Ａと言ったらＡ

特定の状況を自分に都合よく利用して、別の動作を行うことを示す。
1 をいいことに
「動詞連用形＋よう」という形で、方法や手段を表す。※「動詞連用形＋よう」で複合名詞的
方法
1 よう
に扱われているので 単文扱いとするという考えもある。
動作の開始と現在
ある動作を始めて、現在はどのような状態になっているかを述べる。
1 こと
の状況
副詞相当表現
従属節と接続表現全体で副詞相当の表現となっているタイプ
1 節＋接続表現
従属節が主節の用言の内容を表し、意味的には引用節と同等の機能をもつ。「とて」は「と
発言・思考内容
言って」と同じ意味を持ち、「ばと」は「ば（いいなと）思って」のように希望や「もしも〜になる 1 たく
ことがあればと思って」のような予測のニュアンスを持つ。
2 とて
3 ばと

FUp203

HRa100

発話動作に先立って述べる前置きの表現。

日曜{を/<除け(たら)>}/いつ/きてもよい。
きみの/作文は/少数の/文法上の/誤り{(を/<除けば>)}/たいへん/よろしい
きみ{を/<措い(ては)>}/ほかに/だれも/考えられぬ
工事は/一部{(を/<残して>)}/殆ど/完成した。
{私(を/<除いて)>}/１０名/集まります。
計画中の/それら/ビルは、/<高さが/異なる>/{(ほかは、)}/すべて/同じである。

1 しか〜ない

従属節と主節との結びつきが弱く、従属節が主節に対して独立的に使用される表現。主節
の内容を述べるための前置きの表現や 主節の内容に対する話者の主観的なコメントを従
話者の事態に対する感情を前置き的に表す。
1 感情動詞＋事には

出来事に対する主
話者の事態に対する主観的な判断を前置き的に表す。
観的判断
話者が事態の結果に対して不運だと判断していることを前置き的に表す。「よりにもよって」
不運
という意味で使用される。
推測
話者の主観的な推測を表す独立的な表現。

FUo002

FUp

特定の選択肢しか残されていない状況を示す。

を除けたら
を除けば
を措いて(は)
残して(は)
除いて(は)
他には

だめと/<言っ{(たら)}>/だめだ。
<ぼくの/不在{(を/いい>/ことに)}/彼は/万事を/思いどおりに/した
{弁解(の/<しようも>/ない)}。
サンフランシスコを/<去る>/(こと)/西へ/３０マイルの/地点を/飛行中です
病人は/{どちらかと/いう(と)}/悪い/方だ
ご高評を/<賜わり{(たく>/存じます)}
彼女は/買物に/<行く{(とて)}>/出て/行った
折{が/あれ(ばと)}/ねらっていた

形式的には、重文の構造であるが、意味的には２文に分解されていると考えられる表現

1、

彼女は/<疲れては>/いない{(、)}/疲れた/ふりを/しているだけだ

従属節が主節に対して対等の関係で結びつくタイプ
並列節が主節と対立することなく、単純に並ぶ関係にある表現。大きく、該当するものを列
挙する表現 ２つの状態を兼ね備えている状態の表現 一方を否定しもう一方を肯定する
該当するものをすべて列挙する表現。

1し

食事の/用意も/<できた{(し)}>/万事/整いました。

2 連用中止

甲が/種を/<まき>{()}/乙が/刈り取る。
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HRa200

例示の並列

HRa300

累加の並列

該当するものの一部を例として列挙する表現。

該当するものを追加して列挙する表現。

3て

彼は/朝は/早く/<出{(て)}>/晩は/遅く/帰る

1ば

だれでも/長所も/<あれ{(ば)}>/短所も/ある

2 たり
3や

我々は/<歌っ{(たり)}>/踊ったりした
宴会で/<飲め{(や)}>/歌えの/大騒ぎを/した

1 だけでなく

この/ゲームは/<面白い{(だけでなく)}>/教育的だ。

2
3
4
5

彼は/贅沢など{は/愚か}/<食う(にも)>/困っている。
商品陳列棚は/<汚れている{(し、)}>/カーペット(も)/汚れている。
あの/映画は/日本{(だけでは/<なく>)}/外国でも/たいへん/評判が/いいです。
あの/人は/<医者{(であり、)}>/また/大学の/先生{(でもある)}。
人は/みな/神の/王国の/<もの{(であり、)}>/その/財産{(も)}/すべて/神の/王国の/もの{(で
あっ)}た。
彼は/<詩人{(でもあり)}>/外交官{(でもある)}
その/ことは/動物{(のみで/<なく>)}/植物{にも}/当てはまる
彼は/<小説家である{(のみならず)}>/詩人でもあった
この/ことは/単に/私個人{のみの}/問題{(では/<なく>)}/グループ/全体の/問題である。
彼は/漢字が/<書けない{(ばかりか、)}>/ひらがな{(も)}/かたかな{(も)}/書けない。
彼は/<翻訳{(ばかりで>/なく)}/自作も/ある
日本の/夏は/昼間{(ばかりでは/<なく、>)}/夜も/やはり/暑い。
大国{(ばかりにでは/<なく、>)}/小さな/国々{にも}/目を/向けるべきだ。
彼は/<うれしく{(も>/あり)}{}/同時に/悲しく{(も/あっ)}た
ただの/学校も/<あれ{(ば)、}>/私たちのような/別格の/学校も/ある
彼は/頭が/いい/{(上に、)}/勉強家である。
この/情報は/年刊の/商工人名録として/<出版される>/{(ほか、)}/オンライン・サービスと/し
ても/利用できます。

〜は愚か〜にも
〜も〜し〜も
だけではなく
であり〜でもある

6 であり〜も〜である
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

でもあり〜でもある
のみでなく
のみならず
のみの〜ではなく
ばかりか
ばかりでなく
ばかりではなく
ばかりにではなく
もあり〜もある
もあれば〜もある
上に

18 他
HRa400

平行

HRa500

２つの動作を平行して行ったり、２つの性質を兼ね備えている場合の表現。

否定の並列

HRa501

1 と同時に

この/本は/<おもしろい{(と同時に)}>/教えられる/ところが/多い

2 とともに
3 且つ

重ねて/お祝いを/<申し上げる{(と共に)}>/ご多幸を/お祈りします。
プリンタは、/<それ自体>/システムであり{(、}/かつ)/ワープロシステムの/一構成部分でもあ
る

1 ではなくて

出力は、/画面{(では/<なく>)}/プリンタに/向けて/出される。

2 ではなく
3 なくて
5 のではなくて

彼は/列車{(では/<なく>)}/飛行機で/来た
<赤く{(なくて)}>/黒い。
ユーザは、/処理の/手続きを/記述する{(ので/<なく、>)}/ＰＲＯＬＯＧで/コンピュータに/論
理を/命令する。
君が/サルに/<似ている{(のではなくて、>)}/サルが/君に/似ているのだ

1 ないで

横を/<向か{(ないで)}>/正面を/向きなさい。

2ず
3 ずして
4 ずに

海は/川を/<拒ま{(ず)}>/森は/落葉を/拒まない。
人間の/価値は/財産に/<あら(ず{して})>/人物に/ある
文句を/<言わ{(ずに)}>/もっと/働けよ

「なくて」「ないで」などの否定を含んだ節を列挙する表現

否定と肯定の並列 「なくて」という形で、節を列挙する表現。

4 のではなく
HRa502

別の事態

予想、期待される事態が起こらないで、代わりに別の事態が起こることを表す。

HRa503

代替

HRa504

肯定と否定の並列 2つの事態を提示して、従属節で肯定表現を、主節で否定表現を用いる場合。

HRa600
HRb100

選択
逆接的並列

ある動作の代替として別の動作を行うことを表す。

1 代わりに

彼は/<自分で/来る>/{(代わりに)}/使いを/よこした

1 であって〜でない

これは/<提案であっ{(て)}>/命令{ではない}

2
3
4
5

それは/れっきとした/<山で>{()}/丘{ではない}。
責任は/私に/<あっ{(て)}>/彼には/{ない}。
彼の/理論の/重要性は/その/方法に/<ある{(のであって)}>/その/内容(には/ない)。
彼女は/習慣で/たばこを/<吸う{(のであり、)}>/楽しんで/吸っている{(のではない)}。

で〜でない
て〜ない
のであって〜ない
のであり〜ない

選択肢を列挙する表現。

1か

何かで/読んだ{(か)}/誰かに/聞いた。

並列節と主節が互いに対立する関係にある表現

1が

父は/<厳しい{(が)}>/母は/優しい

2 けれど
3 けれども

兄は/<秀才だ{(けれど)}/弟は/落ちこぼれだ。
昔は/天下の/<旗本であった{(けれども)}>/今は/零落した
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③【付録：5】節の意味分類コード体系
節の意味分類コードは10種類で構成され、各コードの構成概要は下表の通り。
種類
1
2
3
4
5
6
7
8
項目名
文種別
統語構造第一分類
統語構造第二分類
第一節従属の意味 第二節従属節の意味 主節の意味 第一節間の意味 第二節間の意味
統語構造第一分類[2種類統語構造第二分類[18種類]
用言意味分類[370種類]
節間意味分類[141種類]
付与分類名
文種別[5種類]
コード桁数
半角数字1桁
全角文字1文字 全角文字1文字または、2文字
半角英数4桁
半角英数6桁
文種別=1
○
○
○
○
付与の有無
文種別=2
○
○
○
○
○
○
文種別=3
○
○
○
○
文種別=4
○
○
○
○
○
○
文種別=5
○
○
○
○
○
○
○

文種別について
付与基準
文接続を1箇所もつ文
文接続を2箇所もつ文
埋め込み文を1つもつ文
埋め込み文を2つもつ文
文接続を1箇所、埋め込み文を1つもつ文

文種別
1
2
3
4
5

統語構造第1分類、第2分類について
・統語構造第一分類、第二分類のコードは下記表の通り。
【統語構造第1分類】
分類
統語構造第1分類コード
第1節埋め込 従
み
第2節埋め込 主
み

【統語構造第2分類】
文種別
1
2

3
4

5

分類

統語構造第2分類コー
ド
副詞型
副
並列型
並
副詞節＋副詞節
副副
副詞節＋並列節
副並
並列節＋副詞節
並副
並列節＋並列節
並並
補足型
補
名詞修飾型
名
補足節＋補足節
補補
補足節＋名詞修飾節
補名
名詞修飾節＋補足節
名補
名詞修飾節＋名詞修飾節 名名
補足節＋副詞節
名詞修飾節＋副詞節
補足節＋並列節
名詞修飾節＋並列節
副詞節＋補足節
副詞節＋名詞修飾節
並列節＋補足節

補副
名副
補並
名並
副補
副名
並補

2007.1.31 NTT-AT

9
10
第一節間KW
第二節間KW
節間KW[148種類]
半角、全角混合可変
○
○
○
○
○
○
○
○

並列節＋名詞修飾節

並名

用言意味分類について
・用言意味分類は4桁固定長になっており、上下階層はコード体系で表現されている。
＜用言意味分類体系例＞
第1階層
【1桁目：第1階層】
1桁目
分類名 [用言意味分類コード]

【2桁目：第2階層】

【3桁目：第3階層】

【4桁目：第4階層】

知覚と情緒の表現 [0000]
知覚感覚

[0100]
五感

[0110]

疲労睡眠 [0120]
身体的感覚[0130]
個人的感情 [0200]
喜悲

[0210]
歓喜

[0211]

悲痛

[0212]

節間意味分類／節間KWについて
・節間意味分類は6桁固定長になっており、上下階層はコード体系で表現されている。
1桁目
2桁目
3桁目
4桁目
中分類
小分類1
大分類

5桁目

6桁目
小分類2

・節間KWは節間意味分類に対し付与されている。そのため、階層関係は節間意味分類コードを参照
することで、決定することができる。
【節間意味分類、節間KW例】
大分類

中分類

形式名詞

小分類１
コト型
ノ型

小分類２

強調構文

トコロ型
その他
疑問表現

補足節（補語相
当節）

選択疑問文
疑問語疑問文

直接引用
引用節
間接引用

その他

ト型
トハ型
ヨウニ型
ナドト型

節間意味分類コード
HSa100
HSa200
HSa201
HSa300
HSa400
HSb101
HSb102
HSb200
HSb301
HSb302
HSb303
HSb304
HSc400

節間キーワード
こと、ということ
のが(を)(見る|見える|聞く|聞こえる)
(手伝う|じ
〜のは〜だまする|待 )
ところを（目撃する|見かける|捕まえる|捉える)、ところが、ところは、
と ろ
と ろに
か（が|を)、かどうか(が|を)
疑問語〜か（が|を)、かどうか(が|を)
「〜。」と
と、
とは
よう（に）
などと

【付録：6】用言の意味分類体系と用言意味辞書
通
番

第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

1

0

0

0

五感

1
1

1
1

0
1

0 1241(知覚)、感じる、錯覚する、知覚する、嗅ぎ付ける
0 見る、見える、見つめる、眺める、見掛ける、見交わす、見合わせる、見残す、見取る、見受ける、見初める、見直
す、見直せる、見返る、かいま見る、見過ごす、見兼ねる、見逃す、眩む(くらむ)、覗く、聞く、聞こえる、聴く、聞き捨て
る、聞きすてる、味わう、臭う、匂う、嗅ぐ、薫る、煙たがる、渇く、香る、舐める、しみる、痺れる、1483(聞き)、伺う、承
る、耳慣れる、聴き取る、伝え聞く、聞かせる、聞き過ごす、聞き及ぶ、聞き誤る、聞き惚れる、聞き込む、聞き澄ま
す、聞き損なう、聞き置く、聞き直す、聞き逃す、聞き入る、聞き付ける、聞き忘れる、聞き落とす、聞き流す、聞き漏ら
す、聞こし召す、漏れ聞く、傾聴する、聴取する、盗聴する、拝聴する、傍聴する

疲労睡眠

1

1

2

0 覚める、覚ます、目覚める、醒ます、醒める、眠る、眠らす、眠らせる、寝つく、疲れる、くたびれる、ばてる、へばる、
へこたれる、へたばる、伸びる、1250(眠り)、寝る、寝そびれる、寝付く、寝過ぎる、寝過ごす、寝込む、寝入る、まどろ
む、眠りこける、1251(覚醒)、きる、起こる、起こす、揺り起こす、1601(就寝)、臥せる、休む、1602(起床)、起きる、起
き上がる、叩き起こす、跳ね起きる、飛び起きる、安眠する、仮眠する、泣き寝入りする、居眠りする、熟睡する、昼寝
する、冬眠する、覚醒する、就寝する、起床する

身体的感覚

1

1

3

1

2

0

歓喜
悲痛

1
1
1

2
2
2

1
1
1

感動恐怖

1
1

2
2

2
2

0 飢える、ぼける、狂う、酔う、のぼせる、高ぶる、くらむ、くらませる、感じる、痛む、ひりつく、疼く(うずく)、差し込む、痛
がる、痛める、病める、染みる、（肩）凝る、苛立つ、うだる、ほてる、（腹）すく、渇く、1244(酔い)、眩む、酔い潰れる、
酔い痴れる、酔っ払う、盛り潰す、1246(飢渇〔きかつ〕)、縮む、餓える、凍える、凍みる、噎せ返る、1375(倦怠〔けん
たい〕)、見飽きる、飽きる、うっとりする、苛々する、すっきりする、しっかりする、ゆったりする、上気する、陶酔する、
麻酔する、酩酊する、枯渇する、退屈する
0 つまされる、心得る、冴える、急く(せく)、感じ入る、秘める(ひめる)、懲りる、耽る、銘じる(めいじる)、晴れる、紛らす、
紛れる、遣る、晴らす、慰める、楽しむ、楽しがる、楽しめる、興がる、興じる、1240 (感じ)、思う、応える、悟る、催す、
思す、映じる、覚える、感じる、感じ取る、感付く、気付く、焼き付ける、感受する、感動する、共感する、実感する、直
感する、直観する、痛感する、同感する、予感する、確信する
0 ときめかす、ときめく、躍らす(おどらす)
1 喜ぶ、喜ばす、祝う、楽しむ、楽します、浮かれる、笑う、1263(喜び)、嬉しがる、上付く、浮き立つ、狂喜する
2 悲しむ、嘆く、痛む、憂える、寂しがる、嘆じる、痛める、悲しがる、佗びる、悲します、哀しむ、泣く、泣かす、涙ぐむ、
噎せぶ(むせぶ)、滅入る(めいる)、1346(泣き)、むずかる、涙する、哭する、泣き出す、泣き沈む、泣き入る、泣き濡れ
る、泣き伏す、泣き崩れる、吠える、啜り泣く、啜り上げる、号泣する
0
1 驚く、驚かす、あきれる、おびえる、ひるむ、怖れる、恐れる、脅かす、怖がる、おののく、呆れる、抜かす、1338(感
動)、躍る、打つ、動く、感じる、感じ入る、動かす、1348(感嘆)、嘆く、唸る、嘆じる、1265(驚き)、恐れ入る、威かす、
驚き入る、魂消る、呆れ果てる、呆れ返る、1266(恐れ)、いじける、びくつく、縮む、竦む、脅える、射竦める、縮こま
る、縮み上がる、怖がらせる、怖じける、怖じる、立ち竦む、竦み上がる、竦める、感激する、感心する、感動する、感
銘する、陶酔する、感嘆する、嘆息する、びっくりする、驚嘆する、驚愕する、仰天する、狼狽する、畏縮する、危惧す
る、物怖じする

狼狽動揺

1

2

2

満足安堵

1

2

2

不満落胆

1

2

2

心配

1
1

2
2

3
3

苦悩困惑

1

2

3

後悔反省

1

2

3

興奮

1
1

2
2

4
4

沈静

1

2

4

怒り

1

2

4

羞恥躊躇

1
1

2
2

5
5

誇り虚栄

1

2

5

知覚感覚

3

4

5
個人的感情

6
7
8
9
10

喜悲

驚嘆落胆

11

12
13

14
15

苦痛後悔

16

17
18
19

興奮沈静

20
21
22
23

羞恥と傲慢

24

25
26

1

2

6

決心

1

2

6

願望期待

1

2

6

努力忍耐

1

2

6

怠慢反省

1

2

6

願望努力忍
耐

27

28

29
30

所属単語

分類コード
第4段目

知覚と情緒

1 の表現
2

2007年1月31日
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社

2 うろたえる、慌てる、焦る、動じる、苛立つ、尖る、とがる、苛立てる、急き込む、焦らす、尖らせる、1280(狼狽)、慌て
ふためく、がさつく、そわつく、まごつく、騒ぐ、取り乱す、浮き足立つ、面喰う、2115(動揺)、ぐらつく、だぶつく、ひょろ
つく、ふらつく、ぶらつく、揺らぐ、揺る、揺るぐ、揺るがす、揺るがせる、揺さぶる、揺らめく、揺られる、揺り動かす、揺
り返す、揺れる、転倒する、動揺する、狼狽する、右往左往する
3 安心する、安賭する、撫で下ろす、1269(安心)、安らぐ、安んじる、1272(満足)、納まる、適う、満たす、甘んじる、気に
入る、心行く、善がる、飽かす、飽きる、満ち足りる、安堵する、放心安住する、堪能する、充足する、満喫する、満足
する、寛ぐ、寛げる、打ち寛ぐ
4 失望する、がっかりする、がっくりする、あきらめる、1369(落胆)、滅入る、儚む、挫ける、砕ける、ふて腐れる、
1374(断念)、ほうり出す、悟る、引っ込む、見限る、見切る、見送る、思い切る、思い止まる、諦める、投げる、投げ捨
てる、投げ出す、うんざりする、不足する、萎縮する、虚脱する、幻滅する、沈滞する、悲観する、放心する、落胆す
る、茫然自失する、絶望する、覚悟する、泣き寝入りする、断念する
0
1 憂える(うれえる)、恐れる、案じる、気遣う、顧みる、思い過ごす、1270(心配)、危惧する、苦労する、懸念する、思案
する、心配する、配慮する、悲観する、憂慮する
2 苦しむ、苦しめる、あえぐ、悩む、悩ます、ふさぐ、困る、迷う、嘆く、1259(苦しみ)、焦がす、詰まる、参る、滅入る、悶
える、煩わす、窮する、倦む、弱る、痛む、喘ぐ、鬱ぐ、恐れ入る、決まる、窮まる、結ぼれる、行き詰まる、行き当た
る、行き悩む、困り果てる、困り切る、困り抜く、塞ぎ込む、塞ぐ、思い煩う、思い余る、持て余す、しける、手詰まる、
てこずる、切羽詰まる、苦悩する、苦悶する、困窮する、困惑する、当惑する、難儀する、閉口する、迷惑する、鬱積
する
3 悔やむ、惜しむ、惜しがる、悔いる、1274(悔い)、悔い改める、思い残す、1275(反省)、みる、振り返る、目覚める、後
悔する、自覚する、内省する、反省する、改心する
0
1 興奮する、浮かれる、沸く、乱す、乱れる、取り乱す、夢中になる、狂う、怒鳴る、暴れる、叫ぶ、高ぶる、高じる、奮い
起つ、騒ぎ立てる、血迷う、あわてる、勇む、はしゃぐ、騒ぐ、荒らす、荒れる、荒立つ、荒立てる、騒がせる、立ち騒
ぐ、1256(興奮)、時めく、ときめかす、沸かす、激する、轟く、上がる、募る、滾る、燃える、高鳴る、轟かせる、燃や
す、買い上がる、1243(狂気)、憑かれる、搗く、のぼせる、狂わす、上擦る、乗り移る、感激する、激発する、熱狂す
る、逆上する、狂乱する、発狂する、奮発する
2 落着ける、静まる、鎮まる、落ち着く、落ち着ける、鎮める、潜める(ひそめる)、黙る、押し黙る、黙りこくる、黙り込む、
紛（まぎ）らす、紛らせる(まぎらせる)、紛らわす(まぎらわす)、据える、落ち着き払う、1257(鎮静)、冷ます、冷める、澄
ます、済ます、静める、鎮静する、冷却する、沈黙する、黙視する、黙秘する
3 怒（おこ）る、怒（いか）る、怒（おこ）らす、怒（いか）らす、どなる、憤る(いきどおる)、煮えくりかえる、煮やす(にやす)、
1264(怒り)、怒る、むかつく、嘆く、気色ばむ、腹立つ、腹立てる、膨れる、脹れる、激怒する、憤慨する、憤激する、立
腹する
0 沈む、萎れる、打ち沈む、羞じらう、しょげる、しょげ込む、しょげ返る、1285(卑下)、遜る、卑下する、自嘲する
1 恥じる、ためらう、はにかむ、恥ずかしがる、照れる、たじろぐ、汚れる、傷付ける、辱しめる、恥じ入る、1292(慎み)、
嗜む、慎む、控える、忌む、はばかる、畏まる、恐れる、恐れ入る、差し控える、痛み入る、1355(ためらい)、渋る、見
合わせる、遠慮する、躊躇する、2488(性格)、内向する
2 威張る、出しゃばる、誇る、気取る、しゃれる、自惚れる(うぬぼれる)、透かす、すかす、空かす、空く、澄ます、済ま
す、繕う、装う、飾る、振る、衒う、行い澄ます、才走る、脂下がる、取り澄ます、取り繕う、体裁振る、通がる、勿体振
る、1291(驕り〔おごり〕)、偉がる、付け上がる、のさばる、むずかる、凄む、猛る、僭する、驕る、悪たれる、気色ばむ、
ぐずる、空嘯く、高ぶる、差し越える、殺気立つ、出過ぎる、息巻く、当たり散らす、反っくり返る、反り返る、暴れる、
1284(誇り)、のぼせる、思い上がる、勝ち誇る、任じる、増長する、自負する、自慢する、慢心する
0 足掻く(あがく)、努める、窮す、冒険する
1 1354(決心)、決める、期する、思い切る、踏み切る、覚悟する、緊張する、決意する、決心する、決断する、独断する、
勇断する、猶予する、決裁する、決定する、結論する、査定する
2 夢見る、望む、欲する、願う、叶う、叶える、欲張る、1362(願い)、思う、思す、願い上げる、念じる、1363(希望)、冀う、
祈る、徴する、餓える、飢える、求める、欲しがる、1364(期待)、期する、待つ、当たる、見込む、当て込む、1352(意
志)、狙う、目指す、志す、思い立つ、目掛ける、念願する、願望する、希望する、懇願する、志願する、請求する、要
求する、要請する、渇望する、懇望する、志望する、所望する、請願する、切望する、嘆願する、探求する、追求す
る、熱望する、要望する、期待する、待望する、意図する
3 努める、勉める、頑張る、励む、尽くす、忍ぶ、耐える、堪（こた）える、食いしばる、果たす、遣り遂げる、こなす、打ち
込む、遂げる、粘る、堪り兼ねる、打ち勝つ、踏ん張る、1379(努力)、賭する、勤しむ、骨折る、精出す、足掻く、
1383(我慢)、堪える、堪る、凌ぐ、踏み堪える、徹する、尽力する、努力する、奮闘する、勉強する、苦心する、苦慮す
る、苦労する、我慢する、勘弁する、堪忍する、辛抱する、耐乏する、恐縮する、禁酒する、謹慎する、自粛する、自
制する、節制する、分別する、容赦する
4 さぼる、怠ける、怠る(おこたる)、省る、顧る、振返る、飽きる、倦む(うむ)、顧みる(かえりみる)、省みる、諦める、厭き
る、1381(怠け)、サボる、ずるける、油断する
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所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

1

2

6

5 拘（こだわ）る、憑く、惹く、憑かれる(つかれる)、魅入る(みいる)、意気込む、極まる、1367(奮発)、立つ、息む、奮う、
猛る、勇む、力む、気張る、気負う、気負い立つ、張り切る、奮い起こす、勇み立つ、1404(関心)、白ける、1372(熱
中)、溺れる、固まる、注ぐ、惚ける、惚れる、淫する、凝る、酔う、耽る、熱する、のぼせる、凝り固まる、傾ける、事と
する、取り組む、打ち込む、明け暮れる、1371(執念)、掛かる、関わる、泥む、篭もる、込める、1373(意地)、頑張る、
突っ張る、貫く、徹する、押し切る、押し通す、骨張る、立て通す、決起する、高揚する、奮起する、奮発する、邁進す
る、熱中する、傾注する、傾倒する、心酔する、専心する、専念する、中毒する、熱狂する、没頭する、没入する、堅
持する、固執する、固守する、執心する、執着する、無理する、一貫する、貫徹する、徹底する

1

2

7

1

3

0

1

3

1

愛好

1

3

1

嫌悪怨恨

1

3

1

嫉妬媚び諂
い

1

3

2

0 開き直る、居直る、ごねる、ぐずる、かしこまる、わきまえる、とぼける、さばける、しかめる、慎む、控える、ふるまう、
謹む、付け上がる、寂しがる、いじける、おどける、しょげる、しらばくれる、ひねくれる、むくれる、拗ねる(すねる)、ふ
ざける、繕（つくろ）う、1344(顔つき)、曇る、苦り切る、赤める、赤らむ、赤らめる、曇らす、鼻白む、流れ込む、顰め
る、潜める、紅潮する
0 誘惑する、そそる、うそぶく、渋る、欹てる(そばだてる)、しがみつく、憚る(はばかる)、てこずる、身構える、けちる、ゆ
する、ふざける、1834(魅惑)、引く、魅する、引き付ける、魅入る、魅了する、魅惑する
0 親しむ、偲ぶ、気に入る、なつく、じゃれる、甘える、靡く(なびく)、1312(同情)、哀れむ、愛護する、同情する、和らぐ、
懐く、懐ける、甘ったれる、甘やかす、人馴れる、打ち解ける、馴らす、馴れる、なじむ、狎れる
1 愛する、恋する、惚れる、好む、好く、引かれる、愛おしむ、懐かしむ、懐かしがる、可愛がる、1300(愛好)、嗜む、気
に入る、好き好む、1303(愛)、いとおしむ、焦がれる、惚れ込む、弄ぶ、寵する、愛しがる、愛し合う、愛でる、かわい
がる、見初める、慈しむ、恋い焦がれる、愛好する、愛読する、選り好みする、愛護する、交際する、執心する、失恋
する、熱愛する、恋愛する
2 嫌う、憎む、恨む、晴らす(はらす)、忌む(いむ)、尽かす(つかす)、わななく、震う、粟立つ、寒気立つ、震える、震え上
がる、総毛立つ、1301(嫌悪)、厭う、厭がる、煙たがる、忌み嫌う、飽きる、1304(憎悪)、睨む、憎がる、睨み合う、嫌
悪する、憎悪する、敵対する
0 へつらう、媚びる、羨（うらや）む、ひがむ、妬（や）く、妬ける、妬む(ねたむ)、いじける、こましゃくれる、ごてる、ごね
る、ぼやく、曲がる、託つ、僻む、膨らむ、零す、愚痴る、くどく、拗ける、拗ねる、1313(嫉妬)、嫉む、羨む、嫉妬する

詫びと感謝

1

3

3

賞賛崇拝

1
1

3
3

4
4

侮蔑

1

3

4

善意気遣い

1
1

3
3

5
5

叱咤非難

1

3

5

放置放任

1
2

3
0

5
0

0 謝る、感謝する、許す、赦す、詫びる、報いる、報じる、1854(謝罪)、詫び入る、深謝する、謝罪する、陳謝する、弁解
する
0 軽んじる、敬遠する、疎外する、断絶する、排斥する
1 尊敬する、崇拝する、敬う、慕う、憧れる、羨む、称える、畏れる、貴ぶ(とうとぶ)、仰ぐ(あおぐ)、見上げる、戴く(いた
だく)、貢ぐ(みつぐ)、仕える、1860(称賛)、囃す、誉める、誉めそやす、誉め称える、嘉する、賛する、称する、賞する、
頌する、持て囃す、嘆じる、1318(尊敬)、立てる、恐れ入る、崇める、1321(尊重)労る、いとおしむ、哀れむ、尊ぶ、察
する、一目置く、思い遣る、慈しむ、持てる、重んじる、惜しむ、買い被る、1857(褒賞)、1340(憧憬〔しょうけい〕)、焦が
れる、偲ぶ、恋う、引かされる、引かれる、懐かしむ、懐かしがる、恋い慕う、喝采する、感嘆する、賛美する、推奨す
る、絶賛する、拍手する、謳歌する、感服する、傾倒する、敬服する、心酔する、心服する、重視する、尊重する、珍
重する、表彰する、優遇する、優待する
2 軽蔑する、侮る、あざける、ののしる、哀れむ、嗤う、ひやかす、あしらう、からかう、けなす、いじめる、脅す、威かす、
呪う、見下ろす、見下だす、辱しめる、顰める(ひそめる)、見縊る(みくびる)、避ける、見返す、暴く(あばく)、けしかけ
る、お、1319(軽蔑)、おちゃらかす、飲む、蔑む、軽んじる、見下げる、踏み躙る、踏み付ける、卑しめる、嘗める、貶
める、1323(無視)、見限る、見捨てる、見放す、差し置く、捨てる、1347(笑い)、ほころぶ、ほほえむ、笑む、笑わせる、
吹き出す、綻びる、ほほえみかける、あざわらう、1847(別け隔て)、別け隔てる、1848(迫害)、苛める、虐げる、責め
る、責めさいなむ、切り苛む、1861(誹謗)、扱き下ろす、罵る、腐る、腐す、謗る、讒する、毒突く、1862(愚弄)、囃す、
冷やかす、やじる、嘲る、嬲る、ちゃかす、囃し立てる、軽視する、侮辱する、蔑視する、度外視する、無視する、黙殺
する、嘲笑する、冷遇する、差別する、虐待する、迫害する、欠礼する、中傷する、誹謗する、愚弄する、冒涜する、
翻弄する
0 静観する、傍観する、黙視する
1 気遣う、甘やかす、犒う(ねぎらう)、労（いたわ）る、報う、報じる(ほうじる)、報いる、酬いる、恵む、諭す、宥（なだ）め
る、誉める、褒める、慰める、励ます、諌める、1849(慰労)あやす、労る、慰する、すかす、執り成す、宥める、愛護す
る、慰留する
2 叱る、注意する、戒める、懲らしめる、質す、責める、とがめる、咎める、糺す(ただす)、難ずる(なんずる)、1863(威
嚇)、威す、凄む、威し付ける、居直る、威かす、脅かす、威嚇する、脅迫する
3 見放す、ほったらかす、すっぽかす、無視する、見捨てる、放任する、放置する、ボイコットする
0 経験する、うがつ、司る、見做す、辿る、溯る、志す、誓う、決心する、見掛ける、見慣れる、見受ける、見当たる

2

1

0

0 決め込む、決め付ける、1238(心)、覚める、気付く

思考活動

2
2

1
1

1
1

記憶

2

1

1

識別理解

2
2

1
1

2
2

確信疑い

2

1

2

2

2

0

2

2

1

2

2

1

0 博する、記憶する、経験する、体験する、分別する、意図する、独断する
1 思う、考える、気にする、気になる、見込む、見誤る、想う、思い込む、思い切る、考え合わせる、考え込む、考え出
す、1396(思索)、惟る、慮る、鑑みる、掘り下げる、思い詰める、思い合わせる、思い直す、思い入れる、思い返す、
思い余る、煎じ詰める、突き詰める、練り直す、1016(感想)、いだく、含む、思す、感じる、存じる、存じ寄る、念じる、
1031(概要)、筋立てる、苦慮する、検討する、工夫する、工面する、考案する、考慮する、再考する、思案する、思考
する、思索する、熟慮する、瞑想する、推理する、空想する、想像する、連想する、演繹する、観念する、構想する、
抜粋する、要約する
2 覚える、忘れる、思い出す、思い浮かべる、1392(覚え)、記す、見覚える、刻み付ける、聞き覚える、銘じる、1393(忘
却)、見忘れる、書き忘れる、置き忘れる、1394(想起)顧みる、思い起こす、思い当たる、思い付く、思い返す、振り返
る、浮かぶ、浮かす、メモリーする、暗記する、記憶する、銘記する、物忘れする、忘却する、回顧する、回想する、喚
起する、記念する、想起する、追憶する
0 感受する、解する
1 分かる、認める、理解する、知る、存じる、見分ける、見通す、解く、通じる、覚る、悟る、気付く、1406(認識)、当たる、
覚ます、覚める、確かめる、見え透く、見きわめる、見て取る、見極める、見受ける、見知る、見定める、見透かす、見
破る、見抜く、思い知る、知り合う、知り抜く、目覚める、1407(理解)、頷ける、取る、取れる、解する、察する、掴む、
読む、齧る、飲み込む、解せる、噛み分ける、取り違える、受け取る、心得る、読める、聞き分ける、弁える、履き違え
る、開眼する、達観する、意識する、確認する、覚醒する、感知する、鑑別する、関知する、検知する、誤認する、再
確認する、察知する、実感する、熟知する、精通する、探知する、直観する、通達する、認識する、認知する、予知す
る、了解する、会得する、吸収する、曲解する、誤解する、承知する、消化する、体得する、納得する、把握する、判
明する、分別する、捕捉する、了承する、了知する、識別する
2 怪しむ、疑う、危ぶむ、訝る、危ながる、案じる、迷う、窺う、案ずる、いだく、1400(迷い)、惑う、惑わす、眩む、とまど
う、迷わす、1399(確信)、担ぐ、思い込む、信じる、困惑する、混迷する、低迷する、当惑する、目移りする、過信す
る、確信する、信仰する、信用する、信心する
0 かこつける、喩える、譬える(たとえる)、ばらす、論じる、もじる、言いつける、訳す、表わす、説き伏せる、表す、ス
ピーチする、会話する、戒告する、勧告する、広言する、講演する、講義する、豪語する、失言する、助言する、忠告
する、長話する、発言する、放言する、暴言する、代弁する
0 告げる、物語る、仄めかす(ほのめかす)、言い換える、1349(声)、潤う、掠れる、がなる、曇る、さざめく、さんざめく、
ざわつく、ざわめく、嗄れる、すだく、どなる、泣く、鳴く、罵る、はしゃぐ、吠える、呼ぶ、沸かす、沸く、わめく、叫ぶ、潤
む、潤す、騒ぐ、鳴る、呻く、唸る、嗄らす、嘶く、嘯く、囀る、泣き叫ぶ、呼ばわる、甲走る、荒らげる、唱える、上擦
る、騒ぎ立てる、張り上げる、沸き上がる、沸き返る、沸き立つ、鳴き頻る、立ち騒ぐ、嘶える、犇めく、魘される、喝采
する、感嘆する、絶叫する、馬鹿騒ぎする、発音する、発声する、復唱する、講釈する
1 言う、仰る、申す、述べる、しゃべる、ほのめかす、話す、告る、囁（ささや）く、呟く(つぶやく)、語る、言い出す、言い切
る、言い張る、言い直す、言い伝える、言い渡す、言い表わす、言い返す、噤む(つぐむ)、名乗る、唱える、なまる、
1503(発言)、言い替える、仰せる、ささめく、喋る、吹く、ほざく、仄めかす、漏らす、偽る、吃る、寓する、吹かす、操
る、澱む、嘯く、囁く、訛る、仰せられる、決め付ける、言い違える、言い漏らす、言い過ぎる、言い掛ける、言い古す、
言い兼ねる、言い捲る、言い誤る、言い散らす、言い残す、言い捨てる、言い渋る、言い尽くす、言い繕う、言い損な
う、言い逃れる、言い抜ける、言い放つ、言い落とす、言い立てる、口走る、口篭もる、惚気る、畳み掛ける、触れる、
申し上げる、申し兼ねる、申し添える、吹き捲る、吹っ掛ける、切り出す、吐かす、匂わせる、捻くる、物言う、物語る、
鳴らす、話せる、話掛る、1509(講話)、講ずる、講じる、1525(演説)弁じる、遺言する、開陳する、確言する、換言す
る、強調する、極言する、言及する、言明する、公言する、口外する、口述する、広言する、豪語する、失言する、述
懐する、断言する、直言する、発言する、復唱する、放言する、明言する、予言する、力説する、講釈する、説教す
る、発音する、講演する、講義する、実況する、陳述する、訓示する、スピーチする、演説する、代弁する、遊説する

奮起執着

31
身振り態度

32
対人的感情

33
好き嫌い

34

35
36
37
38
39

尊敬軽蔑

40

41
42

働きかけ

43
44
45
46
47
48

知的な行為
の表現
思考と認識
の行為
思考と記憶

49

50
51

理解

52
53
言語と表現
の行為

54
音声

55
音声発話

56
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通
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

対話質疑

2

2

1

説明伝達

2

2

1

論評

2

2

1

読み書き

2

2

2

文書記録翻
訳

2

2

3

言語表現一
般

2

2

4

表現一般

2

2

5

57
58
59

60

61

62
63
64

3

0

2

3

1

0 教わる、教える、説く、導く、学ぶ、さらう、習う、修める、修まる、教え込む、1388(学び)、見習う、習わす、1808(教
育)、詰め込む、言い伝える、授ける、伝える、1389(練習)、冴える、慣れる、練る、磨く、達する、養う、覚える、見慣れ
る、使い慣れる、枯れる、耳慣れる、手慣れる、書き慣れる、乗り付ける、身に着ける、世慣れる、鍛える、着慣れる、
着付ける、肥える、肥やす、物慣れる、聞き慣れる、聞き付ける、目慣れる、練れる、1807(指導)、垂れる、仕付ける、
矯める、仕込む、仕立てる、1809(教化)、かぶれる、被れる、化する、染まる、専攻する、入門する、マスターする、
リードする、実習する、師事する、演習する、学習する、教習する、苦学する、稽古する、自習する、修行する、習得す
る、復習する、勉強する、予習する、履修する、教育する、授業する、円熟する、教授する、苦行する、訓練する、研
鑚する、修業する、習熟する、熟練する、上達する、洗練する、鍛練する、練習する、老成する、伝授する、教示す
る、矯正する、指導する、助言する、注意する、補導する、感化する、啓発する、啓蒙する、転向する、同化する

まね・慣れ

2
2

3
4

2
0

計画立案

2
2

4
4

1
1

準備計画

2

4

1

実施実行

2
2

4
4

2
2

0 真似る、馴れる、模倣する、倣う、見習う、1390(模倣)、擬する、模する、捩る、準える、模写する
0 窮める(きわめる)、1526(提唱)、叫ぶ、言い張る、言い募る、言い立てる、唱える、申し立てる、打ち出す、開発する、
共同開発する、主張する、提唱する
0 意図する、脱線する
1 図る、企てる、もくろむ、試みる、講じる、企む(たくらむ)、計らう、見計らう、見越す、仕掛ける、遣り直す、画す、
1460(計画)、仕組む、画する、講ずる、策する、予定する、創案する、独創する、発想する、構想する、題する、意図
する、企画する、計画する、志望する、設計する、発案する、立案する、立法する、画策する、細工する、提案する、
答申する、トライする
2 狙う、目指す、1458(準備)、仕立てる、しつらえる、備える、窺う、待つ、整う、気構える、設ける、待ち倦む、待ち兼ね
る、待ち構える、待ち焦がれる、待ち侘びる、待ち設ける、整える、付け狙う、実装する、手回しする、手配する、準備
する、常備する、待機する、調達する、配備する、用意する、融通する、都合する
0 見届ける、位置付ける、対応づける、当て嵌まる、当て嵌める、調査する、チェックする、特定する
1 行う、遂げる、達成する、果たす、2051(実施)、遊ばす、行なう、為す、乗り出す、働く、営む、遣る、講ずる、仕る、体
する、致す、挺する、物する、冒す、為出かす、演じる、講じる、先んじる、先駆ける、2158(推進)、急ぐ、進める、捗
る、運ぶ、急く、進む、押し進める、急がせる、速まる、速める、2052(遂行)、行ける、しこなす、出来る、達する、為し
遂げる、為おおせる、為済ます、為遂げる、おおせる、叶える、遣りこなす、遣り遂げる、出来す、乗じる、投じる、善く
する、付け込む、付け入る、セットする、強行する、決行する、施行する、試行する、執行する、実行する、実施する、
実践する、先行する、潜行する、代行する、履行する、率先する、励行する、急進する、進捗する、推進する、漸進す
る、促進する、完遂する、具現する、実現する、遂行する、成功する、成就する、全うする、結晶する

調査探求

2

4

2

予測推理

2

4

2

発明証明

2

4

2

計画立案

69
70
71

0 1501(翻訳)、訳す、1490(記録（活動）)、印する、録する、意訳する、英訳する、解釈する、完訳する、全訳する、直訳
する、通訳する、翻訳する、訳出する、和訳する、記述する、採録する、コピーする、チェックする、プリントする、ライ
センスする、レポートする、遺言する、寄稿する、宣言する、投稿する、投書する、マークする、記帳する、記録する、
収録する、除籍する、登記する、登録する、筆記する、併記する、再版する、著述する
0 名付ける、省く、飾る、1498(呼称)、言う、呼ぶ、号する、称する、題する、呼び捨てる、名乗る、銘打つ、1499(表現)、
出す、表わす、描く、言い表わす、書き表わす、投げ掛ける、描き出す、譬える、改称する、改題する、詐称する、自
称する、命名する、略称する、観念する、強調する、形容する、誇張する、写生する、修飾する、象徴する、発想す
る、表現する、表明する、描写する、粉飾する、模写する、換言する、活用する、省略する、課する、意味する、定義
する、同意する、総称する
0 表す、1492(署名)、署する、1505(合図)、呼び掛ける、呼び交わす、呼び立てる、マークする、合図する、サインする、
表する、署名する、列記する、調印する、作図する、製図する、ノックする、号令する、点呼する、発声する、標記す
る、表記する
0 納得いく、鍛える、パスする、担任する、学問する、試験する、質問する、題する、出題する

2

学術的活動

67
68

2 訊く、尋ねる、問う、答える、うなずく、聞き出す、聞き取る、話し込む、問い返す、1508(対話)いちゃつく、にやける、話
す、語らう、戯れる、言い交わす、言い合う、言い合わせる、語り明かす、駄弁る、談じる、道化る、話し合う、話掛る、
1511(質問)、聞く、調べる、咎める、伺う、質す、尋ね合わせる、聞き合わせる、聞き返す、問い掛ける、問い詰める、
問い合わせる、問い質す、1512(応答)、解ける、言い返す、会話する、歓談する、懇談する、雑談する、対談する、対
話する、談笑する、長話する、復唱する、密談する、面談する、喚問する、詰問する、糾問する、検問する、諮問す
る、自問する、質問する、尋問する、反問する、応酬する、応答する、回答する、確答する、生返事する、即答する、
答弁する、返答する、解答する、照会する
3 説明する、弁解する、弁明する、伝える、示す、触れる、知らせる、伝え聞く、1528(解説)、砕く、釈する、説く、噛み砕
く、説き明かす、論じる、1523(弁解)、言い逃れる、言い抜ける、伝承する、由来する、解説する、概説する、釈明す
る、詳説する、図解する、抗弁する、弁護する、注記する、注釈する
4 解説する、説明する、論説する、概説する、結論する、講評する、酷評する、主張する、独断する、批評する、非難す
る、評する、論評する、議論する、極論する、反論する、論述する、仮定する、詳説する、レポートする、申告する、報
告する、批判する、評論する
0 記す、書く、描く、表す、著す、写す、読む、印す、書き込む、書き残す、書き取る、書き上げる、書き直す、書き入れ
る、読み込む、読み取る、読み出す、1485(読み)、謳う、歌う、繙く、誦する、詠じる、吟じる、唱える、盗み読む、読み
こなす、読みさす、読み耽る、読み下す、読み合わせる、読み上げる、読み切る、読み替える、読み流す、1487(書き
（一般）)、付ける、付け込む、綴る、塗りたくる、控える、写る、書き留める、書き記す、書き散らす、書き出す、書き抜
く、書き付ける、書き分ける、書き落とす、書き流す、付け出す、付け落とす、1488(執筆)、草する、書き下ろす、書き
下す、書き捨てる、書き立てる、1500(叙述)、述べる、引く、叙する、愛読する、解読する、訓読みする、購読する、再
読する、読書する、読破する、判読する、復唱する、味読する、黙読する、濫読する、朗読する、コピーする、記述す
る、転記する、転写する、筆記する、標記する、表記する、落書きする、加筆する、起草する、執筆する、特記する、特
筆する、略記する、記載する、記入する、記名する、注記する、追記する、登録する、付記する、明記する、列記す
る、引用する、叙述する、詳述する、略述する、論及する、論述する、注釈する、閲覧する、回覧する、概観する、縮
写する

教育学習

教育学習の
行為

65
66

所属単語

分類コード
第4段目

調査研究

72

73

74

75

2 調べる、確かめる、試す、観る、観察する、見張る、見守る、見やる、見据える(みすえる)、見入る、突き合わせる、探
す、探る、求める、追う、解く、練る、捜す、裏付ける、深める、極める、見極める、掘り下げる、1424(探究)、尋ねる、
窮める、1425(究明)、説き明かす、見きわめる、1427(探索)、見出す、見付かる、見付ける、漁る、掘り出す、見当た
る、見顕わす、見出だす、捜し当てる、探り当てる、突き止める、嗅ぎ出す、嗅ぎ当てる、嗅ぎ付ける、1429(調べ)、改
める、糺す、洗う、取り調べる、洗い上げる、突き詰める、聞き糺す、1431(検査)、閲する、検する、検べる、1432(観
察)見る、検討する、研究する、研鑚する、考究する、専攻する、探究する、解析する、解剖する、解明する、究明す
る、糾明する、検出する、析出する、発見する、分析する、検索する、手入れする、詮索する、捜査する、捜索する、
打診する、探索する、探知する、探偵する、探訪する、調査する、偵察する、発掘する、物色する、模索する、吟味す
る、監察する、検閲する、検査する、検証する、検定する、検分する、査察する、視察する、点検する、点呼する、注
視する、注目する、追及する、追究する
3 1434(想像)、察する、思い遣る、夢見る、1435(推量)、汲む、勘繰る、汲み取る、思い過ごす、推し量る、1436(予想)、
当たる、見越す、見込む、見通す、思い設けるする、1025(偽)でっちあげる、惚ける、空想する、構想する、想像する、
想定する、判定する、連想する、憶測する、観測する、察知する、推察する、推測する、推定する、推理する、推量す
る、推論する、判読する、類推する、推計する、展望する、予期する、予見する、予言する、予想する、予測する、予
知する、仮定する、偽証する、予感する
4 見出だす(みいだす)、見付かる、見付ける、突き止める、捜し当てる、編み出す、割り出す、見破る、見抜く、1553(創
造)、練り上げる、巧む、考え出す、考え付く、思い付く、1456(証明)証する、明かす、跡付ける、裏付ける、2437(例)、
譬える、工夫する、考案する、合作する、作成する、試作する、創造する、独創する、発案する、発想する、開拓す
る、開発する、発明する、鑑別する、偽証する、考証する、実証する、証言する、証明する、認証する、立証する、例
証する、論証する、弁解する、推理する、連係する

3 / 20 ページ

通
番

第1段目

分類
第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

2

4

2

5 計る、測る、数える、量る、見積もる、数え上げる、1420(計算)、掛ける、加える、締める、引く、割る、算する、除する、
足る、足す、約する、掛け合わせる、割り出す、割り切る、割り切れる、寄せる、見計らう、見繕う、減じる、合わせる、
仕切る、乗じる、切り捨てる、切り上げる、弾き出す、1421(測定)、1426(試験)、嘗める、験する、試す、遭う、踏む、味
わう、試みる、出会う、出くわす、動物実験する、カウントする、暗算する、引き算する、加算する、解析する、概算す
る、勘定する、換算する、寄せ算する、起算する、逆算する、近似する、計算する、計上する、決済する、合計する、
算出する、算定する、算入する、集計する、推計する、清算する、精算する、積算する、積分する、総和する、増加す
る、足し算する、代入する、通算する、通分する、二乗する、微分する、平均する、平方する、棒引きする、約分する、
予想する、立方する、逆比例する、三乗する、縮尺する、小計する、総計する、都合する、反比例する、比する、比例
する、分散する、累計する、規定する、観測する、計量する、実測する、測定する、測量する、調査する、目測する、テ
ストする、トライする、試験する、試行する、実験する、操縦する、減点する、産出する、得点する、得票する、延長す
る、自重する、二分する、負担する、セットする、位する、面する、加減する、呼吸する、会計する

2

4

3

列挙分類

2

4

3

比較

2

4

3

選択判断

2

4

3

推測評価

2

4

3

肯定否定

0 1417(選択)、選ぶ、引き抜く、見繕う、取り上げる、取り立てる、選り抜く、抜き出す、クローズアップする、吟味する、
厳選する、取捨する、人選する、精選する、選考する、選出する、選択する、選定する、選抜する、抽出する、抽選す
る、当選する、特選する、抜粋する、抜擢する
1 振り分ける、分かつ(わかつ)、1482(列挙)、並べる、数える、数え上げる、数え立てる、並べ立てる、1415(混同)、紛ら
す、紛れる、分かる、区切る、見立てる、1413(分類)、分ける、頒ける、1414(区別)、別け隔てる、枚挙する、列挙す
る、混同する、折衷する、区分する、整頓する、整理する、等分割する、分別する、分類する、類別する、区分けす
る、区別する、差別する、大別する、鑑別する、識別する、判別する、弁別する
2 比べる、比較する、較べる、見比べる、1410(比較)、並べる、見做す、擬する、照らす、対する、比する、引き合わせ
る、見立てる、準える、準じる、照らし合わせる、突き合わせる、類える、譬える、睨み合わせる、チェックする、照合す
る、対照する、対比する、参照する
3 決める、選ぶ、択ぶ、選択する、裁く、決まる、取上げる、選び出す、絞り込む、切り捨てる、切り上げる、取り下げる、
見合わせる、見切る、1412(識別・混同)、篩う、噛み分ける、見分ける、選り分ける、聞き分ける、弁える、弁じる、
1418(採否)、採る、取り入れる、採れる、消し止める、埋もれる、揉み消す、1439(判断)、当てる、考える、見て取る、
見立てる、断じる、判じる、1440(判定)、見做、1442(決定)、決する、割り出す、割り切る、決め込む、決定付ける、取
り決める、定まる、定める、方向づける、1419(計算・測定)惚ける、採択する、採用する、採録する、抜粋する、決断す
る、裁断する、診断する、判断する、論断する、仮定する、査定する、審判する、推定する、想像する、想定する、断
定する、認定する、判定する、評定する、改定する、確定する、協定する、決定する、最終決定する、制定する、設定
する、予定する、改札する、確認する、取捨する
4 察する、予想する、予測する、評する、評価する、1445(評価)、1447(解決)、結論付ける、条件付ける、1448(未決)、
燻る、1842(打開)、乗り越える、切り抜ける、過小評価する、査定する、採点する、値踏みする、批評する、品評する、
解決する、帰結する、後始末する、始末する、清算する、保留する
5 認める、許可する、許容する、公認する、肯定する、賛成する、反対する、承認する、是認する、同意する、認可す
る、黙認する、容認する、拒否する、否定する、否認する
0 間違う、誤る、しくじる、直す、直る、治す、正す、間違える、見落とす、見残す、見逃す、見損なう、行き詰まる、陥る
(おちいる)、見失う、取り違える、見直す、1209(失敗)、為損じる、ずっこける、そびれる、とちる、退く、過つ、躓く、為
損なう、遣り損なう、言いそびれる、指し違える、取り零す、蹴躓く、書き損なう、損じる、損なう、抜かる、抜かす、罷り
間違う、1453(誤り)、違える、紛う、見違える、見誤る、見紛う、言い誤る、言い損なう、聞き違う、1454(訂正)、改め
る、言い繕う、言い直す、取り繕う、書き改める、逸する、失する、失言する、失敗する、破綻する、曲解する、誤解す
る、誤審する、誤診する、誤認する、錯覚する、加筆する、改革する、改正する、改定する、改訂する、矯正する、更
正する、校正する、修正する、是正する、訂正する、添削する、補正する
0 収まる、収める、整う、整える、括くる、纏まる、纏める、取り纏める、片付ける、片付く、揃う、揃える、しまう、集まる、
集める、並べる、見渡す、2234(統一)、ない交ぜる、括る、締め括る、1208(成功)、当たる、当てる、実る、レポートす
る、速報する、発表する、報告する、する、集成する、集大成する、集約する、総括する、統一する、統括する、編成
する、包括する、網羅結実する、収穫する、当選する、入賞する、入選する
0 受賞する、当選する、入賞する、入選する
0 奏でる、奏す、指す、詰む、詰まる、打つ、狩る、仕留める、寄稿する、投稿する、投書する

計量計測試験

76
分類評価

77

78
79

80
81
2

4

3

失敗と誤訂
正

2

4

4

まとめと発
表

2

4

5

業績

2
2

4
5

6
0

創作活動

2

5

1

鑑賞行動

2

5

2

2

6

0

3

0

0

3

1

0

目の動作

3

1

1

手の動作

3

1

2

足の動作

3

1

3

82

83

84
85
芸術趣味の
行為

86

87
88
信仰尊敬の
行為

89
日常生活の
行為

90
身体的動作

91

92

93

94

0 詠む、描く、彫る、写る、写す、撮る、歌う、唄う、詠う、吹く生ける、（お茶）たてる、画（えが）く、著す、演じる、謳う(う
たう)、弾く(ひく)、踊る、舞う、1049(彫刻)、彫り上げる、1557(創作（形状）)、えどる、作る、作れる、造れる、創れる、彩
る、象る、振り付ける、振付ける、2348(映え)、映る、映す、映じる、1559(創造（その他）)、仕組む、1673(歌唱)、語る、
詠じる、吟じる、口ずさむ、唱える、1674(演奏)、調べる、囃す、奏する、奏でる、掻き鳴らす、弾じる、爪弾く、創作す
る、著述する、カットする、デザインする、マークする、画する、彫刻する、工作する、細工する、乱舞する、合唱する、
輪唱する、活動する、写生する、制作する、表現する、描写する、補正する、模写する、投影する、反映する、作曲す
る、演技する、脚色する、近接撮影する、撮影する、指揮する、演奏する、合奏する、独奏する
0 観る、鑑賞する、嗜む(たしなむ)、1341(情操（その他）)、味わう、噛み締める、観賞する、享受する、味読する、観戦
する、観覧する、見学する、見物する、参観する、入場する
0 敬う、尊ぶ、祭る、信じる、拝む、祈る、祓う、称える、詣る、供える、弔う、占う、祀る、参る(まいる)、仕（つか）える、
1656(祈祷)、呪う、念じる、祓い清める、1655(礼拝)、ひれ伏す、伏し拝む、1386(信仰)、1654(参拝)、詣でる、埋葬す
る、開眼する、開帳する、祈願する、奉仕する、礼拝する、信仰する、信心する、お参りする、参詣する、参拝する、日
参する
0 添う、沿う、荒す、割当てる、保つ、垢抜ける、召す(めす)、繰り広げる、差し控える、取り上げる、取り直す、手控え
る、乗じる、据え置く、盛り込む、切り開く、切り詰める、切り替える、先走る、漕ぎ着ける、待ち構える、置ける(おけ
る)、差し引く、突っ込む、付け加える、付す(ふす)、揺るぐ(ゆるぐ)、立ち後れる、処する、しけこむ、篭もる、引き篭も
る、閉じ込める、閉じ篭もる、立て篭もる、篭もり居る、1561(動作)、ふるまう、1564(性行為)盛る、番う、ちちくる、
1022(事柄)、つっかえる、1603(徹夜)、明かす、飲み明かす、泣き明かす、語り明かす、更かす、2006(処置)、揃う、揃
える、繕う、整える、賄う、纏める、扱う、捌く、整う、扱える、繰り合わせる、計らう、遣り繰る、差し繰る、仕舞う、取り
捌く、取り揃える、取り扱う、取り運ぶ、取り回す、取り計らう、取り仕切る、取り纏める、取り片付ける、出揃う、切り回
す、片付ける、片付く、弁じる、運動する、活動する、活躍する、狂奔する、東奔西走する、悪足掻きする、暗躍する、
奔走する、独走する、工作する、重宝する、直面する
0 剃る、見回わる、急ぐ、傾（かし）げる、啜（すす）る、見回す、見回る、凝らす(こらす)する、1580(口の動作)、噛む、
しゃぶる、嘗める、ぱくつく、吹かす、吹く、含む、齧る、噛ます、吸う、啄む、飲む、啜る、飲み下だす、飲み込む、噛
みこなす、噛み合う、噛み締める、噛み付く、吸い込む、食い合う、食い付く、食らい付く、頬張る、銜える、吸引する、
活動する、行動する、行進する、運動する、動作する、徹夜する、泣き伏す、泣き崩れる、組み伏せる、かぶる、突っ
掛ける、穿く、涼む、血走る、脈打つ
0 見詰める、覘く、睨む、つぶる、瞬きする、しょぼつく、瞑る、ぱちつかせる、見開く、見張る、側める、背ける、眇める、
睨み合う、睨み付ける、1466(注視)、眺める、狙う、目する、見蕩れる、見守る、見据える、見澄ます、見入る、付け狙
う、1470(見＜方向＞)、見下ろす、見下だす、見回す、見回る、見向く、見失う、見上げる、顧みる、1471(遠望)、望
む、見遣る、見晴らす、見通す、見渡す、正視する、着眼する、着目する、注視する、注目する、直視する、透視す
る、よそ見する、脇見する
0 持つ、指す、掴む、摘（つ）む、握る、抱く、抱える、ひねる、抓む(つまむ)、つねる、つむ、撫でる、揉（も）む、掴える、
掴める、1579(手の動作)、掻く、扱く、摘む、取る、執る、取れる、撫で付ける、振るう、振れる、招く、振る、扇ぐ、煽
る、捻る、抓る、拱く、揉む、擽る、毟る、引っ掻く、引っ掴む、挙がる、差し招く、指差す、取り合う、手放す、手挾む、
挙げる、振り回す、振り立てる、戦がす、掻き毟る、投げ上げる、撫で下ろす、撫で上げる、捕らえる、毟り取る、ノック
する、バックする、挙手する、手掴みする、把握する、拍手する
0 蹴る、踏む、またぐ、跨（またが）る、躓く、竦む(すくむ)、1578(足の動作（その他）)、躍る、撥ねる、跨ぐ、跨る、跳ぶ、
蹴飛ばす、蹴躓く、跳ねる、跳ね回る、跳ね上がる、跳び回る、踏まえる、踏み出す、踏み締める、踏み付ける、踏ん
張る、踏ん付ける、踊り上がる、1576(歩行)、歩く、練り歩く、1568(座り)、掛ける、座する、畏まる、居座る、居直る、
腰掛ける、座り込む、平らぐ、1577(走り)、駆ける、飛ばす、飛ぶ、駆る、走る、駆けずり回る、駆け回る、駆け出す、
駆け巡る、馳せる、馳せ回る、飛び回る、ジャンプする、跳躍する、縦走する、歩行する、闊歩する、走破する、逃走
する、独走する、暴走する
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

3

1

4

0 寝る、寝かす、這う、伏せる、起きる、起こす、起き上がる、立つ、立てる、転ぶ、坐る、座る、腰掛ける、舞う、踊る、
構える、向く、向ける、仰向く、うつむく、起立する、横臥する、横たわる、振る舞う、運転する、騒ぐ、佇む(たたずむ)、
うずくまる、のけぞる、屈む(かがむ)、背負う、担ぐ、ぶらつく、振り向く、振り返る、抱き締める、投じる(とうじる)、立ち
止まる、身構える仰ぐ、仰のける、仰むける、踏ん反り返る、反っくり返る、反り返る、俯く、頷く、ひれ伏す、伏す、突っ
伏す、這い蹲う、俯せる、横たえる、寝転ぶ、寝そべる、寝返る、しゃがむ、跪く、跼る、蹲る、蹲う、居竦まる、屈まる、
屈める、崩れる、1567(立ち)、伸び上がる、爪立つ、爪立てる、突っ立つ、立ち上がる、立ち尽くす、立ち続ける、立ち
直る、立ち通す、1562(全身動作)、いだく、抱える、のたくる、べたつく、悶える、擁する、縋る、寄り縋る、泣き付く、取
り縋る、取り付く、取り組む、伸し掛かる、震い付く、組み付く、足掻く、追い縋る、掴まる、掴み掛かる、掴み合う、飛
び掛かる、飛び付く、抱え込む、抱き合う、抱き込む、抱き取る、抱き上げる、抱き抱える、抱き竦める、2001(操作)、
突っ張る、圧する、押す、押し付ける、押し詰める、押し遣る、押し合う、押し返す、おっ付ける、組み敷く、直立する、
抱擁する、操作する、起動する、動作する、着席する、座する、体当たりする

3

2

0

生死生育

3

2

1

0 活かす、2004(操り（その他）)、しこなす、扱う、捌く、扇ぐ、操る、弄る、扱える、取り扱う、手掛ける、掻き立てる、爪繰
る、捻くる、捻くり回す、消灯する
0 生む、生まれる、生きる、生かす、生やす、死ぬ、焼け死ぬ、殺す、亡くなる、宿る、宿す、育つ、育てる、養う、孕む
(はらむ)、1581(生活)、食う、食べる、食わす、暮らす、起き伏す、泣き暮らす、言い暮らす、食える、明かし暮らす、
1812(養成)、仕立てる、作る、作れる、造れる、創れる、培う、育て上げる、守り立てる、2403(死（動物）)、溺れる、くた
ばる、果てる、逝く、陥る、失う、屠る、没する、眠る、朽ち果てる、枯らす、事切れる、殉じる、消える、消え入る、身罷
る、切り捨てる、絶え果てる、絶え入る、先立つ、倒れる、凍え死ぬ、2391(出生)、出来る、涌かす、湧かす、湧く、孵
す、かえる、生み付ける、生み落とす、生まれ落ちる、2394(成長)、ませる、太る、生い育つ、巣立つ、痩せる、肥え
る、肥やす、2399(老化（動物）)惚ける、年取る、老い耄れる、生活する、産する、育成する、扶養する、保育する、養
護する、養成する、永眠する、急死する、死去する、死傷する、死亡する、死没する、死滅する、殉死する、焼死す
る、水死する、逝去する、絶命する、戦死する、即死する、溺死する、凍死する、病死する、落命する、生存する、存
命する、長生きする、安産する、出産する、出生する、誕生する、孵化する、急成長する、熟成する、成熟する、成人
する、成長する、生長する、促成する、脱皮する、発育する、発達する、発展する、分化する、爛熟する、老化する、
老衰する、老成する、自決する、自殺する

生理生殖

3

2

2

住まい

3
3

2
2

3
3

炊事

3

2

3

2 煮る、煮える、炊く、蒸す、蒸せる、茹でる、炒める、煎る、揚げる、むく、きざむ、ふかす、さばく、1998(炊事)、和え
る、煮染める、更かす、ふける、賄う、焼ける、焼く、搗く、炙る、茹だる、煮付ける、煮詰まる、煮やす、煮詰める、煮
込む、煮出す、煮上がる、煮上げる、煮返す、揚がる、蒸らす、蒸れる、煎じる、煎じ詰める、煎り付ける、漬かる、漬
ける、漬け込む、点じる、湯引く、焙じる、給仕する、加工する、炊事する、調味する、調理する、料理する

飲食

3

2

3

3 食べる、喰う、かむ、なめる、飲む、呑む、吸う、味わう、かじる、吐く、むさぼる、食う、食らう、吐き出す、1589(飲み)、
引っ掛ける、喫する、仰ぐ、汲む、服する、飲ませる、飲み干す、酌み交わす、聞こし召す、1590(食い)、頂く、がっつ
く、召す、上がる、食わす、餌付く、噛み分ける、召し上がる、食い延ばす、食い過ぎる、食い荒らす、食い散らす、食
わせる、食らわす、掻き込む、買い上がる、平らげる、頬張る、嘗める、乾杯する、喫煙する、禁煙する、服用する、欠
食する、試食する、賞味する、絶食する、満喫する、ご馳走する、会食する、外食する、食事する、消化する

家事

3

2

3

衣類化粧

3

2

3

補給
保健医療

3
3
3

2
2
2

4
4
4

4 掃く、拭く、たたむ、1997(洗濯)、濯ぐ、洗う、洗い上げる、洗い立てる、1999(掃除)、拭う、払う、拭き込む、洗濯する、
脱色する、脱水する、着色する、漂白する、清掃する、掃除する、除雪する、整頓する、整理する、脱臭する、仕立て
る、編む、断つ、縢る、仕付ける、編み上げる、縫い取る、縫い上げる、縫い込む、絎ける
5 着る、着せる、着替える、着膨れる、脱ぐ、脱げる、剥がす、剥く、脱ぎ捨てる、剥ぐ、履く、かぶる、誂（あつら）える、
繕う、飾る、縫う、穿く(はく)、拵える(こしらえる)、梳かす、丸める、梳る、刈り込む、刈り上げる、漱ぐ、1583(装い)、め
かす、装う、召す、纏う、扮する、窶す、羽織る、作り立てる、着ける、着こなす、着込む、着飾る、着付ける、めかし込
む、手入れする、装着する、着用する、化粧する
0 生活する、暮らす、過ごす
1 給水する、給電する、給油する、供給する、自給する、配給する、補給する
2 病む、罹（か）かる、患う(わずらう)、感染する、診る、看る、見舞う、手術する、治療する、治す、治る、持ち直す、浮か
される、2417(発病)、罹る、革まる、患い付く、振り返す、倒れる、病み付く、はやる、2418(治癒)、癒える、癒す、医す
る、治せる、肥立つ、2419(病気類)、かぶれる、被れる、ささくれる、障る、痺れる、腫れる、負ける、むかつく、むくれ
る、縺れる、戻る、戻す、窶れる、よろける、害する、弱る、蝕む、毒する、膿む、冒す、攣る、引き付ける、引き攣る、
引っ攣れる、引き攣れる、損なう、泣き腫らす、荒れる、込み上げる、取り紛れる、腫らす、消え入る、寝惚ける、痴れ
る、痛める、吐き出す、病み惚ける、爛れる、2421(怪我)、挫く、聾する、翳す、翳む、擦り剥く、擦り剥ける、傷付け
る、傷付く、寝違える、1819(世話)、掛かる、見る、詰め切る、見取る、手掛ける、付き添う、手当する、衰弱する、憔悴
する、病気する、再発する、転移する、伝染する、発病する、回復する、根治する、治癒する、全快する、全治する、
気絶する、狂乱する、失神する、出血する、上気する、窒息する、中毒する、破裂する、発狂する、発熱する、麻痺す
る、痙攣する、やけどする、骨折する、死傷する、負傷する、介抱する、看護する、看病する、手入れする、保護する、
闘病する、養生する、療養する、往診する、検診する、誤診する、受診する、診察する、診療する、処方する

休息

3

2

4

娯楽

3

2

4

スポーツ

3

2

4

3

3

0

取得遺失廃
棄

3

3

1

所有保存

3

3

2

利用消費

3

3

3

全身動作

95
96

家庭生活の
行為

97

98
99

衣食住

0 萎む、のさばる、禿げる、茂る、萎える、萎びる、萎れる、生い茂る、禿げ上がる、抜け代わる、抜け上がる、茂り合
う、2406(呼吸)、吸う、息む、吐く、突く、啜る、喘ぐ、息急き切る、息衝く、噎せ返る、2409(分泌)、汗する、汗ばむ、
2410(生殖)、殖やす、孕む、掛け合わせる、殖える、身篭もる、呼吸する、嘆息する、窒息する、消化する、分泌する、
遺伝する、性交する、交配する、受精する、受胎する、増殖する、妊娠する、繁殖摂取する
0 1611(入浴)、浴する、浴びる、入浴する
1 住む、泊まる、泊める、下宿する、居候する、1593(居住)、居る、住する、居着く、住まう、住み慣れる、住み込む、住
み着く、巣くう、巣篭もる、静まる、落ち着く、1595(宿泊)泊める、宿る、宿す、1599(放浪)、漂う、流れる、焼け出され
る、渡り歩く、流れ歩く、1598(転居)、越す、引き払う、引っ越す、住み替える、立ち退く、安住する、永住する、寄宿す
る、居住する、生息する、定住する、定着する、同居在宅する、合宿する、宿泊する、留守する、漂泊する、漂流す
る、放浪する、流浪する、移住する、移転する、移民する、引っ越しする、植民する、転居する、転出する、転入する

100

101

102
103

104
105
106

生活一般

107
108
109
110
111

個人的な行
為

112

3 くつろぐ、休む、休まる、休める、1931(休憩)、憩う、休らう、休憩する、休養する、静養する、安息する、休息する、中
休みする
4 遊ぶ、戯れる、賭ける、1660(遊覧)、探る、1678(遊び)、旅する、旅行する、外遊する、洋行する、予約する、観光す
る、遠出する、散策する、散歩する、登山する、踏破する、ドライブする、見物する、観戦する、観覧する、見学する、
入場する、する、運動する、競泳する、競技する、射撃する、乗馬する、対戦する、跳躍する
5 1680(スポーツ)、泳ぐ、引き分ける、競争する、競走する、強打する、苦戦する、敬遠する、決戦する、失する、審判す
る、封殺する、奮戦する、乱打する、連戦する、連発する、サーブする
0 する、行なう、為す(なす)、成す(なす)、執る、充てる、備える、出来る、忍ばせる、寛ぐ(くつろぐ)、済ます、与かる
0 狩る、掴む、掴まる、掴まえる、捕まえる、捕われる、捉らえる、捕える、拾う、釣る、採る、獲る、獲れる、採れる、捉
える、囚われる、逮捕する、持つ、保有する、有る、得る、失う、なくす、なくなる、提げる、携える(たずさえる)、
1870(所有)、占める、備える、ある、有する、擁する、領する、持ち合わせる、陣取る、座る、備わる、打ち捨てる、置き
去る、投げ捨てる、処分する、始末する
0 蓄える、溜める、貯める、貯える、する、1872(貯蔵)、積む、囲む、囲う、積もる、積み立てる、買い置く、買い溜める、
溜め込む、臍繰る、1871(保有)、蔵する、保つ、取り置く、1873(携帯)、携える、持つ、提げる、持たせる、下げるする、
2430(保存)遊ぶ、すっぽかす、耐える、ほったらかす、放っておく、持する、もつ、差し置く、持ち堪える、捨て置く、据
え置く、立ち行く、共有する、具備する、兼備する、私有する、所持する、所有する、占拠する、占有する、占領する、
専有する、独占する、確保する、所蔵する、保管する、保護する、保持する、保有する、冷蔵する、携行する、携帯す
る、持参する、蓄財する、貯金する、貯水する、貯蔵する、貯蓄する、備蓄する、預金する、維持する、温存する、堅
持する、固守する、持続する、蓄積する、長持ちする、保温する、保守する、保存する

113

114

0 使う、操る、費やす、役立つ、使用する、用いる、使いこなす、使い果たす、使い慣れる、使い分ける)、役立てる、
1880(節約)、しみったれる、締める、詰める、節する、引き締める、切り詰める、約める、1881(浪費)、掛ける、賭ける、
食う、注ぎ込む、弾く、弾む、食わす、奢る、気張る、使い込む、入れ揚げる、2005(使用)、採る、資する、便する、役
する、利する、扱き使う、活かす、間に合う、取り上げる、採れる、使い分ける、召し寄せる、生かせる、追い回す、便
じる、用立つ、用立てる、倹約する、節約する、散財する、消費する、消化する、消耗する、浪費する、愛用する、悪用
する、運用する、援用する、応用する、活用する、逆用する、共用する、駆使する、兼用する、行使する、酷使する、
混用する、採用する、試用する、収用する、初採用する、常用する、新採用する、多用する、代用する、通用する、適
用する、併用する、濫用する、利用する、流用する
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

3

4

0

勧誘働きか
け

3

4

1

紹介推薦

3

4

2

約束交渉

3

4

3

依頼要求

3

4

4

受諾拒否

3

4

5

騙し

3

4

6

4

0

0

慶弔

4
4

1
1

0
1

治安統治

4

1

2

反道徳的行
為

4

1

3

0 殺す、刺す、騙す、脅す、企てる、殴る、心中する、駆け落ちする、姦通する、2036(他殺)、ばらす、害する、屠る、倒
す、弑する、縊る、誅する、噛み殺す、撃ち殺す、撃ち止める、仕留める、刺し殺す、射止める、取り殺す、切り殺す、
締め殺す、討ち止める、討ち取る、片付ける、轢き殺す、2037(自殺)、縊れる、2040(ペテン)、騙し取る、2041(姦淫)、
汚れる、辱しめる、通じる、馴れ合う、2042(堕落)、ぐれる、持ち崩す、落ちる、2043(悪事（その他）)、威し付ける、
2047(犯行)、犯す、2072(露出)、晒す、暴く、剥き出す、2073(暴露)、現われる、漏らす、漏れる、現わす、割れる、洗
い立てる、すっぱ抜く、表だつ、浮かび上がる、暗殺する、虐殺する、殺害する、殺傷する、射殺する、銃殺する、抹
殺する、自決する、自殺する、殉死する、密通する、強打する、射撃する、狙撃する、暴行する、乱打する、乱暴す
る、横取りする、横領する、強奪する、搾取する、持ち逃げする、奪取する、着服する、盗聴する、略奪する、カンニン
グする、脱税する、粉飾する、違反する、荒廃する、堕落する、腐敗する、横流しする、脅迫する、贈賄する、脱獄す
る、投石する、買収する、放火する、密航する、密売する、密輸する、密輸入する、誘拐する、共謀する、偽証暴露す
る、露出する、発覚する、暴露する、露顕する

学生生活

4

2

0

対人交流

4

3

0

招待訪問

4

3

1

送迎

4

3

2

つきあい

4

3

3

4

4

0

0 受かる、落ちる、滑る、ダブる、1638(卒業)、巣立つ、パスする、受検する、受験する、進学する、入学する、入門す
る、修業する、進級する、通学する、復学する、留学する、転校する、休学する、修了する、卒業する、退学する、落
第する、可決する、及第する、合格する、通過する
0 遣わす、遣（や）る、1684(親交)、交わる、接する、睦む、付き合う、立ち回る、関係する、協和する、交際する、行き来
する、意気投合する、遭遇する、見限る、祭り上げる、持てる、持て余す、取り扱う、丸める、餌付ける、丸め込む、取
り込む、手懐ける、抱き込む
0 招く、呼ぶ、呼び寄せる、訪れる、訪ねる、伺う、寄る、立ち寄る、1695(面会)、会う、当たる、臨む、控える、ぶつか
る、遭う、会わせる、迎える、持ち合わせる、出会う、出くわす、巡り合わせる、乗り合わせる、待ち合わせる、来合わ
せる、落ち合う、1699(訪問)、見舞う、立ち回る、1702(招待)、召す、聘する、呼び込む、呼び出す、呼び付ける、召し
出す、請じる、請じ入れる、1703(案内)、導く、1704(誘致)、語らう、誘う、誘い入れる、対面する、滞在する、訪米す
る、訪問する、来訪する、歴訪する、案内する、喚問する、召集する、招集する、招請する、招待する、招聘する、誘
致する、待ち伏せする、密会する、面会する、面接する、挨拶する
0 迎える、出迎える、待つ、会う、会わす、会わせる、逢う、見送る、出会う、待ち合わせる、待ち受ける、会（かい）す、
1696(別れ)、はぐれる、別れる、死に別れる、生き別れる、1700(辞去)辞する、罷り出る、1707(迎え)、要する、迎え入
れる、待ち構える、待ち合わす、待ち設ける、待ち付ける、待ち明かす、1708(見送り)、送る、訣別する、死別する、離
別する、退出する、送迎する、歓迎する、歓送する、キスする、挨拶する、会釈する、挙手する、敬礼する、脱帽する、
抱擁する
0 交わる、付合う、交える、伴う、折り合う、付き合う、解（と）け合う、打ち解ける、付き添う、もてなす、賄（まかな）う、
1705(応対)、当たる、ふるまう、扱う、饗する、遭う、接する、奢る、扱える、取り扱う、取り回す、取り持つ、1685(和
解)、和らぐ、和む、取り結ぶ、和らげる、1686(絶交)、切る、切れる、絶つ、違える、割れる、断ち切る、ご馳走する、
サービスする、挨拶する、応接する、応対する、歓待する、接待する、優待仲直りする、和解する、勘当する、絶交す
る、断交する、破綻する、反目する、分裂する、遊離する、離反する
0 被（かぶ）る、被（こうむ）る、免れる、損う、遭難する、遭う(あう)、遭遇する、逃（のが）れる、脱する、不自由する、害
する

対人的な行
為

115

116

117

118

119

120

121
地域社会生

122 活の行為
123

所属単語

分類コード
第4段目

風俗風習

124

0 禁じる、具える、信頼する、扱う、関わる、組む、連れる、かまう、率いる、させる、施す、取巻く、先んじる、次ぐ、向き
合う、追い立てる、駆り出す(かりだす)、駆り立てる、牛耳る(ぎゅうじる)、みつぐ、引き止める、打ち明ける、浴びせ
る、もてる、名付ける、引き締める、押し合う、死に別れる、張り込む、明かす、見せる、1481(指定)、指す、言い当て
る、指し掛ける、指し示す、指差す、当てる、名指す、1823(募集)、集める、募る、集まる、指定する、指摘する、指名
する、サービスする、寄与する、貢献する、奉仕する、公募する、徴兵する、募金する、募集する、刺激する、酌量す
る、手加減する
0 誘う、促す、働き掛ける、呼び掛ける、申し出る、申し入れる、申し立てる、募る(つのる)、願い出る、届け出る、受け
る、受け止める、引っ込める、願い下げる、取り下げる、申し越す、申し込む、1833(勧誘)、薦める、語らう、勧める、
言い寄る、持ち掛ける、釣り込む、1836(扇動)、そそる、駆る、唆す、突く、駆り立てる、持ち上げる、煽てる、掻き立て
る、焚き付ける、アジる、1835(奨励)、激する、引き立てる、元気づける、吹き込む、鞭打つ、力付ける、励ます、勧告
する、勧誘する、誘拐する、誘惑する、煽動する、挑発する、応援する、勧奨する、激励する、奨励する、振興する、
推奨する、推進する、促進する、督励する
0 紹介する、推す、推薦する、薦める、引き立てる、引き合わせる、取り持つ、1710(紹介)、介する、取り次ぐ、1803(推
薦)、打って出る、斡旋する、案内する、橋渡しする、仲介する、媒介する、出馬する、推奨する、擁立する、立候補す
る
0 照会する、交わす、契約する、調印する、契る、取り決める、譲る、取り消す、引っ込める、打ち合わせる、申し合わせ
る、申し送る、立ち会う、掛け合う、請う(こう)、請け合う、請け負う、押し切る、押し通す、歩み寄る、持ち掛ける、こじ
れる、1712(仲裁)、纏める、取り纏める、1723(申入れ)、申し出る、申出でる、1717(契約)、決める、語らう、誓う、約す
る、言い交わす、言い合わせる、取り結ぶ、取り組む、1718(保証)、1719(解約)、すっぽかす、出し抜く、寝返る、
1915(償い)、償う、補う、贖う、報いる、斡旋する、交渉する、仲裁する、調停する、抗議する、加入する、協定する、
協約する、公約する、口約する、婚約する、指定する、誓約する、宣誓する、締結する、特約する、売約する、盟約す
る、約束する、予約する、連合する、保証する、保障する、キャンセルする、違約する、解除する、解消する、解約す
る、破棄する、廃棄する、代弁する、賠償する、弁済する、弁償する、補償する
0 ねだる、せがむ、せびる、求める、頼む、勧める、命じる、命ずる、命令する、強いる、そそのかす、頼る、任す、任せ
る、委せる、させる、割り当てる、割り付ける、科す(かす)、委（ゆだ）ねる、願い出る、1725(頼み)、預かる、与かる、預
ける、委ねる、寄る、依る、願う、仰ぐ、請う、嘱する、縋る、願い上げる、寄せる、寄り縋る、泣き込む、泣き付く、取り
縋る、訴える、拝み倒す、頼み込む、頼み入る、1821(求め)要る、1822(催促)、促す、せっつく、せつく、迫る、急き立
てる、攻め立てる、責める、責め立てる、1726(説得)、くどく、説く、泣き落とす、言い伏せる、言い込める、くどき落と
す、申し聞かせる、説き付ける、説き伏せる、1824(命令)、仰せる、仰せ付かる、仰せ付ける、言い付ける、言い付か
る、申し付ける、率いる、強制する、依頼する、要請する、信託する、欲望する、切望する、請求する、所望する、嘱託
する、要求する、お願いする、依存する、依託する、委嘱する、委託する、委任する、希望する、供託する、懇願する、
懇望する、出願する、信任する、申請する、請願する、嘆願する、陳情する、付託する、求婚する、強要する、注文す
る、要望する、催促する、督促する、説得する、厳命する、号令する、指揮する、指示する、指図する、指令する、発
令する、用命する、復命する、答申する、アサインする
0 応える、応じる、同意する、従う、断る、引受ける、請負う、受持つ、うなずく、取り消す、黙る、断わる、拒む、退ける、
背く、背ける、否む、1732(承諾)、聞く、承る、諾う、飲む、畏まる、引き受ける、受け入れる、受ける、心得る、請け合
う、請け負う、適える、聞き届ける、聞き入れる、奉じる、入れる、1733(拒絶)、辞する、蹴る、ご免被る、蹴飛ばす、振
られる、振り切る、跳ね返る、跳ね返す、突き放す、突っ撥ねる、撥ね付ける、1739(否認)、打ち消す、応諾する、快
諾する、甘受する、受託する、受諾する、受付する、承諾する、承知する、承服する、認知する、了解する、了承す
る、却下する、拒絶する、拒否する、辞退する、否認する、抹殺する
0 だます、ごまかす、惑わす、引っかける、引っかかる、くわせる、謀（はか）る、そらす、隠す、背く、叛（そむ）く、偽る、
騙す、嵌（は）める、嵌（はま）る、裏切る、仕組む、騙し取る(だましとる)、貶める(おとしめる)、嵌まる(はまる)、欺く(あ
ざむく)、おびき寄せる、おびき出す、見せ掛ける、晦ます(くらます)、1461(策謀)、企む、覗く、窺う、巧む、謀る、仕掛
ける、打ち見る、1457(こじつけ)、こじつける、事寄せる、託つける、誣いる、1865(欺瞞)、担ぐ、ちょろまかす、惚ける、
乗せる、乗る、引っ掛かる、引っ掛ける、まやかす、歪める、釣る、嘯く、誑かす、すかす、騙る、化かす、陥れる、空
惚ける、空嘯く、構える、作り上げる、成り済ます、嵌める、掠める、嵌まり込む、拵える、誑し込む、騙かす、騙し込
む、偽証する、画策する、共謀する、工作する、捏造する、歪曲する
0 1614(処世)、泳ぐ、処する、世慣れる、1619(相続)、継ぐ、襲う、引き継ぐ、受け継ぐ、植民する、世渡りする、召集す
る、除籍する、継承する、相続する
0
0 祝う、葬る、悼む、祝福する、結婚する、嫁ぐ(とつぐ)、嫁ける(かたづける)、見合いする、離婚する、1647(慶)、祭る、
賀する、慶する、1648(弔)、悔やむ、弔する、1651(結婚)、嫁する、添う、娶る、縁付く、縁付ける、娶せる、出来合う、
添い遂げる、添わせる、片付ける、片付く、連れ合う、連れ添う、1777(防止)、避ける、防ぐ、1826(規制)、抑える、挫
く、縛る、囚われる、絆す、圧する、殺す、制する、律する、押し付ける、おっ付ける、気圧される、強いる、取り締ま
る、締まる、締め括る、突き上げる、買い控える、開帳する、追悼する、埋葬する
0 取り締る、治まる、治める、逮捕する、しょっぴく、つかまる、捕らえる、1476(見張り)、張る、見守る、見張る、張り込
む、1780(統治)、取り鎮める、静まる、静める、定まる、定める、統べる、平らげる、1402(用心)、構う、戒める、構い付
ける、行き届く、1403(油断)、怠る、透く、透かす、抜かる、抜かす、演習する、警備する、防備する、パトロールする、
巡回する、モニタリングする、監視する、監督する、警戒する、防音する、防止する、防水する、予防する、コントロー
ルする、支配する、圧倒する、圧迫する、威圧する、管理する、規制する、強制する、拘束する、自粛する、自律す
る、制圧する、制限する、制御する、制約する、束縛する、弾圧する、凍結する、統制する、抑圧する、抑止する、抑
制する、君臨する、統治する、用心する、心配する、注意する、配慮する、留意する、油断する、粛正する

125

126
127
128

129

130

131
障害災害危
機

132
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

障害災害

4

4

1

避難救護

4

4

2

5

0

0

133
134
社会的活動

135 の行為

5

1

0

結成解散

5

1

1

運営

5

1

2

開催参加

5
5

2
2

0
1

討議決定

5

2

2

支持

5
5

2
2

3
3

対立

5

2

3

契約

5
5

3
3

0
1

許可禁止

5

3

2

5

4

0

5

4

1

検挙告発

5

4

1

審理求刑

5

4

1

判決

5

4

1

懲罰

5

4

1

5

4

2

5

4

2

組織

136

137

138
139

行事会議

140

141
142

支持対立

143

144
145

所属単語

分類コード
第4段目

規則契約

146

147
係争紛争

148
係争

0 冒（おか）す、妨げる、差し支える、行詰る、障（さわ）る、切、1841(妨害)、遮る、障る、つっかえる、害する、阻む、鬱
ぐ、蟠る、差し合う、塞ぐ、立ち塞がる、2057(難)、災いする、2059(事件)、間違える、故障する、妨害する、沈没する、
難儀する、難破する、浸水する、遭難する、脱線する、延焼する、炎上する、失火する、出火する、全焼する、放火す
る、類焼する、急変する、激変する、抗戦する、抗争する、戦争する、動乱する、紛争する、混信する、落雷する、氾
濫する、爆発する、噴火する、欠損する、損失する
0 避ける、償う、補償する、2161(回避)、逃れる、遭う、脱する、受け流す、逃げる、免れる、1814(救助)、掬う、救う、救
い出す、掬い出す、助ける、助かるする、回避する、待避する、逃避する、避難する、救援する、救護する、救済す
る、救助する、助命する、賠償する
0 勇躍する
0 代表する、監督する、管轄する、管理する、所轄する、所管する、統率する、分轄する、司会する、指揮する、主宰す
る、左右する
0 2229(結合)、合う、合わせる、詰め合わせる、合わさる、出会う、組み合わせる、掻き合わせる、落ち合う、1746(加
入)、加える、伍する、引き入れる、加わる、参じる、1747(脱退)、脱する、弾き出す、爪弾く、締め出す、組織する、協
力する、結合する、結成する、合併する、総合する、統合する、複合する、併合する、融合する、連合する、加入す
る、加盟する、参加する、参入する、参画する、参戦する、仲間入りする、編入する、解散する、解体する、退会する、
脱退する、脱党する
0 1797(弾劾)、追える、退ける、払う、駆る、追う、遠ざける、遠のける、押し退ける、駆り出す、駆り立てる、掻き退け
る、打ち払う、追い捲る、追い退ける、追い払う、追い返す、追い立てる、追っ払う、おっ立てる、1804(選挙)、選ぶ、運
営する、管理する、経営する、自営する、人選する、リコールする、糾弾する、粛清する、除名する、弾劾する、追放
する、改選する、棄権する、公選する、再選する、選挙する、投票する、開票する、落選する、操縦する
0 催す、受け付ける、申し込む、会する、会合する、集会する、受付する
0 開く、加わる、出る、2053(挙行)、挙げる、行なう、催す、執り行う、1692(出席)、臨む、列する、罷り出る、立ち会う、連
なる、1514(会談)、話す、諮る、計らう、言い合わせる、示し合わせる、申し合わせる、談じる、話し合う、話掛る、
1515(会議)、議する、打ち合わせる、1721(打合せ)、掛け合う、持ち掛ける、入会する、入閣する、入社する、入党す
る、代理する、開催する、共催する、執行する、実施する、主催する、予行する、会する、会合する、開会する、集会
する、閉会する、参会する、参列する、出場する、出席する、出頭する、登場する、来場する、臨場する、臨席する、
列席する、欠席する、退席する、招集する
0 諮る、揉（も）める、決める、1516(提案)、持ち掛ける、1518(議論)、駁する、論う、揉む、遣り込める、言い合う、言い
争う、言い込める、物申す、論じる、1444(議決)、採る、司会する、審議する、撤回する、提案する、提起する、提示す
る、提唱する、投書する、発案する、付議する、議論する、極論する、激論する、討議する、討論する、論議する、論
戦する、論争する、応酬する、喧嘩する、口論する、抗議する、反駁する、反論する、評論する、紛争する、論破す
る、可決する、議決する、採決する、否決する、表決する、会議する、協議する、決議する、合議する、相談する、評
議する、評定する、交渉する、折衝する、団交する、談判する、面談する、会談する、会話する、談合する
0 重んじる、寝返る、挫く(くじく)
1 賛成する、支える、たてる、担ぐ、守る、手伝う、助ける、救う、救い出す、助かる、護る、庇う、1729(賛成)、賛する、
同じる、1742(迎合)、煽てる、取り巻く、諂う、阿る、嬉しがらせる、取り入る、付け入る、媚びる、1744(協力)、組む、携
える、譲る、折り合う、折れ合う、組み合う、通じる、馴れ合う、歩み寄る、1817(保護)、厭う、2015(支え)突っ張る、支
う、1816(援助)、引き立てる、守り立てる、1815(助力)、持ち合う、味方する、協賛する、合意する、賛同する、支持す
る、承諾する、同意する、納得する、協調する、譲歩する、妥協する、迎合する、追従する、付和雷同する、サポート
する、協同する、協力する、結託する、呼応する、団結する、提携する、連係する、連帯する、愛護する、援護する、
救護する、護衛する、守護する、弁護する、保護する、擁護する、養護する、援助する、応援する、救援する、賛助す
る、支援する、声援する、加勢する、荷担する、手助けする、助成する、助長する、助力する、尽力する、扶助する、
補佐する、力添えする
2 背く、挑む、仕返す、逆らう、訴える、刃向う、反する、対する、付け込む、立ちはだかる、突き放す、1522(非難)、問
う、咎める、諷する、見咎める、爪弾く、当て付ける、当て擦る、難じる、皮肉る、聞き咎める、問い詰める、反対する、
反抗する、糾弾する、故障する、抗議する、攻撃する、弾劾する、追及する、追究する、批判する、非難する、風刺す
る、対立する
0
0 定める、直す、改める、守る、従う、限る、抑える、犯す、ばれる、則る、1162(規則)、取り決める、改正する、修正す
る、規制する、協約する、契約する、公約する、口約する、誓約する、特約する、売約する、保証する、保障する、盟
約する、約束する、協定する
0 許す、認める、禁じる、1831(免除)、免じる、1167(義務)、当たる、負える、帯びる、抱える、被せる、着る、務める、な
する、持つ、嫁する、課する、司る、塗る、負う、引き受ける、引っ被る、受け持つ、着せる、塗り付ける、背負込む、被
ける、被さる、抱え込む、1735(許可)堪える、恕する、諒する、見過ごす、見逃す、聞き流す、1736(禁止)並ぶ、習う、
倣う、差し押さえる、差し止める、留める、止める、封じる、許可する、許容する、認可する、優先する、解放する、減
免する、除外する、免除する、免税する、委託する、ライセンスする、可決する、勘弁する、堪忍する、賛成する、承諾
する、承知する、承認する、同意する、批准する、容赦する、禁煙する、禁止する、厳禁する、制止する、公認する、
肯定する、自認する、是認する、黙認する、容認する
0 争う、犯す、1534(進言)、奏する、願い出る、言い立てる、申し出る、申し立てる、申出でる、届ける、届け出る、
1532(申告)、上申する、申告する、進言する、陳情する、志願する、打開する、突破する、収拾する、処理する、善処
する、対処する
0 1839(違反)、背く、1784(裁判)、裁く、調べる、取り調べる、断じる、1838(遵守〔じゅんしゅ〕)、守る、違反する、抵触す
る、係争する、結審する、誤審する、再審する、裁判する、審理する、厳守する、遵守する、順守する、引責する

149

150
151
152

153
紛争

154
攻撃戦闘

155

1 訴える、1787(検挙)、挙げる、しょっぴく、捕る、挙がる、引き摺る、引き摺れる、引き立てる、引っ張る、引っ捕らえる、
取っ掴まる、取っ掴まえる、取り押さえる、狩り込む、召し捕る、生け捕る、掴える、掴まる、捕らえる、搦める、搦め捕
る、1788(留置)、幽する、押し込める、取り篭める、囚われる、食らい込む、1783(訴訟)、差し戻す、1537(訴え)、申立
る、起訴する、検挙する、逮捕する、摘発する、捕捉する、拘束する、拘留する、収監する、投獄する、留置する、求
刑する、控訴する、告訴する、告発する、上告する、上訴する、訴訟する、送検する、提訴する、訴訟手続きする、検
察する、検問する
2 1536(告白)、ぶちまける、打ち明ける、審理する、求刑する、供述する、告白する、自供する、自首する、白状する、証
言する、再審する、審査する、尋問する、探査する
3 1443(裁断)、裁く、1535(宣告)、含める、言い含める、言い替える、言い渡す、言い聞かせる、告げる、申し渡す、説き
聞かせる、聞かせる、係争する、決裁する、誤審する、裁決する、裁断する、裁判する、裁量する、審判する、判決す
る、評決する、宣告する、論告する、評定する
4 1811(訓戒)、諭す、戒める、諌める、言い聞かせる、1785(刑)、科す、刑する、罪する、処する、罰する、引き立てる、
1858(懲罰)、懲らす、懲りる、叱る、絞る、突っ込む、咎める、絞める、突く、決め付ける、攻め立てる、絞り上げる、叱
り付ける、責める、責めさいなむ、責め合う、責め付ける、責め立てる、懲らしめる、吊し上げる、腹立てる、窘める、
戒告する、勧告する、訓示する、自戒する、助言する、説教する、忠告する、注意する、減刑する、拷問する、銃殺す
る、処刑する、処分する、制裁する、懲罰する、追放する、服役する、猶予する、釈放する、保釈する、放免する、勘
当する、詰問する、糾問する、叱責する
0 引き分ける、1765(挙兵)、征する、討つ、誅する、1754(紛争)、揉み合う、争う、遣り合う、波立つ、啀み合う、揉める、
せめぎ合う、遠征する、出陣する、出兵する、征伐する、闘争する、勝負する、係争する、喧嘩する、抗争する、争奪
する、対立する、紛争する、摩擦する、競合する
1 争う、戦う、競う、闘う、討つ、侵す、襲う、競い合う、競り合う(せりあう)、競る(せる)、張り合う、噛み合う、取っ組み合
う、取り組む、切り掛かる、切り合う、組み合う、掴み合う、1762(攻撃)、突っ込む、突く、殴り込む、迎え撃つ、攻め
る、攻め寄る、攻め寄せる、攻め懸ける、攻め上る、攻め入る、攻め立てる、襲い掛かる、切り込む、討ち入る、
1776(侵害)、食い込む、食らい込む、1766(侵略)、1756(競争)、比べる、引き分ける、せめぎ合う、1769(征服)、挫く、
抜く、下る、下す、倒す、拉ぐ、凹ます、陥れる、撃ち破る、遣り込める、攻め落とす、打ちのめす、打ち倒す、打ち破
る、痛め付ける、薙ぎ倒す、平らげる、挑戦する、敵対する、戦争する、喧嘩する、逆襲する、急襲する、撃退する、攻
撃する、射撃する、襲撃する、襲来する、侵略する、進撃する、狙撃する、追撃する、突撃する、爆撃する、反撃す
る、来襲する、雷撃する、連発する、侵害する、侵犯する、格闘する、苦戦する、苦闘する、決戦する、健闘する、交
戦する、死闘する、対戦する、闘争する、奮戦する、奮闘する、乱闘する、抗戦する、参戦する、紛争する、連戦す
る、攻略する、侵攻する、侵入する、競技する、競争する、勝負する、争奪する、対抗する、拮抗する、ノックアウトす
る、駆逐する、克服する、制圧する、制覇する、征服する、占拠する、占領する、打倒する、退治する、奪回する、奪
還する、奪取する、鎮圧する、破砕する、粉砕する
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

防御

5

4

2

勝利敗北

5

4

2

通知報道

5
5

5
5

0
1

0
0 伝える、知らせる、仄めかす、匂わせる、1147(情報)、申し出る、申出でる、言付ける、知らせるする、1551(通知)、達
する、激する、言い付ける、呼び掛ける、告げる、訴える、通じる、1542(発表)、売る、響く、轟く、響かせる、響き渡
る、言い触らす、広める、轟かせる、触れる、触れ回る、触れ込む、投じる、売り込む、売り出す、売れる、鳴らす、鳴
り響く、鳴り渡る、1543(宣言)、宣する、1478(示し)、示す、ひけらかす、見せる、見せ付ける、見せびらかす、見せ掛
ける、振り回す、閃かす、覗かせる、1480(掲示)、掲げる、張り出す、1540(報道)、報じる、インタビューする、会見す
る、記者会見する、する、アナウンスする、案内する、急告する、急報する、告知する、速報する、通告する、通達す
る、通知する、通報する、報知する、密告する、予告する、予報する、ＰＲする、確言する、強調する、言明する、公言
する、公表する、公布する、口外する、広言する、広告する、豪語する、吹聴する、宣伝する、断言する、直言する、
発表する、披露する、表明する、放言する、明言する、力説する、公示する、告示する、宣言する、宣告する、発布す
る、誇示する、指示する、呈示する、提起する、提示する、提出する、内示する、掲示する、陳列する、展示する、展
覧する、報道する、連絡する、電話連絡する、レポートする、暗示する、供述する、号令する、示唆する、述懐する、
申告する、通信する、伝言する、伝達する、伝令する、電話する、特報する、発令する、表現する、報告する

通信

5

5

2

5

6

0

募集採用

5

6

1

0 1550(伝達)、下る、下す、嘱する、言い送る、言い伝える、言付ける、取り次ぐ、申し送る、申し聞ける、伝える、伝わ
る、聞き伝える、混信する、受信する、着信する、中継する、通信する、発信する、傍受する、往復する、打電する、入
電する、通話する、電話する、取り沙汰する、伝言する、伝承する、伝達する、伝令する、実況する、生放送する、特
報する、放映する、放送する、予告する
0 負える(おえる)、乗り切る、1941(営業)、営む、業務提携する、滞貨する、関与する、兼任する、兼務する、手分けす
る、担当する、担任する、分担する、兼業する、商売する、貿易する、通信する、出資する、増資する、投下する、投
資する、投入する、融資する、委託する、信用する、信頼する、運営する、営業する、経営する、自営する、休場す
る、起債する、合併する、共同する、民営化する、償却する
0 採る、雇う、雇用する、雇い入れる、引き抜く、就ける、起用する、1801(雇用)、取り上げる、1795(任命)、据える、引き
立てる、雇える、採れる、取り立てる、任じる、命じる、用いる、1798(派遣)、向ける、遣る、送る、派する、差し遣わ
す、差し向ける、差し立てる、応募する、求職する、立候補する、レイオフする、休業する、公募する、徴集する、徴兵
する、動員する、募集する、採用する、初採用する、新採用する、慰留する、信任する、選任する、登用する、任命す
る、任用する、認証する、配属する、抜擢する、兼任する、再任する、在位する、在職する、在任する、常任する、留
任する、歴任する、派遣する、就職する、就任する、着任する、入社する、入党する、赴任する

人事処遇

5

6

2

0 辞める、辞す(じす)、1625(出世)、上げる、進める、上る、叙する、上がる、進む、引き上げる、上ぼせる、伸し上がる、
成り上がる、叩き上げる、買い上がる、飛び越す、浮かび上がる、1626(零落)、うらぶれる、窶れる、下る、下す、下が
る、下ろす、沈む、落とす、零れる、下げる、蹴落とす、成り下がる、成り果てる、切り下がる、1796(免職)、抱える、雇
う、採る、雇い入れる、召し使う、召し抱える、免じる、1631(退任)、食いはぐれる、1779(管理)、握る、司る、制する、
牛耳る、取り締まる、束ねる、統べる、給与する、値上げする、栄転する、左遷する、転勤する、転出する、転職する、
転任する、格上げする、向上する、出世する、昇格する、昇級する、昇給する、昇進する、累進する、失脚する、失業
する、失職する、失墜する、脱落する、転落する、没落する、落選する、リコールする、レイオフする、解雇する、解職
する、解任する、休職する、更迭する、粛清する、罷免する、免職する、引退する、辞職する、辞任する、退位する、
退官する、退社する、退職する、退陣する、退任する、勇退する、辞だ、就く、退る、退く、居座る、下りる、降りる

就労

5

6

3

経理会計

5

6

4

農林業漁業

5
5

7
7

0
1

0 働く、勤める、就く、引き継ぐ、取り組む、受け持つ、手掛ける、手間取る、作り上げる、押し進める、仕上げる、仕上
がる、作り替える、携（たずさわ）る、請け負う、負う、担う、1928(勤務)、あぶれる、頂く、担ぐ、ごろつく、従う、奉る、
務める、詰める、執る、服する、勤まる、携わる、仕える、1920(労働)、稼ぐ、立ち働く、1923(勤労)、踊る、駆けずり回
る、駆け回る、跳ね上がる、飛び回る、立ち回る、出勤する、出動する、通勤する、休場する、欠勤する、勤務する、
残業する、執務する、従事する、常勤する、専従する、早退する、労働する、稼働する、共稼ぎする、出稼ぎする、仕
事する、分担する
0 払う、儲ける、稼ぐ、1891(損失)、蹴込む、食い込む、食らい込む、1875(入金)、上がる、買い上がる、売り上げる、
1876(支払い)、支払う、飲み倒す、割り戻す、食い倒す、振り込む、追い払う、踏み倒す、払い込む、払い出す、払い
戻す、立て替える、1890(利得)潤う、益する、潤む、潤す、儲かる、利する、引き合う、利食うする、特配する、配当す
る、両替する、会計する、出入りする、入金する、減収する、増収する、勘定する、支出する、収穫する、値上げする、
出費する、寄付する、献金する、借財する、所蔵する、送金する、貯金する、返金する、預金する、欠損する、出納す
る、給付する、決済する、前払いする、監査する
0 働く、出稼ぎする
0 植える、間引く、耕す、育てる、1961(農作業)、作る、作れる、造れる、創れる、蒔く、刈る、起こる、起こす、鋤く、培
う、刈り取る、刈り込む、刈り入れる、掘り起こす、作付ける、蒔き付ける、取り込む、取り入れる、鋤き返す、植え付け
る、植わる、1967(牧畜)飼う、1971(漁猟〔ぎょりょう〕)、釣れる、漁る、捕る、釣る、交配する、耕作する、栽培する、試
作する、促成する、移植する、散布する、手入れする、収穫する、除草する、飼育する、放牧する、遊牧する、植林す
る、伐採する、培養する、放流する、養殖する、孵化する、採取する、採集する、出漁する、捕獲する

製造業

5

7

2

商業

5

7

3

156

157
158

所属単語

分類コード
第4段目

情報活動

2 防ぐ、1763(防御)、備える、阻む、受け止める、食い止める、1772(反抗)、絡む、抗する、対する、挑む、背く、乱す、
逆らう、弓引く、向かう、仕掛ける、手向かう、盾突く、食い下がる、食って掛かる、吹っ掛ける、相手取る、相対する、
掴み掛かる、突っ掛かる、ふて腐れる、絡み付く、乱れる、立ち向かう、1767(守備)、守る、固める、応戦する、対抗す
る、防衛する、防御する、防戦する、防備する、抗戦する、抗争する、手出しする、太刀打ちする、対決する、対立す
る、挑戦する、挑発する、敵対する、動乱する、背反する、反逆する、反抗する、反発する、警戒する、警備する、護
衛する、自衛する、配備する
3 勝つ、負かす、降（くだ）す、勝ち残る、勝ち抜く、打ちのめす、打ち勝つ、打ち破る、打ち負かす、下す(くだす)、勝ち越
す、負ける、敗れる、屈する、引き分ける、1758(勝利)、屠る、負かる、言い込める、勝ち進む、1760(敗北)負ける、や
られる、打ち負ける、潰える、1770(降伏)、いかれる、参る、凹む、陥る、1773(服従)、従う、服する、靡く、従える、折
れる、1774(復讐)、返る、返す、遣り返す、報いる、制する、圧勝する、凱旋する、制覇する、大勝する、奪回する、奪
還する、奪取する、優勝する、連勝する、惨敗する、惜敗する、敗訴する、敗退する、敗北する、連敗する、陥落す
る、屈従する、降参する、投降する、服従する、心服する、閉口する、盲従する、雪辱する、報復する

159

160
企業活動

161

162

163

164

165
166

労働

167

168

0 作る、生産する、造る、できる、1942(生産)、取る、取れる、生む、生み出す、1944(製造)、織る、創る、作れる、造れ
る、創れる、出来る、練り上げる、練る、漉く、醸す、製する、績む、鋳る、紡ぐ、搗く、鞣す、漉き返す、作り替える、精
げる、組み立てる、鍛える、鋳潰す、拵える、化成する、製鋼する、製材する、製本する、造船する、溶接する、接合
する、減産する、産する、産出する、増産する、単独生産する、量産する、加工する、機械加工する、細工する、偽造
する、急造する、工作する、作成する、試作する、新調する、精製する、製作する、製造する、調製する、発電する、
密造する、模造する、捏造する、活動する、作業する、修理する、組成する、操業する、給電する、給油する、供給す
る、自給する、補給する、分業する
0 売る、売れる、買う、借りる、払う、支払う、振込む、納める、払い込む、借り入れる、払い戻す、買い上げる、買い占
める、売り込む、売り切れる、売り払う、売れ残る、卸す、商（あきな）う、営む、取り扱う、安売する、売り出す、扱う、
儲かる、儲ける、稼ぐ、値切る、取り寄せる、取り立てる、1899(売買)、出合う、1900(売り)、捌く、鬻ぐ、捌かす、捌け
る、手放す、掴ませる、売り急ぐ、売り惜しむ、売り切る、売り渡す、売り飛ばす、売り付ける、払い下げる、1896(受
注)、誂える、1884(徴収)、取る、取れる、1885(納入)、納まる、1897(発注)、1901(買い)、購う、求める、競り落とす、仕
込む、仕入れる、請け出す、冷やかす、張り込む、整える、買い支える、買い求める、買い漁る、買い込む、買い取
る、買い受ける、買い進む、買い進める、買い切る、買い替える、買い直す、買い入れる、買い付ける、買い戻す、
1887(値上げ)、上げる、上がる、引き上げる、引き締まる、押し上げる、競り上げる、跳ね上がる、吊り上げる、買い上
がる、1888(値下げ)、叩く、負ける、下がる、引き下げる、下げる、見切る、弱含む、小切る、切り下がる、切り下げる、
返品する、追徴課税する、売買する、ダンピングする、安売りする、営業する、横流しする、拡販する、競売する、市
販する、出札する、新発売する、身売りする、直売する、投げ売りする、特売する、売却する、発売する、販売する、
放出する、密売する、商売する、取引する、通商する、貿易する、移入する、逆輸入する、密輸する、密輸入する、輸
出する、輸入する、受注する、課税する、集金する、徴収する、徴税する、追徴する、供出する、滞納する、納税す
る、納入する、納品する、納付する、外注する、出資する、注文する、発注する、用命する、ボイコットする、購読す
る、購入する、入札する、買収する、落札する、梃入れする、アップする、急増する、値上げする、賃上げする、サービ
スする、ダウンする、値引きする、値下げする、低落する、勉強する、奉仕する、目減りする
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通
番

第1段目

分類
第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

土木建築業

5

7

4

流通業

5

7

5

医療

5

7

6

編集出版興
業

5

7

7

興業

5

7

8

6

0

0

6

1

0

所属包摂

6

1

1

残存

6

1

2

0 残る、残す、余る、余す、居残る、2431(滞在)、留まる、留める、止まる、引き止める、踏み止まる、止める、留め置く、
2429(残存)、だぶつく、浮く、浮かぶ、浮かす、零す、取り残す、書き残す、消え残る、燃え残る、売れ残る、有り余る、
在留する、残留する、滞在する、滞日する、駐屯する、駐留する、残存する

開始

6
6

2
2

0
1

0 とどまる、とどめる、滞る、漂（ただよ）う、控える、休む
0 始まる、始める、開始する、拓く、開く、着手する、踏み切る、封切る、2099(開始)、初める、取り掛かる、乗り出す、寄
る、寄り付く、吸い初める、仕掛ける、仕掛かる、取り付く、乗り掛かる、踏み出す、立ち上がる、立ち上げる、2707(始
め)、馴れ初める、出初める、書き初める、食い初める、来始める、1791(設立)、置く、設ける、スタートする、開会す
る、開業する、開校する、開講する、開場する、開設する、開戦する、開店する、起工する、起草する、再開する、始
業する、始動する、出発する、創業する、創始する、着工する、店開きする、発会する、発足する、発動する、常設す
る、新設する、設営する、設置する、設立する、組閣する、創設する、創立する、増設する、特設する、開通する

継続停滞

6

2

2

中断終了

6

2

3

0 続く、続ける、繋ぐ、繋がる、接ぐ、接続する、継ぐ、継げる、繋げる(つなげる)、2103(連続)続く、詰める、貫く、亘る、
もつ、徹する、移り変わる、引き続く、持ち切る、打ち続く、立ち続ける、立ち通す、ぶっ続ける、2105(継続)、相次ぐ、
次ぐ、引き継ぐ、継ぎ立てる、受け継ぐ、2127(停滞)、渋る、使える、仕える、痞える、つかえる、滞る、もたつく、泥む、
溜まる、下げ渋る、暇取る、遅らせる、遅れる、行き詰まる、行き悩む、手間取る、出遅れる、伸び悩む、溜める、
2153(遮断)、遮る、断つ、詰まる、塞がる、拒む、阻む、防ぐ、澱む、鬱ぐ、塞き止める、塞き上げる、塞ぐ、食い止め
る、瀬切る、突き当たる、妨げる、立ちはだかる、立ち塞がる、リレーする、一貫する、勤続する、持続する、存続す
る、長続きする、延長する、継承する、継続する、相続する、中継する、踏襲する、渋滞する、低迷する、停滞する、
堂々巡りする、難航する、立ち往生する、開放する、遮光する、遮断する、制止する、制動する、絶縁する、阻止す
る、麻痺する、断続する、連続する
0 中止する、止まる、止める、停める、中断する、済む、すませる、完了する、終了する、終わる、済ませる、閉店する、
やめる、断ち切る、打切る、閉ざす(とざす)、終える、断つ、打ち切る、止す(よす)、締め切る、差し止める、閉まる、閉
める、締まる、2100(終了)、引ける、手じまう、洗い上げる、打ち止める、締め括る、舞い納める、片付ける、片付く、落
ち着く、2101(中止)、止む、高止まる、留まる、留める、取り止める、息める、2104(断絶)、切る、絶える、絶つ、とだえ
る、とぎれる、2126(停止)、引き止める、受け止める、泊まる、立ち止まる、塞き止める、絶する、解散する、完結す
る、帰結する、帰着する、結審する、修了する、終結する、店仕舞する、読破する、閉会する、閉廷する、落成する、
運休する、休刊する、休戦する、停戦する、停電する、断絶する、断続する、中絶する、途絶する、寄港する、急停車
する、駐車する、停止する、停車する、停船する、停泊する、停留する
0 生き延びる、出回る、2065(発生・消滅)、固まる、潰れる、築く、潰す、倒す、握り潰す、固める、潰える、倒れる、
2401(再生)、蘇る、取り留める、生かす、生き返る、生まれ変わる、出没する、復活する
0 現れる、現す、起きる、起こる、起こす、生じる、発生する、触発する、持上る、芽生える、現わす、現われる、蘇る(よ
みがえる)、出揃う(でそろう)、齎す(もたらす)、持ち上がる、生み出す、引き起こす、2067(出現)、出す、覗く、呈する、
浮かぶ、浮かす、2068(生起)、作る、造る、創る、作れる、造れる、創れる、成る、鳴る、成す、涌かす、湧かす、沸く、
湧く、醸す、生む、萌す、沸かす、来たる、来たす、巻き起こす、形作る、作り出す、生まれる、出来る、醸し出す、振り
返す、成り立つ、生み成す、組み立てる、打ち出す、沸き起こる、沸き上がる、拵える、デビューする、具現する、再現
する、実現する、出現する、続出する、体現する、登場する、登壇する、発揮する、偶発する、形成する、結晶する、
再燃する、再発する、作成する、散発する、産出する、熟成する、醸成する、生起する、生成する、創作する、創造す
る、続発する、多発する、誕生する、転成する、電離する、突発する、派生する、頻発する、併発する、勃発する、誘
導する、連発する、確立する、結成する、樹立する、組閣する、創業する、創設する、創立する、発会する、編成する

170

171
172

173
174
現象事象の
表現

0 埋め立てる、掘る、1979(土木)、浚う、切り開く、1973(採掘)、採る、1980(建築)、敷く、仕組む、建つ、建てる、ふく、渡
る、渡す、架する、掛ける、築く、葺く、立て替える、構える、組み立てる、建て替える、開拓する、開発する、干拓す
る、起工する、工事する、整地する、着工する、貯水する、発電する、舗装する、埋設する、採掘する、発掘する、改
築する、建設する、建築する、建立する、構築する、再建する、再構築する、新築する、設営する、増築する、造営す
る、敷設する
0 運ぶ、1983(運搬)、持ち運ぶ、1984(荷役)、担ぐ、積む、取り寄せる、載せる、載る、よこす、積もる、届く、負う、舁く、
齎す、引っ担ぐ、積み替える、積み込む、送り込む、送り届ける、届ける、背負込む、流通する、運送する、運搬する、
空輸する、集荷する、出荷する、送電する、転送する、発送する、搬送する、輸送する、荷揚げする、積載する、搭載
する、到着する、到来する、入荷する、満載する
0 治す、診る、移植する、往診する、解剖する、開眼する、検診する、誤診する、殺菌する、散布する、治療する、執刀
する、手術する、受診する、消毒する、診察する、診療する、整形する、打診する、注射する、調剤する、投薬する、
麻酔する、滅菌する、輸血する、予約する
0 綴じる、載る、載せる、刷る、1977(印刷)、組む、1988(編集)、書く、撰する、著わす、編む、1989(出版)、掲げる、上ぼ
せる、1990(発行)、振り出す、再販する、プリントする、印刷する、出力する、製版する、製本する、監修する、編集す
る、補正する、掲載する、再版する、収録する、出版する、転載する、連載する、刊行する、創刊する、増刊する、発
刊する、発行する、乱発する
0 演じる、1993(出演)、主催する、主宰する、陳列する、展示する、展覧する、映写する、演出する、公演する、巡業す
る、上映する、上演する、デビューする、演技する、共演する、実演する、主演する、出演する、熱演する
0 反応する、通じる、こもる、欠く、欠ける、担う、潜る、潜む、ぐらつく、こなれる、込み上げる、取り巻く、被さる(かぶさ
る)、行き届く、受かる、有り得る、揺らぐ、こまねく、引き締まる、差し迫る、出来上がる、伸び悩む、載る、建つ、塞が
る、2140(指向・偏向)、俯く、ずれる、逸らす、臨む、振り向く、振れる、曲がる、撒く、向く、向ける、位する、逸する、狂
う、傾く、傾ぐ、向かう、対する、捻る、背く、偏る、膨らむ、面する、躱す、当てる、逸れる、外れる、度外れる、踏み外
す、奥まる、狂わす、見返す、見返る、向かい合う、向き合う、向き直る、差し向ける、食いはぐれる、振り返る、振り向
ける、転じる、突き合わせる、背ける、立ち向かう、2239(付着)、付く、付ける、張る、まぶす、印象づける、引っ付く、
吸い付く、吸い付ける、擦り付ける、錆び付く、焼き付く、焦げ付く、吹き付ける、打ち付る、打ち付ける、張り付ける、
張り雑ぜる、張り替える、張り付く、貼り替える、凍り付く、備え付ける、2257(起伏)、波打つ、2253(曲折)、うねる、折
る、反らす、曲げる、歪める、歪む、捩る、撓る、乾反る、矯める、折り曲げる、折り込む、折り返す、折れる、反り返
る、拗くれる、拗ける、撓む、撓める、綰ねる、ひん曲がる、ひん曲げる、はためく、ひらつく、翻る、翻す、靡く、棚引
く、位置する、一定する、帰する、共鳴する、接する、値する、呈する、要する、逸脱する、脱線する、直面する、転向
する、付着する、密着する、癒着する、起伏する、カーブする、曲折する、屈曲する、屈折する、湾曲する

175
存在既定

176

0 有る、在る、いる、居（お）る、亡くす、2425(有り)、居る、ある、有する、有り合わせる、2427(分布)飾り付ける、既存す
る、共存する、顕在する、現存する、実在する、存在する、存立する、混在する、散在する、点在する、配置する、分
散する、分布する
0 含む、含める、備わる、ありふれる、足りる、占める、属す、2206(包含)、入れる、帯びる、宿る、宿す、篭もる、孕む、
強含む、込める、含有する、内蔵する、包含する、包容する、埋蔵する、潜在する、潜伏する、内在する、属する

177

178
179

開始終了

180

181

182
6

3

0

発生

6

3

1

消滅

6

3

2

0 消す、消える、隠れる、隠す、消滅する、尽きる、絶つ、無くす、無くなる、切らす、果てる、打ち消す、もみ消す、
2079(滅亡)、滅びる、滅ぼす、2078(消失)、散らす、抜ける、外す、逸する、去る、散る、失う、落とす、散じる、失せ
る、消え失せる、消し飛ぶ、食いはぐれる、掻き消す、掻き消える、逃がす、逃げ失せる、無くなす、無にする、揉み消
す、死滅する、自滅する、絶滅する、全滅する、破滅する、滅亡する、遺失する、失効する、失速する、失墜する、消
失する、焼失する、喪失する、紛失する、解消する、全廃する、中絶する、撤廃する、廃業する、廃止する

天候気象

6
6

4
4

0
1

0 溶け合う、溶け込む、直る、起伏する、突起する、電離する
0 明ける、暮れる、更ける、満ちる、晴れる、曇る、降る、降らす、吹く、荒れる、止む、差す、積もる、くずれる、もつ、霞
む、閃く、澄み渡る、降り注ぐ、しける、轟く(とどろく)、吹き抜ける、吹き返す、照る、照らす、冴える、ばらつく、降り篭
める、降り頻る、降り暮らす、降り止む、そぼ降る、吹かす、凪ぐ、吹き下ろす、吹き捲る、吹き荒ぶ、吹き荒れる、吹
き込む、吹き付ける、吹き払う、静まる、静める、そよ吹く、うねる、滾る、渦巻く、逆巻く、荒立つ、荒立てる、波打つ、
波立つ、泡立つ、干る、なだれる、崩れる、焼ける、陰る、照り込む、晴れ上がる、晴れ渡る、掻き曇る

6
6

4
4

2
2

0 はびこる、蝕む(むしばむ)
1 植える、植わる、蒔く、育てる、咲く、生やす、茂る、散る、枯れる、枯らす、しおれる、しなびる、実る、熟れる、播く、生
（は）える、芽生える、殖える、繁る、枯ればむ、霜枯れる、末枯れる、立ち枯れる、ほころぶ、ほほえむ、笑む、蕾む、
咲き溢れる、咲き誇る、咲き残る、咲き初める、咲き揃う、咲き匂う、咲き乱れる、綻びる、ほほえみかける、2389(生
息)、生きる、活ける、死に後れる、死に損なう、取り留める、生かす、生き延びる、生き残る、生き抜く、生ける、
2397(結実)、生る、熟む、成す、群居する、生息する、密生する、繁殖する、結実する、熟成する、成熟する、爛熟す
る
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発生消滅

183

184

185
186

187
188

自然現象

生物
植物

189

通
分類
番 第1段目 第2段目 第3段目 第4段目
動物
190
物理的事象
191

所属単語

分類コード
第1段 第2段 第3段 第4段

音

6
6
6

4
5
5

2
0
1

光

6

5

2

火

6

5

3

温度

6

5

4

液体

6

5

5

6

6

0

回転

6

6

1

振動
傾斜転倒

6
6

6
6

2
3

衝突

6
6

6
7

4
0

0 当たる、ぶつかる、激突する、衝突する、命中する
0 しみる、くっつく、湧く、噴く、聳える、そそり立つ、目立つ、滑る、ぬらつく、帯びる、萌える(もえる)、渦巻く、錆び付く、
澱む(よどむ)、撓む(たわむ)、反れる、へばり付く、掠る(かする)、縢る(かがる)、粘（ねば）る、掛かる、垂れる、架か
る、係る、挾（はさま）る、2329(汚染)、汚れる、染む、汗染みる、垢染みる、染みる、染み付く、薄汚れる、油染みる、
2087(作用)、働く、2524(緊張)、尖る、とがる、下種張る、改まる、開き直る、格式張る、角張る、角目立つ、角立つ、
角立てる、儀式張る、筋張る、差し迫る、四角張る、鯱張る、2125(固定)、留まる、留める、止まる、作り付ける、止め
る、2522(混乱)、込む、こんがらかる、ごたつく、ごてつく、賑わう、賑わす、にぎわう、縺れる、乱す、引っ掻き回す、込
み合う、込み入る、取り込む、掻き回す、掻き乱す、崩れる、入り組む、入り乱れる、絡まる、乱れる、立て込む、犇め
く、汚染する、スパークする、蓄電する、発電する、放電する、誘導する、漏電する、応答する、作用する、反応する、
緊張する、緊迫する、切迫する、固着する、固定する、設定する、定着する、故障する、撹乱する、交錯する、荒廃す
る、混雑する、混信する、混線する、混乱する、錯綜する、錯乱する、渋滞する、紛糾する、機能する

結合分割
分裂破壊

6
6

7
7

1
2

栄枯盛衰
繁栄

6
6
6

8
8
8

0
1
1

衰退

6

8

1

伝搬拡散

6
6

8
8

2
2

集合
混雑賑わい

6
6

8
8

2
2

6

9

0

6

9

1

0 つながる、結び付く、分かれる、散る、並ぶ、重なる、連なる、続く、居並ぶ、分化する、二分する
0 壊れる、砕ける、潰れる、破れる、折れる、切れる、裂ける、割れる、ちぎれる、分裂する、取れる、外れる、脱げる、
剥（は）げる、剥（はが）れる、抜ける、省ける、2190(抜き)、抜く、外す、零れる、引き抜く、引っこ抜く、間引く、疎抜く、
抜かる、抜かす、抜き取る、荒廃する、全壊する、損傷する、大破する、難破する、破損する、破裂する、崩壊する、
摩滅する、電離する、遊離するする、脱落する
0
0 恵まれる
1 栄える、富む、発展する、興す、潤う、興る(おこる)、盛り上がる、際立つ、引き立つ、2069(興起)出来る、守り立てる、
立ち上がる、擡げる、2299(興隆)、盛る、賑わう、賑わす、にぎわう、弾く、弾む、振るう、募る、強まる、強める、高じ
る、高まる、高める、時めく、色めく、盛える、盛り上げる、賑わわす、肥える、肥やす、はやる、逞しゅうする、興隆す
る、復興する、成功する、繁栄する、繁盛する、急伸長する、急成長する、強化する、上達する、伸長する、振興す
る、成長する、増強する、増長する、補強する
2 衰退する、滅びる、亡びる、滅ぼす、廃れる、絶える、荒れる、寂れる、陰る(かげる)、落ちぶれる、2300(衰微)、いか
れる、疲れる、古す、惚ける、痩せる、傾く、傾ぐ、弱る、鈍る、廃る、壊れる、干上がる、朽ちる、傾ける、古びる、古
ぼける、弱まる、弱める、食い潰す、食い詰める、食い兼ねる、食い倒す、衰える、くたびれる、倒れる、落ちる、悪化
する、後退する、衰弱する、凋落する、沈滞する、低下する、低落する、鈍化する、老化する、窮乏する、困窮する、
倒産する、破産する、破綻する、没落する
0 2227(離合)、離す、分かる、分かれる、分ける、分かつ、合わせる、組み合わせる、離れる、集散する
1 伝わる、伝える、流行る、広まる、広める、流布する、知れる、広がる、広げる、配る、散す、分かれる、散る、散らば
る、別れる、1465(目撃)、見通す、見届ける、2151(伝導)言う、伝う、2152(流布)、及ぶ、廃れる、飛ぶ、流れる、移る、
移す、博する、敷く、流す、押し広める、及ぼす、言い慣わす、行き渡る、出回る、出盛る、はやる、1479(明示・暗示)、
立てる、仄めかす、匂わせる、流行する、見聞する、目撃する、遺伝する、伝播する、伝来する、渡来する、横行す
る、感染する、浸透する、徹底する、伝染する、波及する、普及する、蔓延する、暗示する、示唆する、表示する、明
示する、取り沙汰する、反響する
2 集める、集まる、並ぶ、群がる、群れる、持ち寄る、集合する、集中する、召集する、行列する
3 犇めく(ひしめく)、込む、込み合う、混む、渋滞する、ごった返す、絡み合う、連ねる、賑（にぎ）わう、入り組む、混じり
合う、ざわつく、込み入る、混雑する
0 かかわる、踏まえる、関する、絡まる、関わる、拘わる、共通する、兼ねる、合わせ持つ、それる、成り立つ、定まる、
2535(様相（その他）)、要る、まみれる、やっつける、出し抜ける、2090(安定)、収まる、収める、静まる、静める、定め
る、落ち着く、落ち着ける、安定する、完備する、曲折する、高速化する、面する、関連する、当面する、固定する、収
束する
0 つながる、交わる、2444(関係)、構う、かまける、因む、引っ掛かる、関する、掛かる、関わる、与かる、関係付ける、
構い付ける、浮き上がる、2467(連結)、座する、結び付く、結び付ける、2469(対照)、対する、相対する、2468(照応)、
応える、応じる、2472(交叉)、違える、2237(交錯)、絡む、交わす、組む、こんがらかる、巻く、交える、縺れる、縒る、
糾う、纏う、綯う、噛み合う、噛み合わせる、巻き付く、巻き付ける、結ぼれる、食い合う、切り組む、組み違える、組み
合う、入り組む、這い纏る、絡まる、絡ませる、絡み合う、絡み付く、絡み付ける、縒れる、関係する、関与する、関連
する、交渉する、相関する、リンクする、接続する、直結する、連係する、連携する、連結する、連座する、連帯する、
連絡する、対応する、対照する、対比する、反対する、比例する、逆比例する、倒置する、反する、する、反比例す
る、対当する、対話する、呼応する、順応する、平行する、並列する、交差する、交錯する、錯綜する、直交する

優劣優先

6

9

1

異同類似

6

9

1

因果関係

6

9

1

192

193

2 飼う、捕まえる、狙う、しつける、鳴く、吠える、孵る、湧く、啼く、唸る、孵す(かえす)、囀る(さえずる)、巣くう
0
0 響く、鳴る、鳴らす、響き渡る、鳴り響く、高鳴る、どよめく、2354(音)、がたつく、軋む、静める、澄む、潜める、轟く、澄
ます、唸る、軋る、響かせる、轟かせる、寝静まる、静まる、静まり返る、踏み鳴らす、鳴り渡る、軋めく、ノックする、反
響する、干渉する
0 光る、射し込む、映す、輝く、きらめく、映える、映る、透き通る、2349(発光)、ぎらつく、差す、ちらつく、瞬く、照る、照
らす、閃く、艶めく、輝かす、光らせる、照り付ける、照り映える、照り輝く、照り込む、照り返す、閃かす、2350(明滅)、
消す、付く、消える、付ける、点じる、透過するする、直射する、点灯する、発光する、反射する、放射する、消灯す
る、点滅する、明滅する、見え隠れする
0 燃える、焼ける、煙る、点く(つく)、点る(ともる)、2310(火)、くべる、焚く、焼く、燃す、燃やす、燃え上がる、燃え盛る、
燃え付く、燃え立つ、焚き付ける、2312(燃焼)煙る、燻る、燻す、燻べる、燻らす、スパークする、引火する、失火す
る、出火する、点火する、発火する、延焼する、炎上する、焼却する、焼失する、全焼する、燃焼する、類焼する

194

195

196
力学的事象

197
198
199

200
201
物象

202
203

204
205
206

社会現象

207

208
209

拡散集合

210
211
212
抽象的事象

213
相互関係

0 温まる、冷える、凍る、溶ける、2318(溶解)、溶かす、溶く、解かす、解ける、蕩かす、蕩ける、溶け合う、溶け込む、
2319(気化)、沸かす、沸く、滾る、煮え返る、煮え立つ、煮立つ、煮立てる、沸き上がる、沸き返る、沸き立つ、融解す
る、溶解する、揮発する、気化する、蒸発する、蒸留する、沸騰する、結露する、保温する、冷却する、冷蔵する、冷
房する
0 流れる、漬かる、染み出す(しみだす)、浴びる、湛える(たたえる)、解ける、混ざる、2145(流動)流れる、流す、垂れ流
す、押し流す、潤う、湿気る、湿る、じめつく、濡れる、湿す、潤む、潤す、濡らす、しける、しょぼ濡れる、そぼ濡れる、
2203(浸水)、潜る、浸かる、入り浸る、流出する、流動する、逆流する、対流する、漂流する、放流する、浸水する、沈
没する
0 引っ掛かる、挾まる(はさまる)、刺さる、擦れる、付く、埋まる、横たわる、飛ぶ、撥ねる(はねる)、はじける、浮く、浮か
ぶ、2116(弾み)、弾く、弾ける、弾む、跳ね返る、跳ね返す、爆ぜる、2124(静止)、止まる、高止まる、留まる、留める、
止める、2112(浮動)、漂う、浮かす、漂わす、2110(運動)、躍る、動く、蠢く、動かす、蠢かす、反発する、静止する、出
力する、抵抗する、負担する、浮動する、運動する、円運動する、激動する、作動する、動作する、発動する、躍動す
る、連動する
0 回る、転がる(ころがる)、2114(回転)、転がす、巻く、回す、転ぶ、舞う、巡らす、転げる、転ばす、回転する、公転す
る、自転する、転回する
0 揺れる、震える、ふらつく、振れる、揺られる、2111(震動)、震う、震わせる、揺らす、振動する、震動する
0 傾く、ひっくり返る、倒れる、傾斜する、傾げる、凭れる、寄る、傾ぐ、寄せ掛ける、寄り掛かる、傾ける、立て掛ける、
凭せる、凭せ掛ける、凭れ掛かる、2117(起立)、起きる、立つ、立てる、起こる、起こす、引き起こす、押し立てる、逆
立つ、逆立てる、打ち立てる、突っ立つ、擡げる、2119(転倒)、反る、転がる、転がす、つんのめる、のめる、翻る、ぶ
ちのめす、転ぶ、倒す、反す、翻す、飲み潰れる、押し倒す、寄り倒す、蹴倒す、切り倒す、切り伏せる、打ち倒す、張
り倒す、跳ね返る、跳ね返す、転げる、転ばす、踏み倒す、突き倒す、突っ転ばす、薙ぎ倒す、薙ぎ伏せる、裏返る、
裏返す、ぶっ倒す、直立する、林立する、ダウンする、横転する、打倒する、転倒する、転覆する、反転する

214

215
216
217

1 劣る、優れる、勝る、優る、凌ぐ、勝れる(すぐれる)、秀でる(ひいでる)、敵う(かなう)、2482(劣り〔おとり〕)次ぐ、落と
す、低める、落ちる、2480(勝り〔まさり〕)、映える、目立つ、輝く、光る、勝つ、引き立つ、輝かす、高まる、高める、際
立つ、ず抜ける、増さる、長ける、追い越す、追い抜く、見劣りする、優先する、卓越する、卓抜する、超越する、超絶
する、独走する、優越する
2 異なる、違う、違える、似る、似せる、倣う、2461(相違)、変わる、隔たる、絶する、飛び抜ける、飛び離れる、並外れ
る、2460(類似)、及ぶ、捲る、紛う、並ぶ、類する、似つく、似通う、立ち並ぶ、相違する、共通する、対する、区別す
る、人違いする、伯仲する、近似する、酷似する、相似する、比肩する、匹敵する、類似する
3 基づく、因る、拠（よ）る、由（よ）る、依（よ）る、因む(ちなむ)、則（のっと）る、準拠する、する、由来する、起因する、原
因する、帰結する
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第1段目

分類
第2段目 第3段目

第1段 第2段 第3段 第4段

6

9

1

要不要成不
成立

6

9

2

適合不適合

6

9

3

均衡過不足

6

9

4

隠れ遮蔽

6

9

5

効果影響

6

9

6

順序と時間

6

9

7

7

0

0

7
7

1
2

0
0

増加

7

2

1

減少

7

2

2

独立従属

218

219

220

221

222
223

224
変化の現象
事象の表現

225
226

所属単語

分類コード
第4段目

身体的変化
量的変化

227

228

229
7

3

0

反応

7

3

1

形状変化

7

3

2

拡大膨張

7

3

2

縮小収縮

7

3

2

物理的変化

230
231

4 属す、2475(従属)、与える、受ける、追える、負える、食う、従う、基づく、拠る、喫する、食わす、追う、添う、買う、負
う、与かる、浴する、及ぼす、見舞う、降り懸かる、根差す、準じる、請ける、踏まえる、浴びせる、浴びる、共存する、
孤立する、自立する、対立する、中立する、独立する、並立する、遊離する、濫立する、両立する、連立する、依存す
る、帰属する、従属する、準拠する、所属する、随伴する、専属する、直属する、配属する、付随する、付属する、付
帯する、属する
0 要る、要する、要らない、成り立つ、2075(成立)、出来る、練り上げる、纏める、作り上げる、仕上げる、仕上がる、取
り纏める、出来上がる、相成る、整える、2082(不成立)、白ける、流れる、完成する、建設する、構築する、再構築す
る、作成する、成就する、成立する、組成する、存立する、発効する、発足する、落成する、決裂する、挫折する、転
覆する、途中下車する、破綻する、破裂する、崩壊する
0 合う、会わす、合わせる、釣り合う、重なる、重ねる、交わる、当てはまる、当てはめる、間に合う、間に合わせる、似
合う、馴れる、馴らす、適する、見合う、適う(かなう)、噛み合う、食い違う、2463(適合)、そぐう、揃う、揃える、嵌まる、
向く、値する、向かう、即する、沿う、引き当てる、応じる、組み合わせる、適える、当て嵌まる、当て嵌める、付け合わ
せる、嵌まり込む、2464(不適合)、ずれる、外れる、ぶれる、悖る、度外れる、適す、マッチする、一致する、該当す
る、合格する、合致する、相当する、妥当する、調和する、的中する、適応する、適合する、適中する、同期する、同
調する、背反する、矛盾する
0 足りる、足りない、余る、残る、2477(均衡)、合う、合わせる、釣り合う、伴う、見合う、似合う、持ち合う、2268(超過)、
超える、過ぎる、過ごす、越す、越える、激し過ぎる、遣り過ごす、行き過ぎる、上回る、食み出す、通り越す、買い越
す、売り越す、2269(不足)、切る、切れる、割る、下回る、事欠く、2272(欠如)、空く、空ける、欠く、欠ける、飛ばす、抜
ける、外す、外れる、漏らす、漏れる、空かす、脱する、落とす、零れる、間引く、欠かす、取り落とす、書き漏らす、落
ちる、度外れる、抜かる、抜かす、協調する、均衡する、相殺する、相当する、対当する、調和する、伯仲する、平均
する、平衡する、拮抗する、重複する、超過する、突破する、欠乏する、枯渇する、不足する、払底する、欠損する、
欠如する、欠落する、脱落する、加減する、酌量する
0 隠れる、2077(隠れ)、忍ぶ、潜める、囲む、囲う、隠す、匿う、没する、晦ます、塗り込める、忍ばせる、2080(遮蔽
〔しゃへい〕)、覆う、被せる、遮る、差す、張る、包む、翳す、翳む、引っ被る、差し掛かる、差し掛ける、差し翳す、振り
翳す、垂れ篭める、着せる、張り回す、張り詰める、張り巡らす、被さる、2081(隠蔽〔いんぺい〕)、伏せる、葬る、秘す
る、押し隠す、葬り去る、秘し隠す、秘める、包み隠す、失跡する、失踪する、潜行する、潜伏する、カバーする、遮光
する、被覆する、隔離する
0 効く、利く、利かす、利ける(きける)、及す、及ぼす、亘る、帰す(きす)、来たす、揺るがす、役立つ、使える、2452(効
果)、死ぬ、生きる、利かせる、2453(影響)響く、煽る、扇ぐ、祟る、巻き込む、差し響く、報いる、悪影響する、影響す
る、発効する、関係する、作用する、反映する、反応する、反響する
0 先立つ、過ぎる、経つ、遅れる、遅らせる、延びる、引延ばす、延ばす、過ぎ去る、早まる、早める、長引く、繰り上げ
る、繰り越す、繰り延べる)、繰り下げる、乗り遅れる、出遅れる、反復する、繰り返す、馴れる、ずらす、溯る、溯れ
る、2107(経過)、過ごす、費える、費やす、潰す、潰れる、流れる、隔てる、行く、移る、移す、越す、閲する、去る、経
る、刻む、送る、暮らす、過ぎ行く、掻き暮れる、暮れる、明け暮れる、2156(先行)、進める、進む、先んじる、先駆け
る、先走る、2290(延期)、引き伸ばす、繰り延べる、2287(延長)、引き摺る、引き摺れる、持ち越す、2710(新旧・遅速)
立ち後れる、間に合う、間に合わせる、遅なわる、2106(反復)、明ける、上げる、終える、済む、畳む、閉じる、果て
る、撥ねる、巡る、果たす、了する、済ませる、仕舞う、終わる、重なる、重ねる、書き上げる、蒸し返す、切り上げる、
打ち切る、跳ねる、締め切る、満ちる、ダブる、経過する、先行する、始末する、延期する、順延する、猶予する、延長
する、延着する、滞納する、遅刻する、遅滞する、重複する
0 成る、生（な）る、変わる、変える、改まる、改める、化ける、扮する、立ち直る、移り変わる、打って変わる、転じる、
2089(変化)、鳴る、成す、翻る、化する、動く、翻す、見直す、見直せる、変じる、変わり果てる、2097(替え)、替える、
替わる、取り替える、繰り替える、差し替える、擦り替える、取り纏める、乗り換える、積み替える、切り替える、切り替
わる、組み替える、入れ違う、入れ違える、入れ代わる、入れ替える、並び替える、預け替える、すげ替える、悪化す
る、一新する、一変する、化成する、改変する、開化する、逆転する、急転する、急変する、曲折する、激動する、激
変する、好転する、降伏する、推移する、脱皮する、動揺する、浮動する、復調する、変圧する、変移する、変化す
る、変更する、変調する、変動する、様変わりする、流転する、返信する
0 はげる、太る、肥える、痩せる、老ける、老いる、若返る、のびる、惚（ぼ）ける、老化する、老衰する
0 2275(増加・減少等（その他）)、及ぶ、留まる、留める、上る、限る、届く、止まる、決まる、窮まる、決める、窮める、漕
ぎ着ける、追い付く、追い付ける、止める、加減する、増減する、限定する、制限する、制約する、相殺する、平均す
る、棒引きする
0 上回る、増える、増やす、富む、富ます、足す、加える、加わる、超える、溜まる、溜める、増す、殖える、混む、堪る
(たまる)、貯まる(たまる)、貯める、殖やす(ふやす)、はちきれる、嵩張る(かさばる)、補（おぎな）う、2265(増加)、嵩
む、脹れる、2273(追加)、添える、付く、継ぐ、付ける、足る、添う、繰り込む、繰り入れる、継ぎ足す、重なる、重ねる、
織り込む、組み込む、組み入れる、添わる、付け加える、付け加わる、付け足す、累ねる、2274(補充)、均す、補う、
事足りる、当てる、埋まる、埋める、埋め合わせる、2271(充満)、溢れる、詰まる、塞がる、満たす、装う、篭もる、漲
る、満ちる、込み上げる、湛える、立ち込める、アップする、加速する、拡大する、急増する、激増する、昇給する、成
長する、漸増する、増員する、増加する、増額する、増刊する、増結する、増産する、増資する、増収する、増殖す
る、増水する、増税する、増設する、増大する、増配する、増発する、倍加する、倍増する、繁殖する、膨脹する、累
進する、累増する、加重する、加筆する、追加する、添加する、添付する、付加する、累加する、累積する、カバーす
る、補修する、補充する、補助する、補足する、補填する、横溢する、充実する、充足する、充填する、充満する、氾
濫する、飽和する
0 落ち込む、下回る、減る、減らす、減す、減じる、薄れる、薄める、空（す）く、空（す）かす、減ずる(げんずる)、磨り減
る(すりへる)、延ばす、割る、薄まる、薄らぐ、2266(減少)、嵩む、増す、軽減する、激減する、減員する、減額する、減
刑する、減産する、減収する、減少する、減税する、減速する、減点する、減俸する、減免する、削減する、消耗す
る、節減する、低減する、半減する、目減りする
0 沁みる、涸れる、腐る、錆びる、鈍る、重なる、裏返す、燃え上がる、めり込む、2411(発酵)、痛む、朽ちる、朽ち果て
る、腐らせる、腐れる、饐える、黴びる、発酵する、腐敗する、腐乱する、乳化する
0 2309(反応)、錆びる、錆び付く、吹き分ける、赤さびる、塩化する、化合する、化成する、開始する、感光する、還元す
る、合成する、酸化する、触発する、析出する、炭化する、中和する、電解する、同化する、爆発する、反応する、反
響する、腐食する、飽和する、炸裂する
0 ゆがむ、ゆがめる、曲がる、曲げる、凹む(くぼむ)、くぼめる、丸まる、丸める、角ばる、狭める、尖る(とがる)、反（そ）
る、反らす、歪む、たたむ、狭まる、にぶる、2261(変形（その他）)、ざらつく、絞る、締める、絞める、張る、巻く、緩む、
緩める、均す、とがる、弛む、たゆむ、扼する、引き絞る、引き締まる、引き締める、引っ張る、角張る、角立つ、角立
てる、巻き上げる、寛げる、絞り込む、骨張る、四角張る、小緩む、尖らせる、弛める、張り詰める、張り切る、締まる、
締め上げる、締め付ける、踏み均す、粒立つ、2251(変形)、化ける、凸凹する(でこぼこする)、弛緩する、整形する、
変化する、傾斜する、カーブする、曲折する、伸縮する

232

233

234
7

3

3

強弱硬軟変化

7

3

3

清濁濃淡変化

7

3

3

乾湿変化

7

3

3

性状変化

235

1 広がる、広げる、腫れる、膨れる、膨らむ、脹れる、伸びる、伸ばす、膨れ上がる、2278(伸び)伸ばす、延ばす、引き
伸ばす、延びる、差し延べる、延べる、2281(拡大)、繰り広げる、広まる、広める、取り広げる、2284(膨張)、嵩む、だ
ぶつく、太る、嵩張る、伸す、延長する、拡張する、急伸長する、伸長する、拡充する、拡大する、展開する、発展す
る、膨脹
2 縮む、縮める、縮まる、萎む(しぼむ)、萎びる、引き攣る、引き攣れる、縮らす、縮れる、皺める、2288(短縮)、2279(縮
み)、追い上げる、2282(縮小)、狭まる、費える、狭める、切り詰める、約まる、約める、2285(収縮)絞る、絞める、細
る、窄む、括れる、絞り込む、細める、窄まる、窄める、縮かむ、先細る、萎縮する、縮写する、縮尺する、縮小する、
収縮する、省略する、短縮する、略する
0 朽ちる(くちる)、茹だる(ゆだる)、革まる(あらたまる)、ぼける、古びる、掠れる(かすれる)、1952(彫り)、刻む、彫る、刻
み付ける、打ち出す、彫り付ける、腐食する
1 衰える、弱る、強まる、強める、弱める、固まる、固める、緩む、弛む、張る、弛める(ゆるめる)、ほぐす、ほぐれる、和
らげる、和らぐ、2317(凝固)、ごわつく、凝る、凍る、凝り固まる、凍てる、凍みる、凍り付く、踏み締める、練り固める、
2343(濃淡)掠れる、曇る、ぼやける、煙る、霞む、曇らす、仄めく、凝固する、結晶する、硬化する、硬直する

236

237
238

2 汚れる、汚す、濁る、濁す、洗う、透ける、かすむ、ぼかす、澄む、交ざる(まざる)、染める、染まる、褪せる、薄まる、
薄める、赤らむ、色付く、褪める(さめる)、翳む(かすむ)、暈す(ぼかす)、彩る(いろどる)、ぼける、ぼやける、
2328(濁)、澱む、2327(清)、冴える、澄ます、済ます、透く、透かす、冴え返る、澄み切る、澄み渡る、透き通る、沈殿
する
3 乾く、乾かす、濡れる、濡らす、湿る、干す、乾燥する、潤む(うるむ)、浸かる(つかる)、浸る(ひたる)、嗄れる(かれる)、
2324(乾燥)、渇く、干る、涸らす、干上がる、干し上げる、干涸びる、汲み干す、涸れる
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分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

7

3

3

4 暖まる、暖める、温まる、温める、冷える、冷やす、熱する、冷却する、（湯）沸く、沸かす、凍る、沸騰する、煮沸す
る、冷え込む、冷ます(さます)、冷める(さめる)、熟す、焦げる(こげる)、2332(灼熱)、温む、炙る、温もる、2333(冷却)、
冴える、冴え返る、凍てる、加熱する、暖房する、発熱する、冷蔵する、冷凍する、冷房する、保温する、凍結する

7

4

0

進歩後退

7

4

1

修正変更

7

4

2

7

5

0

8

0

0

0 ふさがる、ふさぐ、空（あ）く、空（あ）ける、欠ける、欠く、偏る、片寄る、高まる、深まる、慣れる(なれる)、いかれる、埋
もれる、嵌まり込む(はまりこむ)、まみれる、紛（まぎ）れる、捗（はかど）る、はぐれる、あぶれる、掛け離れる、粘る、
粘つく、練る、べとつく、潤びる、練れる
0 進む、退く、2302(進歩)、進める、伸ばす、伸す、伸びる、2303(退歩)、堕する、下げる、先細る、アップする、円熟す
る、急成長する、向上する、熟練する、上達する、進化する、進行する、進展する、進歩する、成長する、増進する、
日進月歩する、発達する、発展する、躍進する、爛熟する、減退する、後退する、後戻りする、衰退する、堕落する、
退化する、低下する
0 直る、直す、改める、改まる、2094(改革)、変える、変わる、為直す、遣り直す、更える、更める、出直す、出直る、
2096(直し)、買い直す、加筆する、改悪する、改革する、改称する、改正する、改善する、改組する、改造する、改題
する、改定する、改良する、革新する、更新する、刷新する、是正する、変更する、補正する、再開する、再審する、
再読する
0 グラフ化する、デジタル化する、リスト化する、暗号化する、活発化する、記号化する、小型化する、多様化する、弾
力化する、電子化する、イオン化する、悪化する、一体化する、一般化する、開化する、活性化する、簡単化する、強
化する、激化する、高速化する、実用化する、商品化する、浄化する、深化する、図式化する、製品化する、電化す
る、鈍化する、日本語化する、美化する、標準化する、符号化する、複雑化する、補強する、本格化する、民営化す
る、緑化する、劣化する、老化する、老朽化する
0 動く、動かす、つたう、滑る、歩く、歩む、泳ぐ、漕ぐ、持ち歩く、走る、駆ける、這う、どける、移動する、移す、移る、赴
く、擦れ違う、引ける、横切る、2130(移動)、ずらす、ずれる、移し替える、置き換える、移管する、移行する、移転す
る、運動する、推移する、転位する、転移する、転嫁する、複写する、複製する、変移する、左右する、持参する

温度変化

239
状態変化

240

241

242
接辞による
表現

243
移動行為の
表現

244
245

8

1

0

0 出入りする、出没する、入出する、換気する

出

8

1

1

0 出る、出す、涌く、滲む、卒業する、入門する、洩れる、貸す、滲みる、掘り出す、漲る(みなぎる)、はみ出す、引き出
す、吸い出す、取り出す、積み出す、切り出す、貸し出す、送り出す、打ち出す、突き出る、抜き出す、抜け出す、抜け
出る、飛び出す、躍り出る、締め出す、追い出す、乗り出す、呼び出す、繰る(くる)、こぼす、あふれる、漏らす、漏れ
る、空ける、漏る(もる)、毀れる(こぼれる)、移（うつ）す、2184(出)、抜ける、脱する、出かける、出外れる、出張る、出
直す、出直る、出歩く、進み出る、染み出す、たたき出す、釣り出す、逃げ出す、這い出す、連れ出す、2187(出し)、溢
れる、放す、噴く、ぶちまける、ほうり出す、涌かす、湧かす、湧く、放つ、零す、引き摺り出す、押し出す、汲み出す、
居溢れる、繰り出す、持ち出す、煮こぼれる、蹴出す、上放す、食み出す、振り出す、吹き出す、吹き零れる、吹き溢
れる、掃き出す、掻い出す、掻き出す、弾き出す、吊り出す、吐き出す、投げ出す、突き出す、迫り出す、噴き出す、
零れる、2194(漏出)、ちびる、外出する、出港する、出国する、出獄する、出所する、出場する、出張する、進出する、
退院する、退出する、退場する、脱却する、脱獄する、脱出する、脱走する、出荷する、出力する、析出する、抽出す
る、摘出する、排気する、排水する、発射する、搬出する、噴出する、放射する、放出する、放水する、放電する、漏
電する

入り

8

1

2

0 入る、入れる、入学する、吸い込む、繰り入れる、差し込む、差し入れる、持ち込む、取り入れる、乗り入れる、組み入
れる、受け入れる、飛び込む、入り込む、紛れ込む(まぎれこむ)、追い込む、割り込む、積み込む、滑り込む、漬け
る、満ちる、閉じ込める、込める、詰める、詰まる、満たす、収まる、収める、納まる、さす、注ぐ、籠める、籠もる、注ぎ
込む(つぎこむ)、詰め込む、押し込める、2185(入り)、突っ込む、引き摺り込む、引っ込む、押し込む、押し入る、駆け
込む、繰り込む、乗り込む、切り込む、転がり込む、転げ込む、踏み込む、踏み分ける、逃げ込む、忍び込む、舞い込
む、踊り込む、立ち入る、連れ込む、2188(入れ)、納める、込む、嵌まる、ほうり込む、陥る、引き込む、引き入れる、
引っ込ます、引っ込める、巻き込む、陥れる、丸め込む、汲み込む、汲み入れる、降り込む、擦り込む、取り込む、蹴
込む、畳み込む、織り込む、食い込む、食らい込む、食い入る、吹き込む、吹き入れる、送り込む、打ち込む、投げ込
む、投げ入れる、投じる、抱え込む、縫い込む、落ち込む、嵌まり込む、2196(注ぎ)、掛ける、被せる、差す、浴する、
降り懸かる、振り掛ける、吹き掛ける、吹っ掛ける、浴びせる、浴びせ掛ける、浴びる、介入する、参入する、侵入す
る、進入する、潜入する、突入する、入院する、入荷する、入港する、入国する、入所する、入場する、乱入する、梃
入れする、移入する、格納する、吸引する、吸入する、収容する、積載する、挿入する、注入する、投入する、投函す
る、搭載する、導入する、入力する、搬入する、満載する、流入する、吸収する、合併する、浸透する、注水する、注
油する、入門する、入金する、装填する

上方向移動

8
8

2
2

0
1

0 2212(昇降)、揚がる、上下する、昇降する、乗り降りする、乗降する、南下する、北上する
0 上げる、上がる、揚げる、揚がる、挙げる、挙がる、浮かぶ、浮かベる、浮く、浮かす、登る、上（のぼ）る、昇る、乗る、
昇進する、弾（はず）む、跳ねる、飛ぶ、跳ぶ、躍る、巻き上げる、浮かび上がる、吊り上げる、釣り上げる、引き上げ
る、吸い上げる、乗り上げる、飛び立つ、飛び上がる、掲げる、打ち上げる、立ち上がる、翳す(かざす)、2213(上昇)、
上る、沖する、持ち上がる、蹴上げる、上ぼせる、跳ね上がる、吊し上げる、舞い上がる、立ち上る、ずり上がる、
2219(上げ)、捧げる、立てる、押し上げる、掬い上げる、汲み上げる、捲し上げる、差し上げる、持ち上げる、蹴立て
る、振り上げる、吹き上げる、投げ上げる、突き上げる、迫り上げる、抱き上げる、立ち上げる、搗ち上げる、擡げる、
2222(乗り)、乗せる、乗り換える、御する、召す、乗っかる、乗り掛かる、乗り移る、乗り回す、乗り継ぐ、乗り合わせ
る、乗り込む、乗り組む、飛び乗る、2225(浮き)、掛かる、浮かばせる、浮かべる、浮き出す、浮き上がる、2258(隆
起)、聳つ、高まる、高める、出っ張る、出張る、盛り上がる、盛り上げる、切り立つ、張り出す、飛び出す、欹てる、聳
える、上京する、上陸する、登山する、登壇する、アップする、急増する、上昇する、値上がりする、暴騰する、荷揚げ
する、掲揚する、値上げする、賃上げする、乗車する、乗船する、乗馬する、搭乗する、同乗する、便乗する、再浮上
する、突起する、突出する

下方向移動

8

2

2

0 下がる、下げる、落とす、落ちる、沈める、沈む、下ろす、降（ふ）る、降リる、降ろす、しゃがむ、降（くだ）る、溺れる、
ずり落ちる、打ち落とす、下りる、下る(くだる)、吊り下げる、ぶら下がる、ぶら下げる、引き下がる、引き下げる、滑り
降りる、引き落とす、2214(下降)下る、下す、降りる、切り下がる、天降る、飛び下りる、2216(落下)、垂れる、降り注
ぐ、降る、降らす、散る、滴る、零す、陥ちる、取り落とす、蹴落とす、垂らす、切り落とす、潮垂れる、突き落とす、零
れる、2220(下げ)、掘り下げる、切り下げる、2223(降り)、乗り捨てる、2259(陥没)、しゃくる、しゃくれる、凹む、陥る、
窪む、引っ込む、凹ます、掘れる、窪まる、窪める、深まる、深める、低まる、落ち込む、2226(沈み)沈める、没する、
下山する、着水する、着陸する、下降する、急降下する、降下する、値下がりする、低下する、暴落する、墜落する、
転落する、投下する、落馬する、ダウンする、値引きする、値下げする、下車する、途中下車する、陥没する、陥落す
る、沈下する、潜行する、沈没する、落手する
0 擦れ違う(すれちがう)、折り返す、跳ね返す、跳ね返る、出直す、2164(前進)、進める、進む、突き進む、ターンする、
転向する、反転する、要する
0 向う、向く、向ける、進む、進める、突込む、突進する、目指す、出向く、2165(後退)退ける、すっこむ、戻る、戻す、下
がる、退る、退く、退かす、引き下がる、引き下げる、引き退ける、引き戻す、引っ込む、押し退ける、巻き戻す、後退
る、切り下がる、追い退ける、飛び退く、急進する、進出する、前進する、漸進する、直進する、猛進する、盲進する、
邁進する
0 退ける、退く、引く、退（しりぞ）く、逆行する、逆戻りする、逆流する、後退する、後戻りする、退却する、撤退する、
バックする
0 引き返す、引き払う、引っ越す、2172(往復)、通う、行き交う、行き戻る、2143(徘徊)、ぶらつく、ほっつく、飛び歩く、歩
き回る、立ち回る、2170(渡り)、渡る、渡す、亘る、2157(随行)、従う、付く、連れる、伴う、属する、添う、擁する、引き
回す、引き摺り回す、引き連れる、提げる、従える、相伴なう、打ち連れる、付き従う、付き添う、付き纏う、率いる、連
れ合う、連れ立つ、循環する、行き来する、去来する、発着する、往復する、往来する、通行する、横行する、渡航す
る、密航する、随行する、随伴する、追随する、同行する、退去する、退散する、ターンする

出入りの移
動

246

247
248

上下の移動

249

250
8

3

0

前進

8

3

1

後退

8

3

2

8

4

0

8

4

1

前後移動

251

252
253
行き来の移
動

254
行く出発

255

0 行く、ついて行く、出発する、発つ、往く、出掛ける、向かう、旅立つ、2132(出発)、立つ、飛ぶ、乗り出す、出る、出か
ける、飛び立つ、2174(行き)、辿る、参る、赴く、参じる、出向く、馳せ参じる、2177(去)、置く、離す、引き取る、隔た
る、隔てる、去る、引き払う、引き離す、遠ざかる、遠ざける、懸け隔たる、懸け隔てる、失せる、振り切る、染み出す、
置き去る、突き放す、飛び去る、飛び出す、飛び離れる、離れる、立ち去る、立ち退く、発する、スタートする、出漁す
る、出港する、出動する、出馬する、進水する、発車する、発足する、発動する、遠征する、往診する、出社する、赴
任する、移住する、移民する、離陸する
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分類
第2段目 第3段目
来る戻る到
着

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

8

4

2

0 来る、帰る、戻る、還る、着く、着ける、達する、至る、及ぶ、到着する、2133(到着)、迫る、瀕する、押し詰まる、押し迫
る、決める、窮める、近付く、駆け付ける、行き着く、差し掛かる、差し迫る、秋めく、春めく、乗り付ける、漕ぎ着ける、
辿り着く、馳せ着ける、訪れる、来られる、立ち至る、2175(帰り)、戻す、下がる、帰す、退る、退く、引き下がる、引き
返す、引き戻す、引ける、引き上げる、押し返す、呼び戻す、取って返す、切り下がる、折り返す、馳せ戻る、追い返
す、舞い戻る、立ち返る、立ち戻る、2178(来)、詰める、参る、寄る、引き付ける、引き寄せる、押し掛ける、押し寄せ
る、寄せる、寄せ付ける、寄り付く、詰め掛ける、詰め寄る、詰め寄せる、吸い寄せる、近寄る、近寄せる、近付ける、
駆け寄る、繰り寄せる、攻め寄る、攻め寄せる、擦り寄る、手詰まる、吹き寄せる、掻き寄せる、打ち寄せる、伝える、
伝わる、忍び寄る、片寄せる、歩み寄る、立ち寄る、延着する、寄港する、帰着する、上陸する、切迫する、着水す
る、着陸する、到達する、到来する、漂着する、下校する、回帰する、凱旋する、帰還する、帰郷する、帰港する、帰
国する、帰省する、帰宅する、帰任する、生還する、早退する、送還する、退出する、近接する、殺到する、接近す
る、伝来する、渡来する、肉薄する、来場する、来店する、来日する、帰化する、バックする、カムバックする

256
8

5

0

0 逃げ出す、逃（のが）れる、添う、添える、追跡する、追尾する、尾行する、追撃する

接近

8

5

1

遠ざかる

8

5

2

8

6

0

運行

8

6

1

通過迂回

8

6

2

0 近ずく、迫る、近ずける、寄る、寄せる、追う、接近する、近寄る、近付く、近付ける、追い付く、押し駆け付ける、
2162(追い)、追える、付ける、越す、追い掛ける、追い越す、追い付ける、追い回す、追い詰める、追い上げる、追い
抜く、追っ掛ける、付け回す、近接する、近寄せる
0 遠ざかる、遠ざける、遠のく、退く、のく、離す、離れる、去る、逃げる、逃がす、遁げる、隔てる、隔たる、引き離す、飛
び去る、2160(逃げ)、ずらかる、逃れる、走る、取り逃がす、逃げ延びる、逃げ回る、逃げ惑う、落ち延びる、落ち行
く、2137(走行)滑る、滑らせる、持ち逃げする、失跡する、失踪する、潜行する、脱獄する、逃走する、逃亡する、避難
する、亡命する、運行する、横滑りする、走破する、独走する、暴走する
0 ずれる、ずらす、2135(進行)、練る、溯る、逆らう、先んじる、先立つ、先立てる、溯れる、2147(飛翔)飛ばす、飛ぶ、翔
る、吹き飛ばす、吹っ飛ぶ、突き飛ばす、飛び交う、飛び違う、飛び回る、飛び翔る、迂回する、運行する、遠回りす
る、寄り道する、急行する、行進する、蛇行する、徐行する、進行する、先行する、直行する、並行する、飛行する、便
乗する、近道する
0 2139(飛行)、飛ぶ、運航する、寄港する、航海する、航行する、就航する、巡航する、潜行する、渡航する、難航す
る、密航する、飛行する
0 通る、過ぎる、通す、通う、通過する、経る、渡る、超す、超える、乗り越す、乗り越える、飛び越す、飛び越える、駆け
抜ける、追い越す、通り越す、通り抜ける、越える、越す、巡る、巡らす、さすらう、2142(巡回)、経巡る、2149(通過)、
掠る、通り掛かる、過ぎ行く、掛け違う、遣り過ごす、行き違う、行き過ぎる、差し掛かる、擦り抜ける、擦れ違う、乗り
切る、抜ける、罷り通る、掠める、掠れる、2150(貫通)、潜る、貫く、徹する、横切る、捌ける、吹き抜ける、切り抜け
る、打ち抜く、突き抜ける、突き切る、ぶち抜く、流浪する、巡回する、巡業する、巡航する、旋回する、堂々巡りする、
経由する、直通する、横断する、貫通する、縦貫する、縦走する、寄り道する、近道する

集配輸送

8

6

3

遠近移動の
事象

257
258

259
各種の移動

260
261

262

263
8

7

0

授与的移動

8

7

1

受領的移動

8

7

2

0 もらう、受ける、頂く、頂戴する、授かる、得る、取る、とれる、賜わる、預かる、奪う、返る、渡る、捕る、さらう、盗む、
受入れる、仕入れる、刈り取る、刈り入れる、撃ち取る、引き取る、引き受ける、取り返す、取り戻す、受け取る、盗
る、掠める(かすめる)、譲り受ける、借りる、受け付ける、1868(取得)、せしめる、採る、取れる、絞る、私する、拾う、
掴む、博する、没する、略する、掏る、攫う、騙る、引ったくる、巻き上げる、採れる、取り合う、取り込む、取り上げる、
召し上げる、乗っ取る、掻っ払う、抜き取る、ぶんどる、撥ねる、1907(受領)、収める、納める、貰う、承る、受け入れ
る、申し受ける、請い受ける、請ける、転がり込む、1911(借り)、借り越す、借り受ける、借り上げる、借り切る、借り入
れる、横取りする、横領する、回収する、獲得する、強奪する、搾取する、持ち逃げする、取得する、拾得する、摂取
する、先取する、争奪する、奪回する、奪還する、奪取する、着服する、入手する、捕獲する、没収する、略奪する、
享受する、査収する、受容する、受理する、受領する、収納する、調達する、落手する、領収する、借財する、前借り
する、拝借する

交換的移動

8

7

3

9

0

0

0 換える、交換する、替わる、替える、交替する、代わる、代える、換わる、取り替える、振り替える、置き換える、入れ
替える、入れ替わる、1898(交換)、交わす、崩す、乗り換える、交える、引き換える、寄り付く、擦り替える、借り換え
る、取り交わす、張り替える、貼り替える、立ち会う、2092(変換)、兼ねる、準える、準じる、成り代わる、チェンジする、
モデルチェンジする、遣り取りする、置換する、両替する、移行する、転換する、変換する
0 仕込む、差し押さえる、従える、あおる、操（あやつ）る、間引く、弄る(いじる)、つつく、碾く(ひく)、轢く(ひく)、荒らす、織
り込む、引き伸ばす、2003(操縦)、御する、操る、漕ぐ、棹さす、2086(調節)、切れる、取り合わせる、引く、引き合う、
引き摺る、引き摺れる、引っ張る、手繰る、コントロールする、リモートコントロールする、リモート制御する、運転する、
制動する、操縦する、手加減する、調整する、調節する、配合する、配色する、補正する、精油する、配電する、配線
する
0

所有物の移
動

264

265

266

267
対物的行為

268
269

9

1

0

開閉

9

1

1

回転振動

9

1

2

転倒飛翔

9

1

3

包囲圧伸

9

1

4

9

2

0

9

2

1

単一的物体
への行為

270
271
272

273
274

複合的物体
への行為
集中分散

275

0 送る、運ぶ、届く、届ける、積む、宛てる、送り届ける、寄越す、持ち運ぶ、取り次ぐ、1919(送付)出す、回る、回す、差
し回す、差し出す、仕出す、送り出す、1918(配分・配布)、分かる、分ける、分かつ、割り振る、割り当てる、割り付け
る、取り分ける、振り当てる、振り分ける、集配する、集荷する、回送する、護送する、出荷する、送金する、送付す
る、転送する、電送する、配信する、発送する、搬送する、返送する、郵送する、特配する、配給する、配達する、配
当する、配布する、配分する、頒布する、復配する、分配する
0 借財する、融資する、手放す、遣り取りする、授受する、連係する、融通する、調達する、アサインする、移管する、山
分けする、折半する、増配する
0 やる、あげる、差し上げる、与える、贈る、差し出す、渡す、譲る、捧げる、くれる、下さる、賜わる、配る、貸す、預け
る、恵む、返す、戻す、授ける、反す(かえす)、手渡す、貰える(もらえる)、引き渡す、1905(贈呈)、上げる、供える、奉
る、みつぐ、呈する、献じる、手向ける、進ぜる、掴ませる、奉じる、1906(授与)、賑わう、賑わす、にぎわう、施す、給
する、供する、遣る、宛てがう、下げ渡す、差し入れる、取らせる、叩き付ける、投げ出す、特色づける、特徴づける、
1904(譲渡)、渡る、割く、譲り渡す、伝える、伝わる、明け渡す、開け払う、1910(貸し)、貸し下げる、貸し出す、貸し切
る、貸し付ける、用立てる、1913(預け)、預かる、与かる、預け入れる、あずけいれる、1914(返し)、返る、取り戻す、
戻る、押し戻す、巻き戻す、差し戻す、借り倒す、取り返す、蹴倒す、焦げ付く、請け戻す、踏み倒す、突き戻す、突っ
返す、プレゼントする、寄贈する、寄付する、献金する、進呈する、贈答する、贈与する、募集する、給付する、供与す
る、交付する、支給する、授与する、情報提供する、提供する、付与する、割譲する、譲渡する、分譲する、譲与す
る、貸与する、融資する、信託する、貯金する、貯蓄する、預金する、返還する、返却する、返金する、返済する、返
上する、返送する、返納する

0 開く、開ける、閉める、閉じる、塞ぐ、締める、2199(開放)、広げる、排する、開け放す、開け放つ、抉じ明ける、
2200(閉鎖)、鎖す、畳む、塞がる、鬱ぐ、掛ける、封じる、封じ込める、閉ざす、閉てる、立て切る、閉まる、開閉する、
開場する、開帳する、開封する、開放する、切開する、同封する、封鎖する、封入する、閉鎖する、閉塞する、閉門す
る、密封する、密閉する
0 回す、捲く、廻す、巻く、転（ころ）がす、捻（ひね）る、拗（ねじ）る、捩（ね）じる、巻き付ける、巻き戻す、巻き込む、撚
（よ）る、振る、揺する、震わす、ふれる、振るう、揺さぶる、揺らす
0 倒す、傾ける、ひっくり返す、飛ばす、投げる、はじく、蹴飛ばす、2021(投げ)、ほっぽる、掬い投げる、投げ付ける、投
げ飛ばす、投げ上げる、投じる、ぶん投げる、投下する、投石する
0 囲む、縛る、絞る、絞める、くるむ、包む、囲う(かこう)、締める、締め付ける、押さえる、封じる、押す、押える、引っ張
る、引き伸ばす、圧する、2010(包装)、括る、梱る、引っ括る、束ねる、縛り上げる、縛り付ける、絡げる、ふん縛る、
2013(押し)、取り押さえる、2205(包囲)、取り巻く、巻く、回る、回す、取り囲む、巡らす、梱包する、包装する、圧迫す
る、カバーする、被覆する、包囲する
0 カットする
0 集める、貯める、束ねる、積む、積み上げる、まとめる、接ぐ、つなぐ、結びつける、寄せ集める、分ける、仕分ける、
別ける、散らす、区切る、隔離する、並べる、並び替える、2230(集中)集める、固まる、揃う、揃える、寄る、寄せる、寄
り合う、寄り集まる、駆り集める、群がる、群れる、持ち寄る、取り合わせる、取り集める、集まる、吹き寄せる、掻き寄
せる、掻き集める、打ち集う、2232(堆積)、積もる、組み上げる、累ねる、2238(接続)、縛る、綴る、続く、連ねる、縫
う、まつる、結わく、結わえる、結わえ付ける、もやう、継ぎ合わせる、結び付ける、接ぎ合わせる、綴じる、綴じ込む、
綴り合わせる、縫い合わせる、連なる、2260(配列)、沿う、添う、添える、伍する、並ぶ、隣る、列する、寄り添う、居並
ぶ、建ち並ぶ、並み居る、立ち並ぶ、2245(分散)、崩す、崩れる、撥ねる、撒く、分かれる、散る、振る、乱す、迸る、
引っ掻き回す、撒き散らす、散じる、散らかす、散らばる、散り敷く、取り散らす、取り乱す、蹴散らす、食い散らす、振
り乱す、掻き回す、掻き乱す、跳ねる、追い散らす、入り乱れる、飛び散る、乱れる、鏤める、採集する、取材する、収
集する、収束する、集荷する、集結する、集中する、密集する、輻湊する、山積みする、集積する、累積する、接続す
る、増結する、直結する、連結する、行列する、整列する、陳列する、配列する、羅列する、配合する、拡散する、散
布する、散乱する、発散する、分散する
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第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

9

2

2

9

3

0

9

3

1

衝撃

9

3

1

接触付着

9

3

1

地面平面

9

3

1

火

9

3

2

光
液体

9
9

3
3

3
4

ひも状物体

9

3

5

紙状物体

9

3

6

粉状物体

9
9

3
4

7
0

設置搭載

9
9

4
4

1
1

修正修理回

9

4

1

破壊

9
9

4
4

2
2

切断分離

9

4

2

除去廃棄

9

4

2

A

0

0

0 厳しい、ほかならない、荒っぽい、根強い、根深い、手痛い、得難い、なおざりだ、余計だ、余分だ、末梢的だ、正統
的だ、エフェクティブだ、重宝だ、無効する、有効だ、子細だ、営利的だ、格好する、ゆかしげだ、懇意だ、密だ、連続
的だ、教育的だ、儀礼的だ、グローバルだ、質的だ、等質的だ、物質的だ、物的だ、変質的だ、此の様だ、アクチュア
ルだ、開豁だ、カレントだ、勝手だ、具象的だ、具体的だ、事細かだ、認識不足だ、不評だ、不評判だ、たわわだ、不
出来だ、不毛だ、豊穰だ、豊饒だ、豊沃だ、気密だ、詳細だ、大事だ、秘密だ、明細だ、目障りだ、ドキュメンタルだ、
アイロニカルだ、皮肉だ、其の場逃れだ、頭越しだ、宙ぶらりんだ、希薄だ、しなやかだ、円らだ、円らかだ、冷たげ
だ、濃厚する、微弱だ、ホットだ、シャープだ、変だ、クリアーだ、オプショナルだ、無差別だ、ファンシーだ、リリック
だ、ポップだ、ポピュラーだ、道楽だ

A

1

0

0 ない、内在的だ、虚ろだ、皆無だ、がらがらする、からっぽだ、空虚だ、空疎だ、空漠だ、絶無だ、中空だ、無為だ

緩和解放

276
対象依存の
行為

277
物体表面

278

279

0 放す、放つ、ほうる、緩める、散らかす、2525(弛緩)、和らぐ、緩む、緩まる、砕ける、捌ける、小緩む、和らげる、
1830(解放)、解き放す、解ける、ほぐれる、ほつれる、解かす、綻びる、上放す、上放れる、放れる、明らめる、緩衝す
る、緩和する、間延びする、弛緩する、解禁する、解除する、解放する、公開する
0 張る、透かす(すかす)、継ぎ足す、載る、載せる、採り上げる、盛る、引っ掛ける、振り掛ける、織る、縫う、漉く、葺く、
鋳る、2026(録音)、吹き込む、吹き替える、2027(撮影)、撮る、撮れる、写る、写す、焼く、焼き付ける、充電する、蓄電
する、ミキシングする、収録する、録音する、クローズアップする、コピーする、近接撮影する、撮影する、縮写する、
転写する、露出する
0 覆（おお）う、被せる(かぶせる)、曝す(さらす)、覆い隠す、あてがう、掃く、拭く、1950(塗り)なする、ぬったくる、払う、
塗る、塗り立てる、色付ける、塗り替える、塗りたくる、塗り付ける、塗り潰す、1951(磨き)、磨く、目立つ、研ぎ澄ます、
2353(変色)褪せる、くすむ、焦がす、差す、褪める、晒す、惚ける、焼ける、黒む、青む、白む、燻る、燻す、移ろう、黄
ばむ、黒ずむ、煮こぼれる、焼け焦がす、焼け焦げる、焦げる、色付く、色めく、赤らむ、赤茶ける、染まる、染める、
染め出す、染め上げる、染め直す、染め抜く、染め付ける、染め分ける、染め返す、煤ける、煤ばむ、剥げる、白け
る、白ばむ、白茶ける、1948(装飾)、彩る、飾る、飾り付ける、飾り立てる、盛り付ける、2584(模様)、染みる、上塗りす
る、着色する、塗装する、塗布する、鍍金する、研磨着色する、白黒脱色する、化粧する、改装する、装飾する、
チェックする、プリントする
1 打つ、叩く、ぶつ、殴る、当てる、ぶつける、刺す、射る、射す、貫く、挿す、撃つ、衝く、突く、2020(打ち)、小突く、どや
す、張る、伸す、殴り飛ばす、殴り付ける、食らわす、打ちのめす、打ち違える、打ち据える、叩き付ける、張り飛ば
す、鞭打つ、ぶん殴る、騙し取る、2242(衝突)、突っ掛ける、ぶっつける、ぶつかる、行き当たる、打ち付る、打ち付け
る、突き当たる、突き当てる、突っ掛かる、2022(撃ち)放す、放つ、上放す、2191(差し)、差す、潰す、詰まる、詰む、詰
め込む、嵌まる、挟む、押し詰める、込める、差し込む、仕込む、嵌める、脇挾む、嵌まり込む、嵌め込む、強打する、
狙い打ちする、乱打する、激突する、衝突する、体当たりする、追突する、的中する、命中する、射撃する、狙撃す
る、直射する、暴発する、連発する、抜き差しする、ノックする
2 擦（こす）る、触れる、触る、接する、なでる、掻く、磨（す）る、磨（と）ぐ、磨（みが）く、摺る、研ぐ、拭く、接触する、拭う
(ぬぐう)、滑る、滑らす、引き摺る(ひきずる)、くっつける、付ける、張る、塗る、着る、着ける、かぶる、履（は）く、装う、
貼る、染める、刻み付ける、2241(接触・接近)、当てる、及ぶ、擦る、擬する、達する、届く、摩する、宛てがう、引き当
てる、差し付ける、擦れる、擦れ合う、触れ合う、番える、1953(張り)、張り付ける、張り雑ぜる、1956(生産工程（その
他）)、染め付ける、染め分ける、タッチする、近接する、接岸する、接近する、到達する、内接する、肉薄する、摩擦す
る、密接する、隣接する、裏打ちする、染色する、脱色する、着色する、漂白する
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存在既定

3 耕す、掘る、埋める、埋め込む、埋め立てる、ほじる、置く、敷く、寝る、寝かす、横たえる、2018(穿孔〔せんこう〕)、刺
す、立つ、貫く、掘れる、穿つ、突く、刳る、抉る、掘り下げる、刺さる、刺し違える、刺し通す、切り抜く、打ち抜く、踏み
抜く、突き刺す、突き通す、突き抜く、突き立てる、刳り貫く、抉れる、捩れる、2202(埋没)、埋ける、埋まる、埋もれる、
発掘する、没入する、埋設する、埋没する
0 燃やす、焼く、いぶす、すすける、焚く、炙る(あぶる)、焦がす（こがす)、点す(ともす)、燃す(もす)、焼き直す、消す、燻
る、消える、消し止める、揉み消す、消火する
0 透（す）く、透（すか）す、遮る、晒す、光らす、遮蔽する
0 流す、すくう、汲む、曳（ひ）く、搾（しぼ）る、漬ける、こす、汲み取る、汲み上げる、洗い流す、澄ます、掬う(すくう)、掬
だ、杓う、掬い上げる、ふやかす、浸す、解かす、混ぜる、交ぜる、溶ける、溶かす、溶く、混ぜ合わせる、交じる(まじ
る)、掻き回す、掻き交ぜる、2236(混合)、ない交ぜる、練る、交ざる、交える、合わせる、混じる、取り交ぜる、入り交
じる、入れ合わせる、練り合わせる、捏ね回す、捏ね返す、撹拌する、混合する、混成する、混入する、調合する、調
剤する、配合する
0 編む、紡ぐ、縺（もつ）れる、垂れる、撚（よ）る、梳（す）かす、梳（す）く、ほどく、ほどける、結び付ける、結ぶ、結う(ゆ
う)、絡む、絡める、束ねる、括る(くくる)、掛ける、垂らす、懸ける、吊る、攣る(つる)、吊す(つるす)、吊り下げる、吊れ
る、引っ掛かる、引っ掛ける、下げる、垂れ下がる、吊り下がる、釣り下げる、ぶら下がる、ぶら下げる、たくれる、捲
る、捲れる、絡げる、牽引する
0 挿（はさ）む、挟む、綴（と）じる、刷る、折り曲げる、折り畳む、挟まる(はさまる)、捲る(めくる)、張り上げる、綴る(つづ
る)、折る、畳む、反る、はぐる、反す、裏返る、裏返す
0 練る、捏ねる(こねる)、搗く(つく)、撒き散らす、撒く(まく)、挽（ひ）く、ふりかける、散布する
0 形作る、築く、建てる、建て直す、架ける
0 組む、組み合わせる、組み込む、組立てる、構成する
1 据える、設ける、載せる、積む、はめる、取り付ける、備え付ける、噛み合わせる、2007(設備)置く、敷く、しつらえる、
備える、伏せる、撤する、作り付ける、仕掛ける、飾り付ける、据え置く、据え付ける、座る、備わる、俯せる、配置す
る、インストールする、常設する、整備する、設置する、設備する、装着する、装備する、増設する、暖房する、倒置す
る、配線する
2 直す、治す、修理する、修正する、修復する、1947(修理)、繕う、直る、取り繕う、2095(回復)返る、返す、取り戻す、戻
る、戻す、蘇る、復する、巻き戻す、持ち直す、取り直す、取り返す、小戻す、生まれ変わる、盛り返す、立ち直る、立
て直す、改修する、刷新する、手入れする、保守する、補修する、回復する、再建する、再現する、再生する、再燃す
る、再発する、再浮上する、復活する、復配する、還元する、更生する、挽回する、復旧する、復興する、復元する
0 損なう、損なわれる、傷付ける、痛める、覆す(くつがえす)
1 壊す、砕く、潰す、崩す、崩れる、破る、破壊する、折る、傷つける、取り壊す、割く(さく)、噛み潰す、2252(破壊)、欠
く、欠ける、裂ける、ささくれる、潰れる、碾く、割る、決する、痛む、蝕む、破く、裂く、劈く、拉ぐ、擦る、握り潰す、引き
裂く、壊れる、割れる、噛み砕く、干割れる、荒らす、荒れる、荒れ果てる、砕ける、擦り切れる、取り崩す、蹴破る、痛
める、食い荒らす、摺り切れる、切り崩す、損じる、損なう、損ねる、打ち砕く、打ち破る、張り裂ける、潰える、踏み躙
る、踏み荒らす、踏み拉く、突き破る、突き崩す、破ける、毀れる、拉げる、擂り潰す、傷付ける、罅割れる、荒廃す
る、全壊する、損傷する、大破する、突破する、難破する、破棄する、破砕する、破損する、破裂する、爆破する、疲
労する、粉砕する、崩壊する、摩滅する、毀損する
2 切る、裂く、割る、ちぎる、斬る、切り裂く、引き裂く、2244(分離)、裂ける、離す、ばらす、分かる、分かれる、岐れる、
分ける、画する、割く、分かつ、引き離す、押し分ける、割れる、汲み分ける、区切る、仕切る、取り分ける、取り離す、
振り分ける、切り放す、掻き分ける、飛び離れる、離れる、2249(切断)、折る、切れる、断つ、摘む、挽く、刈る、刻む、
抓む、薙ぐ、挟む、噛み切る、擦り切れる、斬り捨てる、取れる、手折る、小切る、焼き切る、食い切る、摺り切れる、
切り取る、切り下ろす、切り回す、切り掛ける、切り結ぶ、切り捲る、切り込む、切り細裂く、切り付ける、切り返す、切
り落とす、折れる、断ち切る、ぶった切る、へし折る、区分けする、区分する、電離する、分岐する、分断する、分配す
る、分離する、分裂する、遊離する、解体する、分化する、分解する、カットする、横断する、裁断する、切開する、切
断する、断線する
3 取る、除ける、除去する、外す、除く、脱ぐ、そげる、剥（は）ぐ、剥（はが）す、抜く、もぐ、削る、刈る、えぐる、省く、取
り除く、捨てる、棄てる、切り取る、切り抜く、切り放す、切り落とす、切り離す、吹き飛ばす、吹き払う、はたく、抜き取
る、引き抜く、2084(放棄)抛つ、飲み捨てる、斬り捨てる、使い捨てる、取り捨てる、手放す、振り捨てる、切り捨てる、
打ち捨てる、投げ捨てる、篩い落とす、2085(除去)、絶える、尽きる、尽くす、飛ばす、拭う、果てる、払う、引く、絶す
る、絶やす、措く、退かす、排する、約する、略する、引き去る、割り引く、差し引く、使い果たす、死に絶える、取り除
ける、取り去る、取り払う、出切る、出払う、消え果てる、焼き払う、省ける、尽き果てる、とだえる、切らす、切り払う、
切れる、絶え果てる、打ち払う、追い退ける、薙ぎ払うう、払い除ける、約まる、約める、撥ねる、撥ね除ける、2250(剥
落〔はくらく〕)、剃る、剥げる、外れる、剥がす、剥く、引っ剥ぐ、取り外す、剥がれる、剥ぎ取る、剥ぐ、剥ける、遺棄す
る、棄却する、棄権する、焼却する、脱却する、破棄する、廃棄する、放棄する、一掃する、割愛する、駆除する、控
除する、根絶する、削除する、除外する、除雪する、消去する、省略する、整理する、脱臭する、脱色する、脱水す
る、追放する、撤去する、排気する、排除する、払拭する、撲滅する、抹殺する、抹消する、略記する、脱線する、剥
離す
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第1段目

分類
第2段目 第3段目
感覚感情既
定

第1段 第2段 第3段 第4段

A

2

0

0 無意識だ、無意識的だ、無意的だ、無感覚だ、無趣味だ、無批判だ、明解だ
0 臭い、眩しい、目映い(まばゆい)、痛い、くすぐったい、痒い、眠い、眠たい、煙い、過敏だ、擽ったげだ、煙たげだ、こ
そばゆげだ、ビジブルだ、ビジュアルだ、無感覚だ、眠げだ
1 甘い、辛い、酸っぱい、渋い、旨い、美味（うま）い、美味しい、苦い、不味（まず）い
0 不服だ、気乗り薄だ、純だ、純情だ、純真だ、純白だ、正気だ、メンタルだ、厭味だ、過敏だ、感覚的だ、直覚的だ、直
観的だ、愉快だ、物狂おしげだ、多情多恨だ、ホットだ、気重だ、沈鬱だ、沈着だ、つれづれだ、平気だ、平静だ

A

2

1

味覚

A
A

2
2

1
2

喜び

A

2

2

悲しみ

A

2

2

驚き怒り
苦痛恐怖

A
A

2
2

2
2

好き嫌い愛想

A

2

2

疑い嫉妬僻み

A

2

2

善意悪意

A

2

2

満足不満

A

2

2

心配安堵

A

2

2

誇り奢り慎み

A

2

2

やる気怠け失
望

A

2

2

油断用心

A

2

2

A

2

3

身体的状態

A

2

3

1 だるい、息苦しい、寝苦しい、敏感だ、丈夫だ、蒼白だ、真っ青だ、快適だ、爽やかだ、不快だ、心配だ、だ、空腹だ、
ひもじげ、くたくた、元気健康だ、健在だ、健全だ、健やかだ、無事だ、ヘルシーする、勇健だ、病的だ、不健康だ、不
健全だ、不摂生だ、不毛だ、不養生だ、神経過敏だ、汗だくだ、気息奄々だ、慌ただしげだ、忙しげだ、忙わしげだ、
大忙しだ、大童だ、気忙しげだ、気遣わしげだ、汲々だ、多忙だ、繁劇だ、繁多だ、繁忙だ、不消化だ、不能だ、片ち
んばだ、筋違いだ

態度

A

2

3

2 厭味だ、横柄だ、思わせぶりだ、寛大だ、毅然だ、客観的だ、強硬だ、公然だ、腰高だ、酔狂だ、其の場限りだ、其の
場凌ぎだ、其の場逃れだ、強気だ、場当たりだ、美貌だ、無表情だ、無関心だ、滑稽だ、ユーモラスだ、虎視眈々だ、
眈々だ、虚心だ、虚心坦懐だ、無心だ、閑散だ、所在無げだ、手持ち無沙汰だ、のんきだ、暇だ、無聊だ、便々だ、遊
惰だ

精神的状態

A

2

3

3 侘しい、空しい、欲しい、懐かしい、有り難い、煩わしい、悔しい、口惜しい、恥ずかしい、詰まらない、とんでもない、
忙しい、慌しい、すがすがしい、重苦しい、心苦しい、心細い、物悲しい、うらやましい、苦々しい、はかない、気まず
い、薄気味悪い、じれったい、とめどない、必死だ、好い気だ、気乗り薄だ、気分的だ、ご機嫌だ、上機嫌だ、辛気だ、
通快だ、不快だ、不機嫌だ、不気味だ

感覚の既定

299
300

所属単語

分類コード
第4段目

感情的性状
既定

301
302
303
304
305

306
307
308
309
310

311

312
313
情緒的状態
既定

1 嬉しい、楽しい、愉しい、好ましい、喜ばしい、明るい、可笑しい、快い、面白い、快げだ、楽しげだ、ほほえましげだ、
愉快だ、楽だ
2 悲しい、もの悲しい、寂しい、哀しい、淋しい、哀切だ、哀れだ、憂わしげだ、悲しげする、惨だ、審美的だ、センチだ、
センチメンタルだ、沈痛だ、悲惨だ、悲壮だ、悲愴だ、悲痛だ、不憫だ、メランコリーだ、物憂げだ、物悲しげ、だ、かわ
いそうだ、気の毒だ、気の毒げだ、不敏だ
3 忌々しげだ、忌わしげだ、業腹だ、腹立たしげだ、憤然だ、奮然だ、愕然する、ショッキングだ、感慨無量だ
4 苦しい、つらい、恐ろしい、怖い、きつい、恐い、恐るべきだ、テリブルだ、不安だ、物恐ろしげだ、ありがた迷惑だ、煙
たげだ、困難だ、心配だ、難儀だ、難渋だ、不愉快だ、不愉快げだ、耳障りだ、厄介だ
5 恋しい、愛しい、愛らしい、可愛らしい、可愛い、親しい、妬ましい、憎い、恨めしい、羨ましい、嫌らしい、憎々しい、憎
らしい、好きだ、嫌いだ、嫌だ、羨むべきだ、だ、厭だ、厭味だ、気障りだ、大嫌いだ、苦々しげだ、耳障りだ、目障りす
る、遊び好きだ、音楽好きだ、恋しげだ、酒好きだ、慕わしげだ、親愛だ、好きする、大好きだ、出好きだ、人懐かしげ
だ、ゆかしげだ、子煩悩だ、懇意だ、親身する、睦まやかだ、懐かしげだ、なごり惜しげだ、残り惜しげだ、未練だ、面
憎げする、憎げだ、憎たらしげだ、憎々しげだ、憎らしげだ
6 妬ましげだ、うたがわしげだ、おかしげだ、不審だ、邪曲だ
7 好意的だ、懇切だ、懇切丁寧だ、親切だ、馴れ馴れしげだ、意地悪だ、陰険だ、残虐だ、空々しげだ、他人行儀だ、
つっけんどんだ、つれなげだ、薄情だ、無愛想だ、不親切だ、ぶっきらぼうだ、不まじめだ、無慈悲だ
8 堪能だ、満足だ、勿体無げだ、残念だ、嘆かわしげだ、不十分だ、不足だ、不服だ、不平だ、不本意だ、不満だ、不
満足だ、役不足だ
9 安閑だ、安気だ、安心だ、安穏だ、安楽だ、快適だ、気丈夫だ、気楽だ、心安げだ、平気だ、覚束無げだ、気掛かり
だ、苦労千万だ、御苦労だ、心がかりだ、心細げだ、先行不安だ、心配だ、不安だ、不安心だ、快適自由だ、飄逸
だ、上の空だ、クールだ、綽然だ、冷静だ
A 自慢げだ、得意だ、得意気だ、誇らかだ、誇らしげだ、誇りかだ、利いた風だ、賢しらだ、ペダンチックだ、見えっ張り
だ、意地っぱりだ、エゴイスチックだ、エゴイスティックだ、横暴だ、勝手だ、勝手次第だ、気紛れだ、驕奢だ、驕慢だ、
自分勝手だ、贅沢だ、僭越だ、専横だ、無遠慮だ、不遜だ、放恣だ、傍若無人だ、放縦だ、放漫だ、奔放だ、身勝手
だ、無茶だ、わがままだ、慎重だ、慎ましげだ、控え目だ、光栄だ、名誉だ、恥ずかしげだ、不名誉だ、不面目だ、後
めたげだ、気恥ずかしげだ、晴れがましげだ、卑屈する、惨めだ、疚しげだ
B 豪勇だ、忠勇だ、勇猛だ、アンビシャスだ、執拗だ、欲しげだ、物足りなげだ、物欲しげだ、人待ち顔だ、強欲だ、多欲
だ、貪婪だ、望み薄だ、真っ暗だ、意識的だ、意図的だ、厭味だ、意欲的だ、オプショナルだ、志だ、作為的だ、随意
だ、闘志満々だ、任意だ、一生懸命だ、一所懸命だ、一心不乱だ、かいがいしげだ、芸熱心だ、旺んだ、仕事熱心
だ、真剣だ、専一だ、熱情的だ、熱心だ、熱烈だ、白熱的だ、ひたむきだ、ホットだ、本気だ、まじめだ、まめまめしげ
だ、夢中だ、躍起だ、片意地だ、強情だ、勤勉だ、苦労千万だ、御苦労だ、安逸だ、イージーゴーイングだ、お座なり
だ、ぐうたらだ、気怠げだ、怠惰だ、怠慢だ、なおざりだ、なまくらだ、不精だ、不用意だ、ものぐさだ、遊惰だ、懶惰
だ、遺憾だ、残念だ、未練だ、勿体無げだ、自暴自棄だ、捨て鉢だ、やけ糞だ、億劫だ、おろそかだ、かったるげだ、
気乗り薄だ、すずろだ、出無精だ、不熱心だ、不勉強だ、不本意だ
C 慎重だ、心配だ、不手際だ、好い加減だ、迂闊だ、軽率だ、疎略だ、損する、ぞんざいだ、怠慢だ、なおざりだ、なげ
やりだ、不覚だ、不注意だ、不調法だ、不届きだ、ふとどき千万だ、不行き届きだ、不用意だ、不用心だ
0 歎かわしい、興味深い、思わしい、思いがけない、暇だ、だ、じれったげだ、もどかしげだ、鉄面皮だ、メランコリックだ

314

315

316

317
A

2

4

0

気配

A

2

4

1 怪しげだ、荒気味だ、哀れげだ、いかがわしげだ、息苦しげだ、愛しげだ、陰気だ、陰惨だ、隠然だ、胡散臭げだ、薄
気味悪げだ、うっとうしげだ、うらがなしげだ、うらさびしげだ、お洒落だ、恐ろしげだ、重々しげだ、重苦しげだ、重た
げだ、思わせぶりだ、家庭的だ、閑散だ、気さくだ、気障りだ、気詰まりだ、気分的だ、気まずげだ、気味悪げだ、強圧
的だ、興冷ましだ、享楽的だ、空虚だ、空疎だ、苦しげだ、厳正だ、高慢げだ、好ましげだ、好もしげだ、殺人的だ、殺
伐だ、殺風景だ、刺激的だ、自殺的だ、静かだ、粛々だ、峻烈だ、辛気だ、深甚だ、深邃だ、深長だ、清々しげだ、涼
しげだ、涼やかだ、静寂だ、静謐だ、退嬰的だ、退廃的だ、多情多恨だ、だれ気味だ、血腥げだ、沈鬱だ、沈痛だ、鈍
重だ、匂やかだ、賑やかだ、憎々しげだ、のどかだ、呪わしげだ、廃頽的だ、はかなげだ、冷ややかだ、平淡だ、待ち
遠しげだ、胸苦しげだ、物寂しげだ、物静かだ、易しげだ、遣る瀬無げだ、陽気だ、冷淡だ、冷涼だ

趣き

A

2

4

調子

A

2

4

2 哀切だ、哀れだ、好い気だ、粋だ、異国的だ、色消しだ、陰鬱だ、ウエットだ、思わせぶりだ、かすかだ、感慨無量だ、
感傷的だ、閑静だ、気重だ、玄妙だ、絢爛だ、絢爛豪華だ、小粋だ、高遠だ、高踏的だ、古雅だ、古色蒼然だ、古典
的だ、孤独だ、コミックだ、サイケデリックだ、索然だ、索莫だ、寂しげだ、爽やかだ、惨だ、惨胆だ、散文的だ、詩的
だ、シニカルする、しめやかだ、寂だ、寂々だ、柔媚だ、秋風索莫だ、蕭殺だ、笑止だ、蕭々だ、蕭条だ、蕭然だ、深
遠だ、深奥だ、崇高だ、スタイリッシュだ、凄艶だ、清閑だ、清新だ、寂寞だ、寂寥だ、世間的だ、切々だ、センチす
る、センチメンタルだ、爽快だ、蒼然だ、通快だ、ディオニソス的だ、低俗する、ハイセンスだ、パセティックだ、反俗的
だ、不意気だ、風雅だ、風流だ、無骨だ、無粋だ、無風流だ、不味だ、ペシミスティックだ、ポエティックだ、牧歌的だ、
ポルノチックだ、雅だ、雅やかだ、メランコリーだ、メランコリックだ、物哀れだ、野卑だ、野暮だ、幽遠だ、悠遠だ、優
雅だ、ユーモラスだ、流麗だ、寥々だ、リリカルだ、リリックだ、ローマン的だ、ロマンチックだ、ロマンティックだ、ロマン
的だ、侘しげだ
3 一本調子だ、エキサイティングだ、軽はずみだ、口早だ、健康だ、すっとんきょうだ、す頓狂だ、単調だ、強調子だ、滑
らかだ、控え目だ、フラットだ、ヘルシーだ、メロディアスだ、モノトーンだ、ラフだ、リズミカルだ、律動的だ、流暢だ

A

3

0

気配趣きリ
ズム

318

319

320

321
人の性状既
定

0 あどけない、縁遠い、堅い、素早い、貧しい、いかめしい、妖しい、むごい、なまめかしい、手厳しい、手厚い、手広
い、手早い、さりげない、おとなしい、忙しい、詳しい、若い、幼い、欲深い、理屈っぽい、慎重だ、だ、親孝行だ、親不
孝だ、孝行だ、忠義だ、忠勇だ、親身だ、年長する、年若だ、年少だ、大甘だ、無考えする、気の毒だ、短命だ、不幸
だ、いたずら盛りだ、長命だ、弱小だ、年嵩だ、妙麗だ、若やかだ、高名だ、知名だ、著名だ、身軽だ、未経験だ、未
成熟だ、ストレートだ、無教育だ、足まめだ、運動不足だ、音楽好きだ、勤勉だ、芸熱心だ、酒好きだ、質素だ、少食
だ、ストイックだ、贅沢だ、怠慢だ、多趣味だ、約やかだ、道楽だ、寝坊だ、ハイカラだ、ハスキーだ、筆不精だ、筆ま
めだ、放逸だ、開けっ広げだ、寛大だ、だてだ、殺生だ、無抵抗だ、無心だ、擒縦自在だ、無理無体だ、お洒落だ、カ
ジュアルだ、ドレッシーだ、フォーマルだ、暇だ、コンサーバティブだ、進歩的だ、デモクラチックだ、ニヒルだ、ヒューマ
ニスティックだ、おしゃまだ、おてんばだ、蓮っ葉だ、ビューティーだ、不美人だ、ヒステリックだ、やんちゃだ、苦手だ、
得意だ、歴々だ、新鋭だ、下手だ、へたくそだ、不得策だ、甘口だ、厭味だ、下世話だ、目映げだ、頭ごなしだ、ぼろく
そだ、早熟だ、未熟だ、心外だ、前途多望だ、横這いだ、大振りだ、陽気だ

322
15 / 20 ページ

通
番

第1段目
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第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

外見

A

3

1

0 あいくるしげだ、あいらしげだ、暑苦しげだ、あでやかだ、イージーゴーイングだ、勇ましげだ、一目瞭然だ、一生懸命
だ、一所懸命だ、一心不乱だ、一杯だ、威風堂々だ、卑しげだ、いやらしげだ、色鮮やかだ、初々しげだ、うつくしげ
だ、うらはずかしげだ、うらめしげだ、うらやましげだ、麗しげだ、エレガントだ、雄々しげだ、幼げだ、おんぼろだ、
恢々だ、外面的だ、華美する、か細げだ、か弱げだ、カラフルだ、軽げだ、枯れ枯れだ、涸れ涸れだ、軽々しげだ、か
わいらしげだ、官能的だ、奇態だ、汚なげだ、汚ならしげだ、決まり悪げだ、仰々しげだ、清げだ、きらびやかだ、奇麗
だ、欣然だ、口惜しげだ、悔しげだ、険阻だ、険相だ、絢爛だ、絢爛豪華だ、広遠だ、豪華だ、豪快だ、広闊だ、浩々
だ、煌々だ、皓々だ、豪奢だ、昂然だ、広壮だ、豪壮だ、広大だ、広漠だ、荒涼だ、ゴージャスだ、小奇麗だ、心地好
げだ、殺伐だ、殺風景だ、清かだ、惨だ、燦だ、燦々だ、燦然だ、惨胆だ、燦爛だ、惨烈だ、しおらしげだ、しかつめら
しげだ、自若だ、シックする、実直げだ、ジャーナリスティックだ、シャギーだ、醜悪だ、醜怪だ、秀麗だ、守旧的だ、醇
美だ、神聖だ、審美的だ、清やかだ、精悍だ、清潔だ、清浄だ、済々だ、正々堂々だ、整然だ、清楚だ、精美だ、セク
シュアルだ、絶美だ、忙しげだ、忙しなげだ、鮮烈だ、荘厳だ、壮大だ、荘重だ、爽涼だ、壮麗だ、粗末だ、タイトだ、
大陸的だ、たおやかだ、多彩だ、だてする、頼もしげだ、頼り無げだ、端整だ、端正だ、端然だ、端麗だ、知的だ、艶
消しだ、艶やかだ、デモーニッシュだ、臭げだ、典雅だ、典麗だ、堂々だ、毒々しげだ、訥々だ、なまめかしげだ、匂や
かだ、にこやかだ、眠たげだ、濃艶だ、はでやかだ、華やかだ、控え目だ、悲惨する、悲壮だ、悲愴だ、皮相だ、悲痛
だ、美的だ、美妙だ、ビューティーだ、ビューティフルだ、縹渺だ、渺々だ、渺茫だ、美麗だ、貧弱だ、貧小だ、貧相
だ、ファッショナブルだ、不安げだ、風光明媚だ、無骨だ、怫然だ、無風流だ、プリティーだ、ブリリアントだ、翩翻だ、
豊艶だ、傍若無人だ、茫然だ、茫洋だ、豊麗だ、保守的だ、眩しげだ、身奇麗だ、みすぼらしげだ、むさくるしげだ、胸
苦しげだ、無表情だ、明美だ、メロウだ、メローだ、朦々だ、濛々だ、物静かだ、躍如だ、優しげだ、唯美的だ、雄大
だ、優美する、妖艶だ、遥遠だ、喜ばしげだ、弱げだ、爛々だ、流麗だ、瞭然だ、繚乱だ、りりしげだ、凛乎だ、凛然
だ、累々だ、れいれいだ、麗々しげだ、玲瓏だ、歴然だ、歴々だ、朗々だ、ワイドだ

姿

A

3

2

0 足速だ、汗だくだ、頭でっかちだ、あどけなげだ、息苦しげだ、痛ましげだ、異様だ、色白だ、陰惨だ、エロチックだ、艶
美だ、大柄だ、お洒落だ、面長だ、面映げだ、カジュアルだ、格好だ、華麗だ、可憐だ、軽やかだ、木目細かだ、切れ
長だ、グロテスクだ、けむくじゃらだ、拳々だ、険峻だ、小柄だ、腰高だ、虎視眈々だ、小作りだ、滑稽だ、小粒だ、小
憎らしげだ、颯爽だ、潸々だ、潸然だ、地味だ、瀟洒だ、女性的だ、皺くちゃだ、裾短だ、スポーティだ、スマートだ、ス
リムだ、寸詰まりだ、ずんどうだ、生硬だ、赤裸だ、赤裸々だ、セクシュアルだ、截然だ、端厳微妙だ、短小だ、男性的
だ、眈々だ、団々だ、ダンディーだ、小さやかだ、血まみれだ、血みどろだ、長足だ、長大だ、ちんちくりんだ、ドレッ
シーだ、肉体的だ、肉付ゆたかだ、肉的だ、肉感的だ、派手だ、幅広だ、ハンサムだ、人待ち顔だ、美貌だ、不恰好
だ、不器量だ、ふくよかだ、ふくらかだ、不細工だ、無様だ、伏し目がちだ、太目だ、不美人だ、ぺしゃんこだ、片々
だ、便々だ、ぼうぼうだ、豊満だ、勃然だ、円かだ、目深だ、まろやかだ、まんまるだ、身軽だ、やせぎすだ、やせギス
だ、矮小だ、悪達者だ

性状

A

3

3

0 浅ましげだ、頭ごなしだ、アブノーマルだ、哀れだ、異状だ、痛々しげだ、痛げだ、忌々しげだ、苛立たしげだ、慇懃
だ、有頂天だ、虚ろだ、嬉しげする、上の空だ、おおぎょうだ、大袈裟だ、大真面目だ、おぞましげだ、億劫する、慨然
だ、愕然だ、過保護だ、かわいそうだ、感情的だ、喜々だ、ぎこちなげだ、毅然だ、気息奄々だ、奇態だ、気の毒だ、
気の毒げだ、兢々だ、驕奢だ、強制的だ、虚心だ、虚心坦懐だ、近所迷惑だ、狂おしげだ、狂わしげだ、軽快だ、軽
妙だ、厳然だ、懸命だ、けんもほろろだ、強引だ、恍惚だ、傲然だ、荒誕だ、業腹だ、心苦しげだ、小賢しげだ、姑息
だ、御大層だ、声高だ、嘖々だ、残酷だ、散漫だ、自暴自棄だ、綽々だ、邪慳だ、粛然だ、術無げだ、峻厳だ、諄々
だ、正気だ、上機嫌だ、消然だ、シリアスだ、真剣だ、深刻だ、神妙だ、好き勝手だ、好き放題だ、凄まじげだ、捨て鉢
だ、凄惨だ、正々堂々だ、凄絶だ、凄然だ、清爽だ、正大だ、清涼だ、凄烈だ、切々だ、刹那的だ、絶望的だ、狭苦し
げだ、専一だ、僭越する、前後不覚だ、煽情的だ、戦々恐々だ、壮快だ、壮絶だ、蒼々だ、爽涼する、壮烈だ、疎略
だ、泰然だ、退廃的だ、高らかだ、多恨だ、力任せだ、超然だ、挑戦的だ、挑発的だ、直截だ、痛切だ、手荒だ、定常
だ、丁重する、丁寧だ、徹底的だ、出放題だ、出任せだ、瞠若だ、陶然だ、通り一遍する、ナチュラルだ、斜めだ、悩
ましげだ、なよやかだ、人間的だ、寝苦しげする、熱心だ、熱烈だ、懇ろだ、伸びやかだ、馬鹿丁寧だ、歯痒げだ、白
熱的だ、傍迷惑だ、悲劇的だ、ひたぶるだ、必至だ、飄々憫然だ、無遠慮だ、不躾だ、憮然だ、憤然だ、奮然だ、平
ちゃらだ、茫然だ、没交渉だ、漫然だ、惨たらしげだ、無惨だ、無造作だ、無体だ、むちゃくちゃだ、無謀だ、迷惑千万
だ、盲滅法だ、猛然だ、朦朧だ、没義道だ、黙然だ、黙々だ、物恐ろしげだ、物悲しげだ、物狂おしげだ、物々しげ
だ、悶々だ、やけ糞だ、躍起だ、破れかぶれだ、憂鬱だ、悠然だ、悠々閑々だ、悠揚だ、愉快だ、よわよわしげだ、慄
然だ、猟奇的だ、冷厳だ、冷然だ、猥褻だ、勝手だ、スイートだ、なまくらだ

気質

A

3

4

0 悪質だ、アクチーブだ、アクチブだ、アクティブだ、あほうだ、荒々しげだ、暗愚だ、いこじだ、意志強堅だ、意地っぱり
だ、居丈高だ、一徹だ、一本気だ、命知らずだ、意欲的だ、因習的だ、因循だ、迂愚だ、薄のろだ、薄ばかだ、内気
だ、上滑りだ、鋭敏だ、英邁だ、英明だ、エネルギッシュだ、愚かだ、恩知らずだ、片意地だ、豁達だ、活動的だ、活
発だ、寡欲だ、カリスマチックだ、頑強だ、頑愚だ、頑健だ、頑丈だ、がんじょうだ、簡便する、簡明だ、頑迷だ、官僚
的だ、気さくだ、貴族的だ、気早だ、急進的だ、求心的だ、強圧的だ、強健だ、強堅だ、強固だ、強靭だ、強壮だ、凶
猛する、近視眼的だ、ぐうたらだ、ぐずだ、口うるさげだ、口重だ、口重げだ、口軽だ、口巧者だ、口上手だ、口達者
だ、口早だ、口不調法だ、口べただ、口まめだ、愚直だ、口悪だ、愚鈍だ、愚眛だ、けちだ、けちん坊だ、健脚だ、堅
固だ、建設的だ、高圧的だ、厚顔だ、傲岸だ、傲岸不遜だ、厚顔無恥だ、強気だ、豪気だ、剛健だ、強情だ、好戦的
だ、業突張りだ、剛腹する、剛愎だ、公明だ、公明正大だ、功利的だ、小柄だ、極道だ、コケティッシュだ、細心だ、サ
ディスティックだ、仕事熱心だ、自主的だ、強かだ、舌足らずだ、じだらくだ、自発的だ、重厚だ、柔軟だ、主情的だ、
主体的だ、主動的だ、受動的だ、俊敏だ、消極的だ、情っ張りだ、情熱的だ、丈夫だ、自律的だ、神経質だ、真正だ、
末頼もしげだ、すけべだ、健やかだ、ストロングだ、脆弱だ、精力絶倫だ、精力的だ、積極的だ、尖鋭だ、繊弱だ、早
熟だ、聡明だ、即物的だ、ソフトだ、粗放だ、体質的だ、高飛車だ、妥協的だ、惰弱だ、多情だ、タフだ、多弁だ、他律
的だ、短気だ、淡々だ、短絡的だ、遅鈍だ、挑戦的だ、超俗的だ、挑発的だ、直情径行だ、低能だ、鉄火だ、デリケー
トだ、伝法だ、道義的だ、逃避的だ、動物的だ、獰猛だ、独裁的だ、独善的だ、年弱だ、鈍感だ、とんちんかんだ、と
んまだ、貪欲する、内省的だ、軟弱だ、柔弱だ、能動的だ、のんきだ、ハードだ、排他的する、馬鹿だ、破壊的だ、薄
弱だ、パッシブだ、発明だ、反体制的だ、反動的だ、卑怯だ、ヒステリカルだ、ヒステリックだ、病弱だ、ひ弱だ、ヒロ
イックだ、敏感だ、不健全だ、フレキシブルだ、保守的だ、骨太だ、ぼんくらする、前向きだ、間抜けだ、昔気質だ、向
こう見ずだ、無邪気だ、無知だ、やわだ、やんちゃだ、幼弱だ、利口だ、利根だ、理性的だ、理知的だ、利発だ、理論
的だ、ロジカルだ、論理的だ、おしゃべりだ

人柄

A

3

5

0 悪性だ、温かだ、命知らずだ、エレガントだ、横柄だ、横暴だ、お洒落だ、御人好しだ、温厚だ、温柔だ、がさつだ、寛
仁だ、寛大だ、寛容だ、奇特だ、キュートだ、清らかだ、クールだ、敬虔だ、傾向的だ、下作だ、結構だ、潔白だ、下品
だ、下劣だ、高雅だ、高貴だ、高級だ、高潔だ、高尚だ、高邁だ、極道だ、孤高だ、最高級だ、淑やかだ、シニックだ、
しみったれだ、洒脱だ、シャルマンだ、純一無雑だ、純潔だ、純粋だ、純正だ、純然だ、純白だ、春風駘蕩だ、純朴
だ、淳良だ、上品だ、人格的だ、深厚だ、紳士的だ、清雅だ、清純だ、清廉潔白だ、セクシーだ、俗悪だ、素朴だ、粗
野だ、尊厳だ、尊大だ、多弁だ、ダンディーだ、知的だ、チャーミングだ、忠義だ、忠実だ、忠直だ、忠勇だ、約やか
だ、低級だ、貞淑だ、貞節だ、低劣だ、ナイーブだ、人間的だ、蓮っ葉だ、蓮葉だ、罰当たりだ、蛮カラだ、卑俗だ、非
人情だ、ヒューマニスティックだ、卑劣だ、卑猥だ、品行方正だ、品性下劣だ、無愛嬌だ、不行状だ、不行跡だ、不謹
慎だ、無作法だ、ふしだらだ、不躾だ、不正直だ、不親切だ、不束だ、ふ抜けだ、腑抜けだ、不まじめだ、偏屈だ、放
埓だ、朴直だ、凡小だ、見巧者だ、雅やかだ、無垢だ、無口だ、無思慮だ、無節操だ、野蛮だ、野卑だ、野暮だ、優
だ、雄偉だ、優艶だ、優雅だ、庸愚だ、欲深だ、辣腕だ、冷淡だ、廉潔だ、廉直だ、老実だ、陋劣だ、猥雑だ、腕白
だ、まじめだ、耳寄りだ

323

324

325

326

327
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第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

性格

A

3

6

0 フェアだ、悪趣味だ、悪辣だ、開けっ広げだ、遊び好きだ、暖かげだ、頭でっかちだ、厚かましげだ、あったかだ、粗削
りだ、アンビシャスだ、いこじする、意志的だ、異常だ、意地悪だ、卑しげだ、陰鬱だ、陰気だ、陰険だ、陰湿だ、因習
的だ、因循だ、陰性だ、淫蕩だ、淫乱だ、淫猥だ、ウエットだ、薄っぺらだ、薄のろだ、移り気だ、初だ、浮気だ、上っ
調子だ、エゴイスチックだ、エゴイスティックだ、エッチだ、得手勝手だ、円満だ、大甘する、おおざっぱだ、大まかだ、
大様だ、おおらかだ、憶病だ、おしゃべりだ、おしゃまだ、お洒落だ、おせっかいだ、おっちょこちょいだ、おてんばだ、
男嫌いだ、おとなしげだ、親孝行だ、親不孝だ、穏健だ、温順だ、温和だ、快活だ、がさつだ、かたくなだ、堅苦しげ
だ、型破りだ、勝ち気だ、闊達する、勝手だ、活発だ、がむしゃらだ、寡黙だ、頑固だ、利いた風だ、生一本だ、気軽
だ、気障だ、気丈だ、気丈夫だ、気随だ、几帳面だ、奇特だ、気長だ、機敏だ、気紛れだ、生まじめだ、気侭だ、気短
だ、気難しげだ、客好きだ、凶悪だ、凶暴だ、驕慢だ、凶猛だ、狭量だ、強力だ、気弱だ、気楽だ、奇麗好きだ、謹厳
実直だ、クールだ、クリエイティブだ、クレージーだ、愚劣だ、軽率だ、軽佻浮薄だ、軽薄だ、軽妙だ、潔癖だ、健気
だ、狷介だ、狷介孤高だ、厳格だ、謙虚だ、現金だ、厳酷だ、堅実だ、不抜する、強引だ、狡獪だ、狡猾だ、高直だ、
孝順だ、好色だ、豪胆だ、剛直する、広博だ、豪放だ、豪放磊落だ、高慢だ、倣慢だ、高慢ちきだ、傲慢無礼だ、豪勇
だ、強欲だ、広量だ、酷だ、酷悪だ、極悪だ、極悪非道だ、酷薄だ、小癪だ、腰弱だ、小生意気だ、子煩悩だ、細か
だ、細かしげだ、小まめだ、濃やかだ、小利口だ、懇切だ、懇切丁寧だ、ざっくばらんだ、サディスティックだ、さもしげ
だ、残虐だ、残酷だ、残忍だ、散漫だ、四角だ、四角四面だ、舌長だ、質実だ、質実剛健だ、実直だ、質朴だ、執拗
だ、慈悲深げだ、渋ちんだ、自分勝手だ、自侭だ、地味だ、地道だ、社交的だ、洒々落々だ、柔順だ、獣的だ、殊勝
だ、純だ、純一だ、純情だ、純真だ、順良だ、情強だ、正直だ、小心だ、饒舌だ、小胆だ、性悪だ、如才無げする、女
性的だ、庶民的だ、尻重だ、尻軽だ、神経過敏だ、真摯だ、進取的する、親切だ、慎重だ、酔狂だ、すくよかだ、すけ
べだ、助平だ、素直だ、ずぼらだ、スマートだ、性急だ、誠実だ、精神薄弱だ、清廉だ、晴朗だ、せっかちだ、殺生だ、
世話好きだ、専横だ、繊細だ、善良だ、粗忽だ、率直だ、粗暴だ、怠惰だ、大胆だ、大胆不敵だ、多感だ、多義だ、打
算的する、多欲だ、ダルだ、単純だ、淡泊だ、稚拙だ、ちゃめだ、ちゃらんぽらんだ、忠実げだ、ちょこ才だ、沈着だ、つ

技量能力

A

3

7

0 商上手だ、商下手だ、アプリオリだ、迂遠だ、腕利きだ、オールマイティーする、オールラウンドだ、愚かだ、愚かしげ
だ、賢げだ、聞き上手だ、聞きべただ、機敏だ、器用だ、屈強だ、経験的だ、賢明だ、巧者だ、高性能だ、豪壮だ、後
天的だ、心許無げだ、小利口げだ、賢しげだ、賢しらだ、実際的だ、シャープだ、俊敏だ、精力絶倫だ、絶妙だ、先験
的だ、センシブルだ、先天的だ、浅薄だ、多能だ、知性的だ、超人的だ、低能だ、鈍げだ、馬鹿だ、博学だ、博識だ、
話上手だ、話べただ、微妙だ、非力だ、敏活だ、敏捷だ、敏腕だ、不案内だ、無案内だ、不得手だ、ぶきっちょだ、不
器用する、不器量だ、不見識だ、不成績だ、不得意だ、不慣れだ、不能だ、不弁する、不勉強だ、不明だ、分別臭げ
だ、下手だ、へたくそだ、凡庸だ、未熟する、無学だ、無自覚だ、無知だ、無定見だ、無能だ、無能力だ、無分別だ、
無理解だ、明晰だ、明達だ、蒙昧だ、物知りだ、役不足だ、勇健だ、有能だ、雄弁だ、幼稚だ、辣腕だ、利口だ、冷徹
だ、怜悧だ、玲瓏だ、老獪だ、老巧だ、老練だ、小器用だ、才気煥発だ、比まれだ、多芸だ、多才する、超凡だ、手ま
めだ、天才的だ、非凡だ、明敏だ、有為だ、アクロバチックだ、腕達者だ、技巧的だ、技術的だ、巧緻だ、巧妙だ、巧
みだ、達筆する、緻密だ、テクニカルだ、得意だ、不細工だ、没趣味だ、無芸だ、無趣味だ

肯定評価

A

3

8

0 賢い、優しい、ゆかしい、甘い、ういういしい、まめまめしい、女らしい、男らしい、詳しい、逞しい、力強い、忍耐強い、
粘り強い、勇ましい、手堅い、しおらしい、偉い、潔い、尊い、親しみ易い、麗々しい、麗しい(うるわしい)、頼もしい、上
手い、巧い、拙い、下手だ、健康だ、上手だ、明解だ、尊厳だ、ノーブルだ、富貴だ、忠義だ、忠実だ、忠直だ、懇意
だ、別懇だ、友好的だ、純潔だ、貞節だ、アダルトだ、ダンディーだ、親身だ、達者だ、博識する、物知りだ、腕利き
だ、腕達者だ、巧者だ、見巧者だ、御人好しだ、生まじめだ、正直だ、健脚だ、偉大だ、得手する、くどき上手だ、心豊
かだ、秀逸だ、得意だ、見事だ、立派だ、エクゼクティブだ、非凡だ、骨太だ、足まめだ、リッチだ、ハイカラだ、甘口
だ、酒好きする、うやうやしげだ、懇切だ、懇切丁寧する、懇篤だ、親切だ、名誉だ、達筆だ、高名だ

否定評価

A

3

9

0 ずるい、しつこい、酷しい、疎い、そそっかしい、いやしい、だらしない、厚かましい、こざかしい、怪しい、みすぼらし
い、みっともない、けばけばしい、醜い、飽きっぽい、罪深い、喧嘩早い、しぶとい、あくどい、くどい、ずうずうしい、つ
れない、堅苦しい、痛ましい、弱々しい、馴れ馴れしい、卑しい(いやしい)、気難しい、のろい、勝手だ、非常識だ、無
関心だ、無理解だ、哀れだだ、非人情だ、無教育だ、頭越しだ、なおざりだ、毒々しげだ、移り気だ、浮気だ、気紛れ
だ、浮薄だ、不信心だ、足手まといだ、卑しげだ、下賤だ、細微だ、俗だ、俗悪だ、卑猥だ、貧賤だ、平民的だ、淫蕩
だ、淫乱だ、淫猥だ、多情だ、破廉恥だ、不身持ちだ、淫らだ、乱倫だ、猥褻だ、極道だ、じだらくだ、デカダンだ、ニヒ
リスティックだ、ふしだらだ、不道徳だ、不品行だ、恩知らずする、罪作りだ、不正だ、やんちゃだ、不行跡だ、人騒が
せだ、悪逆無道だ、凶悪だ、残虐だ、残酷だ、暴悪だ、暴虐だ、暴慢だ、無理無体だ、乱暴だ、いんちきだ、気弱だ、
ふ抜けだ、腑抜けだ、幼弱だ、邪魔っ気だ、場所塞ぎだ、目障りだ、酷だ、ご無代だ、邪慳だ、つっけんどんだ、情け
無げだ、無愛想だ、不親切だ、不人情だ、無体だ、冷然だ、偏頗だ、失敬だ、失礼だ、非礼だ、不行儀だ、不敬だ、不
心得だ、無作法だ、不埓だ、無礼だ、無礼千万だ、慮外だ、過保護だ、おせっかいだ、めんどうだ、厄介だ、不摂生
だ、不養生だ、不料簡だ、横道だ、親不孝だ、愚眛だ、非道だ、不義理だ、無責任だ、無道だ、無理だ、不審だ、極悪
非道だ、邪悪だ、性悪だ、猛悪だ、不良だ、頭でっかちだ、あほうだ、暗愚だ、薄のろだ、薄ばかだ、ぐずだ、愚鈍だ、
精神薄弱だ、馬鹿だ、馬鹿正直だ、恥曝しだ、恥知らずだ、半間だ、へっぽこだ、ぼんくらだ、間抜けだ、庸愚だ、エッ
チだ、好色だ、尻軽だ、すけべだ、助平する、意地っぱりだ、命知らずだ、陰気だ、おしゃべりだ、おしゃまだ、お洒落
だ、おっちょこちょいだ、気障だ、客好きだ、奇麗好きだ、口重だ、口軽する、口巧者だ、口上手だ、口達者だ、口早
だ、口べただ、口まめだ、口悪する、けちだ、けちん坊だ、業突張りだ、舌足らずだ、シニックだ、渋ちんだ、純朴だ、
饒舌だ、ストイックだ、ずぼらだ、せっかちだ、世話好きだ、ちゃめだ、ちゃらんぽらんだ、つむじ曲がりだ、出好きだ、
出無精だ、とんきょうだ、生意気だ、能弁だ、半可通だ、蛮カラだ、引っ込み思案だ、一人善がりだ、剽軽だ、筆まめ
だ、臍曲がりだ、無口だ、向こう見ずだ、無鉄砲だ、無頓着だ、ものぐさだ、物好きだ、野暮だ、吝嗇だ、やくざだ、道
悪だ、おてんばだ、伝法だ、腕白だ、なまくらだ、寝坊だ、ノンシャランだ、凡小だ、凡庸だ、意地悪だ、陰険だ、鉄面皮

立場

A

3

A

A

4

0

0 だ、オフィシャルだ、過保護だ、顕要だ、高踏的だ、職業的だ、絶体絶命する、其の日稼ぎだ、大乗的だ、不名誉だ、
プライベートだ、プロフェッショナルだ
0 水冷式だ、ソフトだ、クリスタルだ、弱体だ、下作だ

物の形状既
定

A

4

1

物の性状既
定

A

4

2

温度

A

4

2

色彩

A

4

2

328

329

330

331
332
333

物の状態既
定

334

335
336
337

0 丸い、四角い、厚い、薄い、鋭い、広い、狭い、険しい、細かい、細長い、平たい、小高い、硬い、高い、低い、深い、
浅い、大きい、小さい、長い、短い、幅広い、でかい、か細い、太い、細い、凸凹だ、歪だ、ジグザグだ、ストレートだ、
真っ直ぐだ、鋭利だ、急角度だ、シャープだ、尖鋭だ、直角だ、円らだ、円らかだ、水平だ、四角だ、四角四面する、平
らだ、平らかだ、団々だ、平滑する、平坦だ、平々だ、扁平だ、方形だ、真四角だ、円かだ、まろやかだ、まんまるだ、
粗削りだ、急峻だ、険峻だ、険阻だ、峻険だ、担々だ、なだらかだ、フラットだ、緩やかだ、隆々だ、三次元的だ、棒状
だ、大振りだ、小粒だ、粉々だ、中空だ、格好だ、尻窄まりだ、縦長だ、平行だ、ずんどうだ、垂直だ、パラレルだ、無
垢だ、斜めだ、ぺしゃんこだ、形式的だ、系統的だ、システマチックだ、ストラクチャルだ、ストラクチュアルだ、大規模
だ、体系的だ、テクニカルだ、半間だ、平面的だ、メカニカルだ、立体的だ、広範囲する、大幅だ、ジャンボだ、コンパ
クトさ
0 粗い、荒い、鈍い、緩い、安い、高い、分厚い、湿っぽい、ややこしい、安っぽい、美しい、汚い、清い、重い、軽い、固
い、堅い、もろい、強い、弱い、柔らかい、きれいだ、ドライだ、ウエットだ、湿潤する、低湿だ、傑作だ、透明だ、不透
明する、ダーティだ、ダーティーだ、非衛生する、非衛生的だ、不衛生だ、不潔だ、ホットだ、ダークだ、真っ暗だ、鮮
やかする、希薄だ、細かだ、小まめだ、濃やかだ、濃密だ、潤沢だ、シルキーだ、艶消しだ、ビビッドだ、光彩陸離だ、
轟々だ、甘口だ、おいしげだ、大甘だ、甘美だ、スイートだ、辛げだ、デリシャスだ、美味だ、不味だ、マイルドだ、強固
だ、柔軟だ、疎剛だ、ソフトだ、粘稠だ、ハードだ、フレキシブルだ、薄っぺらだ、重げだ、概念的だ、嵩高だ、木目細
かだ、汲々だ、窮屈だ、狭隘だ、軽量だ、高度だ、荒漠だ、広範だ、小粒だ、小体だ、小振りだ、細かしげだ、コンパク
トだ、細緻だ、細微だ、細密だ、先太だ、先細だ、ささやかだ、狭げだ、千古不易だ、粗大だ、高目だ、小さげだ、強げ
だ、低率だ、手狭だ、荷重だ、肉太だ、肉細だ、微細だ、微小だ、微々だ、微茫だ、広やかだ、貧小だ、分厚だ、深げ
だ、筆太だ、ヘビイだ、ヘビーだ、茫漠だ、茫洋だ、勃々だ、漫々だ、短げだ、短目だ、メジャーだ、雄大だ、零細だ、
ワイドだ、好評だ、批判的だ、無批判だ
1 熱い、冷たい、涼しい、寒い、暖かい、温かい、暑い、肌寒い、高い、温い(ぬるい)、寒冷だ、寒烈だ、クールだ、寒げ
だ、清涼だ、冷寒だ、冷涼だ、あったかだ、温暖だ、暖かげだ
2 白い、真っ白い、白っぽい、黒い、どす黒い、浅黒い、赤い、紅い、青い、青白い、蒼い、黄色い、濃い、薄い、淡い、
真っ黒だ、だ、金ぴかだ、黒々だ、黒暗々だ、純白だ、正常だ、蒼白だ、真っ赤だ、真っ黒けだ、真っ青する、真っ白
だ、真っ白けだ
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第2段目 第3段目
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分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

A

4

3

A

5

0

A

5

1

肯定判断

A

5

1

否定判断

A

5

1

2 悪い、つまらない、危ない、いけない、くだらない、紛らわしい、ばかばかしい、いかがわしい、おこがましい、そぐわな
い、異状だ、気息奄々だ、くたくただ、曇りがちだ、惨胆だ、スローだ、スローモーだ、大儀だ、低調だ、軟調だ、病的
する、不快だ、不覚だ、不活発だ、不機嫌だ、不首尾だ、不順だ、不消化だ、不振だ、不調だ、不調子だ、不如意す
る、ぼろぼろだ、悪逆無道だ、悪質だ、悪趣味だ、悪性だ、悪辣だ、徒だ、いまひとつだ、厭だ、いんちきだ、迂遠だ、
迂闊だ、横道だ、お釈迦だ、愚劣だ、下品だ、下劣だ、滑稽だ、ご無代だ、御無用だ、言語道断だ、最悪だ、散々だ、
失敬だ、失礼だ、シビアだ、邪悪だ、笑止千万だ、筋違いだ、荘重だ、粗末だ、粗漫だ、ダーティだ、ダーティーだ、台
無しだ、第二義的だ、駄目だ、手荒だ、出たら目だ、ナンセンスだ、ネガティブだ、ノンセンスだ、馬鹿だ、破格だ、ば
かばかしげだ、ばからしげだ、罰当たりだ、破廉恥だ、卑怯だ、非合法だ、非合理だ、非常識だ、否定的だ、非道だ、
非礼だ、卑劣だ、卑猥だ、不穏当だ、不完全だ、不義理だ、不経済だ、不公正だ、不公平だ、不合理だ、不心得だ、
不始末だ、不自由だ、不熟だ、不純だ、不浄だ、不正直だ、不承知だ、不条理だ、不所存だ、不審だ、不信心だ、不
正だ、不正確だ、不為だ、不体裁だ、不手際だ、不当だ、不道徳だ、不得策だ、不届きだ、ふとどき千万だ、不必要
だ、不品行だ、不服する、不平だ、不便だ、不法だ、不明朗だ、不面目だ、不用だ、不要だ、不埓だ、不利だ、不利益
だ、不料簡だ、無礼だ、無礼千万だ、ブロークンだ、暴悪だ、暴虐だ、暴戻だ、ぼろくそだ、淫らだ、無意味だ、無益
だ、無効だ、むだだ、無茶だ、むちゃくちゃだ、無道だ、無法だ、無用だ、無理する、無理無体だ、めちゃだ、めちゃく
ちゃだ、めちゃめちゃだ、以ての外だ、やくざだ、余計だ、邪まだ、乱脈だ、理不尽だ、論外だ、旧弊だ、弱体する、拙
だ、拙劣だ、粗だ、致命的だ、手薄だ、苦手だ、不調法だ、偏狭する、マイナーだ、マイナスだ、的外れだ、無計画だ

優劣等級

A

5

1

品質

A

5

1

A

5

2

部分全体
独立従属

A
A

5
5

2
2

適合不適合

A

5

2

均衡不均衡

A

5

2

異同と類似

A

5

2

種類形式

A

5

3

特徴

A

5

4

3 天晴だ、一枚上手だ、上手だ、グレーテストだ、結構だ、傑作だ、高水準する、最嶄然だ、秀逸だ、秀抜だ、秀麗だ、
殊勝だ、上々だ、上出来だ、精良だ、絶倫だ、センセーショナルだ、妙だ、卓然だ、卓抜だ、段違いだ、堪能だ、超凡
だ、天才的だ、何よりだ、パーフェクトだ、抜群だ、非凡だ、ビューティフルだ、富強だ、ましだ、名誉だ、メジャーだ、優
秀だ、有数する、優勢だ、優長だ、優等だ、有利だ、優良だ、有力だ、霊妙だ、堅実する、公平だ、互角だ、対等だ、
同等だ、どっこいどっこいだ、並みだ、大抵だ、並々だ、人間並だ、等し並だ、平等だ、無差別だ、賤劣だ、ちゃちす
る、低水準だ、不良だ、へっぽこだ、ぼろくそだ、マイナーだ、劣弱だ、劣等だ、2441(等級)、下等だ、巨大だ、高級
だ、高尚だ、高等だ、最高だ、最高級だ、最善だ、最低だ、最良だ、ジャンボだ、ジャンボーだ、上等だ、低級だ、低俗
だ、デラックスだ、並み大抵だ、ハイクラスだ、ハイレベルだ、人並みだ、普通だ
4 悪質だ、上手だ、おんぼろだ、画然だ、下等だ、軽目だ、頑丈だ、がんじょうだ、生一本だ、強堅だ、強固だ、狭小だ、
強靭だ、清らかだ、グラフィカルだ、軽質だ、堅牢だ、高雅だ、高貴だ、高級だ、高尚だ、古拙だ、最高級だ、醇乎だ、
純粋だ、純正だ、純然だ、純良だ、上質だ、上出来する、上等だ、上品だ、水冷式だ、清雅だ、脆弱だ、清洌だ、拙悪
だ、繊細だ、粗悪だ、俗悪だ、粗末だ、尊厳だ、多肉だ、多肉質だ、単純だ、約やかだ、低級だ、低質だ、低俗だ、低
調だ、低劣だ、デリシャスだ、美味だ、肥沃だ、不加減だ、不純だ、不出来だ、不良だ、偏狭だ、豊潤だ、豊富だ、マイ
ルドだ、まろやかだ、無雑だ、やわだ、柔らかだ、良質だ、劣悪だ、猥雑だ
0 粗削りだ、台無しだ、不首尾だ、不調だ、相対的だ、裏腹だ、逆だ、逆様だ、逆しまだ、正反対だ、対蹠的だ、反対
だ、まっさかさまだ、圧倒的だ、対称だ、対照的だ、重層的だ、累々だ、不賛成だ、不承知だ、等間隔だ、ニュートラル
だ、熱々だ、疎ましげだ、間接的だ、気安げだ、忸怩だ、親しげだ、入魂だ、親密だ、疎遠だ、ダイレクトだ、直接的
だ、別懇だ、密接だ、無縁だ、無関係だ、睦まじげだ、睦まやか、2233(重畳〔ちょうじょう〕)、積み重ねる、重なる、重
ねる、積み重なる、折り重なる、折り重ねる
1 ジェネラルだ、全体的だ、全的、局部的だ、断片的だ、半々だ、部分的だ、余分だ
2 オリジナルだ、孤だ、孤独だ、自主的だ、自発的だ、主動的だ、自律的だ、超然だ、独立だ、ニュートラルだ、離れ離
れだ、一人善がりだ、フリーだ、別々だ、オプショナルだ、受動的だ、他律的だ、淡々だ、二次的だ、副次的だ、無抵
抗だ
3 誂え向きだ、穏当だ、好適だ、合法だ、合法的だ、合目的々だ、最適だ、至当だ、順当だ、相応だ、相当だ、即実的
だ、タイムリだ、タイムリーだ、妥当だ、的確だ、適格だ、適宜だ、適切だ、滴々だ、適当だ、適任だ、手頃だ、分相応
だ、臨機応変だ、過分だ、筋違いだ、すっとんきょうだ、す頓狂だ、ちぐはぐだ、ちんぷんかんぷんだ、取って付けた様
だ、とんちんかんする、似合わしげだ、荷重だ、似つかわしげだ、荷厄介だ、場所塞ぎだ、場違いだ、半端だ、不一致
だ、不自然だ、不調和だ、不釣合だ、不適だ、不適格だ、不適切だ、不適当だ、不適任だ、不似合いだ、不向きだ、
分外だ、変則だ、的外れだ、論外だ
4 画一的だ、規則的だ、均一だ、均等だ、健全だ、コンスタントだ、シンメトリカルだ、整然だ、相応だ、相当だ、対称だ、
中庸だ、平々坦々だ、面対称だ、頭でっかちだ、アンバランスだ、一面的だ、イレギュラーだ、過疎だ、片ちんばだ、片
手落ちだ、過密だ、極端だ、雑駁だ、参差だ、稠密だ、凸凹だ、取って付けた様だ、はげちょろだ、不規則だ、不均衡
だ、不相応だ、不揃いだ、不釣合だ、不統一だ、不備だ、不平等だ、ランダムだ
5 等しい、同じだ、同然だ、画然だ、格別だ、区々まちまちだ、段違いだ、特異だ、別だ、別個だ、区々だ、だ、一心同体
だ、共通だ、均質だ、均質的だ、斉一だ、其の様だ、同一だ、同断だ、同等だ、同様だ
0 類型的だ、色々だ、様々だ、種々だ、種々雑多だ、種々さまざまだ、多元的だ、多彩だ、多種多様だ、多面的だ、多
様だ、特種だ、安手だ、一定だ、公式だ、新式だ、略儀だ、略式だ、一義的だ、主だ、ティピカルだ
0 異質だ、異質的だ、異色だ、一般的だ、異例だ、エクセントリックだ、エポックメーキングだ、おかしげだ、乙だ、オリジ
ナルだ、怪奇だ、画一的だ、画時代的だ、画期的だ、奇異だ、奇怪だ、奇怪千万だ、奇々だ、奇々怪々する、奇想天
外だ、奇っ怪だ、きてれつだ、奇特だ、奇抜だ、規範的だ、奇妙だ、驚異的だ、記録的だ、希有だ、怪訝だ、桁違い
だ、桁外れだ、けったいだ、荒唐だ、荒唐無稽だ、個性的だ、固有だ、斬新だ、刺激的だ、十人並だ、常識的だ、常凡
だ、新奇だ、尋常だ、尋常一様だ、スタンダードだ、すてきだ、尖端的だ、代表的だ、珍奇だ、陳腐だ、珍妙だ、珍無
類だ、通俗だ、通俗的だ、月並だ、ティピカルだ、典型的だ、独自だ、特殊だ、特種だ、独創的だ、特徴的だ、独特
だ、特有だ、突飛だ、ナショナルだ、並みだ、場違いだ、破天荒だ、標準的だ、ファンシーだ、風変わりだ、不可解だ、
不可思議だ、不気味だ、複雑怪奇だ、不思議だ、普通だ、普遍的だ、平板だ、平々凡々だ、平凡だ、変だ、変則的
だ、へんちくりんだ、へんてこだ、ポピュラーだ、凡だ、摩訶不思議だ、まれだ、妙だ、妙ちきりんだ、珍かだ、珍しげ
だ、面妖だ、物珍しげだ、模範的だ、有名だ、ユニークだ、ユニバーサルだ、ローカル徒だ、完全だ、完全無欠だ、プ
ラクティカルだ、ベーシック

量既定

338
事象の性状
既定

339
評価既定

340

0 多い、少ない、乏しい、ない、数え切れない、安価だ、一杯だ、大幅だ、寡作だ、寡少だ、過多だ、希少だ、ぎょうさん
だ、僅少だ、軽少だ、高価だ、小刻みだ、言葉少なだ、小幅だ、些々だ、些細だ、ささやかだ、些少だ、十二分だ、十
分だ、潤沢だ、少なげだ、少な目だ、大量だ、多額だ、多角的だ、たくさんだ、多士済々だ、多量だ、ちっぽけだ、手薄
だ、手不足だ、残り少なげだ、莫大だ、半端だ、控え目だ、微少だ、微々だ、不十分だ、膨大だ、豊富だ、満杯だ、無
尽蔵だ、無数だ、盛りだくさんだ、豊かだ、余計だ、零細だ、僅かだ、オーバーだ、過剰だ、過分だ、過密だ、余分だ、
品薄する、品不足だ、不足だ、プラスだ、マイナスだ、無限大だ、量的だ、頻繁する、頻々だ、オンリーだ、単一だ、統
計的だ、半々だ
0 疑わしい、珍しい、相等しい、易しい、あっけない、間近い、規則正しい、草深い、奥深い、久しい、重々しい、荒々し
い、スムーズだ、確かだ、特別だ、不経済だ、だめだ、当然だ、色々だ、固有だ、だ、悪性だ、温かだ、甘口だ、異常
だ、陰性だ、遠大だ、格安だ、型破りだ、完全だ、完全無欠だ、機械的だ、クリスタルだ、経済的だ、堅固だ、高価だ、
豪勢だ、高精度だ、高性能だ、丈夫だ、シルキーだ、真正だ、ストロングだ、約やかだ、艶消しだ、低廉だ、透明だ、
徳用だ、鈍だ、生臭だ、軟弱だ、濃厚だ、濃密だ、ハンディーだ、敏だ、フレッシュだ、綿密だ、柔らかだ、有毒だ、割
高だ、割安だ、発明だ、枢要だ、極端だ、へんてこだ、対症的する、決定的だ、未定だ、反射的だ、秘密だ、インター
ナショナルだ、変だ、スタティックだ
0 惜しい、相応しい、似つかわしい、やむをえない、めぼしい、好評だ、不評だ、不評判だ、場当たりする、得だ、プラス
だ、損だ、不利だ、不利益だ、マイナスだ
1 良い、善い、正しい、すぐれる、面白い、すばらしい、輝かしい、望ましい、目出度い、危うい、由々しい、相応しい、似
つかわしい、めでたい、芳(かんば）しい、旨い、円滑だ、快調だ、画時代的だ、画期的する、クリアーだ、クリヤーだ、
元気だ、堅調だ、好調だ、好都合だ、好評だ、ご機嫌だ、順調だ、上首尾だ、すくよかだ、健やかだ、スピーディだ、ス
ムースだ、スムーズだ、絶好調だ、壮健だ、達者だ、暢達だ、得々だ、滑らかだ、捗々しげだ、溌刺だ、晴れやかだ、
ポジチブだ、ポジティブだ、良好だ、入り用だ、エコノミカルだ、円満だ、穏当だ、勝手だ、軽はずみだ、肝心だ、肝腎
だ、要だ、完全だ、完全無欠だ、完璧だ、簡便だ、貴重だ、緊要だ、経済的だ、結構だ、厳格だ、厳正だ、健全だ、高
貴だ、公正だ、合法だ、合理的だ、誇大だ、コンベンショナルだ、最良だ、実証的だ、実用的だ、至便だ、十全だ、重
大だ、重要だ、純正だ、順当だ、順良だ、正直だ、常識的だ、すてきだ、正規だ、正式だ、正則だ、正当だ、大事だ、
大切だ、中正だ、中庸だ、重宝だ、適正だ、適法だ、道義的だ、当然だ、道徳的だ、徳用だ、入用だ、ノーマルだ、ノ
ルマルだ、パーフェクトだ、必須だ、必要だ、フェアだ、不可欠する、不完全だ、無難だ、便宜的だ、便利だ、方正だ、
本格的だ、本質的だ、まっとうだ、まともだ、満足だ、見事だ、もっともだ、尤もだ、文句無しする、有益だ、有効だ、有
用だ、有利だ、ライトだ、理性的だ、立派だ、理論的だ、ロジカルだ、論理的だ、ワンダフルだ

341

342

343

344
関係

345
346

347

348

349
350
351

352
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通
番

第1段目

分類
第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

内容既定

A

5

5

0 易しい、難しい、分かり易い、アカデミックだ、意味深長だ、営利的だ、大掛かりだ、概括的だ、外的だ、化学的だ、学
問的だ、学理的だ、簡潔だ、簡素だ、基本的だ、客観的だ、巨視的だ、空想的だ、具象的だ、具体的だ、公式的だ、
事細かだ、コンクリートする、コンセプチュアルだ、渾然だ、子細だ、至純だ、実質的だ、史的だ、重要だ、主観的だ、
主要だ、純正だ、小規模だ、詳細だ、詳密だ、シンフォニックだ、シンプルだ、心理学的だ、数学的だ、中規模だ、抽
象的だ、重宝だ、丁寧だ、哲学的だ、統一的だ、内的だ、内面的だ、ビジネスライクだ、貧寒だ、ファンタジックだ、ファ
ンタスチックだ、耳寄りだ、明細だ、目障りだ、メタフィジカルだ、盛りだくさんだ、問題外だ、有意義だ、有意的だ、雄
大だ、有望だ、有名無実だ、ラジカルだ、ラディカルだ、ラフだ、略式する、歴史的だ

力勢い

A

5

6

分離統合

A

5

7

緊張緩和

A

5

8

計算論理真
偽

A

5

9

0 勇ましい、猛々しい、弱々しい、円満だ、過激だ、強大だ、強力だ、強烈だ、激越だ、激甚だ、激烈だ、元気だ、権柄
ずくだ、腰弱だ、殺人的だ、弱小だ、尖鋭だ、ダイナミカルだ、ダイナミックだ、力強げだ、力無げだ、痛烈だ、強げだ、
手強げだ、パワフルだ、非力だ、ヘビーだ、無力だ、猛烈だ、有力だ、烈々だ、旺盛だ、気鋭だ、旺んだ、盛んだ、熾
烈だ、新鋭だ、賑やかだ、無気力だ、勇敢する、優勢だ、雄壮だ、勇猛だ、隆々だ、劣勢だ
0 全一だ、総合的だ、雑駁だ、離れ離れだ、粉々だ、散散ばらばらだ、小刻みだ、ブリリアントだ、ごっただ、ごっちゃ
だ、ブロークンだ、ぼろぼろだ
0 だ、厳粛だ、峻烈だ、閑々だ、緩慢だ、だれ気味だ、蕩々だ、なだらかする、なまくらだ、のどやかだ、平安だ、平然
だ、放漫だ、マンネリだ、物柔らかだ、安らかだ、悠然だ、悠長だ、悠々閑々だ、悠揚だ、緩やかだ、ルーズだ
0 正しい、変だ、正常だ、異常だ、一元的だ、基本的する、根本的だ、始原的だ、プリミティブする、ベーシックラジカル
だ、ラディカルだ、無条件だ、結果的だ、プラスだ、ましだ、マイナスだ、実際的だ、本当だ、リアリスティックだ、リアル
だ、出たら目だ、出放題だ、出任せだ、ファンタスティックだ、不条理だ、コンセプチュアルだ、メタフィジカルだ、深奥
だ
0 明るい、暗い、薄暗い、仄暗い(ほのぐらい)、横道だ、真っ直ぐだ、無軌道だ、曇りがちだ、晴朗だ、のどかだ、晴れや
かだ、爛漫だ
1 近い、遠い、辺鄙だ、迂遠だ、遥かだ、間遠だ、遥遠だ、洋々だ、遼遠だ、稜々だ、手近だ、間近だ、身近だ、端近だ

353

354
355
356

357
A

5

A

遠近

A

5

A

静寂喧騒

A

5

A

方向
時間と順序

A
A

5
5

A
B

程度既定

A

5

C

0 著しい、ひどい、すごい、激しい、甚だしい、凄まじい、はなはだしい、夥しい(おびただしい)、物凄い、計り知れない、
けたたましい、華々しい、限りない、果てし無い、目覚（めざま）しい、名目まぐるしい、揺るぎ無い、程遠い、一杯だ、
大掛かりだ、大仕掛けだ、オーバーだ、大幅だ、大振りだ、過酷だ、過小だ、過剰だ、過疎だ、過大だ、過度だ、過当
だ、過分だ、過密だ、強大だ、軽微だ、激甚だ、激烈だ、桁違いだ、桁外れだ、結構だ、慊焉だ、高精度だ、些細だ、
ささやかだ、瑣末だ、至大だ、甚大だ、随分だ、少な目だ、絶大だ、たいへんだ、たくさんだ、多大だ、段違いだ、低率
だ、手軽だ、適度だ、手頃だ、人間並だ、莫大だ、低目だ、微視的だ、人並みだ、太目だ、箆棒だ、法外だ、膨大だ、
満足だ、満々だ、滅法界だ、ゆゆしげだ、余計だ、僅かだ、一定だ、お座だ、なりだ、過重だ、最高だ、上々だ、上乗
だ、すれすれだ、中途半端だ、宙ぶらりんだ、なまなかだ、生半可だ、のほうずだ、場当たりだ、遥かだ、半端だ、微
温的だ、満杯だ、無計画だ、無限だ、無限大だ、無制限だ、有限だ、有効だ、広範囲だ、多方面だ、逐次的だ、優先
的だ、最後的だ、最終的だ
0 公的だ、パブリックだ、私的だ、パーソナルだ、都会的だ、非合法だ、政治的だ、今風だ、エスニックだ、旧弊だ、俗
だ、昔風だ、カレントだ、正規だ、変則だ、新規だ、法的だ
0 安易だ、安逸だ、安閑だ、安気だ、安心だ、安全だ、安泰だ、安穏だ、安楽だ、イージーだ、円満だ、穏やかだ、穏便
だ、温和だ、快適だ、気丈夫だ、軽易だ、静謐だ、息災だ、大丈夫だ、太平だ、平らかだ、和やかする、波静かだ、無
難だ、平和だ、へっちゃらだ、円かだ、安らかだ、危なっかしげだ、危うげだ、苛酷だ、危険だ、クリティカルだ、けんの
んだ、スリリングだ、血みどろだ、物騒だ、うるさげだ、大荒れだ、諤々だ、けたたましげだ、喧々囂々だ、喧噪だ、
ごっちゃだ、渾然だ、混沌だ、雑然だ、雑多だ、騒がしげだ、地滑り的だ、しどろだ、しどろもどろだ、諸説紛々だ、
ショッキングだ、支離滅裂だ、騒然だ、ちんぷんかんぷんだ、繁雑だ、不規律だ、複雑だ、蕪雑だ、不整頓だ、浮説
紛々だ、紛然だ、紛々だ、無秩序する、むちゃくちゃだ、めちゃくちゃだ、めちゃめちゃだ、物騒がしげだ、喧しげだ、乱
雑だ、乱脈だ、繚乱だ、猥雑だ、気楽だ、心丈夫だ、多望だ、担々だ、担担だ、つれづれだ、恬然だ、のんきだ、無事
だ、無事安穏だ、平安だ、平穏だ、平穏無事だ、平気だ、平静だ、楽だ、牢乎だ、牢固だ、火急だ、険悪だ、先行不安
だ、不安だ、不穏だ、大事だ、困難だ、難儀する、難渋だ、無害だ、有害だ、変だ、人騒がせだ

位置空間既
定

358
359
360
361

2 騒々しい、うるさい、騒がしい、やかましい、喧しい(やかましい)、にぎわしい、静かだ、にぎやかだ、だ、静穏だ、静粛
する、疎だ、まばらだ
3 外的だ、前向きだ、後ろ向きだ、上向きだ、鉛直だ、逆だ、逆様だ、斜めだ、多方面だ、進歩的だ
0 遅い、速い、早い、疾い、古い、新しい、生々しい、目新しい、真新しい、みずみずしい、足速だ、新しげだ、新ただ、
あらたかする、快速だ、急だ、急速だ、急ピッチする、緊急だ、高速だ、事新しげだ、早急だ、新規だ、新鮮だ、荏苒
だ、迅速する、速やかだ、スローだ、性急だ、生新だ、生鮮だ、拙速だ、短兵急だ、遅々だ、長足だ、手早だ、唐突
だ、俄かする、早目だ、半なまだ、久々だ、敏捷だ、敏速だ、不急だ、フレッシュだ、将来的だ、等間隔だ、暇だ、一時
的だ、恒久的だ、タイムリだ、タイムリーだ、月並だ、不定期だ、無期限だ、恒常的だ、ずるずるべったりだ、平常す
る、永遠だ、永久だ、半永久的だ、半恒久的だ、ナウだ、遥かだ、悠遠だ、機動的だ、低速だ、矢継ぎ早だ、逐語的
だ、逐字的だ、加速度的だ、可変する、不定だ、変だ、コンスタントだ、千古不易だ、万世不易だ、断続的だ、持続的
だ、連続的だ、切れ切れだ、とぎれとぎれだ、周期的だ、定期的だ、等時的だ、過渡的だ、自動的だ

362

363
364

A

6

0

安全危険混
乱

A

6

1

幸運不運

A

6

2

様態

A

6

3

様相

A

6

4

0 曖昧だ、曖昧模糊だ、あからさまだ、明らかだ、明け透けだ、浅はかだ、足手まといだ、当たり前だ、天晴だ、あやふ
やだ、露だ、ありがたげだ、ありがた迷惑だ、有りがちだ、安易だ、安直だ、イージーだ、意外だ、厳めしげだ、遺憾
だ、意想外だ、いたいけだ、一途だ、遺伝的だ、印象的だ、インポータントだ、インポシブルだ、うやむやだ、裏腹だ、
上滑りだ、衛生的だ、得手勝手だ、延々だ、婉曲だ、大掛かりだ、おおざっぱだ、おおっぴらだ、オープンだ、大まか
だ、厳かだ、お座なりだ、朧だ、朧気だ、おもしろげする、開放的だ、化学的だ、科学的だ、可及的だ、確実だ、革新
的だ、確然する、確定的だ、過激だ、加速度的だ、過大だ、確個だ、豁然だ、勝手次第する、活動的だ、活発だ、可
能だ、軽やかだ、簡易だ、間歇的だ、間接的だ、簡素だ、観念的だ、肝要だ、機械的だ、気軽だ、技巧的だ、擬古的
だ、技術的だ、犠牲的だ、奇跡的だ、規則的だ、気強げだ、希望的だ、義務的だ、客観的だ、強硬だ、強壮だ、居所
不明だ、切れ切れだ、際やかだ、緊密だ、偶然だ、偶発的だ、糞味噌だ、組立容易だ、苦労千万だ、黒々だ、軽易
だ、計画的だ、経験的だ、結果的だ、決定的だ、現実的だ、原始的だ、厳重だ、原則的だ、顕著だ、厳密だ、効果的
だ、轟々だ、公然だ、轟然だ、傲然する、後天的だ、効率的だ、功利的だ、国際的だ、克明だ、個人的だ、事細かだ、
事も無げだ、個別的だ、小難しげだ、渾然だ、混沌だ、困難だ、サイエンティフィックだ、細緻だ、細密だ、作為的だ、
定かだ、雑だ、散文的する、試験的だ、子細だ、自在だ、自然だ、しち難しげだ、七面倒だ、実験的だ、実証的だ、質
的だ、実利的だ、自動的だ、至難だ、忍びやかだ、事務的だ、自明だ、シャープだ、社会的だ、杓子定規だ、写実的
だ、主意的だ、自由だ、周期的だ、自由自在だ、愁然だ、重点的だ、周到だ、十二分だ、十分だ、周密だ、主観的だ、
主知的だ、冗長だ、象徴的だ、条的だ、人為的だ、心外だ、参差だ、心情的だ、津々だ、心的だ、人的だ、人道的だ、
神秘だ、神秘的だ、進歩的だ、随意だ、数学的だ、図式的だ、正確だ、精確だ、生硬だ、精巧だ、精細だ、生産的だ、
政治的だ、精神的だ、整斉する、生鮮だ、整然だ、精緻だ、清澄だ、性的だ、静的だ、精到だ、精微する、精密だ、精
妙だ、生理的だ、世界的だ、赤裸だ、赤裸々だ、世俗的だ、切だ、切実だ、截然だ、絶対的だ、切要だ、全一だ、鮮鋭
だ、潺湲だ、潺々だ、全体的だ、全的だ、全般的だ、鮮明だ、全面的だ、粗だ、総合的だ、相対的だ、俗だ、粗雑だ、
組織的だ、粗大だ、対応可能だ、対外的する、大局的だ、対症的だ、大々的だ、対内的だ、確かだ、多湿だ、断固だ、

経済的活動

A

6

5

0 安価だ、高価だ、高直だ、安上がりだ、廉価だ、入り用だ、現金だ、レアルだ、エコノミカルだ、けちだ、質素だ、驕奢
だ、贅沢だ、不経済だ、むだだ、得だ、損だ、経済的だ、小幅だ、高目だ、安手だ、ダルだ、不景気だ、旺んだ、盛ん
だ、盛況だ、盛大だ、隆盛だ、尻窄まりだ、不振だ、横這いだ
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政治経済社
会

365

366

0 十全だ、素寒貧だ、貧寒だ、貧困だ、貧弱だ、貧相だ、貧乏だ、不如意する、内福だ、富貴だ、富強だ、福々だ、富裕
だ、裕福だ、豊かだ、リッチだ、運命的だ、宿命的だ、不可抗力的だ、果報だ、幸運だ、幸福だ、幸いだ、幸せだ、多
幸だ、長命だ、ハッピーだ、ラッキーだ、因果だ、数奇する、多難だ、短命だ、薄幸だ、皮肉だ、不運だ、不遇だ、不幸
だ、不幸せだ、不憫だ、惨めだ、恥曝しだ、不吉だ、不敏だ、福徳円満
0 一方的だ、果敢だ、画時代的だ、果断だ、画期的だ、苛烈だ、簡単だ、簡明だ、簡略だ、急激だ、急進的だ、傾向的
だ、劇的だ、強気だ、尻窄まりだ、絶体絶命だ、絶望的だ、センセーショナルだ、多病だ、統一的だ、独裁的だ、ドラマ
チックだ、ドラマティカルだ、ドラマティックだ、繁華だ、悲観的だ、不景気だ、不利だ、ラジカルだ、ラディカルだ、隆盛
だ、流動的だ、異国的だ、今風だ、エキゾチックだ、エスニックだ、大時代だ、家庭的だ、官僚的だ、擬古的だ、旧式
だ、クラシカルだ、芸術的だ、現代的だ、国際的だ、古典的だ、古風だ、コンサーバティブだ、今日的だ、庶民的だ、
人工的だ、世紀末的だ、世界的だ、前近代的だ、全国的だ、大衆的だ、大陸的だ、地域的だ、デカダンだ、デモクラ
チックだ、都会的だ、トラディショナルだ、トロピカルだ、ナウだ、ニヒリスティックだ、ハイカラだ、反体制的だ、反動的
だ、フォーマルだ、文学的だ、文化的だ、文弱だ、平民的だ、辺鄙だ、封建的だ、保守的だ、ポップだ、民衆的だ、民
主的だ、昔風だ、モダンだ、リベラルだ、ローマン的だ、ロマンチックだ、ロマンティックだ、ロマン的だ

367

368
369

通
番

第1段目
判断措定の

370 表現

分類
第2段目 第3段目

所属単語

分類コード
第4段目

第1段 第2段 第3段 第4段

B

0

0

0 〜だ、です、である、であります、でございます
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【付録：7】名詞の意味分類体系と名詞意味辞書

2007/1/31 NTT-AT
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

1 名詞

2
3

主体
人称

4

自称

5
6
7

9
10

何、何々、何か、何れ、外物、各般、客体、具体、個体、公物、合せ物、三才、事々
物々、事物、授かり物、授け物、諸行、森羅万象、人畜、人馬、造化、其の物、他、地水
火風空、地物、抽象、天地人、彼此、比べ物、被保険物、物、物事、方、万物、万有、名
無し、有り物、有象無象、有体物、両方、あれ、あれこれ、あれ等、これ、これら、そち
ら、それ、それぞれ、それら、どちら、どれ、もの、エトワス

1 1 0 0 0 3-4

主体

1 1 1 0 0 5,6

異名同人、猿人、往者、皆、旧人、原始人、原人、現代人、孤、今人、持ち駒、時人、
者、主催者、手合い、衆人、人、人々、人っこ一人、人っ子、人間、人達、人的資源、人
物、人類、前人、代物、誰かさん、誰しも、単身、単独、駐在員、徒、徒輩、奴、同時代
人、輩、方、傍人、万人、満都、両びと、霊長、連中、みんな、もの、アウストラロピテ
クス、クロマニヨン、ネアンデルタール人、パーソン、ヒューマン、ピープル、ピテカ
ン、ピテカントロプス、ペルソナ、ホモサピエンス

1 1 1 1 0 7-8,11

我々、吾人、私、私達、自分、手前共、身共、こちら、これ、アワーズ、ミー

男自称

1 1 1 1 1 9,12

迂生、下官、我々、愚生、愚僧、愚禿、愚老、私、小職、拙僧、不肖、余、余輩、この方

女自称

1 1 1 1 2 10,13

私

1 1 1 2 0 14,15,18

皆々様、皆の衆、皆様、皆様方、貴台、賢台、御前さん、私、者共、諸君、諸兄姉、諸
賢、諸公、諸子、諸氏、上様、両君、あなた、あなたがた、あなた達、あなた方

男対称

1 1 1 2 1 16,19

貴下、貴官、貴君、貴兄、貴僧、貴殿、兄等、主さん、諸兄、仁兄、尊堂、大兄、奴さ
ん、夫子、あなた

女対称

1 1 1 2 2 17,20

貴姉、諸姉、あなた、おもと

1 1 1 3 0 21,22,25

御仁、御方、向こうさん、此の方、此奴、先方、其奴、奴原、奴等、同氏、同人、彼等、
方々、両者、あいつ、あちら、あなた、あなたがた、あやつ、あれ、こいつ、こちら、こ
の方、これ、そちら、それ、ヤツ

対称

8

1 0 0 0 0 1-2,1000

他称

11

男他称

1 1 1 3 1 23,26

奴、彼、野郎

12

女他称

1 1 1 3 2 24,27

諸嬢、女郎、同女、同嬢、彼女、彼女ら

13

不定称

1 1 1 4 0 28-30

何れ、何者、何様、数人、誰、誰々、誰か、誰かさん、誰がし、誰彼、誰某、某、某々

14

自他人称

1 1 1 5 0 31-34

一身、一人一人、我、我が身、我人、各、各位、各員、各個、各自、各人、見ず知らず、
個々、個々人、己、戸々、互い、向こう、向こう側、自々、自ら、自家、自己、自身、自
他、自分、身、人、人手、人別、人様、先方、先様、相手、相手方、他、他人、第三者、
当人、当方、彼我、別人、某氏、本人、銘々、面々、憂き身、余人、おのおの、お互い、
セルフ、ユアセルフ

15

公私人称

1 1 1 6 0 35-37

一個人、一己、一身、官民、個人、公、公共、公私、公人、公的、私、私人、私的、自
分、半官、半官半民、民間、パーソナル、パブリック

16
17

人称接辞
敬称

1 1 1 7 0 38-42
1 1 1 8 0 43-45

性別年齢

1 1 2 0 0 223
1 1 2 1 0 46,47

18
19

呼称

院、閣下、居士、卿、御前、御中、御内、公、山人、氏、女史、上、嬢、信士、信女、先
生、台下、大姉、大殿、殿、殿下、函丈、姫、夫子、陛下、坊、ディア、フラウ、フロイ
ライン、ヘル、マダム、マドモアゼル、ミズ、ムッシュー、Ｍｒｓ
異性、士女、男女、中性、同性、両性
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

20

男

1 1 2 1 1 48

阿闍梨、愛妻家、愛息、愛婿、悪漢、悪僧、偉丈夫、異能力士、異父、異父兄、異父弟、
異母兄弟、異母弟、遺弟、一人息子、一寸法師、一夫、陰間、迂生、雨男、雲水、甥、
甥っ子、横綱、王子、翁、下種男、下男、家兄、寡夫、花車方、花婿、快男子、快男児、
怪漢、怪僧、学僧、学僕、岳父、冠者、姦夫、間夫、関、関取、関脇、丸、願人、貴下、
貴君、貴兄、貴公子、貴僧、貴殿、義兄、義兄弟、義弟、義父、義僕、給仕、居士、巨
漢、巨人、巨体、虚無僧、凶漢、教父、愚兄、愚生、愚僧、愚弟、愚禿、愚老、君子、君
父、兄、兄弟、継兄弟、継父、傑僧、賢兄、賢弟、遣り手、厳父、御釜、御曹司、御父
様、護持僧、公子、好々爺、好漢、好男子、控え力士、皇子、皇太子、荒法師、行者、高
祖父、国師、国父、昆弟、沙門、沙彌、再従兄弟、作男、三兄、三従兄弟、三助、山僧、
山男、山伏、山法師、士君子、師父、私、侍従、寺子、慈父、次兄、次男、次男坊、実業
家、実兄、実弟、実父、舎兄、舎弟、社僧、者共、釈氏、若い衆、若宮、若君、若者頭、
若衆、若人、若造、若旦那、若殿原、若党、若様、主人、主人公、主夫、取的、手代、修
道士、修道僧、醜男、十両、従兄、従弟、宿六、書生、書生っぽ、諸君、諸兄、女形、女
殺し、女敵、女方、女房持、女婿、序の口、小冠者、小結、小職、小姓、小僧、小男、小
弟、小坊主、小倅、少弟、少年、上人、上童子、丈夫、情夫、色男、信士、新郎、神父、
紳士、親王、親父、人物、仁兄、甚助、甚六、枢機卿、性格俳優、生臭坊主、生息子、青
二才、青年、跡取りむすこ、拙僧、折助、先考、先夫、宣教師、選鉱夫、前頭、善男、禅
師、曾おじいさん、曾祖父、祖父、僧、僧正、僧都、僧侶、壮士、草履取り、息、息子、
尊父、村夫子、太鼓持ち、太子、太刀持ち、太刀取り、太郎冠者、堕落僧、大おじ、大に
いさん、大の男、大関、大兄、大師、大将、大丈夫、大旦那、大男、大帝、大入道、宅、
狸爺、旦那、男、男のこ、男の子、男一匹、男工、男子、男児、男衆、男妾、男娼、男
性、男性軍、男生徒、男優、男鰥、痴漢、嫡子、嫡男、仲兄、忠僕、丁稚、長兄、長子、
長男、弟、典座、殿御、殿方、田紳、奴、奴さん、奴僕、東宮、桃太郎、同父弟、同母
兄、同母弟、童貞、童僕、道化、道化役、二いとこ、二本差、二本棒、二枚目、乳兄弟、
入り婿、入道、年男、農夫、破戒僧、俳優、背の君、白頭翁、伴天連、番太、番太郎、番
頭、彼、彼氏、比丘、美少年、美丈夫、美男、美男子、美童、鼻下長、病夫、病父、貧
僧、不肖、夫、夫王、普化僧、父、父王、父君、父上、父上様、糞じじい、平幕、保父、放

21

女

1 1 2 1 2 49

愛妻、愛妾、愛嬢、愛娘、悪妻、悪女、悪性女、案内嬢、囲い者、囲い女、一人娘、一
婦、一夜妻、淫婦、姥桜、奥女中、奥方、奥様、押し掛け女房、王女、王妃、鴬芸者、乙
女、乙姫、下仕え、下種女、下女、佳人、嫁、嫁御、嫁女、家政婦、家内、寡婦、歌い
女、歌姫、花嫁、花嫁御寮、海老茶式部、街娼、姦婦、官女、看護婦、看板娘、奇麗所、
貴姉、貴婦人、鬼婆、妓、妓女、戯れ女、義姉、義母、義妹、泣き女、給仕、京女、狂
女、局女郎、愚妻、愚妹、傾城、兄嫁、経産婦、継室、継母、荊妻、芸妓、芸者、権妻、
賢婦人、賢母、遣り手、姑、姑御、雇女、後家、後妻、後室、後添い、後添え、御家様、
御守殿、御嬢様、御新造、御針、御息所、御袋、御台、御跳ね、御跳ねさん、御殿女中、
御乳の人、御姫様、御部屋様、御母堂、御母様、交換嬢、公主、公娼、公妃、口裂け女、
后、后の宮、后妃、孝女、更衣、皇后、皇后宮、皇女、皇太后、皇太子妃、紅一点、紅五
類、高祖母、高嶺の花、国母、国母陛下、腰元、再従姉妹、妻、妻女、妻妾、才女、才
媛、采女、斎の宮、細君、三后、三姉妹、三従姉妹、山の神、山妻、山神、産婆、産婦、
姉、姉御、姉女房、姉上、姉妹、子守、私、侍女、児女、慈母、次女、実業家、実姉、実
母、実妹、若奥様、若妻、主婦、取り上げ婆、手掛け、手弱女、修道尼、醜業婦、醜女、
醜婦、十八女、従姉、従姉妹、従妹、淑女、淑人、出戻り、准看護婦、処女、諸姉、諸
嬢、助産婦、女、女の子、女の童、女医、女院、女王、女学生、女官、女義、女義太夫、
女給、女教師、女形、女傑、女御、女工、女高生、女史、女子、女子学生、女子高生、女
子大生、女師匠、女児、女手、女手前、女囚、女将、女丈夫、女人、女性、女生徒、女大
夫、女中、女帝、女店員、女童、女房、女優、女流、女郎、妾、娼妓、娼婦、小姑、小
女、少女、少女子、松田えいこ、上流婦人、嬢、情婦、織り姫、織女、職業婦人、信女、
新妻、新婦、神子、人妻、水仕女、炊事婦、世話女房、性悪女、正看護婦、正妻、正室、
生母、聖女、聖母、先妻、賎業婦、選炭婦、善女、曾祖母、祖母、早乙女、相嫁、糟糠の
妻、側室、息女、其れ者、其れ者上がり、孫娘、村娘、太皇太后、待ち女郎、大おば、大
奥様、大原女、大女、大政所、大年増、大和撫子、狸ばばあ、端た女、男たらし、畜生
腹、茶屋女、茶汲女、嫡子、嫡室、中宮、仲働き、寵妾、寵姫、跳ねっ返り、跳ね返り、
長姉、長女、鳥追い、貞女、貞婦、典侍、天津乙女、徒し女、刀自、湯女、同女、同嬢、
同母姉、童女、道念、毒婦、内儀、内君、内芸者、内侍、内室、内親王、二いとこ、尼、尼

22

老若

1 1 2 1 3 50-65

愛児、愛娘、悪童、異常児、遺孤、遺子、遺児、一人っ子、一人娘、一粒種、隠居、姥、
姥桜、嬰児、園児、猿面冠者、翁、乙女、火取の童、苛めっ子、餓鬼大将、快男児、怪
童、学童、楽隠居、冠者、甘えん坊、看板娘、奇形児、帰国子女、鬼婆、義子、逆子、京
童、虞犯少年、兄、欠食児童、月足らず、健康児、健児、鍵っ子、現代っ子、孤児、故
老、吾子、御跳ね、御跳ねさん、好々爺、紅小兵、高祖父、高祖母、高齢者、沙彌、三
世、産児、子、子供、子供等、子種、子女、子弟、子方、子役、死に損ない、死児、児
女、児童、寺子、次子、捨て子、若い衆、若き、若者、若者頭、若手、若衆、若人、若
造、若殿原、若輩、若夫婦、就園児、就学児童、重障児、宿老、処女、初産児、初子、初
生児、諸嬢、女、女の子、女の童、女高生、女子、女子大生、女児、女中、女童、小学
生、小冠者、小子、小児、小姓、小僧、小僧っ子、小町、小童、小娘、小倅、少国民、少
女、少女子、少年、上童子、触法少年、新生児、申し子、神童、身障児、成人、成体、生
息子、青少年、青二才、青年、赤ちゃん、赤ん坊、赤子、祖父、祖母、双生児、壮者、壮
丁、早乙女、早産児、早生児、憎まれっ子、村童、村娘、多子、太刀持ち、駄々っ児、胎
児、大の男、大人、大年増、大和撫子、狸ばばあ、狸爺、樽拾い、男の子、男子、男児、
男生徒、稚児、遅進児、嫡出子、中高年層、中人、丁稚、寵児、長幼、低能児、都会っ
子、唐子、桃太郎、同嬢、童、童子、童女、童貞、童僕、童蒙、童幼、二歳児、二子、二
十歳、二世、二本棒、二卵性双生児、乳飲み子、乳児、年寄り、年増、婆、白頭翁、非行
少年、美少年、美童、不良、浮浪児、父なし子、父無子、舞子、糞じじい、糞ばばあ、鳳
雛、坊ちゃん、坊っちゃん、坊や、暴れん坊、未熟児、未成年者、娘、迷子、問題児、
爺、爺や、優良児、幼、幼君、幼児、幼者、幼若、幼女、幼童、零歳児、連れ子、老い、
老王、老翁、老妓、老兄、老公、老妻、老若、老弱、老儒、老女、老将、老少、老臣、老
親、老人、老体、老大家、老婆、老輩、老婦、老僕、老爺、老雄、老幼、老吏、老婢、老
媼、老耄、聾児、郎子、郎女、和子、腕白坊主、嫗、孩児、洟垂らし、洟垂れ、驕児、い
たずら小僧、おじさん、おばさん、おぼこ、お祖父さん、お祖母さん、お婆さん、お爺さ
ん、きかん坊、ぐれん隊、じいさん、ずべ公、ちんぴら、でこ助、でこ坊、どら娘、ねえ
さん、はたち、ばあさん、やんちゃ坊、アダルト、アプレ、アプレ娘、アンファン、エン
ゼルベービー、オールドミス、カウガール、カバーガール、ガール、ガソリンガール、ガル
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
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一 二 三 四 五
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階 階 階 階 階
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親族呼称

1 1 2 2 0 72-110

愛妻、愛妻家、愛児、愛嬢、愛息、愛孫、愛婿、愛娘、悪妻、異父、異父兄、異父弟、異
母兄弟、異母弟、遺家族、遺孤、遺子、遺児、遺族、遺弟、一家、一子、一人っ子、一人
子、一人者、一人息子、一人娘、一世、一族、一男、一姫二太郎、一夫、一婦、一腹、一
門、一卵性双生児、一粒種、姻戚、姻族、嬰児、縁家、縁者、縁戚、縁続き、縁辺、遠
縁、遠戚、遠祖、甥、甥っ子、奥方、奥様、押し掛け女房、王家、王子、王室、王女、王
族、王孫、王妃、乙姫、下級生、仮親、嫁、嫁御、嫁女、家、家君、家兄、家人、家族、
家長、家庭、家督、家内、家父、寡夫、寡婦、花嫁、花嫁御寮、花婿、華胄、我が子、外
戚、外祖父、外祖母、外孫、核家族、岳父、甘えん坊、間の子、奇形児、既婚者、帰国子
女、鬼子、義兄、義兄弟、義姉、義子、義弟、義父、義父母、義母、義妹、逆子、宮、宮
家、恐妻、教父、近親、近親者、金枝玉葉、九族、九面、愚兄、愚妻、愚弟、愚妹、君
父、係累、兄、兄嫁、兄姉、兄弟、兄妹、継ぎ手、継兄弟、継嗣、継子、継室、継親、継
父、継父母、継母、荊妻、血縁、血族、血続き、血統、血肉、月足らず、賢兄、賢弟、賢
婦人、賢母、鍵っ子、元祖、厳父、玄孫、姑、姑御、孤児、戸主、故親、五つ子、五子、
五摂家、五男、吾子、後胤、後家、後継、後妻、後嗣、後室、後添い、後添え、後腹、後
裔、御子、御守殿、御嬢様、御新造、御曹司、御息所、御袋、御台、御乳の人、御姫様、
御父様、御母堂、御母様、公子、公主、公孫、公妃、后、后の宮、后妃、好配、好配偶、
好匹、孝子、孝女、皇后、皇后宮、皇考、皇嗣、皇子、皇室、皇宗、皇女、皇祖、皇族、
皇孫、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇儲、高祖、高祖父、高祖母、国母、国母陛下、骨
肉、昆胤、昆弟、混血児、再従兄弟、再従姉妹、妻、妻子、妻女、妻妾、細君、三つ子、
三兄、三后、三姉妹、三子、三従兄弟、三従姉妹、三世、三生児、三男、山の神、山妻、
山神、産家、産児、嗣子、四男、始祖、姉、姉御、姉女房、姉上、姉弟、姉妹、子、子々
孫々、子供、子供等、子持、子持ち、子種、子女、子孫、子弟、子煩悩、子福者、死児、
氏、氏族、私生児、似た者夫婦、児孫、慈父、慈母、次兄、次子、次女、次男、次男坊、
七種、七男、実兄、実姉、実子、実弟、実父、実母、実妹、舎兄、舎弟、捨て子、若奥
様、若宮、若君、若妻、若夫婦、若様、主人、主夫、主婦、種違い、種変わり、宗族、十
二男、十六面、従兄、従兄弟、従姉、従姉妹、従弟、従妹、宿六、初産児、初子、初孫、
所生、所帯主、庶子、女の子、女御、女児、女房、女房持、女婿、小姑、小子、小児、小弟
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対人呼称

1 1 2 3 0 111-149

愛妾、愛人、愛弟子、悪友、安全牌、庵主、囲い者、囲い女、委員、意中の人、畏友、異
教徒、異分子、維持会員、一員、一期生、一見の客、一見客、一行、一字の師、一人ぼっ
ち、一統、一同、一年社員、一年坊主、一番弟子、一方、一方の雄、一味、一夜妻、員、
飲み仲間、飲み敵、院主、右腕、運動員、影身、益友、駅員、駅務係、園主、怨敵、援
軍、援兵、縁故、奥様、王師、恩師、恩人、下っ端、下回り、下積み、下働き、下僚、仮
設敵、家の子、家中、家来、会員、会下、会葬者、会友、海員、外客、外敵、外賓、外務
員、各員、閣員、学友、鞄持ち、株仲間、冠者、姦夫、姦婦、官女、翰林、間男、間夫、
館員、館主、顔見知り、顔触れ、顔馴染み、寄せ手、旗頭、貴賓、鬼将軍、義僕、議員、
客、客員、客筋、客種、客将、客人、客分、仇、仇敵、級友、旧故、旧師、旧識、旧主、
旧知、旧派、旧友、居候、巨魁、許婚、許婚者、供、供回り、供人、供頭、強敵、教え
子、教職員、教徒、局外者、近侍、近習、区議、区教委、苦手、駆け落ち者、駒、係員、
兄姉、兄弟子、兄弟弟子、稽古台、軽輩、芸林、権妻、県会議員、見知り、見知り越し、
元締め、現役、古株、古顔、古参、古手、古馴染み、故旧、故主、股肱、顧客、後学、後
継、後継者、後進、後人、後任、後輩、御家様、御荷物、御客さん、御師さん、御職、御
側付き、御大、御膝下、御部屋様、碁敵、護衛、公安委員、公賓、好い人、好敵手、攻め
手、更衣、校友、甲板員、甲板長、硬派、紅白、講中、高弟、国公賓、国賓、婚約者、座
員、座中、妻妾、在家、三一侍、三一奴、三下、三友、賛助会員、残敵、残党、姉御、子
供連れ、子飼い、子分、市議、師、師家、師匠、師僧、師長、師弟、師範、師範代、師
表、師父、師友、思い者、氏子、氏子中、糸鬢奴、詩友、事務員、事務局員、侍従、持ち
駒、持経者、次客、執行委員、室員、写友、社員、社賓、社友、邪魔者、若い燕、若主
人、若旦那、弱敵、主、主客、主持ち、主従、主人、主賓、主夫、主婦、取り巻き、取り
巻き連、手の者、手下、手掛け、手駒、手先、手蔓、首魁、首領、受業生、宗匠、宗徒、
州議、衆徒、充員、十哲、従者、従兵、宿主、宿敵、塾員、殉教者、巡礼、所員、署員、
諸員、諸君、諸生、女、女官、女師匠、女将、女性、女敵、除け者、商議員、商店主、商
売敵、妾、小姓、小敵、小店員、小納戸、少敵、上官、上客、上級生、上司、上者、上
長、上童子、上得意、乗員、乗客掛、乗組員、乗務員、常客、常得意、常連、情人、情
夫、情婦、職員、職親、食客、辱知、信者、信心家、信徒、心友、新顔、新参、新参者、新
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26

集団呼称

1 1 2 4 0 150
人種民族 1 1 2 4 1 151-153

夷、夷狄、黄色人種、間の子、黒色人種、黒人、混血児、種族、熟蕃、諸族、食人種、人
種、生蕃、西戎、西人、先住民族、選民、土人、東夷、南蛮、白人、白人種、蛮夷、蛮
人、蛮族、蛮民、部族、複族、民、民族、毛唐、有色人種、カラード、ジョンブル、フィ
リピーナ、フォルク、プアホワイト、ホンキー、ボヘミアン
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国民

1 1 2 4 2 154-156

夷、夷狄、異人、異邦人、移民、外タレ、外国人、外人、外賓、幾代、胡狄、公民、国、
国人、国民、在外邦人、在米邦人、三国人、四民、銃後、少国民、臣民、人民、世人、世
代、生蕃、青人草、戦後派、戦前派、戦中派、蒼生、蒼氓、大御宝、第三国人、同胞、内
外人、内国民、南蛮、蛮夷、蛮人、蛮民、文民、邦人、毛唐、エトランゼ、ジェネレー
ション、ネイティブスピーカー、フォルク
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住民旅人 1 1 2 4 3 157-160

移住者、移民、引き揚げ者、浦人、過客、観光客、棄民、客、居留民、区民、県人、県
民、見物人、原住民、孤客、江戸っ子、行人、行旅、在住者、三世、山育ち、山出し、市
民、州民、住人、住民、乗客、乗降客、水上生活者、赤ゲット、先住民、先住民族、船
客、全道、村人、村民、団地族、町民、天竺浪人、店子、田舎者、渡り者、渡り鳥、都
会っ子、都人士、都民、土人、土地っ子、土着民、土民、東夷、東京人、豆蔵、道産子、
道民、難民、二世、日僑、日系人、農住、府人、府民、浮浪人、無籍者、名誉市民、迷
子、遊子、落人、里人、流民、流浪、旅烏、旅客、旅芸者、旅行者、旅人、罹災民、お客
様、ぽっと出、よそ者、アメしょん、エトランゼ、コックニー、シビリアン、ストレン
ジャー、スラマー、デッキパッセンジャー、デラシネ、トラベラー、ドリフター、ハネ
ムーナー、バカボンド、パッセンジャー、ピルグリム、ボヘミアン
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30
31

32

社会階層 1 1 2 4 4 161-179

性状呼称

1 1 2 5 0 180
肉体的性 1 1 2 5 1 66-71
向

能力

1 1 2 5 2 181-196

暗君、暗主、為政者、遺臣、一切衆生、院、右府、運輸相、雲の上人、雲上人、影武者、
英主、奥方、王、王家、王侯、王公、王子、王室、王者、王女、王族、王妃、王様、黄
門、億万長者、乙姫、下々、下種、下人、何様、家従、家臣、家中、家来、家老、河原
者、華族、海相、外相、外様、各省大臣、閣員、閣下、閣僚、鎌髭奴、冠者、官房長官、
官民、幹事長、管領、関白、旗本、旗本奴、貴顕、貴公子、貴紳、貴人、貴賎、貴族、貴
婦人、騎士、鬼将軍、義臣、逆臣、宮、宮家、宮様、弓取り、窮措大、窮民、旧臣、漁業
相、供頭、卿、教皇、郷士、勤め人、勤労者、禁裏様、筋肉労働者、近臣、金持ち、金
蔵、金満家、九卿、区長、区民、愚民、空相、熊公八公、君王、君公、君主、君臣、君
父、君民、群臣、群雄、郡民、月給取り、月卿雲客、兼摂大臣、建設相、権少納言、権大
納言、権中納言、犬侍、県主、県知事、県民、県令、賢主、元勲、元首、元老、現人神、
古武士、雇、雇い、御家人、御子、御守殿、御前、御前さま、御曹司、御側去らず、御姫
様、御裏様、侯、侯爵、侯伯、公家、公卿、公子、公爵、公主、公衆、公選知事、公孫、
公妃、公武、公方、公民、功臣、厚相、后、后の宮、后妃、幸臣、皇みこと、皇后、皇后
宮、皇嗣、皇子、皇室、皇女、皇族、皇孫、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇帝、皇儲、紅
和専、荒武者、行政大臣、豪商、豪族、豪農、豪富、国王、国家老、国侍、国持ち、国璽
尚書、国主、国守、国造、国父、国母、国母陛下、国防相、国務相、国務大臣、国務長
官、国老、黒奴、今紀文、今上、今上陛下、左大臣、左府、宰相、斎の宮、細民、財産
家、作男、薩摩隼人、雑人、三一侍、三一奴、三后、三皇、産業戦士、仕事師、使臣、
士、士族、士農工商、士分、士民、子爵、市井の人、市井人、市区町村長、市区長、市町
村長、市長、市民、私民、至尊、資金家、資産家、資本家、事業家、侍、侍臣、寺侍、治
者、自治相、自由労働者、執権、執政、失対労務者、実業家、斜陽族、社稷の臣、若宮、
若君、若殿、若殿原、若党、若武者、若様、主君、主上、主席、主務大臣、守護、守護
職、首相、首長、首班、宗主、州知事、衆愚、衆庶、衆生、酋長、重臣、宿無し烏、出小
作、出頭人、出来星、所司代、庶民、諸王、諸侯、諸豪、諸大夫、女院、女王、女御、女
大夫、女帝、商相、商務相、商務長官、将軍、将軍家、将領、小ブル、小作、小市民、小
身者、小姓、小前、小農、小名、庄屋、上つ方、上皇、上流婦人、丞相、城主、城代、常
雇い、常民、職業婦人、食い詰め者、新院、新興階級、新帝、臣、臣下、臣籍、臣民、親王

唖、唖者、異常児、一眼、院、餓死者、怪我人、怪死体、学用患者、患者、奇形児、吃
り、急患、居士、古人、故主、故親、故人、狐付き、行き倒れ、行路病者、座頭、死者、
死傷者、死人、肢体不自由児、手負い、手無し、首吊り、重患、重症患者、重障児、重度
身障者、殉教者、傷者、傷兵、傷痍軍人、焼死者、新患、身障児、身障者、身体障害者、
人三化七、晴眼者、精薄児、先師、先儒、先人、戦死者、前賢、全盲、足弱、損害、他殺
体、蛸坊主、禿げ頭、廃人、廃兵、肺患、白子、白皙、半病人、病み上がり、病気持ち、
病妻、病児、病者、病人、病夫、病父、病兵、病母、病友、不具者、不具廃疾者、風邪引
き、片輪、保菌者、亡き者、亡き人、亡き数、亡兄、亡妻、亡者、亡弟、亡夫、亡父、亡
母、亡妹、亡友、夢遊病者、無縁仏、盲、盲詩人、盲者、盲人、盲法師、目腐れ、聾、聾
唖、聾唖者、聾児、聾者、喘息持ち、疝気持ち、瘡掻き、癈疾者、癩者、癪持ち、眇、
跛、蹇、躄、お多福、せむし、めっかち、アル中、エキシビショニスト、サイコ、シャム
双生児、ダンディー、トムサム、ノクタンビュール、ヒステリック、ペドフィリア

亜聖、亜流、暗愚、暗主、偉才、偉材、偉人、偉物、意気地無し、異能力士、遺賢、医
聖、井の中の蛙、井蛙、一将、一人者、一人物、一線投手、一大教主、一年議員、一年社
員、一年坊主、一匹狼、一枚看板、逸材、逸足、隠君子、隠士、隠者、永年勤続者、英
傑、英才、英俊、英雄、演技派、燕雀、猿真似、王者、臆病者、下愚、下根、下手、歌会
の講師、歌合せの講師、歌聖、稼ぎ手、花形、画聖、臥竜、怪傑、開山、開祖、外交官試
補、確り者、学者ばか、楽聖、活仏、活弁、鴨、漢字博士、間抜け、器量人、奇才、奇
士、帰り新参、気弱、記録保持者、騎手、鬼才、弓取り、急先鋒、求道者、泣き虫、泣き
味噌、旧人、巨材、巨儒、巨匠、巨商、巨人、巨星、侠客、侠勇、強か者、強豪、強者、
恐妻家、教主、教祖、業師、業曝し、苦労人、駆け込み博士、駆け出し、愚者、愚人、愚
鈍、愚物、愚民、空者、君子、群盲、群雄、経験者、軽輩、傑士、傑人、傑僧、傑物、健
筆家、剣客、剣豪、剣士、堅なり、権威、見巧者、見習い、見習い工、賢者、賢主、賢
人、賢哲、遣り手、元祖、玄人、現役、古賢、古豪、古参、古聖人、故実家、五百羅漢、
呉下の阿蒙、御上りさん、功労者、口利き、巧者、巧手、荒武者、降将、降人、高士、高
祖、高僧、高段者、高名、鴻鵠、剛の者、豪傑、国際人、国士、腰抜け、惚けなす、骨
太、骨無し、今浦島、左巻き、才子、才女、才人、才弾け者、才媛、才物、材、策士、雑
魚、雑輩、雑兵、晒し者、三羽烏、三冠王、三傑、三皇、三十六歌仙、三聖、三蔵、三太
郎、三哲、山育ち、山猿、仕事師、使い手、四聖、四天王、士君子、士人、始祖、師範
代、至人、詞宗、詩宗、詩聖、試補、自然人、識者、実習生、実力者、若朽、若手、若
輩、弱者、弱卒、弱虫、弱味噌、手だれ、手利き、手腕家、宗祖、秀才、衆愚、十哲、重
鎮、熟練工、出世頭、出来た人、出来損ない、出来物、俊英、俊傑、俊才、俊秀、俊髦、
処士、初学者、初心者、書聖、書仙、諸家、女傑、勝者、商売人、小人、小人物、小坊
主、上者、上手、上手者、上段者、丈夫、杖柱、飾り物、尻抜け、新鋭、新顔、新参、新
参者、新進、新人、新星、新前、新卒、新入り、新入生、新米、申し子、真人、真打ち、
神君、神童、紳士、親馬鹿、人間国宝、人傑、人材、人士、人的資源、世辞者、世捨て
人、成り上がり、成り上がり者、成績不良、成長株、星、生き字引、生侍、精鋭、精神薄
弱、精兵、聖、聖賢、聖者、聖人、聖人君子、聖俗、聖哲、聖天子、聖徒、声望家、西
哲、青侍、青二才、切れ者、仙人、先覚、先覚者、先駆、先駆け、先賢、先儒、先達、先哲
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性向

1 1 2 5 3 197-218

愛煙家、愛犬家、愛妻家、愛石家、悪漢、悪玉、悪妻、悪者、悪女、悪人、悪太郎、悪
党、悪童、悪徳業者、握り屋、意地っぱり、意地悪、異端者、一言居士、一刻者、一人善
がり、一徹者、一発屋、一匹狼、一味、逸民、引かれ者、引っ込み思案、飲み手、飲み
助、飲兵衛、陰間、陰気、陰険、右党、右派、迂人、嘘つき、運動員、雲助運転手、永年
勤続者、衛生家、疫病神、厭人者、艶福家、汚吏、横紙破り、恩知らず、音きち、下戸、
下司、下手人、下種、暇人、歌舞伎者、歌舞伎通、火付け、稼ぎ者、我侭者、餓鬼大将、
快男子、怪漢、怪人、海千山千、外交家、確り者、角通、郭狂い、革新、岳人、楽屋雀、
楽天家、活動家、寒がり、寒がり屋、姦夫、姦婦、感情家、漢奸、甘口、甘党、贋金作
り、奇士、奇人、奇麗好き、寄生虫、既遂犯、棋客、機嫌買い、気違い、気強者、気取り
屋、気障、気分屋、鬼婆、偽善者、義士、義人、義民、吉原雀、客好き、逆徒、急先鋒、
巨魁、漁色家、京雀、共犯、凶悪犯人、凶漢、凶手、凶状持ち、凶徒、強酒、強力犯、狂
者、狂女、狂人、凝り屋、業突張り、曲者、極楽とんぼ、極道、禁治産者、銀ブラ族、苦
労人、虞犯少年、形式主義、形式犯、経済家、軽口、芸、劇通、倹約家、健啖家、喧し
屋、堅気、堅人、堅蔵、堅物、見え坊、遣り手、古狐、古狸、胡麻擂、誇大妄想狂、後引
き上戸、御釜、御人好し、御尋ね者、御澄し、御調子者、御天気屋、御天気者、碁客、碁
打ち、交際家、功臣、口べた、口まめ、口悪、口軽、口巧者、口重、口上手、口早、口達
者、向こう見ず、好き者、好角家、好楽家、好漢、好事家、好色、好人物、慌て者、硬骨
漢、荒くれ者、行動派、高士、高踏派、国士、国事犯、穀潰し、酷吏、黒、黒幕、骨無
し、今業平、困り者、左党、左派、左翼、詐欺師、罪作り、罪人、策士、擦れっ枯らし、
擦れ枯らし、札打ち、殺人鬼、晒し者、三日坊主、三枚目、山師、山男、散人、刺客、始
末屋、志士、死刑囚、事後従犯、事情通、持て余し者、実際家、実質犯、社交家、社用
族、主義者、主犯、守銭奴、手長、手余し者、酒飲み、酒家、酒客、酒好き、酒豪、酒食
らい、酒仙、酒徒、首魁、首謀、首領、囚人、囚徒、囚虜、収集家、収集狂、醜類、従
犯、渋ちん、淑人、出好き、出歯龜、出無精、淳良、準禁治産者、純朴、初犯、初物食
い、暑がり屋、書淫、助平、女権論者、女好き、女囚、女道楽、女郎買、勝負師、少食
家、消息通、照れ屋、笑い上戸、上戸、上方贅六、常習犯、常人、情け知らず、情熱家、
情無し、色きち、色気違い、色事師、色女、色情狂、色男、色魔、触法少年、食いしん坊、
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職名呼称

1 1 2 6 0 224-317

阿闍梨、悪僧、悪徳業者、按摩、案内嬢、闇屋、杏林、委員長、尉、尉官、易者、異能力
士、医、医育者、医家、医学者、医学生、医学博士、医師、医者、医聖、医長、井戸塀議
員、一尉、一佐、一線投手、一曹、一等兵、一年議員、一年坊主、一兵、一塁手、一浪、
員外教授、淫売、淫売婦、院主、院生、院長、陰間、隠坊、右大将、右大臣、右筆、右
府、右翼手、宇宙飛行士、鵜飼い、鵜匠、姥、浦人、運ちゃん、運送屋、運転士、運転
手、運輸相、雲助、雲助運転手、雲水、影武者、栄養士、英文学者、衛視、衛兵、駅手、
駅長、駅夫、円頂黒衣、園丁、園長、演歌師、演技派、演出家、猿引き、猿回し、縁日商
人、汚吏、汚穢屋、奥女中、押し相撲、押し売り、横綱、鴬芸者、黄門、岡っ引き、沖荷
役、沖仲仕、卸し、卸売り、卸販売、卸問屋、音楽家、下ろし屋、下官、下級生、下仕
え、下士官、下女、下女中、下足番、下男、下働き、下僕、下郎、下婢、化学者、家元、
家後切り、家従、家政婦、家庭教師、家扶、家僕、家令、科学者、歌い手、歌い女、歌詠
み、歌歌い、歌手、歌人、歌聖、歌仙、歌姫、歌舞伎者、河原者、火事場泥坊、火事泥、
火手、火消し、火夫、花車方、花守、花盗人、荷担ぎ、課長、課長心得、課長補佐、画
家、画学生、画工、画商、画人、画聖、画伯、会計士、会計主任、会長、会頭、回し者、
回船問屋、怪僧、怪盗、海尉、海員、海佐、海士、海士長、海女、海将、海将補、海曹、
海相、海賊、海兵、海老茶式部、絵かき、絵師、開業医、開祖、凱旋将軍、外タレ、外科
医、外交員、外交官、外商、外相、外郎売り、街商、街娼、各省大臣、角袖、角兵衛獅
子、閣下、閣僚、学監、学究、学士、学者、学者ばか、学匠、学生、学僧、学長、学徒、
学童、学僕、楽員、楽士、楽師、楽匠、楽人、楽聖、楽長、活仏、釜師、乾物屋、官、官
員、官憲、官女、官武、官房長官、官吏、官僚、干城、幹事、幹事長、漢学者、漢方医、
監察医、監察官、監事、監督、看護婦、看守、管長、管理者、管理職、管理人、翰林、艦
長、観戦武官、貫首、貫長、間者、間諜、関、関取、関守、関白、関脇、館長、眼科医、
贋金作り、願人、奇術師、奇麗所、旗下、旗頭、旗本、旗本奴、棋士、機関士、機関助
士、機長、帰休兵、記者、記録保持者、貴官、貴僧、騎士、騎手、騎馬巡査、騎兵、鬼課
長、鬼将軍、儀典課長、儀仗兵、妓、妓女、戯れ女、戯作者、技官、技工、技師、技手、
技術屋、義賊、義僕、議員、議長、客員教授、客引き、客僧、逆賊、宮司、宮守、宮大
工、救援投手、窮措大、級長、給仕、給費生、牛飼い、牛追い、居直り強盗、巨儒、巨匠、
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地位呼称

1 1 2 7 0 318-332

委員長、尉、尉官、医学博士、医長、一尉、一佐、一曹、一段、一等兵、一年社員、院
長、右大将、右大臣、右府、右幕下、運輸相、英兵、衛士、衛兵、駅員、駅手、駅長、駅
夫、駅務係、園長、応召兵、横綱、王、王侯、王様、黄門、下士官、家君、家長、家老、
華族、課長、課長心得、課長補佐、会計主任、会長、会頭、海尉、海佐、海士、海士長、
海将、海将補、海曹、海相、海兵、凱旋将軍、外相、外務員、各省大臣、閣員、閣下、閣
僚、閣老、学監、学士、学長、楽長、官女、官房長官、幹事、幹事長、幹部、漢字博士、
監査役、監督、看守、管長、管領、艦長、観戦武官、貫主、貫首、貫長、関、関白、関
脇、館員、館長、機長、帰休兵、貴族、騎馬巡査、騎兵、鬼課長、鬼将軍、儀典課長、儀
仗兵、技官、技師、技手、議員、議長、客員教授、客将、宮相、級長、巨魁、漁業相、供
頭、卿、教員、教官、教皇、教師、教授、教職員、教頭、教務主任、教諭、局員、局長、
禁裏様、九卿、九段、区長、駆け込み博士、空尉、空佐、空士、空士長、空将、空将補、
空曹、空相、君王、君公、軍師、軍曹、軍兵、係員、係官、係長、刑事、経博、警官、警
察官、警視、警視正、警部、軽騎兵、鶏口、月卿雲客、兼摂大臣、建設相、憲兵、検校、
検事、検事正、県会議員、県知事、見習士官、元勲、元首、元帥、元締め、元老、現場監
督、古参兵、古兵、戸主、顧問、五摂家、五段、伍長、後住、御大、御裏様、護衛兵、交
通巡査、侯、侯爵、侯伯、公、公家、公家衆、公卿、公使、公爵、公証人、公選知事、勾
当、厚相、坑夫、工員、工手、工博、工兵、校長、校務主任、甲板長、皇みこと、皇帝、
紅衛兵、紅小兵、行政大臣、講師、鉱夫、降将、高官、豪族、国王、国会議員、国師、国
璽尚書、国主、国守、国造、国防相、国務相、国務大臣、国務長官、獄吏、今上陛下、佐
官、左大臣、左府、座主、座長、宰相、菜っ葉服、裁判官、雑役夫、三尉、三冠王、三
佐、三曹、三段、三段目、三役、参事、参謀、参与、使臣、司書、司書官、司書教諭、司
書補、司政官、司令、司令官、四段、士、士官、士卒、士長、子爵、市議、市区町村長、
市区長、市町村長、市長、師団長、指揮者、支社長、支配人、私兵、至尊、事務員、事務
官、事務局員、事務局長、侍講、侍従、侍大将、時間講師、次官、次席、次長、自治相、
七段、執行吏、執事、執政、執政官、執達吏、室員、室長、写字生、斜陽族、社員、社
長、社稷の臣、若者頭、若年寄、主幹、主監、主管、主教、主計、主査、主事、主事補、
主将、主席、主任、主筆、主務者、主務大臣、取締役、取的、守衛、守護、守兵、手代、手
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役割呼称

1 1 2 8 0 333-361

神仏

1 1 3 0 0 219
1 1 3 1 0 220

39

霊

1 1 3 2 0 221

悪霊、英魂、英霊、怨霊、金鵄、言霊、御霊、皇霊、魂、魂魄、山霊、死霊、諸霊、心
霊、新仏、神霊、神憑り、睡魔、生き霊、生き魑魅、生魂、精、精霊、聖霊、船霊、忠
魂、忠霊、天馬、物の怪、亡魂、亡霊、木精、幽鬼、幽魂、幽霊、妖精、霊、霊魂、魑
魅、エルフ、エルフィン、オベロン、ゴースト、ゾンビー、ニンフ、バロマ

40

化け物

1 1 3 3 0 222

悪鬼、悪魔、異類、烏天狗、雲竜、化け物、河太郎、迦陵頻伽、餓鬼、怪異、怪獣、怪
鳥、怪物、海坊主、鬼、鬼女、鬼畜、鬼婆、吸血鬼、牛頭、牛頭馬頭、巨人、倶梨伽羅、
幻魔、口裂け女、三目小僧、山姥、死魔、邪気、邪鬼、主、修羅、小鬼、小人、昇龍、人
魚、人魂、瑞鳳、青鬼、赤鬼、雪女、雪女郎、雪男、雪娘、足疾鬼、大入道、通り魔、天
の邪鬼、天狗、天魔、天魔波旬、入道、波旬、馬頭、般若、比翼、比翼の鳥、飛龍、不死
鳥、鳳凰、魔、魔縁、魔王、魔女、魔物、魔魅、妙音鳥、夢魔、木の葉天狗、夜叉、妖
怪、妖怪変化、妖女、妖魔、羅刹、竜、霊獣、亢龍、憑き物、猩猩、蛟、蛟龍、貘、轆轤
首、魍魎、魑魅、魑魅魍魎、鯱、麒麟、あやかし、お化け、かっぱ、さんだらぼっち、
のっぺらぼう、アンドロイド、イエティ、ウィザード、エーリアン、サイボーグ、サス
カッチ、サタン、スプライト、ソーサーマン、デーモン、デビル、デモン、ドラゴン、バ
ンパイア、ヒューマノイド、フェアリー、ベム、マーメイド、モンスター、ヤプー、リバ
イアサン、ルシフェル

1 1 4 0 0 362

組織、地下組織、北部、オーガニゼーション、システム

37
38

41

擬人

組織

愛読者、悪玉、悪役、委員長、意見番、慰み者、慰問使、為り手、為筋、衣装方、一番
手、一塁手、引き立て役、引取り手、隠密、右筆、右翼、右翼手、泳者、衛兵、詠み手、
駅務係、汚れ役、応募者、屋台骨、音頭取り、下請人、伽衆、加害者、加冠、家持ち、家
主、果報者、歌い手、火消し、火消し役、火付け役、稼ぎ者、稼ぎ手、花車方、荷主、荷
受け人、荷送り人、介錯人、介添え、介添え役、会衆、会場係、会長、回し者、外交団、
外事係、外野手、害者、閣老、学監、学習者、掛け取り、活弁、鞄持ち、株主、勧降使、
勧進元、官選弁護人、幹事、幹部、幹部候補生、幹部社員、監査役、監督、看客、管財
人、管理人、観客、観光客、観衆、観戦武官、間者、間諜、贋者、贋首、顔役、願い主、
願人、希望者、旗持ち、旗手、既受領者、機関助士、記者、記録保持者、騎手、犠牲、議
長、客、急使、急先鋒、救い主、救援投手、泣き女、球審、巨人、巨頭、巨擘、供、凶
手、強打者、教祖、興業主、興信所、業主、局長、金穴、金主、金貸し、金脈、駒、軍
使、軍首脳、係、係官、経験者、計時係、撃ち手、月下氷人、剣士、検使、検数人、見回
り、見者、見送り人、見張り、見物客、見物人、遣外使節、遣唐使、遣隋使、顕官、元締
め、原告、現場監督、言い出しっ屁、呼び出し、雇い主、雇主、雇人、顧問、午前様、呉
れ手、後ろ楯、後衛、後釜、後見、御納戸役、御裏様、語り手、語り部、交替、候補、候
補者、公述人、口のきき方、口合い、口上謂、口利き、幸運児、構い手、行司、講元、講
師、高官、剛球投手、国家老、国老、黒幕、左翼、左翼手、差出人、差配、査察使、座
元、座長、座頭、債鬼、債権者、債務者、最大手、最適任者、斎主、在住者、作家、作事
方、作者、札差し、三太夫、三役、三塁手、参考人、参事、参拝人、参謀、参与、山元、
産業スパイ、賛成者、仕手、使い、使い手、使者、使臣、使節、使節団、使用者、司会、
司会者、司婚者、司書補、子方、子役、師団長、師範代、師傅、志望者、指揮者、指導
員、指導者、指南、指南番、施行主、施主、止宿人、視聴者、試験官、飼い主、事務取
扱、侍者、持ち駒、持ち主、持ち番、持主、時の氏神、次席、次走者、次打者、次打手、
執事、執奏、実事、舎監、写真班、射手、社主、邪魔者、借り主、借り手、借り方、借家
人、借金取り、若年寄、主、主演、主管、主権者、主宰、主事、主事補、主軸、主将、主
審、主人公、主戦投手、主任弁護人、主砲、主務者、主役、取り持ち、取り次ぎ、取り次
ぎ店、取り手、守衛、守役、手先、手伝い、首唱者、首脳、首脳部、首謀、首謀者、受け持

疫病神、炎摩、化身、海神、鬼神、鬼門除け、救い主、救世主、牛頭天王、金神、軍神、
権化、権現、現津御神、五大明王、御天道様、御仏、御霊代、皇神、皇大神、荒神、祭
神、三宝荒神、山の神、山神、四天王、子安の神、子育地蔵、死に神、氏神、詩神、邪
神、主、主神、守り神、守り本尊、守護神、手向けの神、宗社、十二神、女神、上帝、上
天、神、神祇、神人、神仙、神祖、神体、神仏、神明、神様、人格神、水神、生き神様、
生き仏、聖衆、石神、仙女、祖神、造物主、多神、大神、大年、大仏、地祇、地神、天、
天一神、天王、天使、天女、天神、天人、天津乙女、天帝、天道、道祖神、如来、蕃神、
美神、貧乏神、賓頭盧、浮屠、浮屠氏、武神、風神、風伯、風伯雨師、福の神、仏神、仏
法僧、菩薩、報身仏、法身仏、本尊、摩利支天、魔神、明王、明神、唯一神、雷神、龍
王、龍神、霊神、六地蔵、夾侍、エンジェル、カラミティー、ゴット、プルートー、マス
コット、メサイア
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42

機関

1 1 4 1 0 363-371

安定所、移動診療所、移動図書館、医院、医科、医科大、医科大学、医学部、医局、医
専、医大、一日内閣、一番手、一列横隊、院、運動場、営繕課、営林局、営林署、英軍、
英文学科、衛府、駅、園、援軍、援兵、演武場、演舞場、横隊、王師、王立図書館、音楽
大、音楽大学、音専、音大、下級裁判所、家裁、家庭裁判所、寡兵、科、科学院、河岸、
火葬場、花屋敷、課、会館、会堂、海空軍、海軍、海軍兵学校、海港、海上自衛隊、海浜
学校、絵画館、開港場、階段教室、外苑、外科、外郭団体、外局、外語大、外国語大、外
国語大学、外信部、外大、外報部、各種学校、各州、各省、学び舎、学院、学園、学科、
学芸部、学校、学校法人、学事課、学窓、学府、学部、学務課、学寮、官学、官軍、官
公、官公署、官公庁、官省、官庁、官邸、官房、感化院、監獄、監督局、監房、管区、管
理局、簡易裁判所、艦隊、観光課、関所、関西空港、眼科、基地、寄せ手、寄宿舎、旗
下、旗鼓、旗行列、機関、機関区、機構、機甲部隊、機甲兵団、機動隊、気象台、騎兵、
儀仗兵、技研、義軍、義兵、義勇軍、議会、宮廷、救護班、球場、旧制高校、旧大、旧
中、旧帝大、旧幕、漁港、魚河岸、魚市場、競馬場、教育委員会、教育大、教育大学、教
護院、教室、教習所、教場、教大、局、禁衛隊、近県、金庫、金融公庫、金融市場、九
州、区、区会、区検、区検察庁、区裁、区裁判所、区庁、区役所、空軍、空港、空挺部
隊、空陸、軍、軍楽隊、軍港、軍産、軍勢、軍隊、軍団、軍当局、軍部、軍法会議、軍
旅、郡、郡司、係、刑務所、形成外科、経済大、経済大学、経専、経大、警察、警察署、
警視庁、軽騎兵、芸術大、芸術大学、芸大、建設局、懸軍、検疫所、検察、検察庁、検事
局、研究所、県、県会、県議会、県警、県警察、県大、県庁、県立大学、県立病院、見本
市、元帥府、元老院、原隊、原発、現業庁、現局、孤軍、孤児院、鼓隊、鼓笛隊、五十
市、五十村、五十町、伍、後衛、後押さえ、後詰め、後陣、後続部隊、後発隊、後備、後
備え、御苑、御歌所、御練り、交通機関、公園、公会堂、公器、公儀、公共団体、公庫、
公舎、公署、公設市場、公大、公民館、公立学校、工科、工科大、工科大学、工学部、工
業大、工業大学、工芸大、工高、工試、工専、工大、広報課、拘置所、攻め手、港、皇
軍、紅衛兵、紅軍、航空自衛隊、航研、行監、行政機関、行政府、講習所、購買部、鋼索
鉄道、高、高架鉄道、高検、高工、高校、高師、高女、高商、高小、高等学校、高等検察
庁、高等裁判所、高等専門学校、高農、国会、国庫、国語伝習所、国大、国府、国民休暇村

43

党派団体

1 1 4 2 0 372-382

圧力団体、安宿、安保理、闇屋、委員会、為銀、為替銀行、医師会、一家、一座、一社、
一膳飯屋、一組、一派、一番館、一味、一味徒党、一六銀行、稲荷、飲み屋、院、院外
団、右、右党、右派、右翼、運協、運送店、運動具店、営団、映画館、映劇、衛陶、縁切
り寺、応援団、屋台店、卸売り、卸販売、卸問屋、下ろし屋、下宿屋、下請け工場、下請
工場、下請負、加盟店、家、家庭電器、家庭電気、家電、果物店、歌会、歌劇団、歌舞
団、菓子司、菓子店、過激派、会、会社、会派、回船問屋、外郭団体、外銀、外光派、外
国商社、外商部、街商組合、革新、革新政党、革保、学会、学級、学習塾、学派、学閥、
楽器店、楽隊、楽団、掛け茶屋、株式会社、乾ドック、歓送迎会、管弦楽団、簡易食堂、
観光団、観桜会、玩具店、眼鏡店、企業、寄席、期成同盟、棋院、機工、機装、機電、貴
行、貴社、議連、喫茶店、詰め所、客舎、逆旅、宮、救世軍、球団、旧派、牛乳店、居酒
屋、漁協、漁業協同組合、漁連、魚店、共済組合、共闘委、協会、協同組合、教育委員
会、教会、教職員組合、教団、教派、橋梁、興業銀行、興産、興信所、興発、郷社、郷
党、業者、曲馬団、極右、極左、金鉱山、金物店、金融機関、吟社、銀行、句会、区教
委、靴店、軍産、軍閥、系列会社、警防団、芸術院、劇場、劇団、結社、建て株会社、建
機、建具屋、建工、建装、建鉄、研究所、研紙、県教委、県社、県人会、県連、見世物小
屋、原級、古寺、古社寺、古着屋、古物屋、鼓笛隊、五山、五人組、互助会、呉服店、後
援会、後期印象派、後発メーカー、御握り屋、御好み食堂、御用組合、悟派、交響団、光
機、光電、光房、公益法人、公企業、公共企業体、公共組合、公教会、公司、公社、公取
委、公団、公党、公法人、工営、工機、工廠、工場、工販、工務店、攻守同盟、硬派、航
運、航業、航測、荒物店、衡機、講、講社、講習会、購買組合、鉱山、鋼機、鋼板、合作
社、合資会社、合弁会社、合名会社、国分寺、黒ヘル、混成チーム、佐幕、佐幕派、左、
左党、左派、左翼、座組み、債券信用銀行、最左翼、最大手、財団、財閥、作り酒屋、撮
影所、雑派、三公社、三社、山寺、産業組合、仕切り屋、仕入れ先、仕立て屋、使節、使
節団、四目屋、子会社、市銀、市中銀行、指し物屋、支社、支店、支部、私企業、私党、
私法人、試験所、事業者、事業所、寺、寺々、寺院、寺社、時計店、自営業者、自警団、
自工、自社、自門、悉皆屋、質舗、写真店、煮売り屋、社、社研、社寺、社団、社団法
人、社中、社内、若宮、主意派、主流派、取締役会、酒場、酒蔵、酒店、酒保、宗、宗教団

44

集団

1 1 4 3 0 383

一行、一座、一団、仮装行列、伽衆、蚊柱、会衆、塊、観衆、寄り集まり、魚群、共同戦
線、凶徒、群、群衆、群集、群像、軽騎兵、固まり、鼓隊、後発隊、後備、御一統様、公
家衆、取材班、種族、集団、人だかり、人垣、人群、人山、人出、人波、人民戦線、先発
隊、隊、隊商、大群、団体、地域社会、聴衆、同勢、特攻隊、屯、買出し部隊、部族、分
団、報道陣、やじ馬、オーディエンス、キャラバン、コミュニティー、センスタンク、
トップグループ、マス、モッブ

45

社会

1 1 4 4 0 384

活社会、旧世界、協同体、巷間、江湖、四方山、市井、市民社会、時世、治世、実社会、
社会、小天地、情報化社会、人世、人中、塵界、世、世の中、世界、世間、世上、世相、
世俗、全世界、層、俗間、俗世間、濁世、天下、天地、民間、民際、乱世、ゲゼルシャフ
ト、ゲマインシャフト、ソサエティ、ソサエティー、ソシエテ、ナレッジソサイエティ、
ハイソサエティー、プレシビライズド、マスソサイエティ、ワールド

46

国家

1 1 4 5 0 385

異国、異朝、一国、一敵国、一等国、永世中立国、英側、衛星国、王国、王朝、仮想敵
国、加盟国、我が国、海国、外国、各国、旗国、貴国、旧藩、共産国、共和国、強国、近
国、君国、群小国家、軍国、警察国家、故国、胡国、後進国、御国、交戦国、公国、好戦
国、皇漢、皇御国、皇国、国、国々、国家、最恵国、最貧国、三韓、産銅国、産油国、四
隣、市国、支藩、自国、社稷、弱国、主権国、宗社、宗主国、従属国、諸国、小国、小人
国、神国、親藩、枢軸国、世界国家、先進国、占領国、戦敗国、祖国、属国、他国、多
国、大国、大人国、大藩、第三国、第三勢力、第三帝国、中進国、中立国、低開発国、帝
国、締盟国、敵国、土侯国、島国、東国、当国、当事国、独立国、南国、任国、発展途上
国、藩、蛮国、文明国、弊国、保護国、母国、法治国、邦家、北国、本国、本朝、本邦、
万国、万邦、民主国、盟主、盟邦、友邦、雄藩、与国、理事国、両国、隣国、隣邦、列
強、列国、列藩、連合国、連邦、老大国、和、エンパイア、カントリー、キーカントリー
ズ、キングダム、コモンウエルス、フェデレーション、リパブリック、レパブリック
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47

界

1 1 4 6 0 386

歌壇、花柳界、華冑界、画壇、各界、角界、学界、楽界、楽壇、株式市場、官海、官界、
官辺、官辺筋、技術畑、球界、業界、筋、金融市場、経済界、芸苑、芸界、芸能界、劇
界、劇壇、公共、財界、産学、市場、斯界、詩界、詩壇、自然界、実業界、社交界、書
壇、小宇宙、消息筋、植物界、職域、色界、粋筋、世間、政界、政財、政財界、生物界、
操觚界、草莽、其の筋、畜生界、朝野、敵陣、動物界、能界、俳壇、評壇、文学界、文
壇、法曹界、民間、民際、無色界、梨園、労使、労資、浪界、論壇、和漢洋、インダスト
リー、ジャーナリズム、セラーズマーケット、ドミモンド、パルナス、プラザ、ベルト
シュメルツ、マーケット、マート、マスコミ

48

家庭

1 1 4 7 0 387

一堂、縁家、家、家庭、家門、我が家、各戸、患家、貴家、旧家、権門、戸々、豪家、婚
家、産家、持ち合い所帯、自宅、実家、主家、宗家、出入り場、所帯、妾宅、新所帯、親
許、親里、世帯、生家、拙宅、痩せ所帯、尊家、尊宅、尊堂、他家、宅、檀家、天皇家、
当家、同家、内々、内輪、病家、貧家、貧乏所帯、武門、分家、別家、母子家庭、本家、
本所、又隣、名家、名門、門閥、養家、里、良家、隣、隣家、スイートホーム、ドメス
ティック、ハイム、ホーム、メナージ

49
50

場所名

1 2 0 0 0 388,468,469,47 海陸、空陸、山海、自然、水陸、大自然、地の利、地形、地勢、地相、地文、地理、超自
0
然、天然、非我、ナチュール、ネーチャー、ネーチャリスム
施設名

1 2 1 0 0 389

営造物、開発センター、客殿、旧館、建造物、建築、建物、講堂、高閣、高層建築、高
楼、施設、時計台、新館、新築、設備、尖塔、全館、鉄塔、殿堂、塔、当院、当館、堂
宇、白玉楼、百万塔、伏魔殿、分院、分館、分室、弊館、別館、別棟、防火建築、本館、
本建築、摩天楼、遊休施設、洋館、楼、楼閣、インフラ、オベリスク、クーリングタ
ワー、スティープル、センター、タワー、パレス、ビル、ビルディング、ブールス、ブ
ロック建築、マリンタワー、マンモスビル、ユーポート
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公共施設

1 2 1 1 0 390-427

悪道、悪路、安定所、暗渠、移動診療所、移動図書館、医院、医科大、医科大学、医学
部、医局、医専、医大、井戸、一線、一番館、一本橋、茨の道、引き込み線、引っ込み
線、引込み線、迂回、迂路、運河、運動場、営林局、営林署、映画館、映劇、衛府、衛兵
所、駅、駅ビル、駅舎、駅頭、駅路、園、園舎、堰、堰堤、沿線、沿道、汚水処理場、往
還、往来、横穴、横坑、横断橋、横断歩道、横断歩道橋、横町、横道、王立図書館、音楽
大、音楽大学、音専、音大、下り坂、下級裁判所、下水、下水道、仮橋、可動橋、家裁、
家庭裁判所、架橋、架空ケーブル、架線、河港、火の見櫓、火葬場、花園、花屋敷、花
壇、我が校、会館、会所、会堂、回り道、回線、海軍兵学校、海港、海水浴場、海底電
線、海道、海浜学校、絵画館、開港場、階段教室、外苑、外科、外語大、外港、外国語
大、外国語大学、外線、外大、外堀、崖道、街、街道、街道筋、街路、各種学校、各省、
角、学び舎、学院、学園、学校、学校法人、学舎、学習塾、学窓、学内、学府、学部、割
り下水、滑走路、葛折り、官学、官公署、官公庁、官署、官省、官庁、官衙、幹線、幹線
道路、感化院、潅漑用水、環状線、監獄、監督局、管制塔、管理局、簡易裁判所、艦橋、
観測所、鑑別所、間道、関、関屋、関所、関西空港、関門、関路、丸木橋、岸壁、眼科、
眼鏡橋、雁木、寄せ場、寄席、岐路、機関区、機動隊、気象台、軌条、軌道、義塾、議
会、議事堂、休憩所、急坂、球場、給水塔、旧制高校、旧大、旧中、旧帝大、旧道、渠、
漁港、競技場、競艇場、競馬場、教えの庭、教育施設、教育大、教育大学、教護院、教
室、教習所、教場、教大、教壇、橋、橋梁、狭軌、局線、曲がり角、曲走路、禁園、近
道、金庫、金融公庫、銀盤、九線、区会、区検、区検察庁、区裁、区裁判所、区庁、区
道、区役所、空港、空中線、掘り井戸、掘り抜き井戸、掘割、軍港、郡警、郡警察、郡
司、郡道、刑務所、形成外科、畦、畦道、経済大、経済大学、経専、経大、警察、警察
署、警視庁、芸術大、芸術大学、芸大、劇場、血路、建設局、懸橋、検疫所、検察、検察
庁、検事局、犬走り、県議会、県警、県警察、県大、県庁、県道、県立大学、県立病院、
見世物小屋、見晴らし台、遣り水、険路、元老院、原発、現業庁、孤児院、枯れ山水、跨
線橋、跨道橋、五十九線、五十四線、五十二線、五千石、娯楽施設、御苑、御歌所、碁会
所、交差点、交通網、交番、公園、公苑、公会堂、公館、公共施設、公庫、公使館、公衆
便所、公署、公大、公道、公民館、公立学校、公衙、勾配、厚生施設、坑道、工科大、工科
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仕事場

1 2 1 2 0 428-444

安宿、安泊り、闇市、為銀、為替銀行、一社、一膳飯屋、一六銀行、稲田、飲み屋、飲食
店、厩舎、瓜田、運送店、運動具店、営団、衛陶、塩田、塩浜、黄鉄鉱、屋台、屋台店、
卸売り、卸販売、卸問屋、温室、温床、下ろし屋、下請け工場、下請工場、下田、化成
炉、加盟店、家、家畜舎、家庭電器、家庭電気、家電、果樹園、果物店、河岸、花畑、菓
子司、菓子店、我楽多市、会社、回船問屋、海軍工廠、開拓地、外局、外銀、外国商社、
角店、学食、楽器店、掛け茶屋、割烹、割烹店、活版屋、株式会社、株式市場、乾ドッ
ク、乾田、乾物屋、乾物店、勧工場、干拓地、簡易食堂、玩具屋、玩具店、眼鏡店、岩風
呂、旗亭、機工、機装、機電、貴社、妓楼、技研、喫茶店、詰め所、客室、客舎、逆旅、
休閑地、休耕地、牛舎、牛小屋、牛乳店、居酒屋、魚屋、魚河岸、魚市場、魚店、競り
市、興業銀行、興産、興信所、興発、蕎麦処、局、金穴、金鉱、金鉱山、金山、金物屋、
金物店、金融機関、金融市場、銀行、銀山、靴店、桑園、桑田、桑畑、系列会社、鶏舎、
迎賓館、血液銀行、血銀、建て株会社、建機、建具屋、建工、建装、建鉄、検番、研究
所、研紙、見本市、軒店、原子炉、現局、古着屋、古道具屋、古物屋、古物商、古本市、
互市場、呉服屋、呉服店、後発メーカー、御握り屋、御好み食堂、碁会所、光機、光電、
光房、公企業、公共企業体、公司、公社、公設市場、公団、坑内、工営、工機、工廠、工
場、工船、工販、工務店、耕地、航運、航業、航研、航測、荒物屋、荒物店、衡機、鉱
坑、鉱山、鋼機、鋼板、高炉、合資会社、合弁会社、合名会社、国民宿舎、穀倉、墾田、
紺屋、砂風呂、債券信用銀行、最大手、採種圃、採草地、菜の花畑、菜園、菜館、菜畑、
作り酒屋、撮影所、雑貨商、雑貨店、雑魚場、三公社、三社、山畑、仕出し屋、仕立て
屋、四目屋、子会社、市、市銀、市場、市中銀行、指し物屋、支局、支社、支所、支店、
支部、私企業、試験所、事業所、事務局、事務所、時計店、自局、自工、自社、自留地、
七つ屋、悉皆屋、湿田、質屋、質店、質舗、写真館、写真店、煮売り屋、社、社屋、社
研、社務所、若者宿、取り次ぎ店、取引所、種畜牧場、種苗場、酒屋、酒家、酒場、酒
蔵、酒店、酒保、授産所、授産場、宗務所、就職口、州際公社、終夜スナック、住研、住
設、住専、住通、住販、従局、重機、重工、銃砲店、宿、宿屋、宿許、宿舎、宿所、宿
坊、熟田、出張所、出店、書店、書房、書林、書肆、女郎屋、商家、商会、商館、商議
所、商業銀行、商工会議所、商事会社、商社、商店、商売屋、娼家、小間物屋、小間物店、
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居住施設

1 2 1 3 0 445-447

１Ｋ、葦簾ばり、安普請、庵、庵室、一つ家、一軒家、隠れ家、隠れ処、隠宅、鰻の寝
床、雲居、王宮、屋形、屋舎、屋敷、下屋敷、下宿、下宿屋、下駄履住宅、仮の住家、仮
庵、仮宮、仮住まい、家、家屋、家屋敷、家居、家作、家宅、我が家、角屋敷、学寮、茅
屋、官邸、閑居、関屋、寄宿舎、蟻の塔、宮居、宮室、宮城、宮中、宮中三殿、宮廷、宮
殿、宮門、旧の家、旧家、旧居、旧宅、居、居館、禁中、禁門、禁裏、金殿玉楼、九尺二
間、九重、空き家、空き巣、寓居、建て売り、建て売り住宅、賢所、古巣、戸々、後宮、
御所、御殿、御用邸、公営住宅、公舎、公住、公団アパート、公邸、向う裏、控え家、皇
宮、皇后宮、皇霊殿、荒城の宮、行宮、行在所、合宿、婚家、山家、山小屋、山荘、山
房、産殿、市営住宅、師家、私家、私宅、私邸、持ち屋、持ち家、自宅、自邸、自坊、七
軒屋、七軒家、実家、舎、斜塔、社宅、借り家、借家、主家、首相官邸、宗家、修道院、
集住、集団住宅、住まい、住み処、住家、住居、住戸、住宅、十九軒屋、十三軒屋、宿、
宿許、宿舎、塾舎、妾宅、小屋、庄、上屋、上屋敷、上農、城郭、寝殿、新居、新宅、親
里、人屋、人家、数寄屋、正殿、生家、青少年の家、仙宮、仙洞、船蔵、薦張り、組屋
敷、僧庵、僧坊、巣、巣窟、巣箱、草の庵、草庵、草屋、草堂、村荘、対の屋、貸しビ
ル、貸し間、貸家、貸店舗、貸別荘、大奥、大所、大邸宅、大内裏、大厦、大厦高楼、
宅、蛸壷、蛸部屋、蛸壺、炭住、団地、池亭、茶室、茶席、中層アパ、中殿、中農、町
家、長屋、釣殿、亭、邸宅、天堂、殿舎、田舎家、東屋、棟割長屋、堂舎、独立家屋、苫
屋、内院、内裏、二十軒、二十四軒、農家、破屋、廃屋、廃家、売り家、八軒屋、八軒
家、藩邸、飯場、番小屋、百敷、表御殿、浜御殿、浮き巣、部屋、伏せ屋、分家、分譲住
宅、文化住宅、平屋、別家、別荘、別宅、別邸、別殿、別墅、便殿、母屋、母子寮、蜂の
巣、蜂房、坊、本家、本宅、本邸、幕屋、又隣、民家、迷宮、門戸、野の宮、役宅、養老
院、裏長屋、裏店、離れ家、離宮、竜宮、旅住まい、寮、寮舎、隣、隣家、隣邸、廊下、
浪宅、老人ホーム、六軒屋、六軒家、藁屋、塒、杣小屋、聚楽第、陋屋、あばら屋、アジ
ト、アパート、アルカサール、カーサ、カントリーハウス、コーポラス、コテージ、コン
ド、コンドミニアム、サマーハウス、スイートホーム、タウンハウス、ドーミトリー、
ドゥエリング、ドエル、ハーレム、ハイツ、ハウス、バラック、バンガロー、パビリオ
ン、パレ、パンション、ヒュッテ、ビラビアンカ、ブリックハウス、プレカットハウス、
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軍事施設

1 2 1 4 0 448-451

一城、一陣、営舎、営所、営庭、円陣、王城、牙城、陥穽、基地、旗下、蟻塚、居城、橋
頭堡、胸墻、金城、金城鉄壁、金城湯池、空堀、軍営、軍事施設、軍陣、軍門、堅城、堅
陣、堅塁、見付、古城、孤城、孤塁、荒城、壕、根城、砦、策源地、三の丸、山塞、射爆
場、守備陣、縦陣、宿所、出城、哨舎、廠舎、城、城郭、城閣、城塞、城頭、城壁、城
門、城塁、常山の蛇勢、陣、陣営、陣屋、陣所、陣地、陣中、石塁、先陣、戦車壕、前
陣、台場、弾薬庫、長城、梯陣、敵陣、天守閣、都城、屯、二の丸、廃城、背水の陣、布
陣、分営、兵営、兵舎、平城、方形陣、方陣、砲陣、砲台、防空壕、防塞、防壁、堀、本
営、本丸、本拠、本城、本陣、幕営、幕舎、名城、野営、柳営、要塞、落とし穴、塁、塁
壁、練兵場、露営、堡塁、塹壕、帷幕、アクロポリス、アルカサール、キャステル、
キャッスル、キャンプ、シャトー、トーチカ、ヌーディストキャンプ、バリケード、ビ
バーク、ベースキャンプ
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宗教施設

1 2 1 5 0 452-455

稲荷、淫祠、縁切り寺、遠寺、奥の院、伽藍、花御堂、戒壇院、絵馬殿、外陣、宮、巨
刹、教会、郷社、玉垣、金堂、駆け込み寺、経堂、県社、古寺、古社寺、古刹、庫裏、五
山、五重の塔、五輪塔、御宮、御堂、御坊、御霊屋、公教会、高殿、国分寺、祭殿、斎の
宮、札所、三昧場、山寺、山門、子院、氏寺、寺、寺々、寺院、寺社、持仏堂、自坊、自
門、七堂伽藍、社、社寺、社殿、社頭、社務所、若宮、宗社、宗廟、宿坊、書院、小祠、
招魂社、鐘楼、鞘堂、新宮、神宮、神宮寺、神社、神殿、水屋、瑞垣、正教会、正殿、精
舎、聖公会、聖堂、聖廟、石塔、石燈篭、摂社、全山、禅家、禅寺、禅堂、禅林、禅刹、
祖廟、僧院、僧家、僧堂、僧坊、僧門、僧林、相輪、卒塔婆、村社、多宝塔、太子堂、大
師、大社、大神宮、大仏殿、大本山、旦那寺、鳥居、勅願寺、鎮守、辻堂、天主堂、天
神、殿堂、塔頭、塔婆、投込み寺、灯篭、当山、当社、堂、堂塔、内院、内宮、内陣、南
蛮寺、二天門、尼寺、納所、廃寺、拝殿、八幡宮、廟、福音教会、仏家、仏閣、仏寺、仏
殿、仏塔、仏堂、仏刹、分社、別院、別宮、菩提寺、菩提所、奉安殿、宝庫、宝蔵、宝
殿、宝塔、方丈、坊、本院、本宮、本山、本殿、本堂、本坊、末寺、末社、無住寺、名
刹、明神、門徒寺、旅所、礼拝堂、霊屋、霊殿、霊廟、霊刹、梵刹、祠、祠宇、祠堂、
ぽっくり寺、カーバ、カセドラル、カテドラル、シナゴーグ、チャーチ、チャペル、テン
プル、トラピスト、パゴダ、パンテオン、プロテスタント、モスク、モナステリー、モル
モン

56

墓地

1 2 1 6 0 456

奥津城、貝塚、漢墓、古墳、御陵、骨堂、三昧場、山陵、支石墓、首塚、新墓、青山、前
方後円墳、草葉の陰、塚、塚穴、土饅頭、納骨堂、比翼塚、筆塚、墳墓、墓、墓苑、墓
穴、墓原、墓所、墓場、墓地、卵塔場、陵墓、霊園、カタコーム、カタコンブ、カタコン
ベ、ピラミッド

57

その他の施設

1 2 1 7 0 457

格納庫、機関庫、金蔵、穴蔵、犬小屋、校倉、穀倉、祭場、車庫、酒蔵、収蔵庫、書庫、
船小屋、船蔵、倉、倉庫、掃き溜め、蔵、蔵屋敷、炭庫、地下室、蓄蔵庫、駐車場、貯蔵
庫、貯炭場、貯木場、艇庫、屠牛場、土蔵、東屋、納屋、馬小屋、八倉、鳩舎、肥溜め、
物見、物置、文庫、保税倉庫、奉安庫、宝物殿、野壷、ごみ溜め、ウェアハウス、カー
パーク、カーポート、ガーデンハウス、セラー、デポー、ニッパハット、パーキング、
ミートバンク、モルグ

58

地域名

1 2 2 0 0 458
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59

地域の範囲

1 2 2 1 0 459

亜寒帯、亜成層圏、亜熱帯、安全圏、井の中、域、一区、一帯、陰、雨域、横道、屋内、
温帯、火山帯、花野、過疎地帯、解放区、外野、外枠、寒極、寒帯、寒冷地、管区、眼
界、気圏、気候帯、畿内、旧大陸、巨帯、京畿、共産圏、共同戦線、境域、境内、教区、
極、極冠、極帯、極地、九区、区、区域、区下、区画、区外、区間、区内、区部、空域、
圏内、県央、県西、県東、県南、県北、県立公園、五区、工特、広域、広範囲、校庭、構
内、行動半径、鉱区、高圧帯、高緯度、国定公園、国民休暇村、国立公園、穀倉地帯、三
区、三方、山内、四区、市部、死角、私娼窟、視界、視野、寺中、寺内、寺領、磁界、磁
区、磁場、七区、手の内、首都圏、樹林帯、十九区、十区、十五区、十三区、十七区、十
二区、十八区、十六区、出入域、所領、女人結界、商工業地帯、小選挙区、城西、場、場
内、条里、浄域、神域、神領、震域、震央、人民戦線、水域、水圏、水半球、勢力圏、勢
力範囲、成層圏、聖域、西土、西半球、西部、赤線、赤道、戦域、線区、選挙区、全域、
全欧、荘園、対流圏、帯域、泰西、泰東、大気、大気圏、大圏、大選挙区、単作地帯、暖
帯、地衣帯、地域、地区、地所、地震帯、地帯、地盤、地方、地雷原、中央部、中西部、
中選挙区、丁場、直轄区、電界、電場、電離層、土地、凍土帯、東半球、東部、同条、特
区、内水、内野、内陸部、縄張り、南極圏、南半球、二区、二十九区、二十区、二十五
区、二十三区、二十八区、二方、熱圏、熱帯、農村、八区、八方、範囲、票田、風致地
区、文教地区、閉域、辺り、墓域、方面、暴風圏、北極、北極圏、北半球、幕下、無防備
地帯、予防線、陽、流域、領域、緑地帯、霊域、六区、アタックゾーン、アレー、エク
メーネ、エリア、オリンピック村、オンリミット、カテゴリー、カバレッジ、キャンパ
ス、グリーンベルト、グレーゾーン、ゲットー、コリドー、サバンナ、サンベルト、シー
レーン、ゼロメートル地帯、ゾーン、ナショナルパーク、バイオスフィア、バファーゾー
ン、バンアレン帯、パードサンクチュアリ、パリッシュ、ヒンターランド、フロンティ
ア、ブロック、ブロック経済、ヘーブン、ボンネルフ、ポンドブロック、リアノス、リム
ランド、ロード、ロードレスエリア
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活動範囲

1 2 2 2 0 460

阿片窟、宛て先、安息所、暗がり、慰安所、椅子席、遺構、遺跡、遺物、遺址、一城、一
場、一塁、右前、雨落ち、宴席、遠地点、王座、温泉場、下座、下席、仮り場、火事場、
火線、箇所、会所、会場、貝塚、外、街上、干し場、危地、基地、寄せ場、寄る辺、寄留
地、貴所、起点、議場、詰め所、客席、宮居、旧跡、旧址、居館、居住地、居所、居場
所、居村、居留地、拠点、漁場、境界、蕎麦処、玉座、勤め口、勤め先、勤務先、近場、
靴売り場、軍の庭、軍事拠点、軍陣、刑場、稽古場、決め所、穴場、検問所、県境、遣り
場、原産地、現住地、現場、古跡、古戦場、古址、虎口、互市場、後背地、御座し、御座
所、御膝下、御宝前、工事現場、工事場、攻め口、行き止まり、行き場、行き方、行く
先、行楽地、行方、講筵、高座、高所、高土間、国境、根拠、根拠地、根本、砂被り、
座、座席、催場、最前線、祭場、在り処、在所、作事場、策源地、笹生、捌け口、捌け
場、三角点、三塁、桟敷、産地、仕事場、仕事先、仕切り場、使い先、支場、止宿先、死
に処、死に場所、死所、死地、事故現場、持ち場、自席、式場、写し場、写場、捨て所、
捨て小舟、車座、主産地、手掛かり、狩座、酒席、首切り場、受付、就職口、修羅場、終
点、終焉の地、集落遺跡、住まい、住所、十一ケ所、宿り、宿許、出処、出所、出場所、
出生地、出先、出張先、出入り場、初陣、所、所在、所出、所帯場、諸所、勝手方、小暗
がり、承り所、消し口、焼き場、焼け跡、上座、上座部、上席、城跡、城址、場所、場
席、場面、常座、職住、職場、振り分、振分、針の筵、震域、震源地、人込み、塵塚、陣
営、陣所、陣地、水駅、水飼い場、水練場、随所、征野、正座、生地、聖跡、席、席上、
席末、跡、切り羽、折り返し点、折返し地点、占領地、戦場、戦陣、戦跡、戦線、戦地、
戦野、洗い場、洗濯場、前線、前任地、窓口、葬場、足掛かり、足場、足溜まり、足溜
り、其の場、打席、待避所、第一線、鍛治場、地点、置き所、置き場、秩場、茶所、中継
所、帳場、潮入り、定席、敵陣、鉄火場、店先、店頭、踏まえ所、踏み所、踏み場、逃げ
場、働き口、特売場、独擅場、届け先、二塁、任地、馬返、馬返し、廃虚、廃村、背水の
陣、配所、売り場、泊地、爆心地、販路、番地、被害地、錨地、不浄場、不夜城、複座、
淵叢、物揚げ場、分岐点、分所、分場、米産地、米所、別席、便殿、保養地、方々、砲
座、本所、本場、本陣、本塁、魔窟、枕席、末座、末席、満座、満場、木場、目抜き、遊
び場、遊泳場、揚地、立ち見席、立ち席、立て場、立場、溜まり、溜まり場、旅の空、旅先
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土地

1 2 2 3 0 461

悪所、悪場、陰地、衛戌地、園地、遠方、凹地、屋敷、佳境、可耕地、歌枕、河川敷、火
山地、会所、開墾地、各所、各地、角地、寒地、寒冷地、官有地、換地、閑地、貴地、凶
冷地、局地、近地、金座、空き地、空閑地、空所、形勝、景勝、芸所、険、険所、険難、
現地、胡地、御地、御当地、御料地、更地、校地、荒れ地、荒土、荒廃地、荒蕪地、高
地、高冷、高冷地、国原、国有地、砂地、三景、三十三所、仕向け地、史跡、市有地、死
点、私有地、持ち地、湿地、芝地、借地、尺地、住宅地、十万億土、処女地、所、諸処、
諸方、勝地、沼沢地、沼地、焦土、上地、埴生、新開地、新興住宅地、新地、深み、深
間、深場、吹き溜まり、水源地、寸土、聖地、切所、絶域、絶勝、川筋、叢、早場、痩せ
地、草地、属地、村有地、替え地、貸し地、代地、宅地、谷地、団地、暖地、地、地所、
遅場、中間地、低地、敵地、適地、天険、土地、当地、難場、日溜まり、日溜り、入会
地、売り地、売れ口、八景、八十八箇所、発地、蕃地、卑湿、飛び地、敷地、分村、分
地、分封、平場、平坦部、宝庫、方々、蓬生、本所、未墾地、民地、民有地、名所、名所
旧跡、名勝、明るみ、免租地、野天、柳営、揚地、用地、要害、要所、要衝、要地、沃
地、沃土、両地、料地、緑地、緑土、林地、冷暗所、冷寒所、霊境、霊場、霊地、路床、
路地裏、露場、露地、露天、露頭、磽埆、よそ、カスバ、サイト、ダムサイト、ラティフ
ンディウム
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世界

1 2 2 4 0 462

阿修羅道、阿鼻、悪道、安楽浄土、一天四海、一二因縁、宇内、黄泉、黄泉路、下界、仮
の世、火宅、餓鬼道、楽園、楽天地、楽土、旧世界、巨視的世界、極楽、極楽浄土、銀世
界、苦界、結界、月世界、現象界、現世、現当、古生界、後の世、後世、後生、高天が
原、此の世、此岸、今生、根の国、三界、三千大千世界、四海、寂光、修羅道、十方世
界、常世、常世の国、新世界、人界、人外境、塵外、世、世界、生き地獄、西方浄土、仙
界、仙境、泉下、前世、前世界、前生、全世界、俗、俗界、濁世、地獄、地上、畜生道、
壷中の天地、天、天が下、天の原、天界、天国、天上界、天上天下、天地、徒し世、桃
源、桃源郷、奈落、奈落の底、内界、肉界、婆娑、八寒地獄、八荒、八熱地獄、彼世、秘
境、非我、普天、浮き世、浮世、武陵桃源、仏界、仏土、物界、別世界、別天地、補陀
落、法界、魔界、魔境、魔道、末代、満天下、夢の世、無何有の郷、冥界、冥土、冥府、
幽界、幽冥、幽冥界、幽明、有漏路、欲界、来世、霊界、煉獄、六趣、六道、娑婆、穢
土、賽の河原、よみじ、よみの国、インフェルノ、エルドラード、キングダム、コン
ピュートピア、コンピュートポリス、サンクチュアリー、ディストピア、パラダイス、
フェアリーランド、ヘブン、ヘル、モンド、ユートピア、ユニバース、ランド、ワール
ド、ワンダーランド
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領土

1 2 2 5 0 463

異域、異国、異朝、一敵国、一等国、永世中立国、英側、衛星国、遠国、王国、王朝、王
土、我が国、海外、海国、海内、外国、外地、各国、旧領、共産国、強国、郷里、近国、
君国、群小国家、軍国、警察国家、故国、胡国、後進国、御国、公海、公国、皇漢、皇御
国、皇国、国、国々、国家、国外、国原、国土、国内、国表、最貧国、三韓、山国、産銅
国、産油国、市国、自国、自治領、失地、主権国、宗主国、従属国、諸国、諸将領、小
国、小人国、植民地、神国、枢軸国、世界国家、生国、西国、雪国、先進国、占領国、戦
敗国、全国、全土、祖国、租界、蔵入り、属国、属領、他国、多国、大国、大人国、第三
国、第三勢力、第三帝国、暖国、中進国、中立国、津々浦々、低開発国、帝国、締盟国、
敵国、天地、天領、土侯国、島国、東国、当国、当事国、独立国、内国、内地、南国、任
国、発展途上国、版図、版籍、蛮国、封土、文明国、弊国、保護国、母国、法治国、邦
家、邦土、北国、本国、本土、本島、本邦、万国、万邦、味方、民主国、盟邦、友邦、理
事国、両国、領海、領空、領国、領水、領地、領土、領分、隣国、列強、列国、連合国、
連邦、老大国、カントリー、キーカントリーズ、キングダム、コモンウエルス、コロ
ニー、コロニアル、テリトリー、ドメス、フェデレーション

64

行政区画

1 2 2 6 0 464

一氏、海区、各州、学区、管区、管内、旧藩、漁区、郷、近県、九州、区、区域、区画、
栗、郡、郡下、郡内、県、県内、五十市、五十村、五十町、工区、校区、港町、国郡、三
区、三州、三十町、三府、四十九町、四村、市、市下、市中、市町、市町村、市内、支
藩、字、自治区、自治県、自治州、自治領、自由市、州、十九区、準州、商都、小選挙
区、植民地、親藩、選挙区、全区、全郡、全県、全市、全州、全村、全町、全都、全道、
全府、租界、属領、村、村々、他区、他郡、他市、大選挙区、大藩、町、町々、町村、町
町、町内、直轄区、直轄市、都、都下、都市、都道府県、都内、当県、当村、当町、同
町、道内、道府県、特別管区、特別区、特別行政区、特別市、二十村、藩、府、府県、分
村、弊村、僻村、本県、雄藩、列藩、六区、コロニー、コロニアル

65

都市

1 2 2 7 0 465

悪所、暗黒街、衛星都市、横町、王都、岡場所、屋敷町、下町、花町、花柳、過密都市、
街、街区、街中、街頭、廓、郭、学都、楽都、歓楽街、歓楽郷、観光都市、旧都、京、京
師、狭斜、近郊、古都、故京、巷、港、港町、港都、郊外、国都、細民街、在、山の手、
史都、四十二番街、姉妹都市、市外、市街、市街地、市町、市部、死都、自由市、首都、
首府、周辺、州都、住宅、住宅地、宿駅、宿場、商店街、商都、省都、城下、城下町、城
市、城府、場末、色町、新開地、新産都市、新地、新都、神都、水都、盛り場、西京、西
郊、全都、大都会、地下街、町、町外れ、町角、町筋、町中、帝都、田園都市、都、都
会、都会的、都会風、都市、都心、都邑、都鄙、東都、当町、特飲街、特別市、南都、八
百八町、繁華街、貧民街、副都心、片側町、北都、本市、名店街、目抜き、門前町、遊
廓、遊里、裏町、陋巷、どや街、アーケードストア、アーバン、アクアポリス、エキュメ
ノポリス、カスバ、ガレリア、コスモポリス、コンポースティング、シティー、シュノイ
キスモス、スラム、タウン、ドヤ、ニューシティ、ニュータウン、ハレム、ビガロポリ
ス、ビル街、メトロポリタン

66

村落

1 2 2 8 0 466

隠れ里、浦里、遠山里、奥地、温泉、温泉郷、温泉場、寒村、居村、漁村、近郷、近在、
群落、郡部、孤村、五十村、五十町、国、在、山奥、山村、山里、散居、散村、四村、
字、社、集村、集落、小字、庄、人里、水郷、西部、選手村、荘園、村、村々、村落、村
里、大字、地方、田園、田舎、都鄙、湯治場、二十村、農山村、農村、廃村、蕃社、蛮
地、貧村、貧民窟、部落、僻地、僻陬、片山里、片田舎、辺境、辺地、辺土、辺鄙、辺
陲、辺陬、北辺、無医村、里、隣村、鄙、オアシス、カムイコタン、カンポン、グローバ
ルビレッジ、コタン、ビレッジ、リアノス、ルーラル
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郷里

1 2 2 9 0 467

異境、異郷、異土、家郷、郷関、郷国、郷土、郷里、故郷、故山、御国、御里、国、国
許、産土、出生地、生まれ故郷、生国、生地、他郷、地元、地場、天涯、田舎、同郷、理
想郷、カントリー、ハイマート

1 2 3 0 0 471

暗黒大陸、旧大陸、五大州、五大陸、江岑、荒れ地、山河、山水、山川、山野、寺領、十
万億土、出っ鼻、所領、上地、新世界、新大陸、大地、大陸、地、地続き、低地、天地、
土、土地、内陸、内陸部、野山、輿地、陸、陸上、陸地、六大州、アイヌモシリ

68

陸地名称

69

山

1 2 3 1 0 472-481

鞍部、鋭峰、遠山、奥山、横穴、夏山、河谷、火口、火口丘、火口壁、火山、火山脈、海
山、海食崖、海食洞、海底火山、海峰、外山、外輪山、崖、岳丈、岳麓、活火山、茅戸、
岸壁、岩屋、岩窟、岩山、岩室、岩場、岩棚、岩壁、奇峰、丘、丘陵、休火山、巨岳、峡
間、峡谷、胸突き八丁、金山、銀山、銀嶺、空谷、空洞、群山、群峰、渓間、渓谷、剣が
峰、剣の山、懸崖、見晴らし台、険峰、孤峰、枯れ山、虎穴、五十山、御鉢、硬山、鉱
坑、高原、高山、高台、高地、高峰、高嶺、砂丘、砂山、最高峰、三十六峰、山、山々、
山あい、山塊、山懐、山岳、山間、山岸、山峡、山窟、山系、山元、山上、山裾、山岨、
山谷、山地、山中、山頂、山顛、山肌、山腹、山並、山脈、山里、山稜、山嶺、山麓、山
襞、支脈、死火山、死出の山、主峰、主脈、主稜、秀嶺、峻嶺、処女峰、諸山、焼け山、
鍾乳洞、新山、深山、針峰、人穴、水沢、翠黛、翠巒、裾野、青山、石灰洞、石窟、石
山、切り岸、雪渓、雪山、絶壁、尖頂、全山、岨、痩せ山、草山、泰山、胎内潜り、台
地、大山、沢、茸山、谷、谷懐、谷間、谷底、炭坑、炭山、端山、断崖、段丘、段丘崖、
地溝、中腹、頂、頂上、泥火山、鉄山、天険、天辺、冬山、島山、洞、洞窟、洞門、銅
山、峠、禿げ山、内輪山、馬の背、廃坑、背、抜け穴、尾の重、尾の上、尾根、氷山、氷
室、氷棚、分水嶺、噴火口、噴火山、片丘、峰、北山、北壁、満山、岬山、名山、幽谷、
裏山、留め山、稜線、霊山、霊峰、連丘、連山、連峰、麓、杣、杣山、褶曲山脈、アクロ
ポリス、アルプ、クレーター、クレバス、コトー、コニーデ、コル、ゴルジュ、ジャンダ
ルム、チンネ、テーブルランド、トロイデ、ヌナタック、ハンプ、バットレス、バルハ
ン、ビレー、ベルグ、ホマーテ、ポットホール、マール、マウンテン、マメロン、モーグ
ル、リッジ、ルンゼ、ワジ、ＣＯＬ、Ｃｏｌ

70

平地

1 2 3 2 0 482-485

葦原、火口原、花野、窪地、見晴らし台、原、原っぱ、原頭、原野、枯れ野、広原、広
野、荒れ野、荒原、荒野、高原、高台、高地、砂原、砂漠、笹原、山地、湿原、湿地、芝
原、秋郊、春郊、松原、焼け野、焼野が原、焼野原、裾野、雪原、浅茅が原、草原、台
地、大野、谷地、段丘、中原、低地、田野、凍原、熱砂、氷原、平原、平沙、平場、平坦
部、平地、平野、牧野、盆地、野、野外、野原、野中、野辺、野末、薮原、沃野、緑野、
林野、曠野、のら、カルスト、カルデラ、ツンドラ、テーブルランド、ドリーネ、プレイ
リー

71

島岬

1 2 3 3 0 486-489

暗礁、沿岸州、火山島、干潟、環礁、岩礁、鬼が島、群礁、群島、孤島、五島、広原、砂
州、砂嘴、崎、三角洲、三島、珊瑚礁、州、十六島、女護が島、新島、瀬、絶島、川州、
全島、属島、地峡、中州、中島、島、島々、島山、島嶼、八千島、半島、鼻、浮き島、本
島、岬、無人島、離小島、離島、陸棚、陸島、列島、堡礁、アイランド、ケープ、デル
タ、ドライステート
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72

岸

1 2 3 4 0 490-494

葦辺、磯、磯辺、右岸、浦、堰、堰堤、沿海、沿岸、河岸、河原、河畔、海岸、海浜、海
辺、崖、涯岸、岸、岸頭、岸辺、岩磯、湖岸、湖畔、向こう岸、荒磯、左岸、砂山、砂
浜、砂防ダム、州浜、重力ダム、渚、沼縁、水の辺、水涯、水際、水辺、水門、西岸、川
岸、川端、川辺、扇状地、多目的ダム、対岸、沢辺、地下ダム、池畔、堤、堤防、土手、
東岸、突堤、南岸、波除け、波打ち際、畔界、浜、浜手、浜辺、防砂堤、防波堤、北岸、
離岸堤、両岸、臨海、湾岸、湾頭、ほとり、シーサイド、ダム、ビーチ、リアス式海岸、
ＤＡＭ

73

河川

1 2 3 5 0 495-498

暗渠、一衣帯水、運河、下水、下水道、下流、河口、河床、河川、河底、河流、外堀、割
り下水、潅漑用水、急流、急湍、渠、掘割、渓流、激流、激湍、懸河、遣り水、古川、
溝、溝渠、溝川、荒瀬、行く水、砂州、細流、三途の川、支流、主流、渚、女滝、小川、
上水、上水道、上流、深淵、水の手、水系、水上、水先、水沢、水道、水脈、水流、水
路、瀬、清流、川、川下、川筋、川口、川床、川上、川尻、川瀬、川淀、浅瀬、疎水、側
溝、速瀬、大河、大川、滝、滝津瀬、滝壷、沢、濁り江、濁流、谷川、男滝、中流、潮入
り川、天井川、澱み、瀞、内堀、排水溝、白滝、飛泉、飛湍、飛瀑、氷河、伏流、淵、淵
瀬、分流、碧潭、母川、放水路、暴れ川、堀、堀江、堀切り、奔流、奔湍、本流、名川、
雄滝、用水、淀、流、流域、流水、瀑布、せせらぎ、クリーク、ホソ、ライン、ワジ

74

湖沼

1 2 3 6 0 499-503

浦、火口湖、外堀、潟、汽水湖、掘割、遣り水、湖、湖沼、湖心、湖水、飼養池、湿地、
春泥、沼、沼尻、沼沢、沼地、浄水池、心字池、人造湖、水沢、水溜まり、生け簀、泉
水、沢、谷地、淡湖、淡水湖、池、池沼、貯水池、潮入り、釣堀、泥沼、泥濘、内堀、
堀、遊水池、用水池、養魚池、溜め池、溜池、鹹湖、鹹水湖、ぬかるみ、ダム、ラグー
ン、リリーポンド、レーク、ＤＡＭ

75

泉井戸

1 2 3 7 0 504-506

井戸、井戸端、井泉、塩類泉、温泉、外湯、間歇泉、岩清水、空井戸、掘り井戸、掘り抜
き井戸、鉱泉、車井戸、出で湯、深井、深井戸、吹き井戸、吹き上、吹上げ、清水、泉、
泉水、単純泉、炭酸泉、盗泉、熱泉、噴水、噴水井戸、噴泉、油井、涌き水、冷泉、霊
泉、露天ぶろ、オアシス、スパー、ファウンテン、ラジウム鉱泉

76

海の名称

1 2 4 0 0 507-509

一衣帯水、浦、沿海、遠海、遠洋、沖、沖合、海、海域、海峡、海原、海溝、海山、海
上、海台、海中、海底、海淵、海盆、海面、海洋、海嶺、外海、外洋、潟、環海、機雷
原、魚礁、魚層、峡江、峡湾、曲浦、公海、荒海、四海、七つの海、七洋、深海、深海
底、水圏、水道、瀬戸、青海原、絶海、浅海、蒼海、大海、大海原、大洋、大陸棚、濁り
江、暖海、中洋、潮溜まり、泥海、内海、内洋、南洋、入り海、入り江、入海、入江、八
海、氷海、碧海、北洋、鳴戸、洋、洋上、湾、滄海、滄溟、オーシャン、トラフ、フィヨ
ルド、マリン

77

景観

1 2 5 0 0 510-525

葦原、偉観、異観、一碧、一瞥、一望、稲田、隠し田、瓜田、煙波、遠景、遠望、塩田、
塩浜、屋敷、下屋敷、下田、佳境、佳景、夏木立、果樹園、歌境、河川敷、花鳥風月、花
畑、花野、開拓地、角屋敷、茅戸、乾田、寒帯林、干拓地、奇観、奇勝、気色、休閑地、
休耕地、共有林、近景、銀世界、空き地、空閑地、空際、空所、桑園、桑田、桑畑、形
勝、景、景観、景勝、景象、景色、景物、畦、見せ場、見晴らし、見通し、原、原っぱ、
原始林、原生林、原頭、原野、枯れ野、後景、御料地、御料林、光景、公有林、広っぱ、
広原、広場、広野、更地、紅葉、耕地、荒れ地、荒れ野、荒原、荒小田、荒蕪地、荒野、
郊野、国有林、墾田、砂原、砂地、砂漠、砂防林、採種圃、採草地、菜の花畑、菜園、菜
畑、作、作条、笹原、笹生、笹薮、雑木林、三景、山紫水明、山水、山川草木、山畑、山
林、惨状、始原林、市街、市街地、私有地、自留地、湿原、湿田、実景、芝原、芝地、借
景、借地、尺地、手前、種畜牧場、樹海、樹林、秋郊、秋色、住宅地、熟田、出場、春
光、春郊、春色、処女林、勝景、小景、小田、松原、松林、沼地、焼き畑、焼け跡、焼け
野、焦土、照葉樹林、上屋敷、上田、場、場景、情景、埴生、新開地、新興住宅地、新
地、新田、森、森林、神田、針葉樹林、人工林、吹き溜まり、水天一碧、水天彷彿、水
田、水明、杉叢、裾野、寸土、畝、盛観、青田、切り替え畑、切り畑、雪景、雪景色、雪
月花、雪原、絶景、絶勝、千枚田、浅茅が原、浅茅生、前景、全景、叢、壮観、痩せ地、
草原、草地、草薮、村有林、替え地、貸し地、代地、大観、大地、大野、第一景、宅地、
棚田、単純林、団地、段々畑、地所、地面、築地、竹群、竹薮、竹林、茶園、茶畑、中
原、眺望、通り、泥田、展望、点景、田、田園、田園風景、田地、田畑、田野、土、土
地、冬木、凍原、島影、熱砂、農地、農牧地、背景、梅林、白樺林、白砂青松、麦畑、
畑、畑地、晩景、美観、美景、美田、氷原、苗床、苗代、苗代田、苗圃、不輸租田、敷
地、葡萄園、楓林、風景、風月、風光、風致林、風土、風物、平原、平沙、平地林、平
野、圃場、暮色、蓬生、防砂林、防雪林、防風林、牧、牧場、牧野、本田、本圃、盆景、
幕、万緑、密林、茂み、茂り合い、木群、木叢、木立、夜景、夜桜、夜色、野、野外、野
原、野中、野天、野辺、野末、薬園、薮、薮原、薮畳、夕景、夕景色、用地、養殖所、沃
地、料地、緑地、緑地帯、緑野、緑林、林、林間、林野、冷床、露地、露天、曠野、棘、
矮林、篁、齣、お花畑、たんぼ、のら、カスバ、グリンプス、サイト、シードローム、シー

78

宇宙名称

1 2 6 0 0 526-532

亜成層圏、旭日、一天、芋名月、宇宙、宇宙空間、渦状星雲、雲の通、雲居、雲路、衛
星、炎天、沖積層、下弦、化石帯、夏空、火球、活断層、乾坤、寒空、寒月、寒天、干
天、岩床、岩盤、既望、弓張り、弓張り月、居待ちの月、巨星、虚空、暁星、暁天、玉
兎、金脈、銀河系、銀漢、九天、九天九地、空、空域、空中、栗名月、月、月世界、月
輪、弦月、五大、後の月、御天道様、御日様、恒星、糠星、鉱床、鉱層、鉱脈、高空、高
層、今日様、三星、三日月、残月、子の星、斜陽、主脈、秋空、秋月、十二宮、準星、初
空、小遊星、小惑星、上空、上弦、上天、寝待ちの月、新月、新星、深空、真日、水平
線、成層圏、星、星雲、星間雲、星屑、星座、星宿、星辰、星団、晴天、西日、青空、青
天、青天井、層、蒼穹、太陰、太虚、太極、太陽、太陽系、大宇宙、大気、大空、大地、
大年、炭層、炭田、断層、地核、地殻、地球、地史、地層、地盤、地表、地平線、地面、
中空、中天、宙、朝日、朝日子、低空、天、天の原、天界、天外、天涯、天球、天空、天
空一碧、天際、天上、天壌、天体、天地、天頂、天津日、天日、土、冬空、島宇宙、東
天、豆名月、曇り、内惑星、二日月、日、日月、日月星辰、入り日、破軍星、梅雨空、白
日、半銀河、半月、半天、氷層、夫婦星、碧空、碧落、変光星、望月、満月、満天、無
月、名月、明月、明星、夜空、夜天、油層、油田、遊星、夕ずつ、夕月、夕月夜、夕焼け
空、夕日、夕陽、輿地、妖星、落日、落陽、立ち待ち月、流れ星、流星、流星雨、烈日、
連星、路床、露頭、惑星、帚星、彗星、朧月、矮星、穹窿、綺羅星、霄壌、エストレリー
タ、オベロン、クエーサー、クレセント、グロブラマ、コメット、サテライト、シマ層、
スカイ、スター、スターズ、ストリーク、ソレイユ、データ星、トロポポーズ、ヌーン、
パルサー、フルムーン、プラネット、プルートー、ヘスペロス、ホライゾン、マクロコス
モス、マントル、ムーン、モンド、ユニバース、ルナ
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79

80

具体物

1 3 0 0 0 533,534,535,67 亜種、異性、異類、一切衆生、一代雑種、花鳥、改良種、間の子、巨生物、禽獣、近縁
1,706
種、雑種、雌、雌性、雌雄、自然、種、種違い、衆生、成体、生き物、生物、生類、属、
多細胞、中性、天然、動植物、同性、非情、微生物、品種、仏子、物神、物体、変種、無
性、無生物、有機体、有情、雄、両性、もの、ツァンツァ、バイオマス
動物（個体）

1 3 1 0 0 536

愛玩動物、烏兎、温血動物、家畜、害虫、獲物、鶏犬、混血、子、手負い、純血、人畜、
人馬、節足動物、大物、鳥獣、天敵、動物、動物体、肉用種、乳用種、番、番い、変温動
物、牝牡、夜行動物、幼生、陸棲動物、冷血動物、囮、アニマル、ペット、ミニオン

81

獣類

1 3 1 1 0 537

愛犬、愛馬、飴牛、鞍置、一角獣、一兎、一白、猿、猿人、猿猴、黄犬、牡牛、夏仔、家
鼠、家畜、河馬、荷馬、海獣、海狸、鴨の嘴、汗馬、奇蹄目、逆叉、窮鼠、牛、牛馬、去
勢牛、巨獣、虚仮猿、競馬馬、狂犬、玉きり牛、金切り馬、銀狐、駒、偶蹄目、熊、栗
鼠、栗毛、群羊、軍馬、軍用犬、鯨、穴熊、穴馬、月の輪、月の輪熊、犬、犬ころ、犬じ
物、犬猿、犬子ろ、犬畜生、犬馬、狐、狐狸、虎、虎の子、虎児、虎狼、呉牛、好き馬、
溝鼠、荒馬、黒熊、黒鼠、黒豹、黒貂、犀、雑犬、三冠馬、三白、三毛猫、山猿、山犬、
山荒らし、山猫、山羊、四つ足、四六のがま、子牛、子猫、子羊、死馬、獅子、獅子王、
飼い犬、鹿、柴犬、縞馬、種牛、種畜、種馬、種付け馬、儒艮、秋田犬、獣、獣類、出走
馬、駿馬、勝馬、小男鹿、小雄鹿、松阪牛、象、食肉獣、神鹿、神馬、針鼠、人馬、水
牛、生き馬、西表山猫、青馬、責め馬、赤熊、雪兎、千里の駒、千里馬、洗い熊、穿山
甲、鼠、鼠公、喪家の狗、早馬、走禽類、走狗、駄犬、駄馬、対馬山猫、代馬、狸、短毛
種、男ネコ、男牛、男鹿、地鼠、畜犬、畜生、畜類、忠犬、猪、猪の子、天竺鼠、天馬、
兎、兎馬、土佐犬、冬仔、唐獅子、当て馬、逃げ馬、豚、二十日鼠、肉牛、肉食獣、日本
犬、乳牛、猫、馬、馬車馬、馬匹、白熊、白孤、白虎、白鹿、白鹿毛、白鼠、白長須鯨、
白馬、白鼻心、斑馬、番犬、百獣、豹、病犬、負け犬、副え馬、兵馬、放れ馬、牧牛、奔
馬、無麻酔猫、名犬、名馬、牝牛、綿羊、猛犬、猛虎、猛獣、盲導犬、木鼠、野猿、野
牛、野犬、野獣、野鼠、野猪、野兎、野羊、野衾、役牛、役畜、役馬、優駿、洋犬、用
畜、羊、裸馬、龍馬、猟犬、類人猿、霊長類、練り牛、連銭葦毛、狼、老犬、老虎、老
馬、和牛、和犬、哺乳類、尨、悍馬、沐猴、狆、狒々、狢、狡兎、猯、猩猩、獺、羆、羚
羊、膃肭臍、豕、豺狼、貂、貘、輓馬、駑馬、駱駝、騾馬、驢馬、鯱、麒麟、麝香鹿、
鼬、齧歯目、あざらし、あしか、かもしか、こうもり、こまねずみ、じゃじゃ馬、せみ
鯨、ちん、どら猫、のら犬、のら猫、むく犬、むささび、もぐら、アラビア馬、アルマジ
ロ、アンゴラやぎ、イルカ、エアデールテリア、オポサム、オランウータン、カーフ、カ
ンガルー、ガゼール、キッド、キャメル、グリズリー、グレートデーン、グレーハウン
ド、コアラ、コニー、コリー、ゴリラ、サラブレッド、シープドッグ、シェパード、シャ
ム猫、シルバーフォックス、ジャガー、ジラフ、スカンク、ステア、ステイヤー、スパニ
エル、スピッツ、セーブル、セイウチ、セッター、セントバーナード、ゼブラ、タイガー、

82

鳥類

1 3 1 2 0 538

葦五位、葦切、磯千鳥、一番鶏、稲雀、烏、羽抜け鳥、鵜、雲雀、益鳥、燕、燕雀、鴛
鴦、鴬、鴎、黄鳥、夏鳥、家禽、家鳩、河原鳩、火食い鳥、迦陵頻伽、蚊食い鳥、怪鳥、
海鳥、海猫、害鳥、郭公、郭公鳥、橿鳥、鴨、間鴨、閑古鳥、岩燕、雁、帰雁、帰鴉、菊
戴、窮鳥、極楽鳥、禁鳥、禽鳥、九官鳥、駒鳥、熊鷹、群雀、群千鳥、群鴉、鶏、鶏群、
月夜烏、県鳥、呼ぶ子鳥、孤雁、孤鶴、虎鶇、五位鷺、候鳥、孔雀、紅すずめ、綱鳥、
行々子、鴻鵠、国鳥、黒鳥、鷺、笹子、山ほととぎす、山雀、山鳥、山鳩、四十雀、雌
鳥、飼い鳥、慈悲心鳥、鴫、七面鳥、手乗り文鳥、十姉妹、春告げ鳥、初雁、小綬鶏、小
雀、小鳥、小白鳥、小夜鳴き鳥、小瑠璃、渉禽類、色鳥、食鳥、真鴨、真鶴、水禽、水禽
類、水鳥、瑞鳳、数珠掛け鳩、雛、雛鳥、雀、成鳥、石叩き、赤腹、千鳥、川千鳥、草ひ
ばり、走禽、大鳥、大瑠璃、鷹、啄木、丹頂、丹頂鶴、地鳥、脹ら雀、長尾鶏、長鳴き
鳥、鳥、鳥類、珍鳥、鶴、伝書鳩、渡り鳥、都鳥、土鳩、冬鳥、唐丸、筒鳥、鴇、禿げ
鷹、禿げ鷲、鳶、鍋鶴、二番鳥、入内雀、濡れ燕、馬鹿鳥、白鷺、白色レグホン、白鳥、
白鶴、鳩、隼、晩鴉、番い鳥、飛燕、飛鳥、尾長、尾長鳥、百千鳥、漂鳥、浜千鳥、浮か
れ烏、風鳥、仏法僧、文鳥、保護鳥、放鳥、蜂雀、蜂鳥、頬白、妙音鳥、椋鳥、明け烏、
迷鳥、鳴禽、鳴禽類、牝鶏、猛禽、猛禽類、猛鳥、木の葉ずく、木綿付け鳥、目白、夜
鴬、夜鷹、夜鳥、夜鶴、野禽、野鳥、野鶴、野鳩、勇魚、友千鳥、雄鳥、揚げひばり、雷
鳥、卵用種、留鳥、旅鳥、瑠璃鳥、霊鳥、老鴬、鷲、晨鶏、梟、雉、雉鳩、雕、駝鳥、
鳰、鴉鷺、鵞鳥、鵙、鵲、鶉、鶫、鵯、鶚、鶸、鶺鴒、鷓鴣、鷽、鸚鵡、鸚哥、鸛、あひ
る、あぶらめ、あほうどり、いかる、うとう、おしどり、かいつぶり、かけす、かわせ
み、きつつき、くいな、けらつつき、せきせい鸚哥、つつどり、ふくろう、ほととぎす、
ほろほろ鳥、みそさざい、みみずく、ゆり鴎、るり鳥、アカゲラ、イーグル、オースト
リッチ、カナリア、キウイ、キビタキ、コーチン、コロンバン、コンドル、サンダーバー
ド、シャモ、ジョウビタキ、チャボ、ナイチンゲール、バーズ、バード、バスタード、
ピーコック、フラミンゴ、ブロイラー、ペリカン、ペンギン、マ孔雀、ラーク、レグホー
ン、ロビン

83

は虫類・両英類

1 3 1 3 0 539-541

雨蛙、河鹿蛙、蝦蟇、海亀、海蛇、蛙、眼鏡蛇、亀、亀の子、牛蛙、恐竜、錦蛇、金蛇、
御玉杓子、山椒魚、縞蛇、蛇、蛇蝎、食用蛙、親亀、青海亀、青蛙、青大将、石亀、赤
蛙、赤腹、銭亀、大蛇、長虫、泥亀、殿様蛙、毒蛇、毒蜘蛛、波布、白蛇、半割き、蓑
亀、盲亀、盲蛇、両棲類、鰐、爬虫類、蝮、蟇、蠎、鼈、いもり、おろち、がらがら蛇、
とかげ、ひきがえる、やまかがし、やもり、アリゲーター、カメレオン、クロコダイル、
コブラ、スネーク、タートル、ドラゴン、ブルフロッグ、ボア、レッグド
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84

魚介類

1 3 1 4 0 542-547

阿古屋貝、葦登、鯵、鮎、伊勢えび、伊富、磯魚、磯巾着、鰯、烏貝、渦輪鰹、鰻、雲
丹、穎割り、遠海魚、塩魚、黄肌、沖魚、下り鮎、下魚、河豚、蝦、蝦蟹、蝦蛄、回遊
魚、怪魚、海くらげ、海牛、海産魚、海馬、海綿、蟹、貝、鰍、活魚、鰹、鎌倉蝦、茅渟
鯛、寒鮒、巻き貝、甘鯛、間八、眼張、岩魚、亀の手、虚貝、魚、魚介、魚族、魚鱗、魚
類、金魚、金目鯛、銀鱗、空せ貝、穴子、源五郎鮒、虎ふぐ、鯉、光り物、甲殻類、硬骨
魚、紅鱒、腔腸動物、香魚、黒鯛、根魚、沙魚、桜えび、桜貝、桜鯛、鮭、雑魚、鯖、鯖
鮎、鮫、山女、珊瑚、珊瑚樹、子安貝、室鯵、芝えび、縞鯛、車えび、若鮎、若鷺、宗太
鰹、秋味、宿借り、縮緬雑魚、出世魚、出目金、春告げ魚、潤目鰯、助宗鱈、女鯛、小
魚、小女子、少水魚、乗っ込み鮒、常節、深海魚、真鯵、真魚、真鯉、真珠貝、真鯛、真
鱈、酢貝、成魚、生け魚、生貝、生魚、青サンゴ、青貝、青魚、青柳、石鯛、赤鰯、赤
貝、赤腹、舌平目、川魚、鮮魚、素魚、掃き溜め、槍いか、草魚、藻魚、太刀魚、鯛、沢
蟹、蛸、蛸入道、蛸坊主、鱈、鱈場蟹、淡水魚、稚鮎、稚魚、潮招き、潮吹き、蝶鮫、鳥
貝、沈み魚、底魚、田螺、電気魚、凍魚、闘魚、毒魚、軟体動物、二枚貝、肉、虹鱒、熱
帯魚、年取り魚、年無し、背黒、背黒鰯、白魚、八つ目鰻、蛤、帆立貝、飯蛸、皮剥ぎ、
緋鯉、飛び魚、飛魚、鼻鯛、桧扇、姫鱒、氷魚、斧足類、浮き魚、舞々、腹足類、鮒、平
家がに、平貝、箆鮒、法螺、法螺貝、豊年えび、鮪、鱒、明太、毛がに、毛蟹、木の葉が
れい、目高、幼魚、螺、雷魚、落ち鮎、落ち魚、蘭虫、竜の落とし子、連子鯛、鰐鮫、
蜆、蜷、蝸牛、螢いか、蟶貝、貽貝、鮑、鮟鱇、鮠、鮴、鯊、鯒、鯔、鯱、鯰、鰆、鰈、
鰊、鰤、鱚、鱧、鱶、鱸、鹹水魚、あいなめ、あこう鯛、あさり、あみ、いか、いかな
ご、いさき、いしなぎ、いしもち、おいかわ、おひょう、かき、かさご、かじき、かなが
しら、がざみ、きさご、きしゃご、ぎんぽ、くらげ、こうなご、このしろ、こはだ、さざ
え、さより、さんま、ざりがに、しいら、しこいわし、しらす、じゃみ、せいご、たな
ご、だぼ鯊、ちだい、どじょう、どんこ、なまこ、なめくじ、なめくじ魚、ばか貝、ひと
で、ひらめ、びん長まぐろ、ふっこ、ぶり、ほっき貝、まな鰹、ま蛸、みる貝、めじ、め
じ鮪、めなだ、めばち、もろこ、やまべ、わかあゆ、わらさ、アンチョビー、アンモナイ
ト、エスカルゴ、エピセラトダス、オイスター、オキアミ、オニヒトデ、カタヤマガイ、
キングサーモン、クロマグロ、グッピー、コーラル、サーモン、サンゴチュウ、シーラカ

85

虫

1 3 1 5 0 548-550

虻、磯め、芋虫、羽蟻、羽虫、羽斑蚊、羽蝨、瓜蝿、益虫、塩辛とんぼ、黄金虫、夏蚕、
夏虫、家だに、家蝿、火取り虫、蚊、蚊とんぼ、蛾、回虫、貝殻虫、害虫、兜虫、竃馬、
肝臓ジストマ、寄生虫、蟻、蟻巻、蟻地獄、吸虫、吸虫類、玉虫、玉繭、金蝿、金蠅、苦
虫、轡虫、熊ん蜂、熊蝉、熊蜂、鍬形、鍬形虫、蛍、穴蜂、源五郎、源氏螢、胡蝶、御歯
黒とんぼ、甲虫、穀象虫、昆虫、根切り虫、三化螟虫、山蜂、山繭、蚕、蚕児、刺虫、雌
蝶、似我蜂、実バエ、縞蚊、蛇蝎、尺取り虫、秋蚕、秋虫、住血吸虫、住血線虫、十二指
腸虫、春蚕、初繭、女王蜂、松虫、象虫、鉦叩き、条虫、新繭、真田虫、水澄まし、雀
蜂、成虫、生繭、精霊とんぼ、精霊ばった、青虫、青蝿、赤とんぼ、蝉、船虫、双翅目、
足長蜂、孫太郎虫、地蜘蛛、地虫、稚蚕、蜘蛛、虫、虫けら、蝶、蝶々、鉄砲虫、天道
虫、土蜘蛛、燈心とんぼ、働き蟻、働き蜂、毒蛾、南京虫、二化螟蛾、二化螟虫、蚤、馬
追、馬追い、馬追い虫、馬蝿、蝿、白蟻、薄羽かげろう、麦藁とんぼ、半風子、斑猫、
蒜、蛭、舞々、腹の虫、糞蝿、平蜘蛛、米食い虫、米搗きばった、米搗き虫、法師蝉、
蜂、蜂の子、繭、蜜蜂、蓑虫、鳴虫、毛だに、毛蚕、毛虫、毛虱、木食い虫、紋黄蝶、紋
白蝶、夜盗虫、薮蚊、油蝉、油虫、雄蝶、夕蝉、幼虫、揚げ羽蝶、葉虫、陽炎、裸虫、鱗
翅目、鈴虫、屁っぴり虫、屁ひり虫、恙虫、柞蚕、虱、蚋、蛆、蛆虫、蜉蝣、蛹、蜩、
蝗、螟虫、螻蛄、蟯虫、蠍、蠧魚、邯鄲、鉤虫、閻魔こおろぎ、あめんぼ、いぼた、いぼ
た蝋虫、うんか、おうしいつくつく、おけら、かいせん虫、かなぶん、かまきり、かみき
りむし、かめむし、きりぎりす、くさかげろう、くさがめ、くも、げじげじ、こおろぎ、
ごかい、ごきぶり、ささがに、しみ、すいっちょ、ずいむし、だに、つくつくぼうし、て
ぐす蚕、とんぼ、にいにいぜみ、ばった、ぼうふら、みみず、みんみん蝉、むかで、やぶ
蚊、やんま、アカゲラ、アナグモ、コクシネル、サンカメイガ、サンカメイチュウ、シャ
クトリガ、ジストマ、タランテラ、ツェツェ蝿、トキソプラズマ、トリコモーナス、トリ
コモナス、ネマトーダ、ネマトーデ、ハチノコ、バタフライ、パピヨン、パピリオ、フィ
ラリア、フクログモ、メイガ、モスキート、モルフォ、ヤママユガ、ヨトウガ、ラックカ
イガラムシ

86

その他動物

1 3 1 6 0 551

原虫、三葉虫、単細胞動物、微塵子、鞭毛虫、夜光虫、あみ、アメーバ、プランクトン

1 3 2 0 0 552

遺骸、遺体、一体、下半身、骸、感覚器、感官、器官、巨躯、巨体、玉体、結締組織、健
康体、献体、五官、五体、後半身、骨身、骨肉、残骸、屍、屍蝋、死に身、死骸、死屍、
死体、死肉、肢体、七分身、弱体、首足、女体、上体、上半身、心身、身、身体、身体髪
膚、身柄、人身、人体、生き身、生身、生体、聖体、全身、全身全霊、組織、痩躯、相
同、総身、藻抜け、足腰、尊体、他殺体、体、体躯、体腔、体側、体内、短躯、土左衛
門、頭胸部、動物体、同体、肉塊、肉叢、肉体、馬体、肌身、半身、美身、病躯、病骨、
病身、病体、腐爛死体、変死体、母体、母胎、亡骸、満腔、満身、裸身、裸体、老躯、老
身、老体、六根、渾身、矮躯、お下、バイタルズ、ボディー、ミイラ

87

動物（部分）
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88

頭部

1 3 2 1 0 553-576

一重瞼、咽喉、咽喉部、咽頭、瓜実顔、猿面、遠目、横っ面、横顔、下がり目、下顎、下
唇、下脹れ、花の顔、会厭、外耳、角膜、額、額際、顎、兜首、鎌首、巻き舌、丸顔、丸
坊主、眼、眼球、眼孔、眼底、眼肉、眼瞼、眼窩、贋首、雁首、顔、顔面、義眼、泣き
顔、魚眼、玉顔、襟、襟元、襟髪、金槌頭、金壷眼、隈、恵比須顔、頚部、結膜、血眼、
血目、月代、胡麻塩頭、鼓膜、後頭、後頭部、御ちょぼ口、御壷口、光頭、口、口蓋、口
角、口許、口腔、口唇、口中、口付き、口辺、向こう面、喉、喉ちんこ、喉っ節、喉頚、
喉元、喉笛、喉頭、喉彦、喉仏、硬口蓋、紅顔、紅唇、黒目、細面、三つ口、三白眼、四
つ目、死に顔、獅子鼻、似顔、慈顔、耳、耳たぶ、耳介、耳殻、耳鼻、耳目、朱唇、首、
首っ玉、首級、首筋、首根っこ、受け口、衆目、出目、小耳、小首、小鼻、笑顔、上がり
目、上顎、上唇、唇、唇歯、寝顔、寝耳、寝首、心眼、真っ向、人面、人目、垂れ目、水
晶体、酔眼、晴眼、生首、生色、声帯、声門、隻眼、石頭、赤ら顔、赤鼻、赤目、舌、舌
の根、舌根、舌先、舌尖、舌頭、舌鋒、千里眼、尖り顔、前額、前頭、前頭部、素顔、双
眼、双頭、双眸、側目、尊顔、袋耳、大口、大目玉、蛸坊主、単眼、団子っ鼻、地顔、中
耳、猪首、聴覚器、長頭、天眼、天顔、天辺、頭、頭角、頭頂、頭部、瞳、瞳孔、童顔、
禿、禿げ頭、独眼、内耳、軟口蓋、二重あご、二重瞼、二皮眼、肉眼、虹彩、入れ目、入
目、猫の目、猫耳、猫舌、脳天、馬首、馬面、白眼、白髪頭、白面、白目、髪際、眉間、
美顔、鼻、鼻っぱし、鼻っ柱、鼻の下、鼻の先、鼻曲がり、鼻筋、鼻元、鼻孔、鼻溝、鼻
腔、鼻先、鼻柱、鼻面、鼻梁、髭面、表情、富士額、副鼻腔、福耳、複眼、聞き耳、平
首、碧眼、片目、豊頬、坊主頭、吠え面、頬、頬っぺた、頬桁、頬袋、盆の窪、満面、味
蕾、明眸、面、面輪、盲点、網膜、目、目の玉、目縁、目許、目玉、目尻、目頭、目鼻、
夜の目、夜目、幼顔、羊頭、裸眼、陸鼻、竜顔、緑眼、篭耳、脇目、鷲鼻、鰐口、俚耳、
嘴、攣目、皺首、眦、眸子、瞼、鉤鼻、頸管、齶、あぐら鼻、いぐち、うなじ、お目、が
ちゃ目、くりくり坊主、こめかみ、ざくろ鼻、そ首、どんぐり眼、にこにこ顔、ばか面、
ひよめき、めくじら、アイ、ビリケン頭、ファニーフェース、フェース、プロフィール、
ヘッド、マスターアイ、リップ、ローマンノーズ、ロンパリ

89

胴体

1 3 2 2 0 577-589

陰茎、陰嚢、陰部、隠し所、羽交い、横っ腹、横隔膜、横腹、下っ腹、下腹、下腹部、蝦
腰、会陰、粥腹、丸腰、蟻の門渡り、及び腰、魚腹、強肩、胸、胸郭、胸元、胸腔、胸
先、胸倉、胸板、胸部、胸壁、局部、玉門、躯幹、空き腹、穴、肩、肩口、肩先、肩肘、
肩付き、腰、腰間、腰折、腰部、差し乳、細腰、弱腰、受け腰、出っ尻、出臍、女陰、小
腰、小腹、小脇、尻、尻っぺた、尻尾、心臓部、心腹、水腹、双肩、太鼓腹、丹田、地
腹、恥部、土手っ腹、怒り肩、胴、胴回り、胴体、乳、乳首、乳頭、乳房、馬腹、背、背
筋、背中、背部、鳩胸、鳩尾、尾、尾っぽ、布袋腹、浮き腰、撫で肩、腹、腹腔、腹背、
腹部、腹壁、腹膜、片肌、片腹、包茎、柳腰、両脇、肋間、肋膜、脇、脇腹、皺腹、肛
門、腋の下、腋窩、脾腹、臀部、臍、臍下、臍下丹田、骭、おっぱい、おなか、しりっ
ぽ、アヌス、ウエスト、オックステール、クリトリス、グランス、ショルダー、チェス
ト、テール、バスト、ヒップ、ペニス、ヨーニ、ヨニ、Ｕｔｅｒｕｓ

90

手足

1 3 2 3 0 590-613

握り拳、一指、右手、右前腕部、右腕、羽、羽翼、羽裏、猿臂、下肢、下腿、下腿部、下
膊、蟹股、外股、鴨脛、環節、関節、偽足、義肢、義手、義足、逆手、吸盤、弓手、虚
足、空拳、健脚、拳、拳骨、肩肘、股、股ぐら、股間、股関節、五指、後足、御手、御手
の中、向こう脛、甲、甲高、紅差し指、高々指、高股、骨っ節、左手、左腕、細腕、三つ
指、山足、四肢、指、糸道、脂手、脂足、軸足、手、手の甲、手首、手先、手相、手足、
手長、十指、駿足、諸手、小股、小指、小手、小手先、小膝、掌、掌中、上肢、上手、上
腿、上腿部、上腕、上膊、上膊部、触手、食指、尻足、尻鰭、親指、人差し指、水掻き、
隻脚、隻手、隻腕、節、節々、繊手、前肢、前足、前腕、前膊、素手、素足、鼠蹊部、双
手、痩せ腕、足、足の甲、足指、足首、足裏、太股、大手、大足、大腿、大腿部、谷足、
中指、脹ら脛、爪先、泥足、鉄脚、鉄拳、鉄腕、纏足、徒手、徒跣、土足、土踏まず、内
股、内反足、内翻足、内鰐、二の腕、濡れ手、馬脚、馬手、背鰭、尾羽、尾鰭、膝、膝
株、膝皿、膝小僧、膝頭、肘、鰭、平手、偏平足、片手、片足、片腕、鵬翼、魔手、無名
指、毛足、毛臑、薬指、翼、利き手、利き腕、利手、両の手、両脚、両手、両足、両膝、
両翼、両腕、力足、鰐足、腕、腕首、拇指、瓠、脛、腓、膕、臑、臑脛、跣、踝、踵、
鋏、骭、げんこ、アーム、アームズ、ウイング、テールフィン、トウ、ナックル、ハン
ド、パーム、ヒール、ピエ、フィンガー、フィンガーティップ、Ｏ脚、Ｘ脚

91

内蔵筋肉

1 3 2 4 0 614-624

胃、胃の腑、胃袋、胃腸、胃壁、陰核、陰茎、陰唇、陰嚢、陰門、運動神経、延髄、横隔
膜、横筋、横紋筋、下垂体、回腸、灰白質、貝柱、角膜、括約筋、冠動脈、汗腺、肝、肝
臓、間脳、気管、気管支、気嚢、気胞、気脈、亀頭、義膜、魚の腸、胸腔、胸腺、胸部、
胸膜、筋、筋骨、筋繊維、筋肉、金玉、空腸、頚動脈、結腸、結膜、血管、血筋、血道、
懸壅垂、呼吸器、鼓膜、五臓、五臓六腑、交感神経、口蓋垂、向精神、甲状腺、膏肓、骨
膜、細尿管、作造、三角筋、産道、子宮、視床、視神経、耳下腺、十二指腸、循環器、小
陰唇、小腸、小脳、消化器、消化腺、上気道、上腕筋、上膊筋、食道、心筋、心耳、心
室、心臓、心肺、心房、神経、腎臓、腎盂、靭帯、随意筋、髄質、雛尖、性器、性器官、
生き肝、生殖器、精嚢、声帯、青筋、静脈、脊索、脊髄、脊梁、摂護腺、前頭葉、前立
腺、僧帽弁、臓器、臓物、臓腑、唾腺、胎盤、大陰唇、大静脈、大腸、大動脈、大脳、胆
のう、男根、知覚神経、恥部、虫垂、虫様突起、聴神経、腸、腸内、直腸、鉄の肺、頭
脳、動脈、毒腺、内臓、内膜、内胚葉、肉、乳腺、尿道、粘膜、脳、脳下垂体、脳室、脳
神経、脳髄、脳内、脳膜、脳味噌、脳漿、背筋、肺、肺尖、肺臓、肺胞、肺門、肺門リン
パ腺、肺葉、白子、薄膜、泌尿器、皮下脂肪、皮質、被膜、表情筋、不随意筋、浮き袋、
副交感神経、副腎、腹筋、腹壁、腹膜、噴門、平滑筋、平目筋、閉殻筋、弁膜、胞衣、墨
袋、魔羅、膜、膜壁、末梢神経、脈管、迷走神経、毛細管、毛細血管、毛様筋、盲腸、網
膜、輸尿管、輸卵管、幽門、羊腸、羊膜、卵管、卵巣、卵嚢、涙腺、六腑、肋膜、肋膜
腔、喇叭管、扁桃腺、疝気筋、睾丸、絨毛、胚葉、脾臓、腓腸筋、腓腹筋、腑、腱、膀
胱、腟、膵臓、臍の緒、臍帯、贅肉、鞏膜、髀肉、鰓、鰾、えな、くも膜、アキレス腱、
アヌス、オバリウム、ガストロ、コラソン、コロナリー、ナーブ、ニューロン、ネフロ
ン、ハート、ハイメン、バギナ、ヒーメン、ファルス、フォワ、プッシー、ホーデン、リ
ンパ管、ルンゲ、ワギナ
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92

皮・毛

1 3 2 5 0 625-638

葦毛、遺髪、一毛、引き眉毛、陰毛、羽、羽毛、羽翼、下毛、化粧焼、蛾眉、解れ毛、
貝、貝殻、外殻、外殻部、殻、角質層、巻き貝、完膚、甘皮、丸髷、亀の甲、亀甲、逆さ
睫、虚貝、魚鱗、胸ひげ、胸毛、玉鬘、襟髪、金髪、銀杏頭、銀髪、銀鱗、銀髯、九十九
髪、空せ貝、空蝉、屑繭、栗毛、血豆、月毛、虎葦毛、虎斑、虎毛、虎鬚、後れ毛、後ろ
髪、御髪、口髭、甲殻、甲羅、紅斑、紅毛、紅髯、荒れ性、荒れ肌、鴻毛、剛毛、黒子、
黒髪、差し毛、座りだこ、再生毛、再製毛、捌き髪、鮫肌、三つ編み、産毛、刺し毛、指
紋、枝毛、死斑、糸鬢、紫斑、脂性、鹿毛、若禿げ、若白髪、柔肌、縮れ毛、小鬢、掌
紋、衝羽根、上皮、尻だこ、尻毛、寝癖、寝乱れ髪、振り分、振分、真皮、身の毛、人
肌、生皮、青毛、赤毛、赤鬚、切り髪、雪肌、洗い髪、繊毛、前髪、素肌、糟毛、束ね
髪、多毛、大銀杏、大髻、脱け殻、短毛、地肌、地髪、地毛、恥毛、茶筅髪、丁髷、鳥
肌、痛点、底豆、泥鰌ひげ、兎の毛、怒髪、冬毛、唐子、豆、頭、頭髪、頭表皮、禿、禿
げ茶瓶、禿げ頭、肉刺、日本髪、入れ髪、入れ毛、濡れ髪、馬の巣、白頭、白肌、白髪、
白髪頭、白毫、白髯、薄皮、肌、八字ひげ、八字まゆ、髪、髪の毛、髪膚、抜け毛、半
白、反毛、斑白、皮、皮下、皮膚、皮膜、皮毛、皮殼、眉、眉宇、眉根、眉尻、眉雪、眉
毛、美肌、美髪、美髯、鼻毛、髭、表皮、病斑、不精髭、付けまつげ、付け髭、風切り、
風切り羽、腹の皮、腹皮、文金高島田、癖毛、片えくぼ、弁髪、鞭毛、母斑、包皮、頬
髭、蓑毛、綿毛、面の皮、面皮、毛、毛羽、毛筋、毛穴、毛根、毛足、毛髪、蒙古斑、木
の葉髪、目睫、餅肌、柳眉、有髪、洋髪、乱れ髪、卵殻、両肌、力瘤、緑の黒髪、緑髪、
鱗、鱗片、冷点、和毛、脇毛、尨、尨毛、揉み上げ、撥鬢、梳き毛、梳毛、疣、痣、瘤、
睫、腋毛、靨、髢、髷、髻、鬚剃り、鬚髯、鬢、鬢髪、鯰髭、鵞毛、鼈甲、あばた、うし
ろ髪、おしろい焼け、お下げ、お河童、げじげじ眉、しこり、ぜいご、そばかす、たこ、
たてがみ、ちょび髭、つむじ、ねくたれがみ、ひげもじゃ、ほくろ、ぼつぼつ、みだれ
髪、やぎひげ、アイブロー、アイラッシュ、アフロ、カイゼル髭、キューティクル、ケロ
イド、シャグ、スキン、ドライスキン、フェアスキン、フェザー、ブロンド、ヘア、ペン
だこ、ロールパフカール、ロングヘアー

93

骨・歯、爪

1 3 2 6 0 639-647

遺骨、烏犀角、臼歯、永久歯、奥歯、横骨、下歯、牙、貝殻骨、貝爪、骸骨、角、鬼歯、
義歯、牛角、胸郭、胸骨、胸椎、筋骨、金歯、苦爪、継ぎ歯、頚骨、頚椎、鶏冠、鯨骨、
犬歯、肩胛骨、枯骨、硬骨、高角、腰骨、腰椎、骨、骨格、骨幹、骨質、骨髄、骨組み、
骨盤、骨仏、骨片、骨膜、差し歯、鎖骨、座骨、刺、糸切り歯、歯、歯牙、歯茎、歯腔、
歯根、歯髄、歯槽、歯肉、歯齦、舎利、尺骨、蹴爪、出っ歯、出歯、小骨、小爪、象牙、
上歯、上膊骨、触角、深爪、親骨、親知らず、人骨、髄、生爪、脊索、脊髄、脊柱、脊
椎、脊梁、薦骨、前歯、前膊骨、大腿骨、知恵歯、知歯、恥骨、中打ち、虫歯、椎間板、
椎骨、爪、爪牙、蹄、頭蓋、頭蓋骨、頭骨、頭頂骨、毒牙、軟骨、乳歯、入れ歯、入歯、
馬蹄、背骨、白骨、八重歯、反っ歯、尾てい骨、尾骨、鼻骨、膝蓋骨、膝骸骨、膝骨、膝
皿、仏舎利、頬骨、万骨、味噌っ歯、無延髄、門歯、肋骨、腕骨、橈骨、皓歯、脛骨、腓
骨、螯、顱頂骨、顴骨、髑髏、齲歯、されこうべ、サムネイル、シャリ、スケルトン、ス
ケレトン、ネール、ボーン

94

血液・分泌排泄勿

1 3 2 7 0 648-669

悪血、暗涙、胃液、胃酸、一汗、雲脂、液便、汚物、汚穢、黄水、黄体ホルモン、下り
物、悔し涙、蟹屎、滑液、感涙、汗、汗水、嬉し涙、汲取り尿、牛乳、凝血、空涙、鶏
糞、結石、血、血の涙、血液、血液中、血煙、血球、血糊、血小板、血色素、血清、血
中、血潮、血尿、血膿、血反吐、血便、血涙、血漿、血痰、月経、月役、古血、固唾、
垢、紅涙、膏血、黒血、最後っ屁、蚕糞、蚕渣、酸乳、子種、市乳、脂汗、種、宿便、純
血、初経、初潮、小水、小便、小用、浄血、寝汗、寝小便、人乳、人糞、人糞尿、水洟、
水瀉便、性ホルモン、生き血、生汗、生牛乳、生血、生唾、生乳、精液、精子、精虫、声
涙、青っ洟、赤血球、栓塞、潜血、鮮血、全乳、多血、唾、唾液、体液、胎便、大汗、大
便、胆汁、胆石、蛋白尿、虫酸、腸液、吐血、吐瀉物、盗汗、頭垢、毒血、軟便、二本
棒、乳、乳汁、尿、尿屎、熱汗、熱血、熱涙、粘液、膿、膿汁、馬糞、配偶子、白血球、
白帯下、反吐、皮脂、鼻血、鼻脂、鼻汁、鼻水、鼻糞、腹水、糞、糞尿、糞便、別涙、
便、母乳、目くそ、目脂、目糞、溶血、羊水、落涙、流汗、溜飲、緑便、鱗屑、涙、冷や
汗、冷血、喀血、喀痰、屁、屎、屎尿、涎、漿液、痂、痰、膵液、ありがた涙、うんこ、
おっぱい、お下、お涙、こしけ、アドレナリン、インシュリン、オーキシン、カテコール
アミン、グアノ、コルチコトロピン、ザーメン、シプロテロン、ジベレリン、スコトフォ
ビン、ソマトスタチン、パロチン、フロリーゲン、ヘモグロビン、ホモ牛乳、ホルモン、
ボンベイブラッド、メラトニン、メンス、リンパ、ローヤルゼリー、Ｒｈ

95

卵

1 3 2 8 0 670

一腹、黄身、海ほおずき、寒卵、鶏卵、蚕種、蚕卵、子種、種、受精卵、生卵、鳥の子、
配偶子、白身、白味、無精卵、優曇華、卵、卵黄、卵子、卵白、胚子、なぎなたほおず
き、エッグ、カラザ

1 3 3 0 0 672

一木一草、隠花植物、株立ち、観葉植物、寄生植物、帰化植物、懸崖づくり、顕花植物、
高山植物、植生、植物、食虫植物、水生植物、双子葉植物、早生、草本、草木、多肉茎植
物、単細胞植物、単子葉植物、藤本、鉢植え、鉢物、晩生、晩生種、被子植物、非情、本
草、盆栽、木石、葉物、裸子植物、おくて、トロピカルプラント、トロピズム

96

植物（個体）
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97

樹木

1 3 3 1 0 673-675

梓、杏、伊予柑、郁子、磯馴れ松、一木、羽子の木、卯木、榎、黄桃、黄梅、黄櫨、黄
肌、黄蘗、屋久杉、伽羅木、夏柑、夏蜜柑、夏木立、科の木、果樹、花橘、花水木、花
薄、花梨、蝦夷松、臥龍梅、街路樹、柿、樫、樺、寒紅梅、寒桜、寒竹、寒椿、寒梅、幹
竹、柑橘、柑橘類、柑子、柑子ミカン、潅木、甘茶の木、岩つつじ、岩木、雁皮、忌竹、
朽ち木、巨樹、巨木、喬木、玉椿、桐、錦木、金柑、金木犀、銀杏、銀木犀、苦竹、栗、
桑、群竹、桂、桂の木、継ぎ台、迎春花、月の桂、月桂、月桂樹、堅木、犬つげ、古木、
枯れ木、股木、胡桃、胡椒、五葉松、呉竹、御所柿、御柳、梧桐、公孫樹、広葉樹、紅
梅、高木、合歓、合歓木、国樹、黒柿、黒胡椒、黒松、黒檀、黒竹、黒文字、根曲がり
竹、根笹、根上がり松、沙羅、榊、桜、桜ん坊、桜樹、桜桃、笹竹、雑木、三椏、山つつ
じ、山査子、山桜、山吹、山茶花、山鳴らし、山椒、山茱萸、枝変わり、糸桜、糸杉、糸
柳、紙の木、紫はしどい、紫檀、紫竹、雌松、雌竹、七竃、七竈、漆、篠懸け、篠竹、
柴、柴栗、若松、若木、弱竹、朱華、樹上、樹木、渋柿、宿り木、女竹、小栗、小柴、小
手毬、小松、小米花、松、松竹梅、松柏、松並木、樟、樵、衝羽根、常磐木、常緑樹、譲
り葉、植木、新木、新柳、榛、榛の木、深見草、深山桜、真葛、神代杉、神木、親木、針
葉樹、針槐、垂柳、水木、翠柳、杉、杉並木、生り木、生梅、生木、西洋ヒイラギ、青
松、青竹、青梅、青柳、石南花、赤芽柏、赤樫、赤松、接ぎ木、雪柳、川柳、栴檀、素
馨、蘇鉄、蘇芳、鼠もち、挿し木、相思樹、泰山木、苔桃、台木、大樹、大風子、大木、
丹波栗、淡竹、檀、男竹、竹、茶、沈丁花、椎、栂、椿、低木、庭梅、庭木、鉄刀木、徒
桜、杜松、倒木、冬木、唐橘、唐木、唐檜、唐棣、桃、桃李、藤、藤波、栃の木、椴松、
楢、南天、肉桂、猫柳、梅、梅擬き、這松、柏、白牡丹、白樫、白樺、白檀、白桃、白
梅、白木蓮、白楊、箱柳、櫨、八つ手、八朔、八重桜、鉢の木、鉢植え、彼岸桜、皮、緋
寒桜、枇杷、柊、桧、桧葉、姫小松、姫松、苗、苗木、夫婦松、普賢象、芙蓉、葡萄、
楓、風樹、風倒木、仏手柑、文旦、並木、菩提樹、峰桜、朴、本木、盆栽、柾、柾のかず
ら、万作、万両、満作、蜜柑、椋、椋の木、名木、孟宗、木、木々、木瓜、木犀、木蔦、
木本、木立、木蓮、木斛、木槿、野いばら、野ばら、柳、薮柑子、薮椿、優曇華、有りの
実、柚、雄松、雄竹、楊柳、葉桜、葉竹、要黐、落葉樹、落葉松、李、梨、立ち木、流
木、竜眼、緑樹、林檎、鈴懸け、霊木、連翹、老い木、老樹、老松、老梅、老木、蝋の木、

98

草

1 3 3 2 0 676-679

亜麻、葵、茜、葦、粟、磯菜、一年草、稲、茨、芋、芋の子、隠逸花、隠君子、隠元、隠
元豆、烏瓜、烏扇、烏麦、卯の花、瓜、荏胡麻、延齢草、燕麦、黄菊、黄麻、黄緑野菜、
黄粱、荻、牡丹、下生え、下草、夏作、夏草、嫁菜、果菜、河骨、禾本科、花あやめ、花
キャベツ、花茨、花菜、花菖蒲、花水木、花卉、花椰菜、茄子、蝦夷菊、蚊帳吊草、芽
キャベツ、海芋、海松、海人草、海仁草、海草、海藻、海棠、芥子菜、核果、角又、葛、
褐藻、褐藻類、蒲、茅、茅花、茅草、刈萱、寒菊、干し草、柑子ミカン、甘夏、甘夏柑、
甘薯、甘草、甘藍、甘蔗、間引き菜、機微、気違茄子、鬼ゆり、鬼薊、擬宝珠、菊、菊
芋、桔梗、詰草、黍、牛蒡、京菜、蕎麦、玉レタス、玉菜、玉藻、玉葱、玉帚、玉鬘、
芹、金魚藻、金時、金鳳花、金盞花、虞美人草、空豆、熊の胆、熊笹、君影草、君子蘭、
珪藻、茎立、鶏冠花、鶏頭、血止草、月見草、犬サフラン、犬蓼、枯れ薄、枯れ尾花、胡
瓜、胡蝶花、胡麻、虎の尾、五月、吾木香、御形、紅花、紅藻、紅藻類、荒布、香草、高
菜、黒ゆり、黒豆、昆布、根芹、根菜類、根笹、根無し葛、根無し草、砂糖黍、砂糖大
根、菜、菜っ葉、菜果、菜豆、作物、桜ん坊、桜草、笹、薩摩芋、雑草、皐月、三つ葉、
三色董、三色菫、三寸人参、三度豆、三宝柑、三味線草、山の芋、山ゆり、山芋、山菜、
山草、山東菜、酸奨、残菊、刺草、思い草、枝豆、獅子唐、糸薄、紫苑、紫蘇、紫蘭、飼
い草、時無し大根、耳菜草、自然薯、七草、篠、篠の葉草、柴、芝、芝桜、芝生、芝草、
射干、蛇の髭、蛇苺、杓子菜、若菜、若紫、若草、若布、手無インゲン、秋茄子、秋海
棠、秋作、秋草、十三里、十六ささげ、宿根草、春の七草、春菊、春作、春蘭、除虫菊、
宵待ち草、小芋、小菊、小柴、小松菜、小麦、小百合、菖蒲、新じゃが、新菊、新生姜、
真桑瓜、真菰、真木、人参、壬生菜、壬生艾、水稲、水引、水菰、水菜、水松、水仙、水
草、水芭蕉、水蜜、睡蓮、雛げし、雛菊、杉菜、菅、清浄野菜、生り物、生梅、生米、生
姜、西瓜、青のり、青刈り大豆、青菜、青紫蘇、青草、青豆、青豌豆、石垣苺、石竹、石
蓴、赤芽芋、赤紫蘇、雪の下、雪割り草、雪菜、千草、浅茅、浅草のり、早稲、早苗、早
蕨、相撲取り草、草、草ぼたん、草花、草物、草本、草苺、藻、藻塩草、藻屑、藻草、藻
類、束、多年草、太藺、体菜、待宵草、大根、大手亡、大豆、大納言、大麦、大麻、沢
瀉、遅場米、竹似草、中手、昼顔、苧、苧環、朝顔、朝鮮人参、朝鮮朝顔、長春花、長
薯、鳥兜、槻、漬け菜、蔦、蔦蔓、壷菫、吊鐘草、庭草、適作、鉄道草、鉄砲ゆり、天竺葵

99

その他

1 3 3 3 0 680-685

榎茸、化膿菌、雁足、鬼シダ、球菌、菌、菌糸、菌類、結核菌、軒忍、好冷菌、抗酸性
菌、酵母、麹菌、黒黴、細菌、雑菌、子嚢菌、死菌、春子、初茸、松茸、松露、醸母、真
菌、生菌、青苔、青黴、赤痢菌、千本湿地、双球菌、耐性菌、苔、大腸菌、茸、地衣、地
衣類、椎茸、毒茸、日陰の葛、日陰葛、乳酸菌、麦角、麦角菌、病菌、病原菌、病原体、
病毒、葡萄状菌、放線菌、万年茸、溶連菌、緑苔、緑膿菌、淋菌、連鎖状球菌、桿菌、濾
過性病原体、蘚苔、蘚苔類、蘚類、黴、黴菌、きくらげ、しだ、しめじ、なめこ、アデノ
ウイルス、インフルエンザ、ウイルス、カンジダ、シャンピニオン、スピロ、スピロヘー
タ、スピロヘータパリダ、バクテリア、バクテリオファージ、バチルス、ビールス、
ファージ、マイコプラズマ、マッシュルーム、リケッチア、リトマスゴケ、ロータウイル
ス

1 3 4 0 0 686

器官、相同、付子、没食子

100

植物（部分）

101

芽・苗

1 3 4 1 0 687-689

穎割り、下萌え、芽、芽出ち、貝割り、貝割り葉、若芽、珠芽、種苗、新芽、接ぎ穂、早
苗、冬芽、二葉、肉芽、麦芽、苗、苗木、萌やし、木の芽、筍、胚芽、腋芽、薹、むか
ご、アルファルファ、モルト、ルーサン

102

根

1 3 4 2 0 690

芋頭、横根、何首烏、塊根、株、気根、球根、根、根っ子、根芋、根上がり、根方、根
毛、根瘤、紫根、種芋、宿根、親芋、水根、草根、白根、盤根、蓮根、ルート

103

株・茎

1 3 4 3 0 691-693

稲幹、芋幹、芋蔓、花茎、花梗、花軸、塊茎、株、刈り株、巻き鬚、球茎、茎、古株、
根っ子、根株、根茎、子株、軸、樹幹、宿茎、寝藁、親株、髄、石突き、切り株、節、地
下茎、茶柱、藤葛、藤蔓、豆幹、白根、白蔓、麦藁、麦稈、蕗の薹、麻幹、蔓、鱗茎、鱗
毛、藁、薹、ずいき、ロゼット

104

枝・葉

1 3 4 4 0 694-696

一枝、押し葉、黄葉、下枝、下葉、荷葉、幹、朽葉、桐一葉、結集枝、枯れ枝、枯れ葉、
梧葉、紅葉、根葉、菜っ葉、三つ葉、子葉、枝、枝幹、枝葉、柴、若枝、若葉、主脈、小
枝、小柴、松が枝、松葉、梢、上葉、青葉、粗朶、双葉、草葉、多肉葉、単葉、茶、蔦紅
葉、二葉、梅が枝、桧葉、病葉、敷松葉、複葉、本葉、麻の葉、末木、万朶、網状脈、木
の葉、木の葉天狗、木末、柳糸、柳条、葉、葉たばこ、葉っぱ、葉状、葉身、葉叢、葉
柄、葉脈、葉裏、葉腋、落葉、緑葉、連理枝、瘤、お茶

17 / 73 ページ

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

105

花

1 3 4 5 0 697-699

花、花冠、花首、花心、花吹雪、花束、花粉、花片、花弁、花穂、花房、管状花、菊花、
供花、迎春花、県花、香片、合弁、合弁花、合弁花冠、国花、菜の花、桜花、残花、子
房、雌花、雌雄異花、雌蘂、室咲き、重弁、初花、水媒花、生花、盛り花、切り花、草
花、大輪、丹花、単性花、単弁、単弁花、置花、虫媒花、鳥媒花、徒花、徒桜、筒咲き、
頭状花、葱坊主、梅花、飛花、尾花、百花、瓶花、風媒花、返り花、弁、房、蜜腺、名
花、綿花、野花、雄花、雄蘂、妖花、落花、梨花、離弁花、両性花、槿花、胚珠、胚嚢、
萼、葯、蘂、蕾、フラワー、フルール、ブロッサム、メイフラワー

106

実種穂

1 3 4 6 0 700-703

亜麻仁、粟粒、稲穂、黄金の波、果実、果肉、果物、花穂、花房、花落ち、核、核果、蕎
麦殻、堅果、原種、胡麻幹、黒穂、菜種、実、種、種子、種物、種籾、熟柿、初穂、松か
さ、松ふぐり、松ぼっくり、垂り穂、青果、多肉果、袋、中子、珍果、配偶子、美果、
穂、穂波、穂並、穂綿、房、本生り、末生り、綿種、木の実、木醂し、籾、柳絮、落ち
穂、落果、龍眼肉、零れ種、橄欖、毬果、漿果、瓠、胚、胚乳、苹果、蔕、蔕落ち、醂し
柿、いが栗、ほおずき、ジャンピングビーン、ナッツ、フルーツ、プラム、ベリー

107

樹皮・果皮

1 3 4 7 0 704

茨、果皮、殻、甘皮、強皮、蕎麦殻、栗の毬、桂皮、刺、脂、種皮、樹脂、樹皮、渋皮、
靭皮、粗糠、粗皮、竹紙、桧皮、表皮、木肌、木皮、籾殻、籾糠、毬、芒、莢、キナ、
シェラック

108

細胞

1 3 4 8 0 705

維管束、芽胞、筋、菌種、結合織、原形質、細胞、細胞組織、小胞体、食細胞、性染色
体、生殖細胞、染色糸、染色体、繊維、前核、組織、多細胞、単核、単細胞、導管、胞
子、毛細管、プロトプラスト、マリグラニュート、ミクロスフェア、ミトコンドリア、ラ
イソゾーム、ＤＮＡ、ＲＮＡ

1 3 5 0 0 707,708,712

塩化物、化合物、可燃物、基質、混合物、酸化物、自然、臭化物、触媒、水酸化物、水素
化物、絶縁体、単体、単量体、地下資源、天然、電解質、動体、廃物、培地、培養基、媒
質、半導体、反物質、被膜、不導体、物質、膜、無機、無機化合物、無機物、木石、有
機、有機化合物、有機物、誘導体、冷媒、夾雑物、エステル、クルード、ジアゾ化合物、
トレーサー、ナチュール、ニトロ、ネーチャー、フッ化物、ベンゼン核、マター、ミクス
チャー、リソース

109

自然物

110

成分

1 3 5 1 0 709

異物、栄養、栄養分、鉛分、塩気、塩分、灰分、角質、気、金気、血色素、血糖、交じり
気、抗毒素、混ぜ物、混合物、滋養、滋養分、湿り、湿り気、主成分、汁気、潤い、色
素、食品添加物、水気、水分、成分、全糖、潮気、鉄分、添加物、糖分、動物質、毒気、
毒素、不純物、油気、油分、溶質、要素、養分、夾雑物、ウエット、エレメント、ナリッ
シュメイト、プラスミッド、ミクスチャー

111

元素

1 3 5 2 0 710

亜鉛、陰陽、鉛、塩素、黄燐、希元素、金、金属元素、金銅、銀、珪素、元素、五行、五
大、五輪、黒鉛、酸素、四大、錫、臭素、重水素、水鉛、水銀、水素、赤燐、炭水、炭
素、窒素、鉄、同位元素、同素体、銅、二酸化炭素、白金、非金属元素、弗素、放射性元
素、沃素、沃度、硫黄、燐、砒素、硼素、アイアン、アイソトープ、アスタチン、アルゴ
ン、アルミ、アルミニウム、アンチモン、イリジウム、ウラニウム、ウラン、オゾン、カ
ドミウム、カリウム、カルシウム、キセノン、クセノン、クリプトン、クローム、ゲルマ
ニウム、コバルト、サマリウム、シーオー、シアン、シリコン、シルバー、ジルコニウ
ム、ストロンチウム、セシウム、セリウム、セレニウム、セレン、タングステン、チタニ
ウム、チタン、チンキ、トリウム、ナトリウム、ニウム、ニオビウム、ニオブ、ニクロ
ム、ニッケル、ニトロゲン、ニューム、ネオン、ネプツニウム、ハイドロ、ハフニウム、
ハロゲン、バークリウム、バナジウム、バリウム、パラジウム、フェルミウム、フッ素、
フロン、ブタン、ブローム、プラチナ、プルトニウム、プロメチウム、ヘリウム、ベリリ
ウム、ポロニウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨード、ヨードカリ、ヨード
カリウム、ヨウ素、ヨジウム、ラジウム、ラドン、リチウム、ルテチウム、ルテニウム、
ルビジウム、レニウム、ロジウム、ロディウム

112

原子

1 3 5 3 0 711

π中間子、異分子、陰イオン、陰子、陰電子、核、核子、原核、原子、原子核、光子、高
分子、水酸基、素粒子、中間子、中性子、電子、熱核、熱原子核、熱中性子、反中性子、
反陽子、反粒子、分子、陽イオン、陽子、陽電子、量子、アトム、イオン、エネルギー量
子、キメラ、クォーク、ニュートリノ、ニュートロン、ハイペロン、フォトン、プロト
ン、ポジトロン、ミューオン、メソトロン、メソン、モノマー、レゾナンス

113

個体

1 3 5 4 0 713-745

亜れき、亜鉛、亜炭、安山岩、一枚岩、宇宙塵、雨垂れ石、雨雪、雨氷、雲脂、雲母、栄
養、栄養失調、栄養素、栄養分、永久磁石、液晶、煙、煙霞、煙水晶、煙毒、煙幕、煙
霧、鉛、鉛毒、塩、塩煙、塩花、塩基、塩気、塩分、塩類、汚泥、汚毒、汚物、汚穢、黄
玉、黄金、黄砂、黄塵、黄体ホルモン、黄鉄鉱、黄土、黄銅鉱、黄白、黄粉、黄燐、沖積
土、牡丹雪、温灰、化石、果糖、火山灰、火山岩、火山礫、火成岩、火打ち石、火打石、
火糞、花氷、花崗岩、苛性カリ、苛性ソーダ、俄か雪、塊炭、怪石、懐炉灰、海泡石、
灰、灰神楽、灰塵、灰分、灰燼、芥、害毒、骸炭、核酸、割り栗石、活性炭、滑石、褐
炭、瓦落、竿石、含水炭素、巌、岩、岩塩、岩襖、岩群、岩根、岩石、岩盤、岩漿、奇
岩、希有金属、貴金属、輝コバルト鉱、客土、吸い殻、吸い殼、巨岩、巨石、強酸、凝灰
岩、玉、玉砂利、玉髄、玉石、襟垢、金、金塊、金鉱、金鉱石、金剛、金剛砂、金剛石、
金砂、金渋、金石、金属、金属片、金地金、金鉄、金銅、金無垢、金緑石、銀、銀鉱、銀
雪、銀盤、苦汁、駒止石、屑、沓脱ぎ石、栗石、珪砂、珪酸、珪石、珪藻土、軽金属、軽
石、軽鬆土、鶏糞、劇毒、劇薬、結晶、血糖、血便、堅氷、原鉱、原石、玄武岩、固形
物、固体、後塵、御影石、御百度石、光り物、垢、好塩、孔雀石、抗原、抗体、硬玉、紅
玉、紅土、耕土、膏土、荒木田土、酵素、鉱産、鉱石、鉱毒、鉱物、鉱滓、鋼玉、降灰、
降雪、降霜、香煙、高分子化合物、剛体、豪雪、黒ダイヤ、黒煙、黒鉛、黒土、黒曜石、
骨灰、骨材、根雪、差し土、差土、砂、砂煙、砂岩、砂金、砂子、砂塵、砂鉄、砂利、砂
埃、砂礫、細雪、作土、雑芥、錆、山骨、珊瑚、珊瑚珠、珊瑚樹、蚕渣、酸、酸性白土、
酸類、残りかす、残り灰、残雪、残土、残渣、残滓、死の灰、死灰、死毒、紫煙、脂、脂
質、脂肪、脂肪酸、脂肪分、歯石、歯屎、滋養、滋養分、磁石、磁鉄鉱、磁土、耳垢、自
然石、七珍、七宝、湿雪、捨て石、蛇紋石、邪気、錫、弱酸、取り灰、手垢、珠、珠玉、
樹霜、樹氷、秋霜、重ソー、重金属、宿雨、宿便、春雪、純金、純銀、処女雪、初雪、初
霜、初氷、床土、消石灰、焼きミョウバン、焼き金、焼けぼっくい、焼け灰、焼け石、焼
結金属、焼石膏、硝煙、硝酸カリウム、硝酸塩、硝酸銀、硝石、衝立岩、鍾乳、鐘乳石、
上土、壌土、埴、埴土、寝粉、心土、新雪、深雪、真金、真砂、真珠、真土、真鍮、人
煙、人工栄養、人糞、塵、塵っぱ、塵芥、塵埃、水ガラス、水垢、水渋、水晶、水成岩、
水霜、炊煙、翠玉、性ホルモン、成層岩、生石灰、盛り砂、盛り土、精鉱、精鋼、青玉、青
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液体

1 3 5 5 0 746-755

４ＤＭＰ、亜硫酸、亜砒酸、悪血、暗涙、胃液、胃酸、井戸水、井泉、一汗、飲み水、飲
用水、飲料水、雨、雨垂れ、雨水、雨滴、雨粒、雨露、液、液汁、液体、液体酸素、液体
肥料、液便、塩酸、塩水、汚水、汚物、汚穢、王水、黄水、温水、温泉、温湯、温排水、
下り物、下水、下露、加圧水、河水、火砕流、火水、過酸化水素水、俄か雨、悔し涙、海
水、外湯、核酸、掛かり湯、寒水、感涙、汗、汗水、観世水、岩清水、岩漿、嬉し涙、希
塩酸、希硫酸、気違い雨、気泡、汽水、蟻酸、急潮、汲取り尿、供水、強酸、胸水、苦
汁、空涙、珪酸、軽水、迎え水、血、血の涙、血液、血煙、血清、血潮、血尿、血膿、血
反吐、血涙、血漿、血痰、月経、月役、原液、原水、原油、呼び水、固唾、御汁、江水、
硬水、紅涙、膏血、行く水、行潦、鉱水、鉱泉、降水、黒血、差し水、差し湯、差し乳、
産湯、酸、酸類、使い水、止水、死に水、脂汗、脂肪酸、雫、湿り気、煮え湯、煮抜き、
若水、若潮、弱酸、手水、酒精、秋雨、集中雨、汁、汁液、汁気、重水、重油、出で湯、
純水、初経、初潮、初湯、小水、小便、小用、硝酸、菖蒲湯、上がり湯、上水、浄血、浄
水、蒸溜水、食塩水、寝汗、寝小便、新湯、真水、神水、酢酸、吹き上、吹上げ、水、水
しぶき、水の手、水煙、水火、水玉、水銀、水資源、水石鹸、水柱、水滴、水道、水分、
水泡、水沫、水様液、水溶液、水洟、清水、生き血、生汗、生血、生水、生唾、生理的食
塩水、精液、青っ洟、青潮、静水、石炭酸、石油、赤潮、雪解け水、泉、煎汁、鮮血、草
露、霜解け水、増し水、唾、唾液、打ち水、打水、体液、苔清水、大汗、大雪、濁り水、
濁水、単純泉、淡水、炭酸、炭酸泉、胆汁、地下水、虫酸、朝露、潮、潮煙、潮水、腸
液、泥水、滴り、天水、点滴、吐血、盗汗、湯、湯玉、湯水、湯茶、湯冷まし、灯油、毒
血、軟水、二硫化炭素、肉エキス、肉汁、日向水、乳液、尿、尿酸、尿屎、熱汗、熱血、
熱水、熱泉、熱湯、熱涙、粘液、濃厚液、濃硫酸、膿、膿汁、廃液、廃水、白水、白帯
下、白湯、白露、麦湯、飛沫、鼻血、鼻脂、鼻汁、鼻水、苗代水、腹水、覆水、沸かし
湯、分水、噴水、噴泉、平野水、碧水、別涙、片時雨、片脳油、便、泡、泡ぶく、泡沫、
蜂蜜、磨ぎ汁、磨ぎ水、末期の水、蜜、夜露、薬湯、油、油気、有機酸、柚湯、涌き水、
誘い水、遊離酸、融体、余滴、溶液、溶岩、溶媒、用水、羊水、葉酸、落し水、落涙、藍
汁、陸湯、流汗、流水、流体、流動体、流動物、溜まり水、溜水、留め湯、硫酸、粒、力
水、涙、冷や汗、冷や水、冷水、冷水塊、冷泉、霊水、霊泉、露、喀血、喀痰、屎尿、涓滴
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気体

1 3 5 6 0 756-759

亜硫酸、亜硫酸ガス、阿吽、悪気流、圧縮空気、暗雲、移流霧、一酸化炭素、鰯雲、雨
雲、雲、雲の峰、雲海、雲霧、煙霞、煙霧、塩化水素、塩素、横雲、温気、霞、海気、海
霧、外気、寒雲、寒気、巻き雲、巻積雲、希ガス類、旗雲、気体、気団、気流、吸気、狭
霧、極うず、空気、景雲、絹雲、絹積雲、絹創雲、絹層雲、原子雲、呼気、呼吸、五色の
雲、口気、高圧ガス、高気圧、高積雲、高層雲、黒雲、催涙ガス、彩雲、鯖雲、山気、酸
素、紫雲、湿舌、重水素、春霞、暑気、小霧、上昇気流、上層雲、上層気流、蒸気、蒸気
霧、水蒸気、水素、瑞雲、晴嵐、青雲、石炭ガス、積雲、積乱雲、雪雲、川霧、叢雲、層
雲、層積雲、息、息吹、大気、炭酸ガス、断雲、暖気、窒素、中層雲、朝霧、天然ガス、
都市ガス、凍て雲、湯煙、湯気、毒ガス、毒気、入道雲、熱雲、熱気、濃霧、排気ガス、
白雲、薄雲、飛雲、飛行機雲、浮き雲、噴気、碧雲、片雲、暮靄、放射霧、豊旗雲、盆地
霧、密雲、霧、霧雲、迷霧、綿雲、木炭ガス、夜気、夜霧、有毒ガス、夕霧、夕靄、妖
雲、陽炎、雷雲、乱雲、乱気流、乱層雲、嵐気、嵐翠、硫化水素、涼気、鱗雲、冷気、
屁、朧雲、濛気、瘴気、糜爛ガス、靄、いとゆう、ちぎれ雲、アセチレン、アルゴン、ア
ンモニア、アンモニウム、エーロゾル、エア、エアポケット、エタン、エチレン、オゾ
ン、ガス、サリン、シーオー、シアン、スチーム、スモッグ、ニトロゲン、ネオン、フォ
ルムアルデヒド、フロン、フロンガス、ブタジエン、ブタン、プロパンガス、プロピレ
ン、ヘリウム、ホスゲン、ホスゲンフォー、ホルムアルデヒド、マーシュガス、メタン、
メタンガス、モンドガス、ルイサイト、ＬＰガス

物品

1 3 6 0 0 760
1 3 6 1 0 761-768
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人工物

安物、慰み物、慰問品、易損品、異物、衣食、衣食住、衣糧、遺愛、遺品、遺物、遺留
品、一級品、一次産品、一品、一封、一物、逸品、逸物、引き菓子、引き出物、引き物、
陰膳、隠退蔵物資、影供、駅止め小荷物、駅留め、駅留め小荷物、横流れ、恩賜、音物、
下だされ物、下作、下手物、化成品、加工品、夏作、夏炉冬扇、家伝、家宝、家苞、荷、
荷足、荷物、貨物、我が物、壊れ物、快気祝い、懐中物、海産物、外物、獲物、角細工、
割れ物、官給品、官製、官物、干し物、贋造、贋物、奇貨、寄付、寄木、既製品、季節
物、規格品、記念品、偽物、犠牲、詰め物、急ぎ物、救援物資、救恤品、旧物、供え物、
供え餅、供花、供物、極製、玉、禁制品、謹製、金製、金品、駒、掘り出し物、型見本、
形見、携帯品、景品、景物、継ぎ接ぎ細工、結納、剣璽、建て玉、献茶、献物、見せ物、
見切品、見返り物資、見返り物質、見本、原物、現品、現物、古手、古渡り、古物、故買
品、虎の子、御供え、御持たせ、御初、御物、御返し、御宝、御料、御礼返し、御霊、光
り物、幸、更生品、航空便、貢、貢物、香花、香典返し、高級品、国産、国産品、国宝、
骨董、込め物、梱、混載、差入、再生品、歳暮、斎米、細工、際物、在荷、在庫、在庫
品、財、財貨、財物、財宝、作り物、作物、雑貨、雑品、雑物、三次製品、三宝、山の
幸、山幸、散米、産、産物、残り物、残品、仕掛け品、使い物、使い料、四つ目、子供騙
し、志、施し、施物、死物、私製、私物、紙花、紙工品、紙包み、至宝、試供品、試作
品、試製品、試用品、試料、賜り物、賜物、寺宝、持ち駒、持ち物、自製、七珍、七宝、
失せ物、質種、質物、質流れ、実験台、実物、謝儀、謝礼、借り物、取って置き、手荷
物、手回り、手向け、手向け草、手細工、手作り、手持ち、手持ち品、手製、手土産、
珠、珠玉、呪物、拾い物、秋作、集貨、什物、重荷、重宝、重要美術品、重要文化財、祝
い、祝儀、祝返し、出庫物、出土品、出物、準備、初荷、初物、所産、所持品、所蔵、所
有物、諸式、除け物、傷物、召し料、商品、小荷駄、小荷物、小間物、小包、小包郵便、
掌中の玉、松の葉、消費財、消耗品、証拠物件、賞、賞品、上がり物、上荷、上玉、上
製、上物、食わせ物、尻子玉、心付、新築祝い、新品、神器、神供、神剣、神璽、神米、
神宝、神饌、進物、人身御供、人柱、尋ね物、水産物、翠玉、数物、裾物、寸志、制度
品、生け贄、生産品、盛り菓子、盛り物、精製品、聖柄、製品、青玉、静物、石造、積み
荷、積み物、絶品、先物、千枚張り、戦利品、洗米、船荷、船便、薦包み、銭形、全点、粗
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資材

1 3 6 2 0 769-799

亜炭、亜麻、亜麻仁油、悪材料、梓、圧延鋼、磯馴れ松、一次財、一木、印画紙、印材、
印伝、印綿、引き綿、引裂き紙、羽子の木、羽目、羽目板、卯木、厩肥、荏の油、餌、餌
食、液化ガス、液体肥料、液肥、榎、円盤、延べ金、延べ板、延べ棒、縁甲板、艶消しガ
ラス、鉛版、塩化ビニール、押し紙、横紙、黄銅、黄麻、黄麻紙、黄蘗、屋久杉、屋根
板、臆病板、下見板、下肥、化学繊維、化学肥料、化合繊、化粧紙、化粧板、化繊、伽羅
木、可燃物、科の木、火打ち石、花水木、蝦夷松、過燐酸石灰、画仙紙、画用紙、臥龍
梅、塊炭、懐紙、海綿、芥、外材、外綿、鎧板、骸炭、柿板、核燃料、角材、樫、割り
木、滑革、褐炭、樺、蒲鉾板、茅、瓦、瓦礫、乾性油、寒竹、寒肥、巻き紙、巻取紙、干
し草、幹竹、感圧紙、感光紙、甘茶の木、間接肥料、丸材、丸太、丸太ん棒、丸木、含み
綿、雁皮、雁皮紙、器材、基肥、揮発油、機材、気泡ガラス、鬼瓦、擬餌、擬革、擬革
紙、吸い殼、吸取紙、求肥、牛革、牛脂、巨材、鋸屑、魚燈油、魚肥、魚粉、魚油、魚
蝋、魚滓、強化木、挟み紙、鏡銅、鏡板、凝脂、局紙、玉椿、桐、桐油、桐油紙、錦木、
筋金、金塊、金魚麩、金屑、金紙、金地、金地金、金泥、金鍍金、金唐革、金箔、金肥、
金物、金木犀、金屎、金麩羅、銀杏、銀狐、銀紙、銀泥、銀箔、銀木犀、銀葉、苦竹、
屑、屑糸、屑鉄、屑物、繰り綿、桑、群竹、型鋼、型紙、桂、桂の木、経木、継ぎ紙、罫
紙、軽合金、軽油、鶏糞、鶏肋、鯨油、結い綿、血粉、月桂樹、堅炭、堅木、建材、懸け
紙、犬つげ、硯材、絹、絹綿、見返し、元、原稿用紙、原材料、原紙、原燃料、原皮、原
肥、原綿、原毛、原木、原油、原料、減摩油、古紙、古鉄、固形燃料、戸板、故紙、糊入
れ紙、胡麻油、五線紙、呉竹、御影石、御払い、御柳、梧桐、光熱、公孫樹、厚紙、厚
板、厚様、坑木、好餌、好材料、更紙、溝板、硬化油、糠油、鉱油、鋼、鋼材、鋼鉄、鋼
板、高圧ガス、高周波鋼、高速度鋼、合歓、合歓木、合金、合成ゴム、合成樹脂、合成繊
維、合板、告知板、黒ダイヤ、黒柿、黒松、黒炭、黒檀、黒文字、黒木、漉き返し、漉入
れ紙、腰張り、腰板、骨材、骨粉、根曲がり竹、根笹、根上がり松、根太板、根竹、差し
肥、差し油、沙羅、座金、座板、妻板、砕石、菜種油、裁ち屑、裁ち板、裁ち物板、材、
材木、材料、咲き殻、搾め滓、桜、桜紙、笹竹、擦り滓、殺ぎ竹、殺ぎ板、雑芥、錆び
竹、山つつじ、山査子、山桜、山繭、山鳴らし、山茱萸、撒き餌、蚕紙、蚕卵紙、残骸、
残飯、仕立板、四分板、枝炭、糸、糸屑、糸桜、糸杉、糸柾、糸柳、紙、紙の木、紙屑、紙
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薬品

1 3 6 3 0 800-812

亜鉛華、亜鉛華軟膏、亜砒酸、阿片、安息香、杏仁、胃散、胃腸薬、医薬、医薬品、引き
墨、飲み薬、烏瓜、烏犀角、液剤、延齢草、煙硝、黄土、黄櫨、黄肌、牡丹、下し薬、下
剤、化学薬品、化粧下、化粧水、何首烏、伽羅、可塑剤、火薬、荷葉、過酸化水素水、蚊
取線香、蚊除け、蚊燻し、画漆、解毒剤、解熱剤、芥子泥、外用薬、咳止め、柿渋、覚醒
剤、角又、活性炭、滑剤、葛根湯、乾漆、乾薑、寒紅、寒剤、汗押え、汗殺し、汗止め、
汗知らず、漢方製薬、漢方薬、漢薬、甘草、肝油、丸薬、含嗽剤、顔料、奇薬、気付け、
気付け薬、起爆剤、起爆薬、逆性石鹸、吸着剤、強心剤、強壮剤、興奮剤、局方薬、銀
朱、苦味チンキ、駆虫剤、靴クリーム、靴墨、熊の胆、薫き物、薫香、桂皮、鯨蝋、劇
毒、劇物、劇薬、血止草、健胃錠、現像液、糊、胡粉、呉須、御歯黒、口紅、口中錠、抗
菌性物質、抗生物質、皇漢薬、硬膏、糠袋、紅、紅おしろい、紅殻、紅黛、紅粉、膏薬、
降圧剤、香、香具、香水、香木、香油、香料、高貴薬、合剤、骨炭、混和剤、紺青、差し
薬、座薬、催眠剤、殺菌剤、殺鼠剤、殺虫剤、殺蛆剤、錆止め、晒し粉、山査子、撒布
剤、散剤、散布剤、散薬、刺激剤、指示薬、止血剤、止痛剤、止痛薬、紫苑、試薬、歯
磨、歯磨き、歯磨き粉、持薬、漆、弱毒ワクチン、主剤、主薬、主用薬、酒精、収斂剤、
渋、峻下剤、除虫菊、傷薬、昇汞、昇汞水、樟脳、消炎剤、消臭液、消毒薬、焼き明礬、
硝煙、硝薬、常備薬、錠剤、食紅、食青、食品添加物、新薬、浸剤、浸出液、人工栄養、
吹き付け物、水おしろい、水性ペイント、水石鹸、水薬、水油、水和剤、睡眠薬、清涼
剤、生ワクチン、生漆、生薬、生理的食塩水、生理用品、精神安定剤、聖油、青黛、石灰
乳、石鹸、石油乳剤、石蝋、赤チン、接着剤、仙丹、仙薬、洗い粉、洗眼薬、洗顔クリー
ム、洗剤、洗濯ソーダ、染め粉、染液、染料、煎剤、煎薬、線香、組香、挿し薬、挿入
薬、痩せ薬、草根木皮、蒼鉛剤、装薬、増血剤、造影剤、造血剤、即効薬、代赭、大麻、
脱臭剤、脱色剤、脱毛剤、弾薬、置き薬、注射液、虫押さえ、虫下し、虫除け、虫薬、丁
子、朝鮮人参、朝鮮朝顔、腸溶剤、鳥黐、沈香、鎮咳剤、鎮静剤、鎮痛剤、鎮痙剤、痛み
どめ、通経剤、椿油、定斎、定着液、泥剤、適薬、鉄剤、鉄漿、天花粉、点眼水、点薬、
吐剤、吐瀉剤、塗り薬、塗擦剤、塗料、屠蘇散、痘苗、糖衣、糖衣錠、特効薬、毒、毒消
し、毒物、毒薬、独参湯、頓服、頓服薬、内服薬、軟膏、匂い袋、匂い油、肉桂、日焼け
止め、乳液、乳香、乳剤、猫要らず、熱さまし、熱冷まし、農薬、蚤取り、媒染剤、梅が香

120

衣料

1 3 6 4 0 813-837

扱き帯、綾、綾錦、綾織り、綾地、綾羅、袷、伊賀袴、伊勢崎織、緯、緯糸、衣、衣笠、
衣冠、衣手、衣装、衣服、衣料、衣料品、衣類、一つ身、一越し縮緬、一糸、一重物、一
張羅、印半纏、印綿、隠し、隠れ蓑、羽衣、羽尺地、羽織、羽織袴、羽二重、羽布団、雨
具、雨合羽、雨傘、雨着、運動帽、雲斎、栄冠、越中褌、燕尾服、猿轡、猿股、艶布巾、
塩瀬、汚れ物、横糸、王冠、黄巾、黄綬、黄八丈、下掛け、下穿き、下前、下足、下駄、
下帯、下着、下履き、化粧回し、夏衣、夏羽織、夏掛け、夏着、夏服、夏物、家庭着、火
事装束、花笠、花色もめん、花簪、華鬘、蚊絣、解き衣、回し、海気、海水着、絵羽、絵
羽織、絵絹、開襟、外出着、外套、鎧、蛙股、角隠し、角巻、角袖、角帯、角帽、革靴、
革帯、学童服、学帽、掛け襟、掛け布団、笠、割烹着、括り枕、葛布、兜、兜巾、乾布、
冠、冠り物、寒冷紗、官服、汗取り、簡単服、間着、丸襟、丸合羽、丸首、丸首シャツ、
丸帯、丸絎帯、丸鞆、眼帯、岩田帯、寄せ切れ、既製服、菊綴じ、詰め襟、脚半、久留米
絣、弓懸け、弓篭手、笈摺、居敷当て、共襟、共切れ、共地、共裏、胸当て、玉糸、玉
鬘、桐油がっぱ、錦、錦紗、錦繍、錦切れ、錦地、襟、襟巻き、襟腰、襟首、襟飾り、襟
芯、襟足、襟刳り、金モール、金隠し、金冠、金糸、金紗御召、金扇、金地、金波、金
襴、金襴どんす、銀糸、銀波、駒下駄、空気枕、屑糸、靴、靴下、靴足袋、轡、鍬形、軍
靴、軍手、軍服、軍帽、袈裟、型付き、桂冠、畦織り、畦編み、経、経帷子、継ぎ、継ぎ
糸、継ぎ切れ、荊冠、軽装、結城、月桂冠、堅甲、絹、絹綾、絹糸、絹小町、絹織物、絹
地、絹布、絹物、絹本、肩衣、肩掛け、肩巾、肩上げ、肩台、肩当て、見返し布、原糸、
古代切、古着、袴、股おむつ、股引き、股下、股立ち、五つ紋、五衣、呉服、後ろ襟腰、
後ろ身、御衣、御高祖頭巾、御腰、御四季施、御初、交ぜ織り、勾玉、勾配織り、厚司、
厚地、向こう鉢巻き、喉輪、工人服、広袖、校服、甲掛け、甲胄、紅型、紅絹、紅裏、絞
ぞめ、絞りぞめ、行燈袴、高下駄、高歯、高紐、高枕、合わせ糸、合オーバー、合繊綿、
合服、黒衣、黒糸縅、黒地、黒八丈、獄衣、腰巻、腰上げ、腰帯、腰当て、腰紐、腰蓑、
根掛け、混紡糸、紺絣、左褄、差しがさ、差掛、鎖帷子、祭服、菜っ葉服、裁ち布、裁っ
着け、作業着、笹縁、雑巾、晒、晒し、三つ身、三つ揃い、三角巾、三尺帯、三度笠、三
布、三幅ぶとん、傘、山高帽、産着、蚕糸、仕立て物、刺し子、刺繍、四つ身、四幅布
団、指ぬき、指輪、私服、糸、糸錦、糸織、糸織り、糸入り、糸入り紬、糸目、紙子、紙衾
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握り、握り飯、葦登、鯵、飴、飴ちまき、飴ちょこ、飴ん棒、飴玉、飴細工、飴煮、鮎、
粟、安部川餅、闇汁、杏、伊勢えび、伊富、伊予柑、囲い物、衣、衣被ぎ、郁子、磯魚、
一の膳、一塩、一菜、一汁、一汁一菜、一番茶、一品経、一品料理、一夜づけ、一夜酒、
一盞、稲、稲荷寿司、芋、芋の子、芋粥、芋幹、芋茎、芋頭、鰯、引き菓子、引っ越しそ
ば、飲み水、飲み物、飲食物、飲料、飲料水、陰膳、隠元、隠元豆、烏貝、烏麦、烏龍
茶、羽二重餅、卯の花、渦巻パン、渦輪鰹、鰻、鰻重、鰻丼、瓜、雲丹、栄養食、液汁、
駅弁、榎茸、燕巣、燕麦、遠海魚、塩、塩えんどう、塩引き、塩乾魚、塩干し、塩干加工
品、塩魚、塩鮭、塩煮、塩焼き、塩煎餅、塩漬、塩物、押し割り、押し麦、押し鮨、欧風
銘菓、鴬豆、鴬餅、黄枯茶飯、黄身、黄桃、黄梅、黄肌、黄粉、黄変米、黄緑野菜、黄
粱、牡丹餅、下り鮎、下ろし、下ろし大根、下ろし和え、下魚、下身、化学調味料、伽羅
蕗、加配米、加薬、加薬ごはん、嘉肴、夏柑、夏蜜柑、嫁菜、果菜、果実、果汁、果糖、
果肉、果物、河豚、火酒、火鍋、花キャベツ、花円、花鰹、花菜、花梨、花林糖、花椰
菜、茄子、菓子、菓子パン、蝦、蝦蛄、過格米、芽キャベツ、会席、回米、回遊魚、懐
石、懐石料理、海くらげ、海の幸、海亀、海参、海産魚、海蛇、海松、海草、海藻、芥
子、芥子菜、蟹、蟹玉、開き、貝、貝焼き、貝柱、外米、外郎、蛙、柿、核果、獲物、角
砂糖、掛け蕎麦、掛け饂飩、鰍、割り下、割り麦、活魚、葛、葛掛け、葛桜、葛湯、葛
粉、葛餅、葛溜、葛溜まり、葛練り、葛餡、褐藻、鰹、鰹節、蒲焼き、蒲鉾、釜飯、鎌倉
蝦、噛みたばこ、噛み酒、鴨、鴨南、茅台酒、茅渟鯛、粥、瓦煎餅、瓦落、乾パン、乾
鮭、乾性油、乾物、乾麺、乾葉、乾酪、寒天、寒鮒、寒餅、寒卵、巻きたばこ、巻き貝、
巻き鮨、巻繊、巻繊汁、巻繊蒸、干しこ、干しのり、干しバナナ、干し鰯、干し柿、干し
魚、干し物、干ぶどう、干菓子、干魚、干鯛、干鱈、干肉、干瓢、柑橘、柑橘類、柑子、
柑子ミカン、甘夏、甘夏柑、甘干し、甘栗、甘酒、甘薯、甘食、甘辛せんべい、甘辛煮、
甘酢、甘鯛、甘茶、甘納豆、甘味噌、甘味料、甘藍、甘露、甘露煮、甘蔗、缶詰め、肝、
肝吸い、間の子弁当、間引き菜、間鴨、間八、関東煮、丸焼き、丸漬、丸麦、含め煮、眼
張、岩魚、雁擬き、寄せ鍋、寄せ物、機微、気違い水、亀、亀節、菊、詰め物、黍、黍も
ち、黍団子、客膳、吸い付けたばこ、吸い物、吸付たばこ、求肥、球茎、牛、牛なべ、牛
ひき肉、牛蛙、牛脂、牛鍋、牛肉、牛乳、牛酪、牛丼、牛蒡、魚、魚すき、魚の半身、魚介
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１Ｋ、握り、葦戸、葦簀、安普請、庵、庵室、暗室、暗幕、囲い、違い棚、医務室、一つ
家、一軒家、一戸建て、一段、一堂、引き戸、引き窓、引き幕、隠れ家、隠れ処、隠宅、
羽目、羽目板、雨戸、雨避け、雨樋、雨覆い、鰻の寝床、厩舎、営舎、営倉、営造物、営
門、駅ビル、駅舎、閲覧室、円蓋、円座、円柱、円天井、園、園舎、演壇、演武台、煙出
し、煙突、猿戸、縁、縁の下、縁起棚、縁先、縁側、縁台、奥の院、奥向き、奥座敷、応
接間、応接室、押し入れ、押入、横断幕、襖、屋形、屋根、屋根裏、屋舎、屋上、屋台、
屋敷、温室、温床、下げ棚、下屋、下屋敷、下宿、下駄履住宅、仮の住家、仮庵、仮宮、
仮設テント、仮葺き、伽藍、夏座敷、家、家屋、家屋敷、家作、家宅、家畜舎、架台、火
の見櫓、花ゴザ、花園、花屋敷、花御堂、花壇、花道、花蓆、荷台、画室、画廊、臥所、
会館、回り縁、回り舞台、回転ドア、回転ドアー、回廊、戒壇、戒壇院、絵馬殿、開き
戸、階下、階上、階段、階段教室、凱旋門、外囲い、外開き、外装、外壁、鎧戸、蛙股、
垣、垣根、柿ぶき、各戸、格子、格子戸、格子造、格天井、格納庫、角屋敷、角柱、隔
壁、学校、学舎、学食、学寮、楽屋、掛け茶屋、鰹木、鴨居、茅茨、茅屋、冠木門、竿
縁、管制塔、観音開き、観測所、貫、間、間柱、閑居、関屋、関門、丸屋根、丸窓、岩組
み、雁木、基礎、基柱、寄り付き、寄宿舎、機関庫、気密室、貴賓室、議事堂、議場、喫
煙室、客間、客座敷、客室、客殿、客坊、宮室、宮中三殿、宮殿、宮門、給水塔、旧の
家、旧館、旧居、牛舎、牛小屋、居、居間、居館、居室、居宅、漁家、京間、教室、教
場、教壇、橋架、橋脚、橋桁、橋懸り、橋台、橋杙、狭莚、胸壁、鏡の間、玉垣、玉垂
れ、錦帳、筋交い、金庫、金蔵、金殿玉楼、金堂、金網、金屏風、銀幕、銀屏風、九尺二
間、九輪、駒除け、空き家、空き間、空き巣、空の巣、空室、空中線、空閨、寓居、沓脱
ぎ、繰り戸、軍門、経堂、鶏舎、迎賓館、鯨幕、劇壇、桁、穴蔵、月の輪、建て売り、建
て売り住宅、建具、建仁寺垣、建造物、建築、建物、懸樋、犬小屋、犬潜り、犬防ぎ、研
究室、見世物小屋、見付、見付門、軒、軒下、軒先、軒端、軒樋、遣り戸、遣り水、玄
関、玄室、個室、古巣、孤閨、庫裏、戸、戸口、戸前、戸袋、戸棚、枯れ山水、狐格子、
菰蓆、五重の塔、五輪塔、後架、後室、後段、後房、後門、御座し、御座敷、御手洗、御
台所、御殿、御堂、御用邸、御簾、御厠、碁会所、護摩壇、公営住宅、公園、公会堂、公
館、公室、公舎、公衆便所、公住、公団アパート、公邸、勾欄、向う裏、工房、広縁、広間
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亜鈴、阿彌陀籤、愛器、愛書、愛読書、悪貨、悪書、握り、葦笛、圧力釜、安楽椅子、安
全ピン、安全剃刀、安全燈、安全牌、安全弁、庵看板、暗号電報、暗射地図、暗箱、案内
状、鞍尻、鞍壷、鞍馬、伊万里焼、位記、位牌、囲碁、委任状、慰問袋、椅子、為替、為
替手形、異版、異本、移植鏝、衣桁、衣紋掛け、衣紋竹、遺影、遺言状、遺稿、遺書、遺
著、遺勅、医書、井桁、井戸車、井戸側、井筒、一の膳、一弦琴、一腰、一札、一時金、
一次史料、一舟、一書、一人案内、一切経、一節切り、一段、一著、一刀彫、一般教書、
一筆書き、一瓢、一品経、一部、一文銭、一目、一矢、一覧、一覧表、一里塚、一輪ざ
し、一籌、逸れ弾、逸書、稲架け、芋版、印、印画、印鑑、印形、印刷物、印紙、印璽、
印綬、印書、印章、印池、印肉、印判、印譜、印篭、引き換え券、引き金、引き綱、引き
札、引き手、引き出し、引き船、引き網、引換書、引用書、院宣、院本、陰画、陰膳、隠
し釘、宇宙兵器、烏口、烏鷺、羽、羽根車、羽子、羽子板、羽団扇、羽帚、雨樋、碓、
臼、臼砲、雲形定規、雲台、雲梯、雲版、雲母摺、雲竜、営業案内、影印本、曳光弾、英
紙、英誌、英字新聞、英文、鋭鋒、閲、円為替、円貨、円環、円卓、円盤、延べぎせる、
延べ竿、延べ棹、延縄、演台、煙道、縁台、艶書、艶文、遠矢、鉛管、鉛筆、鉛筆画、鉛
筆削り、塩釜、汚れ物、凹型、凹版、往復切符、往復葉書、押し絵、押し切り、押し切り
帳、横軸、横線小切手、横笛、横物、横木、横棧、欧紙、欧誌、王冠、王将、黄金、黄
白、黄表紙、岡持ち、桶、乙矢、音引き、音義、音叉、音沙汰、音信、音盤、下げ緒、下
ろし金、下書き、下敷き、下盥、化学兵器、化粧箱、仮名冊子、仮面、家具、家計簿、家
財、家財道具、家集、家庭電器、家庭電気、家電、科学者名鑑、果たし状、架空ケーブ
ル、架台、歌がるた、歌誌、歌集、歌書、歌切れ、歌碑、歌話、火、火のし、火炎太鼓、
火炎瓶、火炎放射器、火屋、火桶、火蓋、火器、火刑台、火皿、火取り、火床、火消壷、
火吹き竹、火打ち、火打ち金、火筒、火鍋、火入れ、火箸、火鉢、火糞、火砲、火矢、火
炉、火燵、火繩、火繩銃、花がるた、花火、花器、花月冊子、花生け、花筒、花入れ、花
瓶、花譜、花立て、花輪、花礼、花暦、花篭、花筐、花籖、花鋏、荷鞍、荷為替、荷札、
荷繩、華字紙、華燭、菓子器、蝦錠、蝦蟇口、課題本、貨幣、過去帳、霞網、蚊帳、蚊
鉤、画引き、画引き索引、画架、画材、画漆、画集、画帖、画帳、画嚢、画板、画筆、画
鋲、画布、画譜、画幅、画報、画竜、賀状、会議録、会誌、会席膳、会符、会報、回り燈篭
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機械

1 3 6 8 0 962-985

２ヘッド、握力計、安全器、安全装置、安全弁、胃カメラ、医療器械、一眼、一眼レフ、
印刷機械、陰極、陰極管、隠しマイク、運搬機、雲形定規、液温計、液量計、円盤、遠眼
鏡、遠心分離機、凹レンズ、凹凸レンズ、凹面鏡、押しボタン、押上げポンプ、横軸、欧
文タイプ、温度計、音盤、下げ振り、家庭電器、家庭電気、家電、架空ケーブル、火炉、
華氏温度計、画面、回線、回転子、回転軸、回路、懐中時計、懐中電灯、海底電線、開閉
器、開閉機、外線、外灯、碍子、街灯、街路燈、拡声器、拡大鏡、撹拌機、掛け時計、活
栓、滑車、滑尺、乾湿球湿度計、乾電池、乾板、寒暖計、巻き尺、巻線、換気扇、換気装
置、漢テレ、看貫、竿秤、管球、間竿、間尺、間接照明、間繩、眼鏡、眼鏡の球、雁木、
器械、器具、器財、器物、機、機械、機関、機器、機種、気圧計、汽筒、汽罐、起重機、
起電機、脚光、吸上げポンプ、吸入器、球、球面鏡、漁燈、魚眼レンズ、魚群探知機、共
鳴器、共鳴箱、鏡、曲がり金、曲尺、筋電計、近眼鏡、金縁、金具、金時計、金銭登録
器、銀時計、矩、矩差し、空気ポンプ、空中線、系、継電器、蛍光灯、計り、計器、計算
器、計算機、軽電機、鯨差、鯨尺、券売機、剣尺、捲き線、検温器、検波器、研削盤、軒
灯、顕微鏡、原器、原子時計、原動機、原板、原盤、幻灯、呼び鈴、己惚れ鏡、弧光、交
換台、光ディスク、光ファイバー、光学器械、光電管、光電池、公衆電話、工作機械、広
角レンズ、絞、絞り、耕運機、耕耘機、航空電子、衡器、鉱石式受信機、高圧線、高度
計、合わせ鏡、差し金、差し込み、砂時計、撮影機、皿秤、三角柱、三角定規、三機、三
十五ミリ、三面鏡、散粉機、産業機械、姿見、指南車、止水栓、糸ドライブ、糸車、試作
機、歯、歯止め、歯車、時計、磁石、磁力計、自記温度計、自記記録計、自動機械、自動
券売機、自動信号、自動販売機、軸、軸承け、湿度計、実用機、写真機、車軸、蛇腹、尺
度、主軸、手押しポンプ、手鏡、手量り、種板、受け口、受信機、受話器、集魚燈、集光
器、集材機、集塵機、集積回路、充電器、十六ミリ、重し、重機械、重電機、除湿器、除
塵機、升、抄紙機、消火栓、焼き玉機関、照空燈、照尺、照明、照明器具、常夜燈、織
機、色眼鏡、色消レンズ、信号、心電計、心棒、振り子、振り時計、振子、新盤、深度
計、真空ポンプ、真空管、神鏡、親子電話、身体装検器、水圧機、水位計、水鏡、水銀寒
暖計、水銀灯、水時計、水車、水準、水準器、水準儀、水晶時計、水盛り、水秤、水力
タービン、炊飯器、錘、制動機、整流器、晴雨計、生フィルム、生産財、精密機械、青電話
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乗り物

1 3 6 9 0 986-994

亜船、愛機、愛車、愛用車、一番列車、一葉船、稲車、引き船、右舷、右翼、宇宙ロケッ
ト、宇宙船、羽、羽車、曳船、英艦、英機、英船、衛星、衛星船、駅馬車、円盤、押し送
り船、屋形船、屋根船、牡蛎船、下り列車、河船、花見船、花自動車、花電車、荷車、荷
足り、荷足船、荷台、貨客船、貨車、貨船、貨物自動車、貨物船、貨物列車、画舫、駕、
駕籠、回船、快速、海防艦、蟹工船、外航船、外車、外輪船、掛かり船、梶、梶棒、滑空
機、滑席艇、緩行車、艦、艦橋、艦載機、艦首、艦船、艦隊、艦艇、艦尾、丸木舟、旗
艦、機関車、機首、機船、機体、機帆船、帰り車、帰帆、気化器、気球、気動車、汽車、
汽船、汽艇、客室、客車、客船、逆艪、急行、急行列車、救急車、救命艇、給水車、給油
船、牛車、巨艦、漁り火、漁舟、漁船、漁燈、近距離列車、銀翼、銀輪、駆潜艇、駆逐
艦、空車、空飛ぶ円盤、空便、空母、軍艦、軍船、係船、軽気球、軽四輪車、軽自動車、
軽舟、欠陥車、牽引車、原チャリ、原子力潜水艦、原付き、原付き自動車、源氏車、舷、
舷々、舷窓、舷側、舷梯、舷頭、舷門、個室、孤舟、孤帆、後車、後部、後輪、御座船、
御朱印、御朱印船、御所車、御神興、工船、甲板、綱具、航空機、航空母艦、鋼索鉄道、
鋼船、高架鉄道、高瀬舟、高麗船、国産車、国電、黒船、左舷、左翼、砂船、砂利トラ、
最終便、砕氷船、索具、三機、三板、三輪車、山駕篭、山鉾、撒水車、司令塔、四駆、四
輪車、始発、始発列車、市バス、市営電車、市電、私鉄、試作機、歯止め、自衛艦、自走
タラップ、自転車、自動車、実車、捨て小舟、車、車椅子、車軸、車室、車首、車上、車
窓、車体、車台、車馬、車輿、車両、車力、車輪、主車輪、主翼、主力艦、手押し車、手
車、手動車、終バス、終車、終電、終電車、終発、終列車、舟艇、集魚燈、縦貫鉄道、重
爆、重爆撃機、宿駕篭、出船、循環バス、準急、巡航船、巡視艇、巡洋艦、初電、初発、
初便、諸車、助け船、除雪車、哨戒機、商船、商船隊、小舟、昇降機、消防車、上り列
車、上甲板、上陸用舟艇、乗り物、乗機、乗合船、乗艇、乗輿、乗用車、蒸気機関車、蒸
気船、職漁船、食堂車、寝台急行、寝台車、寝台特急、新鋭機、新幹線、新車、新造船、
新特急、真帆、神風タクシー、神輿、親船、人間衛星船、人工衛星、人力、人力車、推進
器、水上飛行機、水船、水中翼船、水陸両用車、制動機、勢子船、正舷、清掃車、生け
船、青電車、赤電車、雪上車、先行車、先導車、先便、千石船、川崎船、川船、戦艦、戦
車、潜航艇、潜水艦、潜水母艦、船、船縁、船橋、船具、船室、船首、船倉、船窓、船蔵、
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抽象物

1 4 0 0 0 1001,1002,1122 文運、文化、文物、文明、カルチャー、カルチャーショック、カルチュア、シビリゼー
,1145,1154
ション、メンタルカルチャー
知的生産物

1 4 1 0 0 1003

学術
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学問・学科

1 4 1 1 0 1004-1006

易学、異学、医科、医学、医術、医用電子工学、因明、英学、英数、英文学科、疫学、応
用化学、音声学、化学、家学、科、科学、科学技術、科目、歌学、課外、課外活動、課
業、画学、外科、学、学の道、学科、学課、学業、学芸、学術、学部、学問、漢学、漢
文、漢方、眼科、幾何、幾何学、技術、技術科、技術畑、強電、教育工学、教科、教学、
近経、金石学、金相学、軍学、形而上学、形成外科、経学、経験科学、芸文、犬儒、古
学、古道、後学、語学、光化学、光学、工科、工学、工学部、考現学、考古学、講座、鉱
物学、高等数学、国学、国漢、国語、国語学、国文、国文学、国文学科、国文学史、雑
学、産婦人科、算術、算数、史学、史前学、思弁哲学、斯学、斯道、斯文、死に学問、詩
学、歯科、児童心理学、児童文学、耳学問、耳鼻咽喉科、耳鼻科、自然科学、実科、実
学、実習、実証哲学、射影幾何学、社会科、社会科学、社会学、社会工学、弱電、儒学、
修辞学、修身、純正化学、書誌学、諸学、商科、商学、小児科、植物学、審美学、心学、
心理学、心霊学、神学、人間工学、人文、人文科学、図工、図書学、推計学、水文学、随
意科目、数学、数理統計学、世界史、政経、整形外科、正課、生化学、生気候学、生物、
生理、生理学、精神科学、声明、積分、積分学、先史学、専科、専攻、専門、選科、禅
学、宋学、俗学、其の道、体育、体育科、代数、地学、地史学、地質学、地政学、地文、
地理、地理学、哲学、電気工学、電子工学、刀圭、統計、統計学、動物心理学、道学、独
文、内科、南学、熱学、熱力学、農科、農学、農学部、農芸化学、博言学、博物、畑、泌
尿器科、皮膚科、微分、美学、必修科目、百科、病態生理学、病理学、福祉学、仏文、物
理、物理学、分科、分光学、分野、文化科学、文科、文芸学、文献学、文事、文章題、文
武、文理、兵科、兵学、法医学、法科、法学、法歯学、法文科、本科、本草学、民俗学、
民族学、無機化学、薬科、薬学、薬理学、優生学、有機化学、有職故実、予科、洋学、陽
明学、蘭学、理化、理化学、理科、理学、理数、理数科、理数系、流体力学、量子力学、
領域、力学、倫理学、林学、臨床医学、歴史、歴史学、六芸、和学、アーキテクチャ、ア
ンスロポロジー、エコノミクス、エコノミック、エコノミックス、エコノメトリックス、
エコロジー、エシックス、エスノロジー、エソロジー、エチモロジー、エティモロジー、
エルゴノミックス、エレクトロニクス、エンジニアリング、オプティカル、オントロ
ジー、カイニシクス、キネシックス、キネジオロジー、クライオジーニクス、クライオニク
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知識・意見

1 4 1 2 0 1007-1018

愛他主義、悪知恵、悪念、悪魔主義、意、意見、意向、意志、意思、意図、意中、意力、
異議、異見、異説、異存、異端、異論、違和感、一家言、一見識、一元論、一殺多生、一
隻眼、一説、一存、一端、一面観、印象、印象批評、陰陽五行説、右翼、叡知、映画評、
衛生思想、厭世観、厭世主義、猿知恵、応報刑主義、王権神授説、憶説、臆見、音義説、
下心、仮説、仮想、仮定、価値観、火定、我意、我見、画論、解説、解題、解脱、懐抱、
開眼、開題、概説、概評、概論、各説、各論、確説、学、学識、学殖、学説、楽天主義、
官僚主義、感懐、感情論、感想、管見、観、観念論、鑑定、眼、眼識、基礎知識、奇知、
旗印、機知、気働き、気配り、記憶、貴意、戯評、技術、擬古典主義、義旗、議論、詰め
込み主義、逆説、旧思想、虚無思想、虚無主義、共産、共産主義、共和、強意見、教、教
育刑主義、教義、教条、教理、曲論、極論、勤皇、禁酒、苦情、愚意、愚見、愚説、愚
論、空想、空論、偶感、群議、軍国主義、経験、経験談、経済観念、芸談、劇評、激論、
決定論、結果論、結論、月評、建て前、見解、見識、見取図、見性成仏、見方、原論、幻
想、言論、個人主義、古典主義、故知、五行説、後期印象派、御意、御気色、御高見、御
都合主義、悟り、悟り澄まし、悟性、悟道、悟得、悟入、悟了、公論、硬論、考え事、講
評、高見、高説、高批、高評、高論、合評、国家主義、国粋主義、国論、酷評、魂胆、最
新版、才、才覚、才知、細評、作意、雑感、雑観、雑念、三猿主義、三民主義、史観、史
的唯物論、志操、思い、思い付き、思い做し、思し召し、思想、思潮、思慮、施政方針、
旨意、止観、私意、私感、私議、私見、私考、私論、至論、詩想、試論、資本主義、事大
主義、事勿れ主義、持説、持論、時代精神、時評、時論、自己主張、自説、自然主義、自
由意志、自由主義、識、識見、識字、実説、実存主義、写実主義、社会主義、社説、車中
談、邪見、邪説、邪知、邪念、寂滅為楽、主観、主義、主情主義、主知、主知主義、主
張、主潮、趣意、趣向、授権説、宗義、宗旨、終末観、衆知、衆智、衆評、衆論、週評、
集合論、重商主義、重農主義、宿命論、初志、所懐、所感、所見、所思、所信、所説、所
存、所論、緒言、書生論、書評、書論、諸説、女権拡張、女尊男卑、序説、序論、商業主
義、小見、小手回し、小論、少数意見、少数精鋭主義、尚武、詳説、詳論、象徴主義、上
分別、常識、情報、信条、信念、心、心ばえ、心境、心構え、新説、新知識、真諦、神
意、神秘主義、進化論、進歩的、人生観、人生哲学、人生論、人知、人道主義、人物評、人
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論理・意味

1 4 1 3 0 1019-1036

２進、悪計、悪巧み、悪材料、悪手、悪夢、按排、按摩、暗記物、案、案件、委曲、委
細、威し、意、意企、意義素、意図、意味、意味合、易、易学、易行道、易断、為ん術、
異義、衣鉢、謂、違式、医術、医方、育て方、育児法、一案、一意、一儀、一義、一筋
縄、一策、一事、一途、一物、一本槍、一覧、一理、芋蔓式、印鑑証明、因果律、陰謀、
陰陽道、隠し事、隠れ蓑、嘘、嘘き、嘘の皮、嘘偽り、嘘八百、運指法、永字八法、英
案、英断、演繹、猿芝居、遠近法、遠交近攻、遠謀、塩梅、奥の手、奥義、奥伝、奥秘、
往事、往者、応急策、応手、応答、応用問題、欧案、王事、王手、憶測、温灸、温湿布、
温罨法、音義、下策、化学療法、仮、仮構、仮死、仮象、仮想、仮託、仮定、仮病、何
事、何物、何分、価値判断、加法、家常茶飯事、家族計画、家法、科学技術、架空、歌
材、歌題、歌論、火遁、禍事、花実、荷葉、課題、画意、画因、画策、画題、画法、画
論、解答、回議案、回顧、回想、懐柔政策、改憲案、改訂案、絵空事、開架式、開方、外
延、外事、外物、概括、概念、概容、概要、概略、格率、核、核心、確答、学理、楽想、
活路、乾式、勘違い、勘所、巻き方、慣手段、看板倒れ、観点、観念、観法、間接話法、
関心事、陥穽、含み、含意、含蓄、眼目、贋、贋札、贋者、贋首、贋造紙幣、贋物、願
望、企み、企画、企図、奇計、奇策、奇手、奇跡、奇道、奇弁、奇麗事、旗印、既定事
実、機軸、機密、帰納、気胸、記念、鬼手、鬼謀、偽、偽り、偽悪、偽印、偽計、偽書、
偽証、偽造印、偽電、偽版、偽筆、偽物、偽名、儀、技、技巧、技術、技法、擬人法、擬
制、擬製、疑問手、義、議案、議題、喫緊事、詰み、詰み筋、詰めの甘さ、客観、客体、
逆手、逆夢、急降下、急所、泣き落とし戦術、灸、窮策、牛歩戦術、挙、虚々実々、虚仮
威し、虚偽、虚言、虚構、虚構性、虚辞、虚実、虚像、虚誕、虚伝、虚聞、虚妄、協議事
項、教案、教義、教旨、教範、教法、教理、狭義、胸算用、業事、極意、禁じ手、筋、筋
合い、筋書き、筋道、緊急動議、近道、金策、金尽、金銭ずく、金梨子地、金離れ、句
意、句法、苦集滅道、具案、具合、具象、具体、具体性、愚案、愚計、愚策、愚民政策、
愚問、空々しさ、空音、空喜び、空泣き、空言、空取引、空想、空中楼閣、空夢、空約
束、空理、空冷式、寓意、訓義、訓令式、軍機、軍略、卦、形而下、形而上、形式主義、
形式論理、経緯、経験則、経論、継ぎ手、繋縛、計、計画、計略、芸風、決まり手、決め
手、決め所、決意、決裁、決心、決断、決定、結論、件、懸案、権道、権謀、権謀術数、牽
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創作物

1 4 2 0 0 1037

遺作、下作、仮作、佳作、佳品、快作、改作、贋作、偽作、旧作、競作、近業、近作、愚
作、偶作、芸術、傑作、原作、古典、股旅物、高作、作品、三部作、時代物、自作、秀
作、習作、出世作、処女作、上作、新作、神品、拙作、絶筆、駄作、代表作、大作、大
著、盗作、二部作、入選作、翻案、凡作、名作、迷作、模作、問題作、力作、労作、アー
ト、アバンギャルド、エロチカ、クラシック、クンスト、サイテックアート、セクシュア
ルアート、ノンフィクション、フィクション、ポルノ、マスターワーク、マルソー、レ
パートリー

132

創作物（言語）

1 4 2 1 0 1038-1046

哀史、哀詩、哀傷歌、哀話、遺詠、遺珠、一つ話、一口話、一代記、逸史、逸事、逸聞、
逸話、韻文、噂、英文学、詠歌、詠史、詠唱、詠進歌、詠物、詠物詩、演義、王代物、佳
句、佳什、佳話、歌、歌集、歌体、歌道、歌物語、歌論、会記、回顧録、回想録、怪談、
絵日記、外史、外伝、楽屋話、感吟、漢詩、看話、観戦記、奇談、奇聞、奇話、紀行、紀
行文、記、記録、起句、戯曲、戯作、脚本、球史、旧記、旧聞、狂歌、狂句、狂詩、狂
体、興信録、玉什、近詠、近世史、近体、近体詩、近代詩、吟、吟詠、句、苦吟、愚詠、
偶詠、寓言、寓話、訓話、軍記、軍談、経歴、経論、軽口噺、芸文、劇作、劇詩、劇談、
献詠、研究史、原歌、原詩、原話、現地ルポ、言行録、古歌、古記、古句、古詩、古伝、
故事、股旅物、五言、五絶、後日談、御詠、御伽噺、御歌、御製、御話、語り物、語録、
口承文芸、口伝、口碑、校勘記、行状記、講義録、講釈、講談、高詠、国歌、国史、国
文、国文学、国文学史、獄中記、腰折、腰折れ、座五、採録、歳旦、作り話、作歌、雑の
歌、雑の部、雑詠、雑歌、雑記、雑俳、雑録、三十一文字、三題噺、三文文学、散文詩、
賛歌、仕方咄、史、史詩、史上、史乗、史談、史伝、史筆、史論、史話、私記、私小説、
詩、詩歌、詩藻、詩賦、詩文、詩論、詩話、誌し、児童詩、児童文学、時事評論、時代
劇、自叙伝、自伝、自由詩、自由律、辞世、七言、七言絶句、七言律、実記、実録、実
話、社史、手記、寿歌、寿詞、秀歌、秀吟、秀句、週録、十七文字、祝詞、純文学、書き
下ろし、叙事詩、叙情詩、序歌、序詩、小史、小説、小品、小編、小話、承句、抄録、掌
編、笑話、証歌、詳記、詳伝、象徴詩、情歌、情史、情話、寝物語、心中物、心理小説、
新作、新体詩、神話、人国記、人情本、人情話、人伝、推理、推理小説、随感録、随想
録、随筆、世界史、世話物、正風、正本、生世話、生世話物、青史、惜春賦、昔話、拙
詠、説教、説話、説話文学、絶句、絶唱、千行、川柳、戦記、戦史、旋頭歌、選歌、選
句、前句、前史、前連、創作、挿話、相聞、草子、贈答歌、即詠、即興詩、即吟、俗伝、
続き物、替え歌、台本、大河小説、大衆文学、大和歌、題詠、題詩、題知らず、題話、探
偵小説、短歌、短句、短編、段物、地誌、地話、茶話、中間読物、著書、長歌、長詩、長
物語、長編、長編小説、珍談、珍聞、鎮魂歌、通史、通俗小説、定型詩、転句、伝、伝
奇、伝記、伝説、登高記、唐詩、東歌、桃太郎、童詩、童話、道歌、道中記、道話、読み
切り、読み本、軟文学、日記、日記文学、日誌、日録、年代記、俳句、俳文、俳諧、白詩、
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創作物（形状）

1 4 2 2 0 1047-1052

飴細工、意匠、移し絵、遺影、一刀彫、印画、印刻、陰画、雲母摺、雲竜、鉛筆画、押し
絵、下絵、歌碑、画稿、画像、画幅、画面、画竜、絵、絵画、絵巻、絵巻物、絵馬、絵
柄、角細工、額、掛け絵、掛け字、掛け軸、掛け物、乾漆、巻き物、巻軸、看板、看板
書、顔写真、危な絵、寄木、記念碑、戯画、菊細工、巨像、魚子、胸像、曲げ木細工、錦
絵、近影、金工、金仏、金梨子地、銀地、句碑、駒絵、具象画、空押し、偶像、群像、形
代、継ぎ接ぎ細工、劇画、犬張り子、犬張子、研ぎ出し蒔絵、絹絵、見取図、原画、古
画、古筆切、御真影、御曼陀羅、光背、光琳蒔絵、口絵、工芸、工作、航空写真、高蒔
絵、高野切、高野切れ、合成写真、狛犬、紺紙金泥、砂絵、座像、細工、細密画、四君
子、子育地蔵、紙細工、紙本、詩碑、試筆、児童画、自画、自画像、自在画、蒔絵、軸
物、写し絵、写真、写生画、若書き、守り本尊、手芸、手工、手細工、宗教画、習字、春
画、春慶塗、書、書き割り、書画、書芸、書写、書跡、書道、書幅、女人像、小刀細工、
床飾り、招き猫、焼き絵、笑い絵、笑絵、肖像、肖像画、象眼、象形、障壁画、障屏画、
上絵、丈六、条幅、埴輪、飾り物、色絵、新案、人物画、図案、図画、図絵、図版、水
絵、水彩、水墨、瀬戸焼、聖画、西洋画、青写真、静物画、席画、石燈篭、石版、石版
画、石碑、石仏、切り子ガラス、切り紙、切り紙細工、線画、線描、線描き、線描画、塑
像、粗描、素描、組み写真、双幅、双鉤、挿し絵、草画、装画、装丁、像、造形、造形美
術、俗画、打っ付け書、堆朱、対幅、対聯、台紙、大津絵、大仏、題画、丹青、淡彩画、
誕生仏、断碑、地蔵、置物、竹工、竹細工、柱掛け、張り絵、張り子、張り紙細工、彫り
物、彫金、彫刻、彫塑、彫像、鳥羽絵、勅額、沈金、電子写真、電送写真、土偶、土佐
絵、唐画、唐絵、唐三彩、唐津焼、灯篭、等身像、踏み絵、透かし彫、陶画、陶芸、童
画、銅像、南画、日本画、入木道、念持仏、能面、俳画、白描、箔押し、薄肉、溌墨、判
じ絵、半身像、版画、扉絵、皮細工、碑、美術、美術品、髭題目、表看板、描画、斧鑿、
浮き彫り、浮世絵、風景画、風俗画、幅、複製、仏画、仏像、仏足石、文人画、壁画、壁
掛け、壁書き、変相、墓碑、奉納額、北画、墨絵、墨書、墨書き、本尊、本体、磨崖仏、
埋め木、埋もれ木細工、埋木細工、枕絵、万古焼き、漫画、密画、妙工、民芸、名画、名
筆、鳴き龍、模様、毛彫り、木工、木像、木炭画、木彫、木彫り、木目込み、野仏、矢大
臣、油絵、油彩、洋画、洋装、用器画、陽画、螺鈿、裸像、梨子地、立て看、立て看板、立
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創作物（音）

1 4 2 3 0 1053-1056

哀歌、愛唱歌、一中節、引き歌、円舞曲、演歌、艶物、薗八節、音楽、音曲、音詩、音取
り、音頭、歌、歌い、歌曲、歌祭文、歌集、歌沢、歌舞音曲、歌謡、歌謡曲、雅楽、会
歌、回旋曲、凱歌、楽曲、楽章、管弦、管弦楽、間奏曲、器楽、戯れ歌、戯言歌、義太
夫、協奏曲、強吟、教会音楽、狂詩曲、狂想曲、曲、琴歌、琴曲、吟、九曲、九十九曲、
繰り、軍歌、軍楽、軽音楽、原歌、幻想曲、弦楽、古楽、古曲、古典音楽、古謡、五常
楽、御詠歌、御当地ソング、交響楽、交響曲、交響詩、交声曲、口笛、校歌、行進曲、合
せ物、合唱、国歌、今様歌、雑曲、三重奏、三部曲、賛歌、賛美歌、四重唱、四重奏、四
部合唱、子守歌、詩吟、式楽、室内楽、主題歌、手事、受難曲、終曲、舟歌、重唱、祝婚
歌、出ばやし、巡礼歌、叙唱、女声合唱、序曲、序奏曲、唱歌、小唄、小曲、小夜曲、小
謡、常磐津、浄曲、浄瑠璃、新曲、新内、神楽歌、甚句、吹奏楽、数え歌、清元、聖歌、
聖楽、聖譚曲、声楽、声部、声明、斉唱、船頭歌、前奏曲、全曲、素謡、組み唄、組曲、
早苗歌、即興曲、即題曲、俗歌、俗楽、俗曲、俗謡、太平楽、替え歌、大漁節、大曲、端
唄、段物、男声合唱、地謡、茶摘み歌、長唄、鎮魂歌、鎮魂曲、追復曲、追分、田植歌、
電子音楽、都々逸、唐歌、唐土歌、投げ節、東方紅、踏歌、導入部、童歌、童謡、独吟、
独唱、遁走曲、難曲、二上がり新内、馬子歌、挽歌、悲曲、秘曲、琵琶歌、鼻歌、舞曲、
風俗歌、文彌節、変奏曲、放歌、豊後節、邦楽、紡ぎ歌、牧歌、妙音、妙曲、民謡、名
曲、木遺歌、木挽き歌、夜曲、夜想曲、洋楽、謡、謡い、謡曲、謡物、立体音楽、流、流
行歌、寮歌、輪唱、輪舞曲、霊歌、恋歌、連曲、朗詠、浪花節、浪曲、和楽、俚謡、囃
し、囃子、梵唄、箏曲、綺想曲、譚歌、郢曲、鄙歌、なつメロ、はやり歌、アリア、アル
ト、ウェディングマーチ、ウエスターン、エクササイズ、エチュード、エレジー、オーケ
ストラ、オーバーチュア、オラトリオ、オルケスタ、オルケスタティピカ、オルドル、
カッサシオン、カデンツ、カデンツァ、カドリール、カノン、カプリチオ、カルテット、
カンタータ、カンツォーネ、ガボット、ガロップ、キャロル、クープレ、クーラント、ク
インテット、クリスマスキャロル、クワイア、グリー、グロリア、ケチャ、コーダ、コー
ルユーブンゲン、コーロ、コマソン、コラール、コロラチュラソプラノ、コンチェルト、
コントラルト、サウンド、サラバンド、サルサ、サルソウル、サンバ、シャコンヌ、シャ
ンソン、シャンテ、シンフォニー、ジーグ、ジャズ、ジングル、スイング、スウィング、ス

135

創作物（その他）

1 4 2 4 0 1057-1061

一齣、印相、運命劇、映画、円舞、演芸、演劇、演舞、猿楽、王代物、歌劇、歌芝居、歌
舞、歌舞音曲、歌舞伎、歌舞伎十八番、会場芸術、外画、楽劇、掛合い漫才、活劇、活人
画、活動、活動写真、間狂言、丸本物、顔見せ狂言、伎楽、喜歌劇、喜劇、記録映画、宮
芝居、旧劇、京劇、京舞、狂言、曲舞、近代劇、群舞、軽演劇、芸、芸事、芸道、芸能、
劇、劇映画、劇中劇、剣劇、剣舞、見せ物、股旅物、五常楽、高速度映画、国劇、差し舞
い、雑劇、三河万歳、三番叟、惨劇、散切物、仕方咄、史劇、獅子舞、紙芝居、詩劇、児
童劇、時代劇、式能、芝居、社交ダンス、手踊り、修羅物、終段、十六ミリ、出し物、所
作事、松羽目物、照葉狂言、笑劇、色物、色模様、心中物、振り事、新劇、新国劇、新作
能、新潮劇、神楽、薪能、人形浄瑠璃、雀踊り、寸劇、世話狂言、世話場、世話物、正歌
劇、生世話、生世話物、西部劇、西洋画、切狂言、切能、素踊り、続き物、村芝居、大薩
摩、大序、大切り、大立ち回り、第九芸術、第八芸術、男舞、地唄舞、地話、中幕、昼メ
ロ、長尺、長町場、定式能、田楽、都踊り、当たり狂言、当たり芸、動画、独参湯、二段
目、二番目物、日舞、日本舞踊、濡れ場、能、能楽、能狂言、八ミリ、悲喜劇、悲劇、瓢
箪鯰、舞、舞々、舞楽、舞台劇、舞踏、舞踊、腹話術、文化映画、文楽、米画、変化物、
母物、放送劇、邦画、邦舞、盆踊り、漫芸、漫才、無言劇、名画、黙劇、野外劇、遊芸、
洋画、洋舞、踊り、踊り狂い、裸踊り、落語、乱舞、裏ビデオ、里神楽、輪舞、連ドラ、
話、髷物、あちゃらか、お芝居、お笑い、どたばた喜劇、なごり狂言、アイスショー、ア
クションドラマ、アニメ、アニメーション、ウィーピー、ウエスターン、エログロ映画、
エロ映画、エンターテイメント、オペラ、オペレッタ、オムニバス、オラトリオ、カー
トゥーン、カドリール、キネマ、キャリオカ、ギニョール、クイックステップ、グランド
オペラ、ケチャ、コメディー、コメディーリリーフ、ゴーゴー、サイレント、サスメロ、
シネ、シネスコ、シネトラクト、シネマ、シネマスコープ、シネラマ、ショー、シリーズ
物、ジタバグ、ジルバ、ジングシュピール、スクエア、スクエアダンス、スタッグフィル
ム、ステレオビジョン、ストリップ、スメロビジョン、スラプスチック、タップダンス、
タムレ、タンゴ、ダンシング、ダンス、チークダンス、ツイスト、ティアジャーカー、テ
クニカラー、テレフィーチャー、テレメンタリー、トーキー、トーダンス、トラッキン、
ドラマ、ナチュラルターン、ナンセンスコメディ、ヌーディー、ハードコアポルノ、バー

1 4 3 0 0 1062-1108

愛称、挨拶、悪ふざけ、悪口、悪口雑言、悪酒落、悪乗り、悪舌、悪態、悪筆、悪文、葦
手、葦手書、宛名、綾、暗号、暗号表、暗号文、暗射地図、暗証、暗喩、案内図、伊呂
波、意義符、意字、異称、異姓、異体、異体字、異名、遺戒、遺訓、遺言、遺勅、遺芳、
遺墨、井戸端会議、一つ話、一言、一言半句、一字千金、一次式、一称、一人ごち、一人
言、一人称、一段、一段落、一丁字、一日一言、一番、一筆、一文、一枚看板、一覧表、
一連番号、逸事、逸聞、逸話、印、印形、印字、印璽、印綬、印章、印判、引用符、引
喩、引喩法、院号、院宣、陰、陰言、陰口、陰文、陰紋、隠語、隠喩、韻、韻脚、韻字、
韻律、右辺、嘘、嘘字、運筆、嬰、嬰記号、栄称、英音、英字、英単語、英文、厭味、怨
言、演歌調、演算子、演説口調、演題、縁語、艶句、艶種、艶笑、遠称、凹字、奥印、押
韻、横書き、横文字、屋号、恩命、温泉マーク、音韻、音義、音訓、音字、音数律、音
声、音声学、音節、音調、音通、音読、音読み、音標文字、音符、音譜、音部記号、音
便、音名、下の句、下一段、下掛かり、下五、下図、下世話、下二段、下名、化学記号、
化学式、仮借、仮称、仮題、仮定形、仮名、仮名遣、佳句、佳話、嘉言、家訓、家名、家
紋、寡言、歌い文句、歌語、歌詞、花言葉、花文字、華字、過密ダイヤ、画数、画題、画
名、賀詞、雅言、雅語、雅号、雅称、雅文、雅名、会意、会話、会話文、回帰形、回文、
戒告、戒名、改号、海図、絵図、絵図面、絵地図、絵文字、開音節、階名、外語、外交辞
令、外国語、外字、外題、外来語、咳唾、骸骨、格、格言、格助詞、格調、格文法、学生
番号、学名、楽屋落ち、楽屋話、楽譜、掛け図、掛け値、割りぜりふ、割り印、割り判、
括孤、括弧、活字、活字体、活用、活用形、活用語、冠詞、勘亭流、勧告、巻頭言、官
印、官名、官話、感嘆詞、感動詞、慣用音、慣用句、換言、換喩、漢音、漢語、漢字、漢
数字、漢名、甘言、甘口、看板、看話、簡体字、諌言、間接話法、間投詞、閑文字、閑話
休題、関係式、関数、韓国語、丸、危険信号、奇話、忌み言葉、忌番号、机下、既習語、
棋譜、帰去来の辞、季語、季題、紀伝体、記号、記章、起句、起承転結、偽り、偽印、偽
造印、偽筆、偽名、戯訓、戯言、戯号、戯事、擬古文、擬人、擬人名、擬声語、擬態語、
疑問詞、疑問符、議案、議事、議題、客語、客名義、脚韻、逆さ言葉、逆接、休止符、休
符、宮号、泣き言、旧仮名遣い、旧訓、旧字体、旧称、旧姓、旧名、去声、虚言、虚字、
虚辞、虚誕、許容仮名遣、共通語、協議事項、叫び、強調、教科体、教訓、仰せ、局番、局
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言語
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

137

文書

138

倫理

1 4 4 0 0 1109-1121

阿呆陀羅経、愛書、愛読書、悪書、悪文、暗号文、案下、案内状、案文、位記、囲み記
事、委任状、意訳、為書、為替、為替手形、異版、異文、異本、遺言、遺言状、遺稿、遺
書、遺著、遺勅、遺筆、遺文、医書、一つ書、一件記録、一札、一字千金、一次史料、一
書、一章、一人案内、一切経、一段落、一著、一般教書、一筆、一品経、一部、一文、一
枚刷、一覧、一覧表、一齣、逸書、逸文、印刷物、印書、印譜、引き換え券、引き札、引
換書、引用書、引用文、院宣、院本、陰文、陰陽暦、陰暦、韻文、運転免許、営業案内、
影印本、英作文、英紙、英誌、英字新聞、英文、英文和訳、英訳、詠草、閲、円為替、演
義文、演目、艶書、艶文、奥書、奥付、往信、往復切符、往復葉書、横線小切手、欧紙、
欧誌、欧文、黄表紙、音引き、音義、音沙汰、音信、下げびら、下書き、下編、仮名冊
子、佳編、家計簿、家集、科学者名鑑、果たし状、歌稿、歌誌、歌集、歌書、歌話、箇
所、花月冊子、花譜、花暦、荷為替、荷札、華字紙、華文、課題本、過去帳、画引き、画
引き索引、画賛、画集、画帖、画帳、画譜、画報、賀状、賀表、雅文、会議録、会計、会
誌、会符、会報、解説本、回向文、回章、回状、回数券、回報、回遊券、怪文書、改印
届、改稿、改行、改訂版、改版、改名届、改訳、改暦、海賊版、絵詞、絵双紙、絵符、絵
本、絵葉書、絵暦、階梯、外為、外史、外紙、外字新聞、外典、外伝、外電、外編、概
要、各紙誌、各通、確定申告、覚え書、角書き、学位論文、学芸欄、学術書、学生証、学
報、楽典、楽譜、割り札、割り注、割り符、滑稽本、株券、瓦版、冠省、刊記、刊行物、
刊本、勘定書、勧進帳、巻、巻き物、巻子本、巻頭、巻頭言、巻頭論文、巻末、巻帙、完
本、完訳、官記、官報、官本、干支、感状、感想文、漢書、漢籍、漢文、漢訳、漢和辞
典、看板、艦籍簿、鑑札、丸本、雁書、願い、願書、願文、奇書、寄せ書き、寄稿、希
書、既刊、既刊本、機関紙、機関誌、祈祷書、季刊、季刊誌、季寄せ、稀覯書、稀覯本、
紀行文、紀伝体、紀要、規則書、記紀、記事、記述、記録、貴翰、貴札、貴紙、貴酬、貴
書、起請文、起訴状、鬼籍、偽書、戯作本、戯文、議事録、議定書、脚注、脚本、休学
届、旧稿、旧注、旧著、旧版、旧暦、去り状、魚類図鑑、供述書、共著、共訳、教科書、
教材、教書、教則本、教典、教範、教本、狂文、興信、興信録、業界紙、局報、曲目、極
め書、玉案下、玉稿、玉章、禁札、禁書、筋書き、近刊、近著、金看板、金石文、句稿、
句誌、句集、句帳、区報、区民手帳、愚書、空手形、空文、勲記、群書、軍書、軍票、啓蒙

1 4 5 0 0 1123

人倫、倫理、アンモラル、エシックス、モラリティー、モラル、モラルズ

139

人道

1 4 5 1 0 1124-1126

横道、旗印、騎士道、義、義理、愚眛、古道、五常、五倫、公正さ、公明さ、公明正大
さ、孝道、士道、師道、社会正義、邪、邪道、信義、神意、親不孝、人道、仁義、世道、
世道人心、政道、正義、正道、操、大義、大義名分、致道、中道、道、道義、非道、不
義、不義理、不正、不法行為、婦道、無責任、無責任さ、無答責、無道、無道さ、無理、
名義、名分、脇道、ご無代、アンフェア、ゲリマンダー、ジャスティス、ユマニテ

140

道徳

1 4 5 2 0 1127-1129

悪、悪徳、暗黒面、威徳、遺徳、怪力乱神、学徳、交通道徳、公衆道徳、公徳、孝道、三
徳、四諦八正道、社会悪、社会正義、修身、淑徳、商業道徳、商道、紳士道、仁、仁徳、
世道人心、盛徳、聖徳、男だて、知徳、道、道徳、徳、徳義、破戒、背信、背徳、美徳、
不義、不始末、不仁、不道徳、不徳、不埓、不逞、婦徳、武徳、与太、六義、あくどさ、
バイス、モラルポリューション

141

節奏

1 4 5 3 0 1130-1135

異心、陰日向、姦淫、姦通、間男、義理ずく、義理だて、逆心、勤皇、苦節、私通、邪
淫、純潔、純潔さ、女色、心中立、臣節、節義、節操、操、操守、尊皇、忠節、貞節、貞
操、童貞、徳操、二心、破倫、叛意、晩節、表裏、不義、不貞、浮気、密通、名節、よろ
めき、バージニティ

142

恩義

1 4 5 4 0 1136

恩、恩義、恩恵、旧恩、君恩、厚恩、皇恩、高恩、国恩、四恩、師恩、七光、主恩、重
恩、神徳、聖恩、大恩、朝恩、天恩、徳沢、余薫、余沢、余徳、お蔭

143

信。・不信

1 4 5 5 0 1137-1139

疑い、疑念、至心、至誠、実意、実感、信、信実、真心、誠、誠意、誠実さ、誠心、赤
心、赤誠、丹心、丹誠、忠誠、熱誠、背教、不審、良心

144

善悪

1 4 5 6 0 1140-1142

悪、暗黒面、偽善、極悪、極悪非道、至高善、至善、社会悪、邪悪、邪悪さ、十悪、十
善、諸悪、小善、寸善尺魔、性悪、性善、正邪、善、善し悪し、善悪、善良さ、道心、必
要悪、腐敗、猛悪、奸邪

145

罪悪

1 4 5 7 0 1143

偽証、古傷、五逆、罪悪、罪過、斬罪、首罪、多罪、大逆罪、大罪、背任罪、不敬罪、篭
脱け

146

宗教

1 4 6 0 0 1144

異教、一神教、外教、外道、禁教、御法、国教、祭政、三位一体、三尊、自宗、邪教、邪
宗、邪宗門、邪法、宗教、宗旨、新興宗教、正教、正法、聖教、祖先崇拝、他宗、多神
教、長老教会、難行道、八宗、鉢叩き、秘教、武士道、法城、法門、法輪、迷信、オウム
真理教、シャマニズム、トーテミズム、ヌサイリ、ファンダメンタリズム、プレスビテリ
アン、ポリセイズム、モノセイズム、ユニテリアンチャーチ、レリジョン

147

伝承

1 4 7 0 0 1146

哀史、謂れ、一代記、逸史、因縁、沿革、縁起、家伝、外史、外伝、記、近世史、経歴、
研究史、言い継ぎ、古伝、故事、故実、語り継ぎ、国史、国文学史、史、史乗、史伝、社
史、所伝、小史、招来、世界史、青史、昔語、戦史、前史、通史、典故、伝、伝記、伝
承、発達史、悲史、秘史、稗史、武勇伝、別伝、編年史、本紀、本伝、民間伝承、迷信、
野史、野乗、有史、有職、由緒、由来、来由、来歴、裏面史、歴史、曰く、ジンクス、ヒ
ストリー
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148

情報

1 4 8 0 0 1147

悪報、暗号電報、暗示、案内、案内広告、依命、威令、遺命、宇宙通信、営業案内、英字
新聞、下達、下知、下命、快報、外字新聞、確報、学級通信、瓦版、官命、既報、機密、
記憶、記念、吉報、逆宣伝、急告、急報、求人広告、旧聞、虚報、供述、凶報、強風注意
報、仰せ、君命、訓電、訓令、啓示、警戒警報、警報、厳命、言い渡し、言い付け、言づ
て、古新聞、後番組、御用新聞、誤報、光通信、公示、公報、口コミ、口授、口上、口
伝、口伝え、広告、広報、行政命令、号令、告示、告知、懇命、催告、最後通牒、細報、
雑報、三行広告、四季報、思い出、指し図、指示、指令、死亡広告、死亡通知、至急電
報、至急報、至上命令、事後報告、時報、示唆、鹿島の事触れ、社告、社内報、社報、主
命、手旗信号、受け売り、受胎告知、週報、述懐、旬報、初耳、勝報、商業新聞、証言、
詳報、情報、触れ太鼓、新聞、新令、申し送り、申告、神託、請求、青色申告、昔話、絶
対命令、宣伝、前触れ、前宣伝、訴求、相乗り番組、速報、続報、帯番組、託宣、達し、
知識、注意報、注文、張り紙、諜報、通告、通信、通達、通知、通牒、通報、天気予報、
伝言、伝達、伝令、電信、電請、電文、電報、電話、答電、特番、特報、特命、内閣告
示、内示、内命、日報、買材料、発表、発令、番組、悲報、秘鑰、表現、布令、風雨注意
報、福音、別電、返電、報、報告、報道、密告、無線電報、無線電話、命、命令、優諚、
予告、予報、要求、要請、来信、来電、裏番組、略報、連絡、朗報、稟請、訃報、訛伝、
お触れ、お達し、お知らせ、ご報、アディトリアル、アドバタイジング、アドマネキン、
アナウンスメント、アピール、インフォメーション、オーダー、オーダリー、オラクル、
ガゼット、クイズ番組、コールサイン、コマーシャル、コミュニケーション、コミュニ
ケート、コミント、コンセプトアド、コンパリスンアド、サジェスチョン、サジェスト、
サジェッション、ザジェッション、シネトラクト、スポットアド、スポットニュース、タ
ブロイド、チャレンジアド、テレスキャン、デマンドバス、トーキングサイン、トップ
ニュース、ナショナルアド、ニュース、ヌーベル、ノータム、ノーティス、ヒント、
フォーン、プリセリング、プロダクトアド、プロパガンダ、ミニコミ、リクエスト、レ
ポ、レポート、ローカルニュース、ＣＭ、ＰＯＳ広告、ＰＲ、ＳＯＳ

149

評価

1 4 9 0 0 1148-1153

悪評、悪名、異聞、引く手あまた、羽振り、噂、英名、艶聞、汚名、下馬評、怪聞、外
聞、街談巷説、奇聞、気受け、客受け、虚説、虚聞、虚名、凶聞、空言、空説、空名、言
い囃し、呼び声、口の端、口伝え、好評、巷説、巷談、轟き、沙汰、才望、札付き、旨
味、取り沙汰、衆口、衆望、醜聞、醜名、諸説、場当たり、信望、信用、新聞辞令、人
気、人気取り、人好き、人受け、人伝、人徳、人聞き、人望、世間話、世評、盛名、声
価、声望、声名、声誉、説、前評判、俗言、俗受け、茶飲み話、著聞、著名さ、珍聞、定
評、徳望、熱、売り人気、反響、飛語、美名、謬伝、表沙汰、評説、評判、不評、不評
判、不名誉、不面目、浮き名、浮説、武名、風説、風評、風聞、幅利き、文名、魅力、民
望、名、名声、名聞、名望、名誉、鳴り響き、鳴り渡り、勇名、誉れ、輿望、雷名、流
言、流言飛語、流行り、流説、令名、嬌名、驍名、もてもて、ゴシップ、シャルム、ス
キャンダル、セックスアピール、センセーション、チャーム、テレポリティクス、デマ、
デュアリズム、トップセラー、ネームバリュー、ノートリアス、フェイム、プレスティー
ジ、ポピュラリティー、ライムライト、ルーマー

150

制度

1 4 A 0 0 1155-1156

開業医制度、機構、旧制、古制、国事、骨組み、仕組み、施政、治政、諸政、新制、制
度、政事、政治、政治的、専売制、体系、体制、システム、システムズ、ポリティカル、
メカニズム

151

政体・政務

1 4 A 1 0 1157-1159

悪政、一院制、院政、王政、王道、寡頭政治、苛政、外交、外務、官制、議会政治、虐
政、共産、共産主義、共和、共和制、共和政、共和政治、軍政、憲政、県政、公事、公
務、行監、行財政、行政、国家主義、国交、国政、国体、国柄、国務、祭政、祭政一致、
財政、財務、三権分立、三頭政治、司直、司法、市制、市政、資本主義、治安、自治、失
政、社会主義、主計、州政、衆愚政治、縦割り行政、庶政、植民、新政、親政、仁政、政
治、政体、政党政治、政務、税政、税務、絶対主義、専制、善政、全体主義、代議制、拓
殖、地方行政、地方自治、秩序、中央集権、朝政、町制、町政、帝政、天皇制、都制、都
政、独裁、内政、内務、二院制度、農政、農林、覇道、藩政、府政、武断、封建、封建制
度、文政、文部、弊政、法務、暴政、幕政、民主、民主主義、民政、郵政、立憲、立憲政
治、林政、粃政、アリストクラシー、アンシャンレジーム、オートクラシー、サンディカ
リズム、ツーパーティシステム、ツァーリズム、ティラニー、ディクタツーラ、ディグリ
オクラシー、ディプロマシー、デモクラシー、ノンアラインメント、パワーポリティック
ス、ファシズム、ファッショ、フィスカル、フューダリズム、ボナパルティズム、ポリチ
クス、ポリティカル、ポリティックス、ポルシェビズム、ミディオクラシー、モナー
キー、リージョナリズム、リアルポリティックス、リベラリズム、レーシズム、レアルポ
リティーク、レイシズム、レイシャリズム、レパブリック

152

軍事

1 4 A 2 0 1160

衛戌、演習、海防、軍拡、軍事、軍縮、軍制、軍備、警護、警備、警防、公安、国防、作
戦、鉄血、屯田、武、武備、兵制、保安、防犯、防備、スリーシー、Ｃ３Ｉ

153

掟

1 4 A 3 0 1161-1164

悪法、安全保障、安全保障条約、遺命、飲酒戒、英法、王法、家憲、家法、会規、会則、
戒厳令、戒律、概則、学則、楽典、官紀、慣習法、基本法、規格、規矩、規矩準繩、規
則、規定、規程、規範、規約、規律、儀典、旧法、協商、協定、協約、教則、欽定憲法、
禁、禁忌、禁止法、禁物、禁令、金科玉条、訓電、軍規、軍法、軍律、刑法、契り、契
約、経過法、決まり、憲章、憲法、原則、五戒、五常、互恵条約、交通道徳、公衆道徳、
公法、公約、口約、口約束、校紀、校規、校則、綱紀、綱領、行政命令、講和条約、国
禁、国憲、国際法、国法、獄則、細則、殺生戒、雑則、三国協商、四規七則、市条例、指
箴、私法、至上命令、式目、実定法、社会三法、社会保障、社則、宗規、宗法、就業規
則、州法、修好条約、十誡、準則、処務規定、商業道徳、商法、省令、条規、条約、条
例、新規、新法、新令、紳士協定、身元保証、人権、成文法、政綱、政令、正規、正則、
清規、誓い、誓約、税法、絶対命令、先約、双務契約、総則、則、大典、大法、朝憲、賃
金鉄則、通則、定、定まり、定款、定則、定立、鉄則、典章、典範、店是、党紀、党規、
党則、同盟、同盟条約、徳政、特法、特約、内規、内約、売約、罰則、不可侵条約、不侵
略条約、不戦条約、不文法、付則、府令、風紀、服制、服務規程、仏法僧、壁書、壁書
き、変則、保証、保障、補則、菩薩戒、法、法規、法制、法的、法度、法網、法律、法
令、法例、本則、本法、密約、民法、命令、盟約、黙契、黙約、約款、約束、約定、律
令、令、例規、礼典、労協、労働協約、六法、掟、笊法、箝口令、アポイント、アポイン
トメント、エンゲージ、オフィシャルルールズ、クレジット、コミットメント、コモン
ロー、コントラクト、シャリーア、タブー、テーゼ、ディシプリナリー、ノーワークノー
ペイ、ノモス、パラダイム、ファクトリーロー、プロトコール、モーダス、モーダスビベ
ンダイ、リザーブ、リザベーション、ルール、レギュレーション
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
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154

権利義務

1 4 A 4 0 1165-1167

委託、威力、一物一権、允可、允許、引っ被り、王権、恩典、家督、荷、課題、海上権、
皆兵、官許、官権、基本的人権、既得権、義務、議席、急務、拒否権、許し、許可、許
容、強権、教権、筋合い、金権、軍役、刑事責任、警察権、決定権、権、権益、権限、権
勢、権能、権柄、権利、権力、肩の荷、言責、公許、公民権、行政権、国権、根抵当、債
権、債務、採油権、裁可、罪責、三権、参政権、使命、司法権、市民権、私権、私道負
担、資格、持ち、時務、治外法権、自衛権、自己負担、自主決定権、自主権、失権、質
権、実権、実用新案特許、借地権、主権、手、宗主権、州権、重荷、重責、重任、初夜
権、所有権、書債、女権、商権、肖像権、職権、職責、新案特許、神権、親業、親権、人
権、水利権、制海権、制空権、政権、政治力、税負担、責任、責務、跡、跡式、跡目、先
議権、選挙権、選択権、全権、訴権、双務、争議権、相持ち、体刑、大権、大任、担い、
団結権、男女同権、地上権、地方分権、地役権、著作権、懲役、抵当権、当為、当権、統
帥権、同権、特許、特許権、特権、特典、日照権、入会権、入資、任、任務、任免権、認
可、覇権、背負い、背負込み、発案権、発言権、版権、被さり、被り、被選挙権、夫権、
婦選、父権、負い、負荷、負担、覆い被さり、物権、文責、兵権、母権、抱え込み、本
分、本務、民権、無過失責任、無限責任、無免許、名跡、免許、黙秘権、門跡、役、役
目、優先、優先権、有限責任、要務、利権、立法権、連帯責任、お許し、お勤め、イニシ
アチブ、オブリージュ、オブリゲーション、キャスチングボート、コスティング、コン
セッショナリー、ゾルレン、ディグニティー、トリプルメージャー、ハンディキャブ、バ
カロレア、パテント、フィルアップライト、フランチャイズ、プライオリティ、ヘゲモ
ニー、メンバーシップ、モーゲージ、ライアビリティ
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経済的制度

1 4 A 5 0 1168-1201

悪税、悪銭、宛行扶持、安さ、安サラリー、安価、安月給、安手、安上がり、安値、安
目、案内賃、闇相場、闇値、慰労金、慰藉料、為、為替、為替相場、違約金、遺産、遺留
分、一円、一挙両得、一時金、一時賜金、一人口、一石二鳥、一得、一得一失、一文、一
利、一攫千金、印税、引き当て、引き当て金、引け相場、引け値、飲み代、飲み料、烏
金、運上、運上金、運賃、運転資金、運動費、営業税、営繕費、営利、永代供養料、英
資、益、益金、円、円安、円為替、円価、円貨、円高、円資金、円相場、延べ払い、延滞
利子、応益、卸相場、恩給、下値、仮需、仮渡し、価格、価額、加算税、加俸、可変資
本、家計、家産、家賃、寡占価格、科研費、科料、果実、火災保険、稼ぎ、稼ぎ高、花
代、荷為替、課金、課徴金、貨財、貨幣価値、過怠金、過払い、過料、我利、会計、会
費、回転資金、懐具合、海上保険、海損、海保、外為、外貨、外債、外資、外需、害、街
頭募金、格安、格安さ、学ロン、学債、学資、学費、掛かり、掛け金、掛け捨て、掛け
値、掛け倒れ、割、割り勘、割り金、割り振り、割り前、割り増し、割り戻し、割賦、活
計、株、株価、株金、株高、株式、株配、勘定、官金、官公需、官需、官費、簡易保険、
鑑定料、間接税、間代、関税、丸損、含み資産、贋金、贋札、基金、奇利、寄り付き、寄
金、寄付、寄付金、寄付行為、寄付相場、寄付値段、希少価値、既記、機密費、汽車賃、
義金、義捐金、逆ざや、逆ザヤ、給餌、給金、給血、給食費、給水、給電、給費、給油、
給与、給料、旧株、居残り手当、巨益、巨財、巨資、巨費、巨富、巨利、漁夫の利、供
給、供水、供託金、共益費、共同募金、共有財産、強み、橋銭、極安、玉代、勤労所得、
均一料金、均霑、緊縮財政、金、金一封、金円、金価格、金回り、金繰り、金子、金銭、
金本位、金脈、金融、金融資本、金利、銀子、銀本位、空株、繰り替え金、繰り入れ金、
軍資金、軍需、軍費、軍用金、経過利子、経済、経常費、経費、経理、計画経済、欠損、
決算、穴、穴株、結納、結納金、血税、月掛け、月掛け貯金、月給、月謝、月収、月賦、
月俸、月利、健康保険、建て株、建て玉、建設国債、建値、権利株、権利金、献金、見せ
金、見返り、見返り資金、見料、元、元金、元高、元手、元値、元本、元利、原価、原稿
料、原資、減価、減価償却、減収、現金、現収、現生、現物株、現物給与、現俸、言い
値、限界効用、呼び値、固定資産、固定資本、固定税、戸数割り、糊口、五公五民、五十
円玉、五斗米、後金、御足、御捻り、御利生、御料、交際費、交付金、光熱費、公益、公益
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社会的制度

1 4 A 6 0 1202-1205

遺制、一世一元、一代一元、一夫多妻、駅逓、家族制度、学区制、学制、学籍、艦籍、許
可制、共済、局留め、軍籍、原籍、戸籍、互助、広域時分制、航空便、合議制、国籍、差
し越し、三度飛脚、参勤交代、週休制、週番制、重勝式、書留、小包、小包郵便、条里
制、職階制、職制、籍、船籍、船便、全日制、僧籍、早馬、速達、族制、地籍、通信制、
定時制、定年制、党籍、独立採算制、二期制、二重国籍、二直一休制、農制、版籍、比例
代表制、兵籍、幣制、別便、宝くじ、宝籤、本籍、無籍、郵便、郵便はがき、輪番制、連
座制、六三制、オーペア、オストラシズム、クローズドショップ、スカイメイト、ナース
バンク、ハイアラーキー、バーター制、パンチャーヤット、ヒエラルキー、フィーシステ
ム、プリートシステム、ホームビジット、ポリアンドリー、ポリガミー、マルティナショ
ナル、モノガミー、ユニオンショップ、リコール制、レジーム、Ｚｉｐ＿Ｃｏｄｅ
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成敗・業績

1 4 B 0 0 1206,1207,1210 消長、成否

158

成功

1 4 B 1 0 1208

一花、開花、叶い、結実、御手の筋、御出来、功、実、実り、実現、小成、上乗、成り上
がり、成功、成功裏、大出来、大当たり、当たり、当籤、晩成、ばか当たり、クリアー、
サクセス、スクラッチヒット、セーフ、タイムリーヒット、ツーバッガー、ツーラン、
ヒット、フロック、ブロックバスター、プレースヒット、ホームラン、ボナンザ、ランニ
ングホーマー、リアライズ、リアリゼーション

159

失敗

1 4 B 2 0 1209

虻蜂取らず、為損ない、遺漏、一失、逸機、逸球、過ち、過誤、過失、過怠、怪我、緩
怠、間違い、空振り、欠陥、欠点、遣り損ない、後逸、誤り、荒び、黒星、失、失言、失
策、失態、失敗、取り零し、手抜かり、手落ち、蹴躓き、重過失、小過、千慮の一失、前
轍、粗忽、粗相、損ない、大過、大失態、知恵負け、敵失、踏み外し、二の舞い、二重
撮、尿失禁、破綻、抜かり、罷り間違い、不覚、不始末、不手際、不首尾、不成功、不調
法、聞き間違い、僻目、捕逸、凡失、与太、揚げ足、落ち度、落球、連失、咎、蹉跌、躓
き、お手付き、しくじり、ちょんぼ、つまづき、とちり、どじ、へま、めがね違い、もく
ろみはずれ、アウト、エラー、オミッション、ケアレスミステーク、ダブルフォルト、ダ
ブルボギー、ツーダン、フェール、フェイル、フォールト、フライング、プッシング、
ホールディング、ボーク、マッフ、ミスキャスト、ミステーク、レット、レフトオンベー
ス、ｏｕｔ
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成績

1 4 B 3 0 1211

遺業、院賞、画業、学績、敢闘賞、記録、業績、金字塔、経歴、結晶、五輪新、功科、功
績、好成績、考課表、祭賞、三冠、治績、実積、実績、手際、殊勲、殊勲甲、受賞、収
穫、出来、出来映え、賞、世界新、成績、戦績、選外佳作、大会新、大賞、通例、点数、
努力賞、当選、当籤、銅賞、特等、日本新、入賞、入選、優等賞、アチーブメント、グラ
ンプリ、タイレコード、タイ記録、プライズ、レコード

161

功罪

1 4 B 4 0 1212-1214

偉業、偉勲、偉功、遺芳、遺烈、一番槍、害悪、害毒、奇功、巨歩、勲、勲功、軍功、元
勲、功、功過、功業、功罪、功績、功名、功労、高名だて、高名てがら、事績、事跡、実
積、実績、手柄、殊勲、戦功、戦績、大業、大功、長所、働き、得失、年功、武勲、武
功、薮蛇、有功、烈業、霸業、アチーブメント

1 4 C 0 0 1215

習俗

162

習慣

163

風俗流行

1 4 C 1 0 1216-1218

悪習、悪風、悪弊、異風、遺産、遺風、一夫多妻、因習、淫風、欧風、慣わし、慣行、慣
習、慣例、奇習、旧習、旧套、旧弊、言い慣わし、古俗、好み、国ぶり、国風、今風、仕
来たり、時好、州俗、習い、習わし、習慣、醇風美俗、商慣習、新風、世の常、世故、性
風俗、成功、盛行、俗、大勢、通用、伝統、都会風、土俗、土地柄、唐風、当世風、蛮
風、美俗、美風、風、風儀、風習、風俗、風潮、弊、弊習、民俗、洋式、流行、流行り、
流俗、流弊、良俗、良風、和式、和俗、はやり廃り、アラモード、アンティックブーム、
エスニック、エログロナンセンス、カーブーム、シネモード、ソニックブーム、ダイエッ
トフィーバー、トップモード、トラディション、ニューモード、ニュールック、ファッ
ション、フリーファッション、ブーム、ベビーブーム、ボーグ、ポピュラリティー、ミー
ゼネレーション、モード、モールド、モーレス、モダニティー、ローカリティ、ロココ
トーン

164

習慣

1 4 C 2 0 1219-1222

悪習、悪風、悪弊、悪癖、異風、異例、遺産、遺風、一癖、一流、因習、栄誉礼、嘉例、
家例、我流、格式、慣れっこ、慣わし、慣行、慣習、慣用、慣例、奇習、奇癖、儀礼、吉
例、旧慣、旧習、旧套、旧弊、旧例、虚礼、禁忌、決まり、原則、言い慣わし、古格、古
式、古流、古例、古礼、交通道徳、公衆道徳、口癖、恒例、江戸前、行儀、作法、三枝の
礼、仕来たり、四月馬鹿、自己流、社風、手癖、収集癖、就眠儀式、州俗、習い、習わ
し、習慣、習癖、宿弊、書札礼、女手前、女点前、商慣習、商業道徳、商売柄、常軌、常
習、常道、神式、世の習い、世故、正攻法、席入り、昔風、先規、先例、前例、俗習、惰
性、怠け癖、男手前、男点前、定式、定石、典例、纏足、伝統、盗癖、独式、読み癖、日
本流、蛮習、美俗、美風、病み付き、病癖、敷島の道、風儀、風習、仏式、弊習、弊風、
癖、放浪癖、法式、法統、民俗、無手勝流、流々、流儀、例、例し、礼、礼儀、礼式、礼
節、礼法、浪費癖、禮、陋習、お決まり、お手前、お定まり、アティテュード、イグザン
プル、エケチット、エチケット、エトケッチ、エトス、グラウンドマナー、コートマ
ナー、テーブルマナー、トラディション、バッテリー、マナー、モールド、モーレス

165

行事

1 4 C 3 0 1223-1234

安保理、闇市、慰霊、慰霊祭、慰労会、一の酉、一年祭、飲み会、陰祭り、運座、運動
会、影供、栄典、謁見式、園遊会、宴、宴会、演奏会、縁日、遠忌、温習会、仮葬、加
冠、夏越、夏祭り、科技博、歌会、歌会始め、火祭り、火葬、火入れ式、花の宴、花火大
会、花供養、花見酒、花祭り、華燭、画会、画展、賀宴、会、会合、会式、会葬、解団
式、回向、怪獣祭、改葬、開会式、開眼、開講式、開所式、開帳、開通式、街頭演説会、
学芸会、割礼、冠婚葬祭、勧業博覧会、官展、歓送会、歓送迎会、潅頂、潅仏会、観閲
式、観艦式、観桜会、観楓会、観兵式、顔寄せ、顔合わせ、顔揃い、寄り合い、寄り集ま
り、忌、旗開き、期成会、記念祭、起工式、鬼遣い、儀、儀式、菊の節句、菊合わせ、逆
修、弓取り、旧盆、居開帳、挙式、供養、競り市、橋供養、鏡開き、饗宴、金婚式、銀婚
式、句会、句合わせ、恵比須講、芸術祭、結婚式、結団式、結納、結髪、月次祭、元服、
個展、袴着、五七日、五節句、五輪、午餐、午餐会、御影供、御宴、御会式、御忌、御講
書始め、御七夜、御酉様、御盆、御命講、乞巧奠、公葬、公聴会、喉自慢、垢離、校葬、
甲子祭、行事、講、講演会、講会、講習会、降誕会、降誕祭、合祭、合戦、合評会、合
祀、告朔、告別式、国葬、国体、国典、国民体育大会、骨拾い、骨揚げ、婚儀、婚礼、懇
親会、懇談会、懇話会、魂迎え、魂祭り、魂送り、座談会、催し、催し物、祭、祭り、祭
儀、祭事、祭式、祭典、祭礼、祭祀、斎会、斎戒、作品展、三の酉、三回忌、三三九度、
三七日、三周忌、三年忌、残念会、四月馬鹿、四十九日、四旬節、四方拝、始球式、始業
式、市葬、施餓鬼、施行式、詩会、試写会、試胆会、試聴会、慈善市、式、式典、式年
祭、式年遷宮、七回忌、七五三、七五三参り、七五三祝い、七七日、七年忌、七夕、七夕
祭り、社葬、謝恩会、謝肉祭、釈奠、取り越し、手数入り、手打ち式、手斧始め、酒ほか
り、酒宴、酒祝い、酒盛り、酒池肉林、授章式、就任式、修了式、修祓式、秋祭り、終業
式、終油礼、襲名披露、集い、集まり、集会、十夜、十夜念仏、重陽、祝宴、祝賀会、祝
賀式、祝儀、祝祭、祝勝会、祝典、出開帳、出棺、出初め式、出数入り、初会、初会合、
初釜、初顔合わせ、初午、初午祭り、初七日、初場所、初節句、初地蔵、初酉、初盆、書
き初め、諸節、除幕式、宵宮、宵祭り、小飲、小宴、小酌、床杯、抄読会、招宴、招魂
祭、招請講演、上棟、上棟式、上巳、植樹祭、新嘗祭、新築祝い、新年宴会、新盆、浸
礼、神祭、神事、神葬、親授式、親任式、親睦会、針供養、水葬、雛の節句、雛祭り、成人

1 5 0 0 0 1235,1236

現象、斯う、事、珍現象、ああ、これ、そう、フェノメノン

166
167

こと
精神

1 5 1 0 0 1237,1462,1495 経験、言行、言動、精神衛生、全精神、体験、追体験、物腰、エスプリ
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

168

心

169

感覚

1 5 1 1 0 1238

愛郷心、愛校心、愛国心、愛社精神、悪意、悪心、悪度胸、依頼心、威勢、意、意気、意
気込み、意気地、意気張り、意識、意識下、意中、異心、一心、逸り気、雲煙過眼、英
気、鋭気、奥底、憶念、臆中、恩情、下心、歌心、我の意識、我意、賀意、雅ごころ、
懐、絵心、害心、隔て心、隔心、活、活気、款、漢心、肝っ魂、肝胆、眼中、機情、気
炎、気概、気合、気乗り、気乗り薄、気勢、気組み、気迫、気力、鬼手仏心、犠牲的精
神、疑心、疑念、義心、義烈、客気、求知心、求道心、虚栄心、魚心、侠気、胸、胸の
内、胸奥、胸臆、胸懐、胸間、胸襟、胸中、胸底、胸裏、襟懐、金剛心、句心、苦衷、空
いくじ、空意気地、空元気、空勇気、群集心理、景気、警戒心、血気、研究心、元気、後
生気、後生心、御心、乞食根性、交情、公徳心、厚志、厚情、向こう意気、向学心、向上
心、好き心、好奇心、孝心、恒心、浩然の気、荒肝、豪気さ、克己心、骨っぽさ、懇情、
根性、魂、山っ気、士気、士魂、士魂商才、子供心、志操、死に欲、私意、私心、至誠、
詩魂、詩心、慈心、自意識、自制心、自尊心、識閾、執念、嫉妬心、実、実意、射倖心、
射利心、邪気、邪心、若気、手の内、出来心、純、純情、純真、純白、遵法精神、初心、
商魂、色情、信、信心、心、心意気、心猿、心肝、心眼、心技、心血、心魂、心事、心
緒、心神、心身、心性、心胆、心中、心底、心頭、心腹、心柄、心理、心理面、心裏、真
意、真心、神意、神気、神経、神経性、親しみ、親近感、親方日の丸、身魂、人間味、人
情、人情味、人心、人心地、水心、数寄心、寸心、世道人心、正気、正体、正念、生気、
精根、精神、精神力、誠、誠意、誠心、静心、赤心、赤誠、前景気、善意、善心、全身全
霊、全精神、全霊、大御心、大和魂、大和心、丹誠、胆、男気、地金、痴情、稚気、仲間
意識、忠魂、忠心、忠誠、忠霊、衷心、張り合い、底、底意、敵意、敵愾心、鉄心、鉄石
心、天意、妬み心、妬心、徒し心、度胸、度胆、党派心、投機心、盗み心、盗心、闘魂、
闘志、同情心、童心、道義心、道心、道徳心、道念、徳義心、篤志、内意、内心、内面、
二心、入魂、熱誠、念頭、脳中、脳裏、肺肝、肺腑、白蓮、微衷、美意識、鼻っぱし、
鼻っ張り、病識、付け元気、負けじ魂、舞台度胸、腹、腹の中、腹中、仏心、物心、物
神、糞度胸、僻み心、菩提心、方寸、芳志、芳心、本意、本音、本心、本性、慢心、漫ろ
心、民心、無意識、無意識的、無意識裏、無意的、娘心、冥慮、役人根性、雄心、幼心、
欲、欲情、欲心、里心、旅心、良心、廉恥心、恋心、老婆心、宸襟、霸気、猜疑心、羞恥心

1 5 1 2 0 1239

感覚、無感覚、無感覚さ、くすぐったがり屋

170

感じ

1 5 1 2 1 1240

威圧感、違和感、印象、厭味、過敏、快感、勘、感、感じ取り、感応、感覚的、感受、感
受性、感触、感性、感想、感動、感付き、危機意識、危機感、気、気味、共感、驚き、倦
怠感、悟り、悟り澄まし、語感、交感、口寂しさ、山勘、思い、質感、実感、取っ付き、
秋思、重量感、衝撃、衝動、色彩感覚、心証、生硬さ、疎外感、打撃、第一印象、第六
感、脱力感、男性美、直覚、直覚的、直感、直観、直観的、痛感、痛手、痛打、動感、同
感、熱感、薄気味、肌合、肌触り、美感、美的感覚、不感症、不信感、夢中、無重力感、
無力感、愉快、予覚、予感、涼感、量感、臨場感、冷感、霊感、連帯感、嘔吐感、恍惚
感、猥褻感、痒がり、眩しがり、インスピレーション、インパクト、インパルス、エロジ
ナス、エンパシー、オーガスム、オーディオシャン、カタルシス、サーカズム、サンシビ
リテ、サンス、ショック、ストアロイヤリティ、センシティビティ、センシティブ、セン
シビリティー、センス、テレサイト、テレパシー、バイブス、フリジディティ、ブランド
イメージ、マッス

171

知覚

1 5 1 2 2 1241

違和感、煙たげ、音感、過敏、滑かさ、滑らかさ、勘、官能、感、感じ易さ、感触、感
性、感電、感熱、気付き、幻、幻覚、幻視、幻聴、五感、口触り、口当たり、喉越し、錯
覚、錯視、視覚、視聴覚、歯応え、持ち重り、寂寥感、手触り、手当たり、手答え、臭
覚、柔らかさ、柔らかみ、色覚、色感、色彩感覚、触り、触覚、触感、絶対音感、舌触
り、掻痒、体感、知覚、知覚力、聴覚、聴視覚、痛覚、剃り味、電撃、統覚、呑み口、肌
触り、平衡感覚、味覚、立体感、冷たがり、嗅覚、擽ったがり、擽ったげ、擽ったさ、痒
さ、痒み、眩しさ、芬々、こそばゆげ、しゃり感、むず痒さ、オーディオビジュアル、ス
トレス、センシビリティー、デジャブ、ビジブル、ビジュアル、ユーストレス

172

痛み

1 5 1 2 3 1242

胃痛、胸苦しさ、胸焼け、胸痛、苦、苦しみ、苦痛、激痛、腰痛、差し込み、産痛、歯
痛、神経痛、陣痛、鎮痛、痛がり、痛さ、痛み、痛痒、鈍痛、背痛、無痛、肋間神経痛、
疝痛、疼き、疼痛、いがらっぽさ、えがらっぽさ、ひりつき

173

狂気

1 5 1 2 4 1243

気違い、逆上、狂い、狂気、狂乱、血迷い、狐付き、上擦り、乗り移り、色情狂、神憑
り、男狂い、悩乱、発狂、風狂、物狂い、物狂おしげ、物狂おしさ、偏執狂、本きち、本
気違い、乱心、惑乱、憑き、癲狂、ノイローゼ、ハーイプシロン、パラサイト、パラノイ
ア、ヒステリー、モノマニア

174

酔い

1 5 1 2 5 1244

悪酔い、局所麻酔、酒気、宿酔、上気、酔、酔い、酔っ払い、生酔い、盛り潰し、船酔
い、全身麻酔、大酔、沈酔、泥酔、陶酔、二日酔い、微酔、微醺、麻酔、乱酔、眩み、酩
酊、ほろ酔い、エクスタシー、ナーコチズム

175

飢え満腹 1 5 1 2 6 1245-1247

渇、渇き、粥腹、干乾し、飢え、飢餓、飢渇、飢寒、空きっ腹、空き腹、空腹、高楊枝、
食傷、進水式、水腹、茶腹、腹ペこ、腹一杯、腹時計、飽満、北山、満腹、餅腹、涸渇、
ひだるさ、ひもじげ、ひもじさ

176

疲労

夏ばて、夏負け、過労、気怠さ、気疲れ、凝り、倦怠、困憊、所帯やつれ、伸、心労、湯
疲れ、悩み、疲弊、疲労、旅疲れ、かったるさ、くたくた、へたばり、へばり、アンニュ
イ、グロッギー、サイケ、ジェットラッグ

177

睡眠覚醒 1 5 1 2 8 1249-1252

1 5 1 2 7 1248

悪夢、安眠、一寝入り、一睡、一眠り、仮寝、仮睡、仮眠、華胥、快眠、覚まし、覚醒、
起こし、逆夢、休眠、泣き寝入り、居眠り、空寝、空夢、午睡、昏睡、催眠、残夢、就
眠、熟寝、熟睡、熟眠、春眠、初夢、寝、寝過ごし、寝覚め、寝起き、寝込み、寝入り、
寝付き、寝溜め、睡眠、睡余、酔い醒まし、酔い醒め、正夢、赤ちゃん、惰眠、狸寝入
り、昼寝、冬眠、白河夜船、半睡、不眠、眠がり、眠げ、眠たがり、眠り、夢、夢幻、夢
現、夢魔、夢枕、夢路、夢寐、目覚まし、揺り起こし、霊夢、嗜眠、うたた寝、ごろ寝、
まどろみ、シェスタ、スリーピング、ドリーム、ヒプノーシス、ビューティースリープ
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番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
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178

感情

1 5 1 3 0 1253

感情、喜怒哀楽、気持ち、狂おしさ、狂わしさ、激情、至情、主情、常情、情意、情感、
情実、情緒、情動、情熱、情念、心火、心情、真情、多情多恨、知情意、衷情、直情、底
流、熱情、念、念願、エモーション、センチメント、パッション、パトス

179

情緒

1 5 1 3 1 1254-1266

唖然、哀れ、哀れさ、哀楽、哀感、哀歓、哀愁、哀傷、哀切、愛別離苦、悪感、安静、威
かし、慰み、慰め、慰安、畏縮、畏怖、一喜一憂、一興、一驚、一泡、逸楽、逸興、陰鬱
さ、悦、悦楽、煙さ、煙たげ、煙たさ、往生、臆病風、苛立たしさ、荷厄介さ、過重さ、
快、快げ、快楽、快苦、快哉、皆苦、慨世、慨嘆、赫怒、楽、楽しげ、楽しさ、楽しみ、
勘気、患苦、感興、感激、感傷、歓、歓楽、歓喜、歓心、歓天喜地、甘苦、甘酸、甘美
さ、危ぶみ、危惧、危懼、喜、喜々、喜ばしさ、喜び、喜悦、嬉しがり、嬉しさ、忌々し
がり、忌々しげ、忌々しさ、忌わしげ、気慰み、気詰まりさ、気後れ、気散じ、気重、気
色ばみ、気晴らし、気保養、気鬱、鬼胎、疑懼、義憤、逆鱗、休戚、窮屈さ、窮余、享
楽、恐々、恐れ気、恐れ入り、恐ろしがり、恐ろしさ、恐悦、恐慌、恐怖、狂喜、狭苦し
さ、胸苦しさ、胸騒ぎ、脅かし、興、興がり、興奮、郷愁、驚かし、驚き、驚き入り、驚
異、驚喜、驚嘆、驚天動地、驚倒、驚愕、仰天、業苦、業腹、業腹さ、欣喜、欣喜雀躍、
欣幸、苦さ、苦しがり、苦しさ、苦しみ、苦し紛れ、苦楽、苦寒、苦患、苦汁、苦渋、苦
痛、苦難、苦悩、苦味、苦悶、空喜び、撃壌、激高、激怒、激発、激憤、倦み、懸念、遣
り、遣り切れなさ、遣る瀬無さ、娯楽、御慰み、御冠、公憤、向かっ腹、糠喜び、行き詰
まり、行き当たり、行き悩み、降参、高ぶり、高鳴り、轟き、困り、困り切り、困り抜
き、困却、困窮、困苦、困難、困惑、塞ぎ、塞ぎの虫、塞ぎ込み、三竦み、参り、惨、惨
苦、刺激、四苦、四苦八苦、思い煩い、思い余り、思案投げ首、死苦、私憤、試験地獄、
持ち扱い、持て扱い、持て余し、耳障り、寂しがり、寂しさ、弱り、弱り切り、手慰み、
手痛さ、手遊び、受難、愁思、愁傷、愁嘆、重苦、縮こまり、縮み上がり、術無さ、春
愁、暑苦しさ、傷心、焦がし、衝動、上がり、上付き、場打て、情け無さ、寝苦しさ、審
美的、心苦しさ、心遣り、心配、心配り、身悶え、辛がり、辛苦、辛労、針の筵、震天動
地、震撼、震駭、人怖じ、随喜、雀躍、澄まし、世知辛さ、晴らし、晴れ、生活苦、静ま
り、責め苦、切歯扼腕、先憂後楽、千辛万苦、尖り顔、戦々、戦慄、騒ぎ、息苦しさ、息
抜き、大喝、大喜び、大弱り、嘆、嘆き、嘆き暮らし、嘆き明かし、歎、断腸、中っ腹、
脹れっ面、長嘆、沈静、沈着、沈痛、沈鬱、沈鬱さ、鎮静、痛み、痛快さ、痛嘆、痛憤、
痛哭、塗炭、怒り、怒気、当たり散らし、当惑、動転、同慶、難儀、難渋、熱狂、燃や
し、悩まし、悩ましさ、悩み、白熱、八つ当たり、八苦、繁、繁文縟礼、煩い、煩わし、煩

180

自我感情 1 5 1 3 2 1267-1296

悪遠慮、安らぎ、安穏、安楽、安閑、安気、安住、安心、安心立命、安堵、偉ぶり、威張
り、意地、意地っぱり、意表、畏まり、畏敬、遺憾、一安心、一人天下、一人舞台、一
泡、逸り、引け目、引責、陰弁慶、右顧左眄、栄光、栄辱、栄誉、悦、越権、遠回し、遠
慮、汚、汚し、汚辱、汚点、奥ゆかしさ、横行闊歩、横暴、臆面、家名、苛立ち、我、我
が侭、我褒め、我慢、会心、快適、悔しさ、悔悟、悔恨、悔悛、戒慎、皆苦、慨世、格式
張り、確信、覚束無げ、覚束無さ、隔靴掻痒、楽観、楽天、寒心、堪能、寛ぎ、汗顔、顔
汚し、顔負け、危ぶみ、危惧、危懼、忌み、忌憚、忌諱、気に入り、気楽、気掛かり、気
休め、気強さ、気苦労、気兼ね、気遣い、気遣わしさ、気取り、気丈夫、気色ばみ、気恥
ずかしげ、気恥ずかしさ、気紛れ、気紛れさ、気侭、気侭さ、気咎、輝かしさ、技癢、擬
勢、休心、急き、急き込み、虚栄、虚栄心、虚仮威し、虚飾、虚勢、強がり、強引さ、強
迫観念、恐々、恐れ多さ、恐れ入り、恐慌、恐縮、恐惶、恐懼、恭謙、胸騒ぎ、禁酒、謹
言、謹慎、苦、苦情、苦労、苦労千万、愚図付き、虞、空威張り、空元気、空嘯き、屈
辱、屈託、敬譲、計らい、決まり悪がり、決まり悪さ、懸念、権高、肩身、見えっ張り、
見栄、見識ばり、謙虚さ、謙譲、謙遜、謙抑、賢しら、誇らか、誇らしげ、誇らしさ、誇
り、誇りか、顧慮、後めたげ、後悔、後患、後生楽、御の字、御苦労、御国自慢、光栄、
光栄さ、光輝、口惜しがり、口惜しさ、喉自慢、控え目、攻め焦り、行い澄まし、高ぶ
り、高尚振り、高配、高慢さ、高名さ、国辱、恨事、差し控えり、差出がましさ、才走
り、罪悪、殺気立ち、三省、惨め、惨めさ、残り惜しさ、残念、残念がり、残念さ、思い
がけなさ、思い残し、思い上がり、思案、死に花、死に恥、歯痒さ、歯軋り、自画賛、自
画自賛、自覚、自棄、自敬、自賛、自重、自粛、自照、自省、自信、自制、自責、自足、
自尊、自尊心、自得、自任、自卑、自負、自分勝手、自暴自棄、自侭、自慢、自慢げ、自
由、自嘲、自恃、辞儀、辞譲、失意、捨て鉢、寂しみ、取り越し苦労、取り繕い、取り乱
し、手前味噌、酒池肉林、酒乱、周章、修身斉家、臭い、充足、重厚さ、重畳、出たら
目、出任せ、出放題、勝ち誇り、勝手、勝手さ、勝手次第、消極、消沈、焦らし、焦り、
焦れ込み、焦心、焦燥、焦慮、照れ隠し、照れ臭さ、省察、上の空、情け無さ、心がか
り、心しらい、心ばせ、心安げ、心許無さ、心強さ、心遣い、心行き、心細げ、心細さ、
心残り、心丈夫さ、心痛、心入れ、心任せ、心配、心配り、心労、慎ましげ、慎ましさ、慎
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対人感情 1 5 1 3 3 1297-1336

哀れ、哀れみ、哀憐、愛、愛し、愛しさ、愛玩、愛郷、愛郷心、愛敬、愛顧、愛護、愛
好、愛校心、愛国、愛国心、愛社、愛社精神、愛情、愛惜、愛石、愛憎、愛着、愛鳥、愛
読、愛慕、愛林、愛嬌、愛誦、悪意、悪感情、悪気、悪女の深情け、安心、委託、意趣、
意地悪、畏敬、遺恨、一目置き、一礼、引っ張り凧、陰険、右文、栄典、英雄崇拝、益、
厭、厭々、厭い、厭わしさ、厭悪、厭気、厭人、厭世、厭戦、厭味、怨恨、怨念、怨府、
怨嗟、煙霞癖、艶、汚し、横好き、横恋慕、岡惚れ、岡焼き、恩、恩愛、恩恵、恩顧、恩
情、恩沢、恩寵、恩典、恩讎、温かみ、温情、音楽好き、下手物趣味、火水、我、我意、
我田引水、懐き、懐古趣味、外侮、隔たり、隔意、官尊民卑、感応、感恩、感謝、感服、
感佩、甘やかし、間隙、忌み、忌み嫌い、忌わしがり、忌わしさ、忌避、既懇、気に入
り、気の毒、気の毒がり、気の毒げ、気障り、気疎さ、気味悪がり、気味悪さ、犠牲的精
神、疑い、疑念、疑惑、義、義気、義侠、義侠心、誼み、逆恨み、旧怨、旧恩、距離、侠
気、侠骨、恐れ入り、恐悦、恭敬、狂恋、胸中、仰ぎ、仰望、曲がり、欽仰、欽羨、欽
慕、近寄り、近付き、苦々しげ、愚痴り、空々しげ、君寵、傾倒、恵み、恵沢、敬い、敬
愛、敬意、敬遠、敬服、敬慕、敬老、景仰、軽視、軽侮、軽蔑、芸、健羨、嫌い、嫌が
り、嫌悪、嫌煙、嫌忌、嫌気、懸想、見下だし、見下ろし、見限り、見放し、見縊り、御
好み、交際、交情、公徳心、厚意、厚志、厚情、向米、好き、好き嫌い、好き好き、好き
好み、好ましさ、好み、好もしさ、好悪、好意、好意的、好感、好宜、好劇、好古、好
尚、好戦、孝、孝行、孝順、孝心、孝貞、孝悌、洪恩、溝、皇恩、国恩、惚れ込み、恨
み、恨みっこ、恨みつらみ、懇意、懇志、懇切、懇切丁寧、懇篤、左武、差し置き、最
愛、妻恋、済まながり、済まなさ、賛仰、残り惜しげ、残虐、四恩、四海兄弟、子煩悩、
師弟愛、思い、思いのたけ、思い遣り、思し召し、指弾、私意、私怨、私淑、私心、至
孝、慈しみ、慈愛、慈悲、慈悲深さ、持て囃し、耳障り、自愛、自己嫌悪、自己疎外、自
重、七里結界、執心、失恋、嫉み、嫉視、嫉妬、嫉妬心、実意、謝意、謝恩、謝儀、邪
気、邪曲、邪恋、主思い、酒好き、首っ丈、渋好み、重き、重視、重要視、宿意、宿怨、
出し渋り、出し惜しみ、出好き、殉情、純愛、初恋、女尊男卑、小憎らしさ、小馬鹿、小
面憎さ、小癪さ、尚古、尚歯、笑殺、鍾愛、障壁、情、情け、情け無さ、情愛、情宜、情
合い、情味、情無し、色好み、色事、色恋、食べず嫌い、食わず嫌い、食傷、信、信実、信
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情操

1 5 1 3 4 1337-1341

愛慕、異国情緒、一日千秋、歌心、懐かしげ、懐かしさ、懐かしみ、懐旧、懐郷、懐古、
絵心、渇仰、滑稽、感じ入り、感慨、感慨無量、感激、感心、感動、感奮、感銘、歓喜、
観照、観賞、鑑賞、玩味、帰心、客思、旧懐、享受、郷愁、欽慕、句心、敬慕、香味、高
嶺の花、賛嘆、賛美、思慕、詩興、詩情、詩嚢、偲び、趣、熟読、賞翫、賞美、情緒、情
操、情調、色気、崇拝、精読、想望、打ち、嘆賞、嘆美、追懐、追慕、陶酔、動かし、憧
憬、反芻、慕わしさ、慕情、望郷、味、味わい、味読、無常、銘肝、躍り、余情、里心、
旅思、旅情、旅心、礼讚、恋、恋い慕い、恋しがり、浪漫、咀嚼、謳歌、うらやましさ、
アピール、エクスタシー、エモーション、エロガント、テースト、ノスタルジー、ノスタ
ルジア、ペニス羨望、ホームシック、ポエジー、ユーモラス、リスニング、リリシズム、
ロンサム
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気分

1 5 1 3 5 1342

悪感、威圧感、異国情緒、違和感、一杯機嫌、怨念、佳境、画境、快さ、感、感情、喜怒
哀楽、機嫌、機嫌気褄、気まずさ、気安さ、気楽さ、気詰まりさ、気軽さ、気合、気持
ち、気乗り薄、気色、気分、気分的、気味、気褄、窮屈さ、居心地、境地、胸中、胸糞、
興趣、句境、苦々しさ、空しさ、後ろめたさ、後ろ暗さ、後味、御冠、御気色、御天気、
光風霽月、好い気、座りごこち、塞ぎの虫、三味境、三眛、思い、詩境、芝居気、寂し
さ、寂寞、住み心地、春愁、商売気、小気味、上機嫌、乗り気、乗り心地、情緒、寝心
地、心機、心気、心境、心細さ、心持ち、心地、心地好さ、辛気、人懐かしさ、人心地、
人恋しさ、酔い心地、晴れやかさ、青天白日、惜し気、爽やかさ、爽快さ、打ち気、大
荒、着心地、通快、天機、陶酔境、念、念願、売り気、薄気味、薄気味悪さ、不快、不機
嫌、不気味、腹、腹の虫、万感、味、夢見ごこち、夢心地、無漏路、明鏡止水、有難み、
抑うつ、鬱気、洒落っ気、衒気、おかんむり、お冠、お祭り気分、ご機嫌、アメニティ、
エクスタシー、エログロ、サイコリズム、スティムング、フィーリング、ムード

1 5 1 4 0 1343-1350

阿鼻叫喚、哀号、悪寒、悪声、悪相、粟立ち、案じ顔、慰め顔、異相、一笑、一声、一番
鶏、一粲、一顰一笑、印相、引き目鉤鼻、烏鳴き、詠嘆、怨色、艶笑、艶色、遠吠え、塩
辛声、横目、鴬ばり、温顔、温容、音、音吐、音便、下目、化けの皮、何食わぬ顔、歌
声、悔し泣き、凱歌、掛け声、割り声、喝采、寒気、寒気立ち、寒声、喚呼、喚声、感
泣、感嘆、感涙、歓呼、歓声、含み笑い、含み声、顔、顔形、顔作り、顔色、顔付き、顔
立ち、喜色、喜色満面、器量、奇声、嬉し泣き、気色、起呼、鬼哭、吉相、吃音、客待ち
顔、泣き、泣きじゃくり、泣きべそ、泣きわめき、泣き顔、泣き叫び、泣き腫らし、泣き
出し、泣き笑い、泣き真似、泣き声、泣き沈み、泣き入り、泣き伏し、泣き暮らし、泣き
明かし、泣き面、泣き縋り、叫び、叫喚、恐怖、胸声、驚き、玉音、金切り声、吟声、苦
り切り、苦笑、苦笑い、苦味走り、空音、空泣き、空騒ぎ、恵比須顔、慶色、警蹕、鯨
波、血相、見開き、見目、呼ばわり、呼び、呼び声、呼号、虎視眈々、御澄し、御世辞笑
い、御面相、語気、口笛、喉、喉音、甲声、甲走り、紅潮、高音、高笑い、高声、号泣、
合の手、作り笑い、作り声、笹鳴き、三唱、三嘆、山彦、産声、賛嘆、子細顔、死相、脂
下がり、歯噛み、歯軋り、慈眼、失笑、疾呼、寂声、取り澄まし、手柄顔、愁色、愁眉、
秋波、醜貌、渋っ面、渋面、瞬き、瞬ぎ、潤み、初ウグイス、初ゼミ、初ホトトギス、所
得顔、諸声、女声、勝ち名乗り、勝鬨、唱和、小声、笑い、笑いさざめき、笑い初、笑い
通し、笑み、笑顔、笑声、笑壷、上擦り、上声、上目、上目使い、色艶、色目、尻目、寝
腫れ、心得顔、真顔、神色、紳士面、身震い、震い、震え上がり、震え声、震駭、人声、
人相、吹き出し、酔顔、正眼、声、声々、声音、声色、声帯摸写、声変わり、赤らみ、赤
面、絶叫、絶倒、蝉時雨、尖り顔、尖り声、戦き、戦慄、素面、鼠鳴き、相、相好、相
貌、総毛立ち、造作、大音声、大笑い、大声、大声疾呼、大息、第一声、濁声、嘆、嘆
き、嘆声、嘆息、歎、男っ振り、男泣き、男振り、男声、知らぬ顔、知らんぷり、地声、
中音、脹れっ面、調音、長息、長大息、長嘆、長鳴き、沈吟、低音、低声、転訛、吐息、
怒号、怒声、東雁、頭声、頭声発声、胴間声、胴震い、得意顔、曇らし、難色、二番鳥、
肉声、入声、忍び音、忍び泣き、忍び笑い、猫撫で声、蚤取り眼、破顔、罵り、罵声、馬
鹿騒ぎ、売り声、売声、白い目、薄ら笑い、薄笑い、薄目、爆笑、八方睨み、発音、発
声、半眼、蛮声、悲鳴、微苦笑、微笑、微笑み、眉目、美音、美声、美貌、鼻声、鼻白み、
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意向

1 5 1 5 0 1351-1386

哀願、愛執、愛欲、悪意、悪気、悪心、悪夢、安逸、依願、意、意気込み、意向、意志、
意思、意識的、意図、意図的、意地、意地ずく、意馬心猿、意欲、意欲的、意力、移り
気、萎縮、遺志、一意、一意専心、一貫、一貫性、一筋、一苦労、一骨、一所懸命、一
心、一心不乱、一人ぎめ、一生懸命、一息、一徹さ、一点張り、一途さ、一念、一念発
起、一辺倒、一縷の望み、逸り、逸り立ち、因循さ、引っ込み、淫欲、隠忍、営々、英
断、鋭意、厭味、奥底、押し、押し切り、押し通し、旺ん、横着、横柄、億劫、憶念、下
意、下心、暇ごい、我、我の意識、我意、我見、我執、我慢、我欲、臥薪嘗胆、賀意、駕
ぎ、回心、懐手、改心、改悛、害意、害心、覚悟、楽しみ、掛かりきり、渇仰、渇望、噛
み殺し、噛み潰し、勘弁、堪り、堪忍、堪忍袋、寛大、感奮、緩怠、肝、貫き、貫徹、貫
禄、閑却、頑なさ、頑張り、願い、願い事、願意、願望、願力、希求、希望、期成、期
待、機根、帰依、帰命、帰命頂礼、毅然、気移り、気違い、気概、気骨、気持ち、気乗り
薄、気節、気組み、気怠げ、気張り、気抜け、気負い、気負い立ち、気紛れ、気落ち、気
力、祈り、起ち上がり、技、義勇、客観的、及び腰、求道心、泣き寝入り、去勢、虚心、
虚心坦懐、虚脱、許し、強気、強硬、強腰、強情、強欲、狂い、狂信、胸奥、胸算用、胸
底、興冷め、仰望、凝らし、凝り、凝り固まり、勤しみ、勤倹、勤惰、勤怠、勤勉、欣
求、欣求浄土、禁欲、緊張、苦、苦心、苦肉、苦杯、苦慮、苦労、苦労千万、屈託、傾
注、傾倒、形式主義、敬神、芸熱心、決意、決起、決死、決心、決断、倦み、倦怠、喧嘩
腰、堅持、堅忍、懸命さ、権勢欲、研究心、見限り、見込み、見所、見切り、見送り、見
通し、軒高さ、遣る気、幻滅、個我、固持、固執、固守、孤軍奮闘、故意、狐疑、後引
き、御苦労、御心、御先真暗、悟り、光明、公然、功名心、口のきき方、口腹、向き、向
学、向学心、拘泥、行ない、行為、高まり、高姿勢、高調、高望み、高揚、豪勇、豪勇
さ、克己、克己心、刻苦、腰高、腰弱さ、忽せ、忽諸、骨折り、骨張り、懇願、懇請、懇
望、根、根気、根深さ、根負け、魂胆、再起、作意、作為的、殺意、三帰、三日坊主、三
眛、山っ気、山気、賛意、残念、仕事熱心、士気、姿勢、志、志し、志学、志願、志向、
志望、思い、思い止どまり、思い切り、思い立ち、思し召し、思わせぶり、思惑、指向、
旨意、死に身、死に物狂い、死に欲、獅子奮迅、私心、私欲、脂っこさ、至嘱、試し、自
ら、自我、自彊、自己顕示欲、自失、自発、自由意志、辞意、七転び八起き、七顛八起、執
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学習・記憶

1 5 1 6 0 1387-1394

扱き、暗記、暗譜、暗誦、一つ覚え、一顧、一揉み、円熟、演習、演練、猿真似、温故知
新、温習、下稽古、下調べ、下読み、夏安居、俄か仕込み、俄か勉強、回顧、回想、懐か
しみ、懐旧、格物致知、学び、学修、学習、寒稽古、寒行、寒声、勧化、喚起、慣熟、丸
暗記、願行、既習、記し、記憶、記念、技巧、擬音、擬古、擬態、求道、泣き真似、共
学、共修、強化合宿、教授、教習、教練、曲学、勤学、苦学、苦行、空覚え、訓練、稽
古、決め込み、健忘、兼学、兼修、研学、研修、研鑽、肩慣らし、見習い、後顧、後追
い、口慣らし、口真似、荒行、行、行い澄まし、行学、行持、講習、講習会、刻みつき、
座禅、刷り込み、参学、参禅、思い回し、思い起こし、思い出、思い出し、思い巡らし、
思い当たり、思い返し、試行錯誤、試練、自学自習、自己研修、自修、自習、失念、実
習、手慣らし、手習い、手真似、受け売り、受験勉強、受講、修学、修業、修験、修行、
修身、修道、修得、修養、修練、習い、習い事、習わし、習慣、習字、習熟、習得、習
練、宿題、熟達、熟練、書き取り、上手、上達、場慣れ、畳水練、尻抜け、心覚え、振り
返り、真似、人真似、水防訓練、声色、声帯摸写、昔話、切磋、切磋琢磨、浅学、洗練、
禅定、想起、総稽古、総浚い、足慣らし、足固め、速修、琢磨、鍛練、男女共学、地取
り、張、調馬、調練、追憶、追懐、追想、伝習、度忘れ、頭陀、胴忘れ、特訓、篤学、独
学、独修、内稽古、内取り、難行、難行苦行、二番煎じ、入神、畑水練、八宗兼学、晩
学、肥やし、必修、百錬、浮かばし、浮かび、武者修行、風化、復習、復習い、服膺、物
覚え、物真似、物忘れ、文型練習、聞き覚、聞覚、勉学、勉強、補習、倣い、亡失、忘
恩、忘我、忘却、忘年、棒暗記、磨き、銘記、面壁、面忘れ、模擬、模作、模写、模倣、
猛勉強、野馬追い、予習、養い、乱取り、履修、立ち稽古、林間学校、臨海学校、練習、
練熟、練達、練武、練兵、練磨、牢記、篭耳、老熟、老成、六波羅蜜、録勉、和魂漢才、
捩、捩り、螢雪、邯鄲の歩み、うろ覚え、お目見え、お浚い、がり勉、イミテーション、
ウォーミングアップ、エクササイズ、カメリハ、シートノック、スーブニール、スター
ディ、スタディ、スパー、スパーリング、セクササイズ、セミナー、セルフトート、ゼ
ミ、ゼミナール、ティーバッティング、ディクテーション、トレーニング、ドリル、ハー
ドトレーニング、パターンプラクティス、プラクシス、プラクティス、プロゼミナール、
ペダンティズム、ペンマンシップ、ペン習字、マスター、マスタリング、ミミクリー、メモ
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思考

1 5 1 7 0 1395-1461

悪計、悪巧み、按分、暗鬼、暗算、暗中模索、案出、位どり、位置ズレ補正、意企、意
識、意図、易、易学、易断、為ん術、移項、違い、違算、一計、一決、一工夫、一考、一
算、一次試験、一緒くた、一乗、一人ぎめ、一人合点、一線、一大発見、一知半解、一
倍、一発選曲、一物、一面識、一粒選り、印鑑証明、印象批評、因数分解、引き、引き合
い、引き算、引き抜き、飲み込み、陰謀、迂闊、雨支度、鵜呑み、窺い、窺知、嘘、運
算、運試し、叡慮、営み、英検、英断、閲兵、円建て、演算、猿芝居、遠謀、遠慮、往
診、応診、岡目八目、沖待ち、憶説、憶測、憶断、下検分、下見、下準備、下洗い、下打
ち合わせ、下調べ、下墨、下拵え、仮設、仮想、仮託、仮定、価値判断、加算、加筆、可
決、家捜し、家族計画、家宅捜索、科挙、過ち、過誤、過小評価、過信、過怠、過大視、
過大評価、画策、画定、雅俗折衷、介意、会得、解決、解語、解釈、解析、解像、解脱、
解読、解剖、解明、回診、怪し、怪しさ、怪しみ、懐疑、戒厳、戒心、改革、改行、改
札、改正、改定、改訂、改頁、絵捜し、開眼、開札、開票、開平、開方、開立、概算、概
要、拡大解釈、格付け、核実験、確信、確定、確認、覚まし、覚醒、学テ、学生証、学年
別、掛、掛け算、割り、割り算、割り出し、割り切り、勘、勘案、勘違い、勘繰り、勘
校、勘考、勘合、勘定、勘定ずく、感想、感知、感得、換価、換算、監査、監察、看貫、
看取、看破、簡閲、簡抜、緩み、肝試し、観閲、観察、観照、観想、観相、観測、観点、
観兵、鑑、鑑査、鑑識、鑑定、鑑別、間違い、間尺、間諜、閑却、関心、関知、陥穽、丸
呑み、企み、企画、企図、危機意識、基礎付け、寄せ算、希望的観測、既決、既知、既
定、期末テスト、機略、帰結、帰趨、気遣わしさ、気配り、気迷い、規整、規正、起案、
起算、鬼謀、亀卜、偽計、偽証、偽装、戯評、疑い、疑り、疑義、疑心、疑団、疑点、疑
念、疑問、疑惑、疑懼、議決、議定、客観テスト、客待ち、逆算、逆探知、逆賭、吸収、
急診、求知心、汲み、汲み取り、泣き落とし戦術、究明、究理、窮理、糾明、牛歩戦術、
拒否、虚、許可、許容、漁り、供待ち、競争試験、共同謀議、共謀、協定、匡正、境界
線、恐察、教研、狂言、狂信、矯正、胸算用、胸積り、興信、興味、曲解、曲学、均し、
巾乗、欽定、筋書き、謹選、近似、金策、吟味、九々、句合わせ、句読、区切り、区分、
区分け、区別、苦慮、駆け引き、具案、愚計、愚考、空、空想、空中楼閣、掘り出し、繰
り、繰り下がり、繰り上がり、軍略、卦、係争、刑事裁判、経調、計、計らい、計り、計

33 / 73 ページ

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

188

見聞

1 5 1 8 0 1463-1483

暗視、暗示、一見、一顧、一瞥、一望、一望千里、一目、一目千本、一覧、一眸、隠見、
叡聞、叡覧、閲覧、遠見、遠望、遠目、横見、岡目、下見、下瞰、可視、火の番、花尽く
し、回覧、開示、外聞、概観、垣覗き、確聞、環視、監視、看過、観劇、観察、観戦、観
望、観葉、観覧、眼のくばり、眼福、希覯、既視、貴覧、挙がり、挙証、挙例、供覧、共
聴、仰視、凝視、謹聴、空耳、空目、寓目、傾聴、啓示、掲額、掲示、掲出、警戒、警
視、警邏、見え隠れ、見せびらかし、見違い、見下だし、見下ろし、見過ごし、見回し、
見回り、見学、見遣り、見誤り、見交わし、見向き、見合い、見残し、見失い、見取り、
見守り、見澄まし、見晴らし、見損ない、見張り、見直し、見通し、見渡し、見逃し、見
入り、見納め、見物、見聞、見聞き、見返し、見返り、見落とし、賢覧、顕示、顕正、言
づて、言伝、虎視、誇示、誇負、後顧、御覧、誤聞、候補、公示、公聴、高覧、告示、左
見右見、左顧右眄、座視、細見、参観、散見、四顧、四望、指し、指し示し、指呼、指差
し、指示、指定、指摘、指名、糸口、視聴、試聴、持ち出し、示し、示威、示唆、耳新し
さ、耳目、耳立ち、耳聰さ、自警、自己暗示、自己顕示、実見、借覧、首鼠、衆目、十
目、縦覧、熟視、熟覧、出し、出陳、出展、出品、巡回、巡見、巡察、巡視、巡覧、巡
邏、初見、初耳、所見、哨戒、承り、照準、照覧、笑覧、上掲、上書、上聞、上覧、嘱
目、尻目、心耳、振り回し、振り翳し、神出鬼没、人聞き、人目、図示、正視、清聴、清
覧、静観、静聴、千里眼、閃かし、狙い、狙い目、素見、奏覧、総捲り、総見、総覧、側
目、速耳、俗耳、袖手傍観、他見、他聞、体裁、大観、探聞、地獄耳、着眼、着目、注
意、注視、注目、張り込み、張り出し、張り番、眺め入り、眺望、聴き込み、聴音、聴
講、聴罪、聴視、聴取、聴収、聴聞、鳥瞰、直視、直覧、陳列、通観、通覧、呈示、提
起、提示、提出、諦視、天啓、天覧、展観、展示、展望、展覧、店番、点示、伝え聞き、
伝聞、盗み見、盗み聞き、盗視聴、盗聴、透き見、透視、特掲、特筆大書、内閲、内示、
内聞、内覧、入場、覗き、覗き見、拝み、拝観、拝見、拝承、拝聴、拝聞、陪聴、博覧、
番、披見、必見、百聞、標示、標榜、表示、品触れ、付け狙い、風景、風聴、物見、物尽
し、聞かし、聞き、聞き違い、聞き過ごし、聞き外し、聞き及び、聞き継ぎ、聞き誤り、
聞き込み、聞き耳、聞き捨て、聞き取り、聞き澄まし、聞き損ない、聞き置き、聞き逃
し、聞き入り、聞き納め、聞き落とし、聞き流し、聞き漏らし、聞き齧り、聞こし召し、僻
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読み書き

1 5 1 9 0 1484-1494

愛読、愛誦、暗誦、意匠登録、移籍、医書、一つ書、一字書、一読、一筆、一筆啓上、一
筆書き、一覧、印、引き写し、英作文、詠吟、閲読、鉛槧、押し、押印、押捺、横書き、
殴り書き、音読、下記、下書き、下読み、下名、仮名書、加筆、箇条書、花押、会読、解
読、回読、割り印、割り書き、割り判、感吟、看経、看板書、翰墨、丸写し、寄せ書き、
揮毫、既記、記、記し、記載、記述、記帳、記入、記名、記録、起案、起稿、起草、起
筆、魚拓、共同執筆、曲筆、謹書、訓義、訓読、訓読み、罫書き、欠字、血書、血判、健
筆、検印、古写、後書き、御朱印、誤記、誤字、誤写、誤読、口述筆記、口書き、校勘
記、講読、購読、合名、左記、再読、再録、採譜、採録、細字書き、細書、細筆、在銘、
作図、作文、散らし書、私署、試筆、誌し、自画、自記、自署、自書、自筆、執筆、写
し、写し物、写経、写本、手写、手書、手書き、手抄、手描き、朱印、朱引き、朱書、朱
筆、首記、収載、収録、拾い読み、住民登録、縦書き、縦覧、縮写、熟読、潤筆、署名、
署名捺印、書、書き、書きなぐり、書き下し、書き下ろし、書き記し、書き起こし、書き
込み、書き散らし、書き残し、書き取り、書き出し、書き初め、書き損ない、書き直し、
書き抜き、書き判、書き流し、書記、書見、書字、書写、除籍、小書き、抄出、抄物、抄
物書、抄録、渉猟、省文、称名、証印、証明書、詳記、詳録、上記、上書き、浄写、浄
書、心覚え、真読、真筆、真名書、親署、親筆、図取り、成文化、清書、精読、製図、席
画、席書き、石摺り、節録、染筆、線引き、前記、素読、素読み、走り書、走り読み、走
書、蔵鋒、速記、速読、速筆、卒読、他筆、多読、打っ付け書、代印、代詠、代署、代
書、代読、代筆、大書、拓本、但し書き、脱稿、脱字、脱文、単記、端書き、耽読、注
記、丁付け、帳付け、調印、直写、直書、直読直解、直筆、陳述書、追記、追録、通読、
綴り、綴り方、綴字、摘記、摘録、添え書き、転記、転写、転読、伝写、登記、登簿、登
録、倒叙、盗み読み、謄写、透き写し、透写、特記、特筆、読み、読みこなし、読みさ
し、読み下し、読み込み、読み取り、読み出し、読み書き、読み切り、読み耽り、読み破
り、読み方、読み流し、読過、読経、読字、読書、読書三昧、読図、読破、読了、読誦、
捺印、難読、肉筆、入籍、入力、拝読、拝誦、背臨、抜き書き、抜き読み、判読、板書、
披講、必読、筆、筆記、筆耕、筆荒び、筆写、筆問筆答、標記、表記、表書き、秒読み、
付け込み、付け出し、付記、敷き写し、封印、副署、副本、復誦、複写、分ち書、分筆登記
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陳述

1 5 1 A 0 1496-1539

哀訴、挨拶、悪口、悪舌、悪評、暗黙、以上、以心伝心、委員会、意見、意訳、異議、異
口同音、遺言、遺書、井戸端会議、一くさり、一括上程、一議、一言、一口話、一人ご
ち、一人言、一発回答、一問一答、印象批評、引き合い、引証、引用、引喩法、院議、隠
約、嘘き、云々、映画評、英文和訳、英訳、鋭鋒、厭味、円卓会議、援引、演説、応酬、
応答、押し黙り、押し問答、押問答、音頭、音訳、下相談、下問、仮称、家庭争議、寡黙
さ、過言、会議、会商、会談、会話、解き、解釈、解説、回議、回訓、回答、快談、快
弁、懐旧談、改印届、改元、改号、改称、改姓、改題、改名、改名届、改訳、絵解き、開
口、開題、開陳、外相会議、概言、概説、概評、街頭レポ、街頭演説、確言、確定申告、
確答、閣議、学術会議、掛け合い、掛け値、割りぜりふ、割り注、喝破、活写、噛み砕
き、侃々諤々、侃諤、勧説、喚問、完訳、感情論、感想、換言、歓談、漢訳、監訳、観
念、閑語、閑談、閑話、関説、危険信号、奇問、寄稿、寄書、記述、偽り、偽称、戯言、
戯評、議、議論、吃り、詰り、詰問、脚注、休学届、急談、泣訴、糾弾、糾問、旧称、旧
注、巨頭会談、魚信、供述、共闘会議、共同謀議、共訳、協議、叫び、強意、強調、強
弁、仰せ、仰有り、暁鐘、極言、極論、勤評、錦上、緊急動議、謹話、金談、苦情、具
申、具陳、愚答、空念仏、繰り言、君付け、訓釈、訓話、訓詁、群議、軍談、啓上、形
容、敬称、経験談、経伝、芸談、劇評、激談、激論、決議、結果論、結婚届け、月旦、月
評、喧嘩、建議、建言、建白、懸詞、検問、献言、献策、謙称、賢答、遣り取り、原注、
現代語訳、言い、言いこなし、言い違い、言い回し、言い開き、言い掛かり、言い捲り、
言い古し、言い誤り、言い交わし、言い合い、言い散らし、言い残し、言い渋り、言い出
し、言い尽くし、言い切り、言い繕い、言い争い、言い損ない、言い置き、言い張り、言
い直し、言い渡し、言い破り、言い表わし、言い負かし、言い紛らし、言い返し、言い募
り、言い放ち、言い訳、言い落とし、言い漏らし、言い做し、言わず語らず、言及、言挙
げ、言上、言説、言置き、言明、言問い、言葉、言葉の綾、言葉尻、言論、古注、呼ばわ
り、呼び、呼び交わし、呼号、呼称、故障、誇称、誇張、鼓吹、午砲、後勘、後指、後
述、御言添、御言添え、御面晤、御話、語らい、語り、語り合い、語り明かし、語釈、語
路合わせ、誤称、誤答、誤訳、公言、公述、公称、公報、口、口々、口演、口外、口供、
口軽さ、口喧しさ、口喧嘩、口車、口重さ、口出し、口述、口証、口上、口舌、口走り、
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報道

1 5 1 B 0 1540-1552

挨拶、悪報、暗号電報、案内、案内広告、以心伝心、移牒、一下、一報、宇宙通信、噂、
衛星放送、往信、往復、音沙汰、音信、下達、家信、家伝、花信、花便り、回報、外信、
各通、確言、学報、掛け直し、既達、既発表、偽電、吉左右、逆宣伝、久闊、急告、急
信、急電、急便、急報、求人広告、虚伝、虚名、凶報、強調、強風注意報、響かし、響き
渡り、局待ち電報、謹告、近信、空地連絡、訓電、警戒警報、警報、喧伝、顕揚、厳達、
言い継ぎ、言い触らし、言い送り、言い渡し、言い囃し、言づて、言明、鼓吹、後番組、
語り継ぎ、誤伝、誤電、誤報、交信、交霊、光通信、公共放送、公言、公告、公示、公衆
電話、公達、公知、公表、公布、公報、口コミ、口移し、口外、口写し、口授、口承、口
上、口達、口伝、口伝え、口話、幸便、広言、広告、広報、校内放送、降下、豪語、告げ
口、告示、告知、国際放送、沙汰、催告、再送信、最後通牒、細報、昨報、三行広告、市
報、指話法、死亡広告、死亡通知、至急電報、至急便、至急報、視話法、事触れ、示達、
鹿島の事触れ、実況、屡報、社告、社内報、取り沙汰、手旗信号、受け売り、受信、受胎
告知、受話、周知、襲名披露、週報、旬報、召電、商業放送、招電、消息、消息文、詳
報、触れ回り、触れ込み、触れ出し、新聞辞令、申し送り、申達、神託、親告、親電、人
伝、吹聴、政権放送、生番組、生放送、声明、赤電話、宣言、宣告、宣旨、宣戦、宣戦布
告、宣伝、宣布、前触れ、前宣伝、前便、疎音、疎通、訴求、壮語、早打ち、相乗り番
組、送受、送受信、送受話、送信、送話、即時通話、速報、俗伝、続報、多元放送、打
電、帯番組、大言、大詔渙発、託宣、達し、断言、茶飲み話、着信、着電、着発信、中
継、中継放送、仲人口、昼メロ、注意報、注進、張り紙、諜報、長電話、直言、直通電
話、通告、通信、通達、通知、通牒、通報、通話、逓信、天気予報、伝わり、伝言、伝
書、伝承、伝達、伝令、電信、電請、電文、電報、電話、答電、道聴塗説、特番、特報、
内閣告示、内達、内通、内報、入電、敗報、売り、売り込み、売名、発信、発表、発布、
披露、飛電、飛報、表明、品触れ、布告、布達、布令、浮説、武勇伝、風雨注意報、風
聴、福音、文通、別電、片便り、返信、返電、便り、報、報知、報道、放映、放言、放
送、鳳声、傍受、密告、民間放送、無線電信、無線電報、無線電話、名弘め、明言、鳴ら
し、鳴り、鳴り物入り、諭告、有線電信、有線電話、有線放送、予告、予報、来示、来
信、来電、来報、立体放送、流言、流言飛語、留守電、留守番電話、留置電報、力説、令達
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創造

1 5 1 C 0 1553-1559

案出、意匠、移調、遺著、一工夫、韻事、宇宙開発、映画化、英作文、詠歌、詠史、詠
唱、詠進、詠物、歌詠み、花鳥諷詠、改作、開き、開拓、開発、活劇仕立て、感吟、翰
墨、揮毫、既述、偽筆、脚色、競作、共著、近作、近接撮影、近著、吟詠、句作、苦吟、
偶詠、劇作、原作、五作、御製、工夫、巧み、考え出し、考え付き、考案、合作、彩り、
彩色、歳旦、作、作り出し、作歌、作画、作曲、作句、作劇、作詞、作詩、作出、作成、
作陶、作文、撮影、雑詠、三作、産み出し、仕組み、思い付き、指揮、詩作、試作、自
著、実作、実用新案、写生、趣向、修正、習作、述作、潤色、象り、織り出し、振り、振
り付、新作、新著、推考、制作、生み成し、石版、節付け、撰述、撰文、線描き、選句、
閃き、前著、素描、創案、創意、創見、創作、創出、創世、創造、想到、操觚、装丁、造
出、即詠、即興、即吟、多作、代作、題詠、着意、着想、著、著わし、著作、著述、彫
金、彫刻、彫心鏤骨、彫塑、彫琢、綴り、転調、点描、盗作、独創、捻り出し、捻出、能
掛かり、発案、発意、発想、発明、表現、描き、描写、文筆、編み出し、編曲、編著、補
正、没骨、翻案、味付け、未開拓、未開発、面作り、面打ち、模作、模写、遊吟、濫作、
力作、連作、労作、和装、諷詠、鏤刻、アダプテーション、アドリブ、アパレルデザイ
ン、アレンジ、アレンジメント、インベンション、エンボス、エンボッシング、オーケス
トレーション、クリエート、クロマティック、グラフィックデザイン、スケッチ、スタ
ビール、デザイン、デッサン、トーン、トリミング、ドラマタイズ、プログラミング、ペ
インティング、マーク、メーク、ライティング、レタリング

1 5 2 0 0 1560

一挙、一言一行、云為、営み、営為、活動、挙、挙動、言行、言動、行ない、行為、行
動、沙汰、作為、所業、人為、動作、不行為、ふるまい、アクティビティ、ビヘイビア

1 5 2 1 0 1561

一挙一動、一挙手一投足、運動、挙止、挙措、挙動、行住座臥、座作進退、所作、身動
き、進退、動作、容止、立ち居、立ち居振舞、立ち振舞、連繋動作、かいがいしさ、すば
しこさ、はしこさ、ふるまい、スローモーション、フラーティング、フラート、モーショ
ン
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194

195

行為

動作

全身動作 1 5 2 1 1 1562-1564

飲み振り、横柄さ、科、学者振り、貫禄、関係、寄り縋り、気振り、擬死、泣き付き、泣
き縋り、居合い腰、居合い術、強姦、狂態、見得、賢だて、交合、交接、交尾、行儀、合
歓、腰試、腰撓め、婚嫁、差し料、仕種、仕振り、持たせ振、持たせ振り、自慰、自涜、
七転八倒、七顛八倒、取り付き、取り縋り、手込め、手真似、情事、色事、尻振り、伸し
掛かり、振り、身ごなし、身じろぎ、身振り、身悶え、震い付き、酔態、性、性交、性行
為、性生活、成金風、正眼、先輩風、素振、素振り、組み付き、組み敷き、足掻き、体配
り、態度、大見え、大上段、大振り、大人振り、大立ち回り、痴態、中段、跳梁、追い縋
り、掴まり、掴み合い、低頭、動作、読み振り、肉交、八双、避妊、飛び掛かり、飛び付
き、姫始め、物腰、抱え込み、抱き、抱き合い、抱き込み、抱き取り、抱き着き、抱擁、
房事、翻身、無軌道ぶり、踊り懸かり、媚情、媚態、嬌態、縋り、縋り付き、いだき、ぐ
ずり、こなし、しがみつき、しなだれかかり、ちちくり、つるみ、のたうち、のたうちま
わり、のたくり、はにかみ、べたつき、まめまめしさ、まめやかさ、むしゃぶりつき、ア
クション、アナリズム、アナルセックス、アニリングス、エーナルセックス、エネマ、エ
レクション、エレクト、エンブレース、オーガスム、オーガズム、オーラルセックス、オ
ナニー、カーセックス、クンニリンガス、クンニリングス、コイツス、コイトス、コピュ
レーション、コプロ、コプロラリア、サインライゲージ、ジェスチャー、ジェスト、ジェ
ニタルキス、ジャルファック、スインギング、スリーサム、スワサントヌーフ、スワサン
ヌーフ、セックス、ゼスチュア、タイトスクラム、テークアウェイ、ディープスロート、
トリバディー、ドッグファッション、ネッキング、ファッキング、ファック、フェティシ
ズム、フェミニティ、フェラ、フェラチオ、ベアハッグ、マウンティング、マスターベー
ション、マルティセックス、ミミック、メーキングアウト、ラーゲ、ラブアフェア、レイ
プ、ロマンス、ワイフスワッピング、ワイフスワップ、ワインドアップ、ワンナイトスタ
ンド
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196

立ち居

1 5 2 1 2 1565-1574

安座、畏まり、横たわり、横臥、横座り、横這い、化粧立、額付き、割り膝、竿立ち、起
き上がり、起き直り、起立、詰屈、逆立ち、及び腰、泣き伏し、居座り、居直り、居竦ま
り、仰ぎ、仰のき、仰むき、仰臥、凝立、屈まり、屈み、結跏跌座、肩車、胡座、五人掛
け、後屈、高上がり、腰砕け、差し俯き、座り、座り込み、座禅、擦り膝、四つん這い、
侍坐、手枕、受け腰、尻餅、伸び上がり、寝そべり、寝転がり、寝転び、寝返り、仁王だ
ち、正座、静臥、静座、折り敷き、前屈み、相席、総立ち、側臥、対座、大あぐら、端
居、端座、着き、着座、着席、中腰、直立、掴まり立ち、爪先立ち、爪立ち、鼎坐、展
転、転び寝、点頭、土下座、倒立、踏ん反り、踏ん反り返り、突っ伏し、突っ立ち、背伸
び、這い、這いずり、這い出し、這い上がり、這い蹲い、反っくり返り、反らし、反り
身、反り返り、反側、膝繰り、膝行、膝組み、膝送り、膝枕、肘枕、浮き腰、伏し、伏
臥、腹這い、平臥、平身低頭、平伏、平伏し、抱っこ、棒立ち、磨り膝、面壁、黙座、立
ち、立ちん坊、立ち掛かり、立ち詰め、立ち居、立ち上がり、立ち尽くし、立ち直り、立
ち通し、立て膝、立位、列立、露座、佇み、佇立、俯き、俯けり、俯せ、俯仰、匍匐、
屁っぴり腰、跪き、跪拝、跼り、踞座、蹲い、蹲り、蹲踞、頷き、鯱だち、あぐら、おっ
たち、おぶい、おぶさり、おんぶ、お膝繰り、お膝送り、ごろ寝、しゃがみ、しゃっちょ
こだち、ねっころがり、のけ反り、はいはい、ふて寝、シッティング、スタンディング

197

足の動作 1 5 2 1 3 1575-1578

一人歩き、一寸足、一走り、一足、一足飛び、逸走、快走、快足、外八文字、外鰐、完
走、急ぎ足、巨歩、玉歩、欣喜雀躍、駆けずり回り、駆け回り、駆け巡り、駆け足、駆
り、屈伸運動、跨ぎ、跨り、好走、行き暮らし、高跳び、高飛び、刻み足、差し足、使い
走り、使い歩き、試走、試歩、疾駆、疾走、手古舞、拾い足、襲歩、蹴っ飛ばし、蹴り、
蹴散らかし、蹴散らし、蹴飛ばし、蹴返し、蹴躓き、縦走、出足、助走、小股、小走り、
小躍り、垂直跳び、酔歩、雀躍、摺り足、拙走、雪中行軍、先蹴、千鳥足、前掻き、走
り、走り抜き、走行、走破、足下、足取り、足蹴、足摺り、足駄掛、足探り、足踏み、足
任せ、足拍子、足付き、速足、速歩、揃い踏み、惰走、探り足、地たたら、馳せ回り、馳
駆、跳ね回り、跳ね上がり、跳び、跳躍、長駆、長蹴、伝い歩き、徒、徒歩、徒立ち、徒
跣、盗み足、踏み、踏み絵、踏み外し、踏み出し、踏み切り、踏み付、踏み拉き、踏ん張
り、逃げ足、逃走、独走、突っ走り、遁走、内八文字、二の足、二盗、二枚蹴り、忍び
足、猫足、馬なり、馬乗り、敗走、背走、抜き足、伴走、飛ばし、飛び、飛び回り、飛
躍、浮き足、幅跳び、並足、歩き、歩み、歩行、歩武、暴走、漫ろ歩き、夜歩き、躍り、
勇み足、揚げ足、踊り上がり、力走、練り歩き、蓮歩、六方、跛行、蹌々踉々、躓き、闊
歩、韋駄天走り、けんけん、しこ、じだんだ、すっ飛ばし、つまづき、てくり、とんぼ返
り、ばた足、ひた走り、ぶっ飛ばし、ぶっ飛び、ウォーキング、ウォーク、ガロップ、
キャンター、キャンタリング、ギャロップ、ジャンプ、スキップ、スタートダッシュ、ス
テップ、ストリーキング、ダッシュ、テクシー、トレッド、トロッティング、トロット、
ハードリング、フットワーク、ランズ、ランニング、ｂｅａｔ
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手の動作 1 5 2 1 4 1579

愛撫、握り、握り箸、握手、扱き、移り箸、一なで、引っ掻き、引っ掴み、羽ばたき、運
指、横手、懐手、掬い、逆手、逆撫で、逆捩、挙がり、挙手、強振、繰り、撃ち、犬掻
き、後ろ手、御酌、骨拾い、左うちわ、差し招き、差す手、指差し、指使い、施錠、持
ち、持ち直し、執り、酌、取り、取り合い、手ぶら、手繰り込み、手招き、手振り、手真
似、手打ち、手探り、手掴み、手締め、手当たり、手拍子、手付き、手放し、手枕、手挾
み、拾い、順手、招き、振りかぶり、振り回し、振り翳し、赤手、戦ぎ、扇ぎ、素手、組
み手、掻い繰り、掻き、掻き毟り、掻痒、打ち、大振り、担ぎ、弾指、掴み、掴みどり、
爪弾き、摘み、徒手、突っ突き、捻り、捻り回し、把握、把持、拍手、柏手、膝拍子、撫
でさすり、撫で下ろし、平手、頬杖、無手、鷲掴み、腕捲り、腕組み、腕立て伏せ、彌
蔵、扼腕、抓み、抓り、拱き、拱手、捏ね取り、揉み、揉み手、擽り、毟り、毟り取り、
袱紗捌き、鬚剃り、しっぺ、ちょき、てまさぐり、ほぐし、ほごし、ほじくり、ほじり、
まさぐり、シェークハンド、スキミング、テイク、ノック、バードングリップ、バック、
フィンガリング、ペッティング、ホールド
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口の動作 1 5 2 1 5 1580

飲み、飲み下し、飲み込み、鵜呑み、噛み、噛みこなし、噛み合い、噛み砕き、噛み切
り、噛み潰し、噛み付き、噛り、巻き舌、丸かじり、丸呑み、吸い、吸引、吸飲、吸込
み、経口、口なめずり、口移し、歯噛み、歯切れ、歯軋り、食いしばり、食いちぎり、食
い合い、食い付き、食らい付き、吹かし、吹き、舌鼓、舌嘗り、舌打ち、舌縺れ、速口、
啄み、吐き、呑舟、呑吐、呑噬、反芻、頬張り、満喫、咀嚼、啜り、嚥下、釁り、銜え込
み、齧り、齧り付き、しゃぶり、しゃぶりつき、せせり、つつき、なめずり、ねぶり

1 5 2 2 0 1581

衣食、衣食住、一人口、一人暮らし、営み、活計、閑雲野鶴、起き伏し、居食い、言い暮
らし、口凌ぎ、行雲流水、行住座臥、左うちわ、座臥、座食、私生活、自活、自炊、自炊
生活、自適、実生活、社会生活、住み、宿屋住い、宿屋住まい、宿屋住居、勝手許、勝手
元、消光、情意生活、食い、食い繋ぎ、食生活、信仰生活、寝起き、新婚生活、親掛か
り、身過ぎ、人生、酔生夢死、世過ぎ、晴耕雨読、生活、粗衣粗食、掻き暮らし、耐乏生
活、待ち暮らし、退耕、嘆き暮らし、徒食、渡世、闘病生活、内生、内生活、内的生活、
二重生活、肉食妻帯、売り食い、筆硯、暮らし、暮らし向き、民生、眠食、明かし暮ら
し、明け暮れ、悠々自適、旅住まい、療養生活、筍生活、臑噛り、どん底生活、プライバ
シー、モダンライフ、レーベン
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生活
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衣

1 5 2 2 1 1582-1586

阿弥陀被り、衣装合せ、衣装付、衣替え、衣紋、羽織り、羽織袴、雨支度、仮装、加冠、
夏姿、火事装束、貝の口、核武装、角袖、含み綿、偽装、強装束、胸高、軍装、軽装、後
ろ鉢巻き、後鉢巻き、御蚕ぐるみ、厚着、更衣、高襷、黒装束、差し前、差し料、姉さん
被り、支度、死に装束、試着、若作り、手入れ、重ね着、出で立ち、初姿、女装、召し、
尻からげ、尻っぱしょり、身じまい、身仕度、身支度、身繕い、身嗜み、身拵え、整容、
正装、盛装、穿き、繕い、素袷、掻い取り、装い、装着、足拵え、帯剣、帯刀、戴き、脱
ぎ、脱衣、男装、着こなし、着たきり、着の身着の侭、着剣、着古し、着込み、着初め、
着飾り、着装、着脱、着通し、着崩れ、着帽、着用、着流し、頂き、直穿き、纏い、都め
かし、逃げ仕度、猫じゃらし、剥ぎ、白装束、白無垢、薄着、肌脱ぎ、抜き衣紋、被き、
被り、美粧、美装、武装、舞装束、服装、覆面、扮装、変装、頬被り、無腰、洋装、浴衣
がけ、落とし差し、履き違い、略草、略装、旅支度、旅出立ち、旅装、旅装束、両肌脱
ぎ、礼装、和装、佩き、佩刀、佩用、窶し、纒い、袒ぎ、裼ぎ、褄高、褄取り、襷掛け、
お作り、お召し、お召し替え、お色直し、お洒落、げたばき、しりはしょり、ねえさん被
り、めかし込み、カジュアル、カジュアルルック、コーディネートルック、スリーノー、
ダンディズム、ドレッシー、ナロー、ナローシルエット、ノーズロ、ノータイ、ノーパ
ン、ノーブラ、フォーマル、フルドレス、ブラウジング、ベアルック、ボーイッシュルッ
ク、ポルテ、ルッキー

202

食

1 5 2 2 2 1587-1591

愛飲、悪食、一息、一杯、一飯、一服、飲み、飲み下し、飲み回し、飲み干し、飲み込
み、飲み食い、飲み明かし、飲酒、飲食、飲泉、飲茶、鵜呑み、宴、宴会、温服、加餐、
火食、花見酒、過食、会食、回し飲み、外食、乾杯、寒食、間ぐい、間食、丸かじり、玩
味、喫煙、喫茶、客膳、吸飲、汲み、給食、牛飲馬食、共食い、強酒、饗宴、仰ぎ、曲飲
み、禁煙、軽食、迎え酒、鯨飲、鯨飲馬食、欠食、月見酒、献酬、献杯、午餐、午餐会、
御とり膳、御宴、御酌、口直し、穀食、混食、斎、菜食、雑食、三献、試飲、試食、歯切
れ、酌、酌み交わし、手酌、酒宴、酒盛り、酒池肉林、授乳、祝い酒、祝宴、祝杯、召
し、召し上がり、小飲、小宴、小酌、小昼、小鍋立、笑味、賞翫、賞味、上がり、常飲、
常食、食、食い、食いちぎり、食い延ばし、食い過ぎ、食い荒らし、食い散らし、食い初
め、食い上げ、食い付き、食い放題、食い溜め、食み、食らい、食らわし、食事、食人、
寝たばこ、寝酒、深酒、真魚初、人食い、水杯、正餮、生食、盛宴、聖餮、節食、絶食、
舌下、浅酌、粗餐、粗食、掻き込み、掻っ込み、早昼、草食、大酒、大食、大食い、滝飲
み、啄み、断食、茶飲み、中食、昼食、昼飯、昼餉、朝ごはん、朝酒、朝食、朝飯、朝
餉、頂き、頂戴、追い酒、痛飲、定食、梯子飲み、梯子酒、添え乳、点心、盗み食い、湯
漬、湯漬け、毒味、独酌、呑舟、内服、内用、肉食、日本食、買い食い、陪食、伴食、
飯、晩ご飯、晩餐、晩酌、晩食、晩飯、非時、美食、付け差し、服毒、服薬、服用、腹拵
え、分服、粉食、聞き酒、聞こし召し、米食、偏食、弁当、捕食、補食、飽食、暴飲、暴
飲暴食、暴食、頬張り、毎食、満喫、味わい、味見、味到、無銭飲食、貰い乳、夜食、薬
ぐい、夕御飯、夕食、夕飯、夕餉、乱酒、里腹、離乳、立ち飲み、立ち食い、立食、粒
食、料飲、冷食、賄い、咀嚼、哺乳、喇叭飲み、嚥下、抓みぐい、貪り、貪食、餔、いか
もの食い、お三時、お積もり、お代わり、お八つ、がっつき、がぶ飲み、ぐい飲み、ご馳
走、ご飯、むだ食い、やけ飲み、やけ酒、やせの大食、らっぱ飲み、サパー、スナッキ
イ、スナック、スモーキング、ダイニング、ティフィン、ディナー、デザートコース、ト
リンケン、ドーピング、ドリンキング、ブランチ、ブレックファースト、ミール、ライト
ランチ、ランチ、ランチョン

203

住

1 5 2 2 3 1592-1599

安住、安宿、移住、移転、移民、一宿、一人住まい、一泊、引き払い、引き篭もり、引っ
越し、引っ篭もり、隠棲、雨宿り、永住、越し、下宿、仮寓、仮住まい、仮泊、夏安居、
家移り、家居、開け払い、開払い、外泊、楽隠居、缶詰め、閑居、寄寓、寄宿、寄食、寄
留、客寓、居り、居候、居住、居着き、居留、居留守、強化合宿、強制疎開、寓居、穴
居、現住、御座り、合宿、混住、在し、在ソ、在英、在欧、在外、在韓、在京、在郷、在
国、在室、在社、在住、在宿、在宅、在庁、在廷、在天、在島、在独、在日、在否、在
仏、在米、雑居、三遷、山住い、山住まい、山住み、山篭もり、止宿、車中泊、住、住ま
い、住み、住み込み、住み成し、住み着き、宿、宿り、宿営、宿替え、宿泊、宿無し、出
寄留、常宿、植民、食客、寝泊まり、陣屋、逗留、水生、正遷宮、生息、静まり、先住、
占居、遷宮、遷幸、遷都、疎開、素泊まり、巣がき、巣くい、巣篭もり、相宿、相部屋、
装丁、他行、滞ソ、滞印、滞英、滞韓、滞中、滞朝、滞独、滞仏、滞米、退き、拓殖、地
付き、長っ尻、長屋ずまい、長居、長座、長尻、鎮座、定住、定着、定府、適帰、転居、
転住、転宿、転出、転宅、転地、転入、転入居、田舎住まい、渡り歩き、土着、冬篭も
り、投宿、同居、同室、同宿、同棲、独居、入り浸り、入居、入植、年篭り、波枕、泊ま
り、泊まりがけ、泊まり込み、半泊、漂い、漂泊、漂流、不在、不在宅、浮浪、閉じ篭も
り、閉居、壁一重、別居、峰入り、放浪、卜居、民宿、無住、無宿者、夜営、夜逃げ、夜
篭もり、野営、野宿、幽居、幽棲、落ち着き、立ち退き、立て篭もり、流れ歩き、流寓、
流離、流浪、留守、旅寝、旅枕、露営、浪々、篭もり、篭居、篭城、侘住まい、奠都、蟄
居、蟠踞、謫居、お篭もり、さすらい、しけこみ、キャンプ、シュノイキスモス、ナチュ
ラライズ、ビバーク、ボーディング、ロッジング

204

寝起き

1 5 2 2 4 1600-1603

安臥、一切合切、飲み明かし、臥せり、臥床、楽寝、丸寝、起き上がり、起き直り、起き
伏し、起こし、起臥、起居、起床、泣き明かし、共寝、空寝、孤閨、御寝、語り明かし、
庚申待ち、更かし、座臥、雑魚寝、手枕、就床、就寝、就眠、就褥、宵っ張り、宵寝、床
上げ、床入り、床払い、床離れ、寝かし、寝起き、寝込み、寝食、寝付き、寝坊、寝溜
め、新枕、早起き、早寝、早寝早起き、嘆き明かし、遅寝、昼寝、朝起き、朝寝、朝寝
坊、徹夜、添い寝、転び寝、同衾、日向ぼっこ、波枕、膝枕、肘枕、病臥、浮き寝、北
枕、眠食、明かし、夜更かし、夜通し、夜明かし、離床、旅寝、旅枕、侘寝、お休み、ご
ろ寝、ねぼすけ、ふて寝、シェスタ
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205

206
207

保健衛生 1 5 2 2 5 1604-1612
美容

人生
処せ

1 5 2 3 0 1613
1 5 2 3 1 1614-1626

一風呂、引き眉毛、引き墨、衛生、温浴、化粧、加餐、暇、暇々、解き、解きほぐし、刈
り込み、刈込み、環境衛生、閑暇、丸刈り、含嗽、顔作り、基粧、気晴らし、気装、逆剃
り、逆毛、休暇、休憩、休養、倶梨伽羅紋々、倶梨伽羅紋紋、隈取り、結い、結髪、虎刈
り、五分刈り、御髪上げ、公衆衛生、厚化粧、厚生、行水、高髷、腰湯、根上がり、混
浴、差し毛、砂浴び、座浴、三つ編み、三つ輪、散髪、斬髪、仕舞湯、脂粉、歯黒め、歯
磨き、耳隠し、七三、若湯、手隙、手明き、宿下がり、宿下り、出養生、初湯、菖蒲湯、
新湯、身支度、水髪、水浴、水浴び、裾刈り、整髪、盛粧、精神衛生、静養、切り髪、摂
生、摂養、洗い、洗眼、洗顔、洗浄、洗足、洗髪、洗面、洗滌、染髪、束ね髪、大銀杏、
断髪、稚児輪、中剃り、朝湯、朝風呂、調髪、長湯、剃髪、鉄漿、唐子髷、唐人髷、島
田、島田くずし、投げ島田、湯、湯潅、湯治、湯浴み、闘病、薙髪、日光浴、日髪、入れ
ぼくろ、入れ墨、入湯、入浴、白髪ぞめ、白粉気、薄化粧、薄肉、髪結い、避寒、避暑、
美顔、美容、病臥、不摂生、不養生、文金高島田、癖直し、保健、保養、毛染め、毛繕
い、夜爪、柚湯、余暇、揚げ巻き、養生、落髪、理髪、理美容、理容、留め湯、療養、冷
水摩擦、冷水浴、嗽、嗽ぎ、撥鬢、暈繝、梳かし、梳き、梳り、沐浴、漱ぎ、えどり、お
下げ、お河童、お作り、お歯黒、せせくり、ゆとり、アイシャドー、イタリアンカット、
ウォーターメイク、ウォッシュ、オールバック、カスタムカット、キャバル、クレード
パック、グルーミング、グレンツェ、コールドパーマ、コスメチック、コスメティック、
シェービング、シザーカット、シニヨン、シングルカット、シンジング、スタッキング
パーマ、スタンダップカール、スワール、ツーズルルック、ティッピング、テキスチュア
パーマ、トリートメント、バックコーミング、バッブ、バング、バングスタイル、パー
マ、パーマネント、パック、ビボルック、ピンカール、ファルーシュ、フログメン、フロ
スティング、ブラッシング、ブロー、ベージング、ページボーイ、ペディキュア、ボー
イッシュボブ、ボッブ、ボブ、ポニーテール、ポンパドール、マスレジャー、マニキュ
ア、メーキャップ、メーク、メークアップ、リーセス、リーゼント、リクルートカット、
レイヤード、レジャー、ロングヘアー、ワンレングス

移籍、引き継ぎ、隠逸、隠居、隠退、隠遁、栄進、栄達、縁組、下積み、下剋上、加階、
嫁入り、格下げ、格上げ、楽隠居、還俗、帰化、帰任、玉の輿、均分相続、経上がり、継
承、結縁、向上、降格、降級、降職、降任、婚姻、左遷、再起、在俗、嗣ぎ、雌伏、失
脚、失業、失職、失墜、斜陽族、社会復帰、受け継ぎ、受戒、襲い、襲爵、襲名、蹴落と
し、出家、出世、出世間、出離、順縁、順養子、処世、処世術、除籍、昇格、昇官、昇
級、昇給、昇叙、昇進、昇段、昇任、伸し上がり、身請け、進み、世継ぎ、世嗣、世事、
世襲、世塵、世渡り、世路、成り下がり、成り上がり、成仏、跡継ぎ、跡式、跡取り、絶
家、相継ぎ、相続、俗事、俗塵、損ない、代目、大成、脱俗、脱落、嫡々、超俗、超脱、
沈み、沈淪、剃髪、天津日嗣ぎ、転落、渡り、渡世、都塵、当選、当落、当籤、得度、特
昇、特進、遁世、薙髪、日嗣ぎ、入賞、入籍、廃嫡、敗残、発心、飛び越し、逼塞、浮か
び上がり、風塵、復位、復縁、復帰、復業、復籍、復党、返りざき、保身、没落、無籍、
落とし、落後、落飾、落籍、落選、落髪、落魄、利達、離籍、立身、累進、零落、淪落、
燻り、カムバック、シップアメリカン、デクラッセ、ドロップアウト、ナチュラリゼー
ション、ランクアップ、リトリート

208

出処進退 1 5 2 3 2 1627-1632

鞍替え、異動、移籍、引退、栄転、応召、応募、横滑り、下野、帰臥、帰農、詰め腹、休
職、求職、旧任、去就、居座り、兼摂、兼帯、兼任、現任、行蔵、国替え、左遷、再任、
在位、在官、在勤、在職、在任、在野、冊立、仕官、辞職、辞任、失脚、失業、失職、主
取り、受禅、就き、就職、就職戦線、就任、集団就職、重任、重祚、出盧、初任、常任、
譲位、食い上げ、新任、進退、設定、専任、践祚、前官、総辞職、即き、即位、退き、退
位、退隠、退官、退社、退職、退陣、退任、退役、単身赴任、致仕、着任、停職、剃髪、
天降り、転業、転勤、転出、転職、転身、転属、転任、転廃業、転補、渡り奉公、登極、
得度、南面、入行、入社、入省、入庁、入党、任官、配置転換、非職、赴任、復員、復
職、復辟、奉職、勇退、来任、落籍し、離職、離転職、離任、離農、立候補、立后、立太
子、留任、猟官、歴任、連袂辞職、挂冠、コンバート、トラバーユ、リタイア

209

学事・兵 1 5 2 3 3 1633-1645
事

越境入学、可決、学事、滑り、休学、及第、及落、合格、合否、在学、在級、在校、三当
四落、失格、受かり、受検、受験、就園、就学、修業、修了、除隊、召集、進学、進級、
水増し入学、成業、選外佳作、全入、巣立ち、卒業、卒業生、替え玉受験、退学、退学処
分、退校、退役、中退、中途退学、通過、通学、停学、弟子入り、転園、転科、転学、転
校、当落、内地留学、入営、入園、入学、入校、入塾、入進学、入選、入隊、入門、廃
学、飛び級、不合格、復学、復校、併願、兵事、放校、放校処分、無試験入学、諭旨退
学、遊学、落第、裏口入学、留学、留年、ガイダンス、クリアー、ドッペり、パス
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210

慶弔

1 5 2 3 4 1646-1652

哀惜、哀悼、慰霊、一妻多夫、縁結び、縁切り、縁組、縁定め、縁付き、縁辺、遠忌、鴛
鴦の契り、加冠、嫁き、嫁ぎ、嫁取り、嫁入り、火葬、花祭り、賀寿、賀春、賀正、会
式、会葬、回向、快気祝い、悔み、改葬、開帳、冠婚葬祭、喜の祝い、忌、忌服、旗行
列、儀式、泣き寄り、挙式、供養、共賀新禧、恭賀、玉の輿、謹賀、近親結婚、近親婚、
銀婚式、慶賀、慶祝、慶弔、慶福、敬弔、迎え取り、結婚、結婚式、結納、建て前、見合
い結婚、元服、五七日、五夜、御影供、御慶、御盆、御命講、公葬、校葬、降嫁、告別
式、国際結婚、国喪、国葬、婚姻、婚嫁、婚礼、魂迎え、魂祭り、再縁、再嫁、再婚、妻
帯、妻訪い婚、祭、祭り、斎会、雑婚、三回忌、三周忌、三年忌、三目の祝い、参賀、市
葬、施餓鬼、自由結婚、式典、七回忌、七五三祝い、七年忌、社葬、酒ほかり、酒祝い、
寿、寿ぎ、重縁、重婚、祝、祝い、祝い事、祝賀、祝儀、祝言、祝婚、祝祭、祝勝、祝
着、祝典、祝福、祝砲、出開帳、出棺、出初め、出戻り、出来合い、初婚、初盆、除幕
式、床杯、招婿婚、上棟、上棟式、職場結婚、心祝い、新婚、新築祝い、新盆、新枕、神
前結婚、神葬、臣籍降嫁、水葬、雛の節句、雛祭り、成婚、政略結婚、星祭り、盛儀、精
霊会、川施餓鬼、洗礼、前祝い、祖師忌、喪、早婚、葬り、葬儀、葬祭、葬式、葬送、葬
礼、足入れ婚、帯祝い、戴冠式、大慶、大師講、大葬、大典、大文字焼き、大礼、達磨
忌、中元、弔、弔い、弔慰、鳥葬、追善、追弔、追弔会、追悼、追悼会、追福、通夜、
典、添い、土葬、党葬、悼み、棟上げ、灯篭流し、銅婚式、内縁、内祝い、内祝言、二世
の契り、入り婿、入夫、年越し、年賀、年忌、年始、納骨、納骨式、納采、破鏡、破婚、
拝賀、配偶、発喪、晩婚、不縁、不祝儀、復縁、服喪、仏事、仏葬、分骨、片付き、奉
祝、法会、法事、法要、本葬、埋骨、埋葬、密葬、婿取り、婿入り、門火、野合、輿入
れ、落慶、落慶供養、落成式、乱婚、離縁、離婚、立太子式、略奪婚、流灯、流灯会、流
篭会、龍華会、良縁、恋愛結婚、連れ合い、連れ添い、露払い、娶り、殯、涅槃会、盂蘭
盆、盂蘭盆会、おめでた、お祭り、お祝、ウェディング、ショットガンマリッジ、ジャス
トマリード、セレモニー、ディボース、ハイラーテン、ハイラート、ハウスウォーミン
グ、バプティスマ、フェスティバル、フューネラル、ブライダル、マリッジ

211

宗教的行 1 5 2 3 5 1653-1656
為

伊勢参り、一字三礼、陰祭り、雨乞い、丑の時参り、縁起直し、塩花、塩断ち、加持祈
祷、夏祭り、火祭り、寒垢離、寒参り、寒念仏、願、願い、願解き、願掛け、願行、願立
て、祈り、祈願、祈誓、祈祷、祈念、宮参り、弓弦打、勤め、勤行、禁厭、金毘羅参り、
九字、九拝、空也念仏、恵方参り、詣り、潔斎、月詣で、月参り、元朝詣り、御題目、護
摩、垢離、弘誓、甲子祭、合掌、合祀、穀断ち、再拝、祭、祭り、祭典、祭礼、祭祀、斎
戒、三拝、三拝九拝、参り、参宮、参詣、参堂、参拝、参篭、散米、産土参り、寺参り、
辞儀、七五三参り、呪、呪い、呪術、呪法、呪詛、修祓、秋祭り、十念、祝祷、巡拝、巡
礼、初詣で、初参り、唱題、宵宮、宵祭り、招魂、焼香、称名、浄罪、神詣で、神降ろ
し、神祭、神輿振り、親祭、親拝、水垢離、精進潔斎、誓願、折伏、千社参り、祖先崇
拝、総礼、代願、代参、大祭、地鎮祭、茶断ち、虫封じ、朝参り、勅願、鎮魂、追儺、展
墓、豆撒き、南無阿彌陀仏、南無三宝、日参、念じ入り、念仏、拝、拝み、拝礼、配祀、
発願、抜け参り、伏し拝み、仏参、物忌み、物詣で、物断ち、分霊、平伏し、墓参、墓参
り、報賽、奉祀、魔除け、夢違え、名号、黙祷、夜宮、夜祭り、夜篭もり、厄除け、厄払
い、厄落とし、遥拝、裸参り、立願、例祭、礼参り、礼拝、列拝、六根清浄、祓い、禊、
禊祓、跪拝、お祭り、お参り、お呪い、お百度、お礼参り、お祓い、かじ、まいり、アベ
マリア、アンジェラス、オリンピア、カーニバル、ハッジ、フェスティバル、ミサ
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娯楽

1 5 2 4 0 1657

慰み、慰安、一家和楽、逸遊、楽しみ、歓楽、玩弄種、娯楽、娯遊、豪遊、趣味、消閑、
食い道楽、清遊、息抜き、大衆娯楽、団欒、着道楽、道楽、風騒、遊興、アミューズメン
ト、ホビー
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旅行遊覧 1 5 2 4 1 1658-1660

宇宙旅行、回遊、外遍、外遊、観光、旧遊、股旅、御旅行、行、行楽、行脚、行旅、再
遊、周遊、修学旅行、週末旅行、巡り、巡遊、巡歴、新婚旅行、西遊、曾遊、大名旅行、
探り、探勝、島巡り、頭陀、南船北馬、波枕、膝栗毛、遍歴、漫遊、蜜月旅行、無銭旅
行、遊山、遊覧、遊歴、洋行、旅、旅回り、旅行、歴遊、彌次喜多、羇旅、跋渉、アスト
ロゲーション、アメしょん、エクスカーション、サイトシーイング、サファリ、ジャー
ニー、ダイアモンドコース、ツアー、トラベリング、トラベル、トリップ、ハネムーン、
ヒッチハイク、ベイクルーズ、ヤルパック
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行楽

磯釣り、遠出、遠乗り、遠足、遠歩き、沖釣り、花見、海釣り、掛かり釣り、巻狩り、観
菊、観劇、観月、観桜、観戦、観梅、観覧、魚釣り、共釣り、吟行、銀ぶら、空釣り、熊
狩り、穴釣り、月見、見学、見物、虎狩り、紅葉狩、行楽、高巻き、合ハイ、桜狩、山
行、山登り、散策、散歩、鹿狩り、手釣、狩、狩り、狩座、狩猟、暑気払い、消し込み、
消夏、雪見、川魚釣、総見、鷹狩り、茸狩り、探春、探梅、潮干狩、釣、釣り、摘み草、
登山、投げ釣り、踏破、入れ食、入れ食い、入場、入食、入食い、納涼、波止場釣、波止
釣、拝観、梅見、陪観、物見、漫ろ歩き、漫歩、夜釣り、野犬狩、野釣り、遊歩、遊猟、
夕涼み、来観、立ち見、涼み、彷徨、徘徊、逍遥、カゴ釣り、カラアワセ、キャンピン
グ、クライミング、コヅク、コマセ、サイクリング、サビク、ツーリング、トレッキン
グ、トローリング、ドライブ、ハイキング、ハイク、ハンティング、ハント、ピクニッ
ク、フィッシング、フライタイイング、フライフィッシング、ベイト、ポタリング、ラン
ブル、ワンゲル、ワンダーフォーゲル、ワンデルング

1 5 2 4 2 1661-1669
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芸

216

遊びゲー 1 5 2 4 4 1677-1679
ム

悪さ、悪ふざけ、悪巧み、悪遊び、綾取り、闇汁、囲碁、移し絵、井目、磯遊び、一目、
一六勝負、隠れん坊、烏鷺、羽突き、影画、影絵、映し絵、押し競、佳局、家族合わせ、
歌がるた、歌合わせ、歌合戦、火遊び、花がるた、花合わせ、花礼、回り双六、海水浴、
絵合わせ、絵捜し、角落ち、割り句、嬉戯、棋戦、汽車ごっこ、鬼ごっこ、疑問手、菊合
わせ、詰、詰め碁、詰め将棋、球戯、競艇、挟み将棋、局、玉突き、句合わせ、駒組み、
駒落ち、駒落ち将棋、鶏合わせ、拳、犬合せ、狐挙、五目、五目並べ、御山の大将、御手
玉、御遊、碁、碁会、向飛車、好局、考え物、香合せ、香成り、香落ち、合せ物、合百、
三々、三間飛車、残ゲーム、四間飛車、指し、指し継ぎ、指相撲、児戯、自摸、射的、捨
て石、手の上り、手直り、酒色、首引き、終盤戦、舟遊、蹴鞠、十六六指、女郎買、勝
ゲーム、勝負事、将棋、尻取り、侵分、振り駒、振り替わり、振り飛車、親、親子、陣取
り、水遊び、雛遊び、清興、石拳、石合戦、石蹴り、石弾き、積み木、雪隠詰み、雪合
戦、雪釣、雪釣り、雪投げ、雪遊び、先相先、千日手、占い、川遊び、洗牌、船遊び、前
句付、全盤、双六、相碁、相先、総揚げ、即詰み、袖飛車、打ち、駄目石、対局、大寄
せ、大手合い、地取り、置き碁、茶屋遊び、中押し、中飛車、虫拳、樗蒲、樗蒲一、丁
半、追い羽根、通せん坊、伝助、塗り絵、登楼、賭、賭け事、賭マージャン、賭碁、賭
博、土いじり、当てっこ、当て物、藤八拳、撞球、読み筋、謎、謎々、謎解き、縄跳び、
二枚落ち、入玉、敗局、敗着、博打、博奕、飯事、盤外、飛び将棋、飛び双六、百人一
首、付け合い、布局、物は付け、卜占、麻雀、夢合わせ、夢占、木登り、目隠し鬼、目白
押し、夜遊び、野遊び、遊、遊び、遊戯、遊技、幼遊び、来遊、落書き、龍王、輪投げ、
連珠、連荘、弄火、弄花、腕相撲、睨めっこ、笊碁、いたずら、いたずら電話、おいた、
お弾き、かごめ、かるた、けんけん、ごっこ遊び、じゃらし、じゃらつき、じゃん拳、ば
ば抜き、ぱちんこ、アスレジャー、アピールプレー、インベーダー、キーノー、ギャンブ
ル、クイズ、クラップ、クロスゲーム、クロスワードパズル、グラフィティ、ケンケン
パー、ゲーミング、ゲーム、シャッフルボード、シャボン玉、シュピール、シンナー遊
び、ジェスチャー、ジグソーパズル、スマートボール、ゼスチュア、タングラム、ツーテ
ンジャック、デッキビリヤード、トトカルチョ、トランプ、ドミノ、ハイゲーム、バカ
ラ、バッカラ、バックギャモン、バルーニング、パズル、ビデオゲーム、ビリヤード、ビ
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スポーツ 1 5 2 4 5 1680

４の字固め、悪投、安打、鞍馬、一ゴロ、一投、一投一打、一飛、右犠飛、右四つ、右
直、右飛、右翼打、運動、泳ぎ、泳法、駅伝、円盤投げ、延長戦、遠泳、往なし、押さえ
込み、押し相撲、横綱相撲、下手回し、下手投げ、化粧立、夏場所、河津掛、花相撲、蝦
固め、快打、快投、海水浴、外掛け、外犠飛、外飛、格技、滑り込み、寒中水泳、巻き落
とし、完泳、完全試合、完走、完投、緩球、器械体操、寄り身、棄権、騎馬戦、技あり、
犠牲打、犠打、犠飛、逆上がり、逆飛び込み、宮相撲、弓、弓術、弓道、球戯、球技、給
金ずもう、居合い、競泳、競泳種目、競技、競漕、競争、競走、競艇、競馬、競歩、競
輪、強振、強打、近代五種、苦戦、駆けっこ、駆け競べ、空手、空手チョップ、空振り、
敬遠、継泳、継走、鶏合わせ、激戦、決め球、決め出し、決め倒し、決勝、決戦、健投、
剣道、喧嘩四つ、懸垂、拳闘、牽制球、犬泳ぎ、犬掻き、肩透かし、固め技、五種競技、
御前試合、御当所相撲、護身術、公式戦、喉輪、好球、好打、好投、攻防戦、硬式庭球、
紅白リレー、綱引き、降板、高巻き、高障害競走、高跳び、高飛び、高飛び込み、高目
球、剛球、合気道、国技、混戦、左四つ、左直、左飛、左翼打、差し手、差し身、鯖折
り、三ゴロ、三重殺、三重盗、三振、三段跳び、三盗、三飛、三封、三塁打、山登り、残
試合、残塁、仕合、仕切り直し、四つ相撲、四球、四死球、四十八手、死に足、死に体、
死球、試技、試合、試射、自責点、自転車、自由形、失、失策、失投、射、射撃、斜滑
降、邪飛、取り組み、守備、手合わせ、種目、首投げ、拾い、蹴球、蹴手繰り、蹴上が
り、蹴返し、集中安打、十種競技、柔道、柔軟体操、重殺、重盗、重量挙げ、出し投げ、
出塁、春場所、準々決勝、準決勝、準備運動、準備体操、初っ切り、初球、初場所、緒
戦、勝ゲーム、勝試合、勝負球、小股掬、小手投げ、小太刀、障害レース、乗馬、職業野
球、寝業、審判、進塁、垂直跳び、水泳、水泳ぎ、水球、水上スキー、水上競技、水入
り、水練、世界選手権、制球、生き体、聖火リレー、切り返し、拙戦、拙走、接戦、雪辱
戦、先守、戦、戦い、選球、選手権、前相撲、前半戦、善戦、全制動回転、全制動滑降、
狙い打ち、素首落、素振、素振り、槍投げ、争奪戦、争覇戦、総当たり、草競馬、草相
撲、草野球、走りくら、走高飛、走幅飛、走法、走塁、送りバント、送り倒し、送球、足
技、足固め、足搦み、速球、揃い踏み、打球、打撃、打撃戦、打線、打点、打点王、打
棒、打力、打毬、体技、体固め、体操、体操器具、対校試合、対戦、待球、代打、大一番、
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交際

1 5 2 4 3 1670-1676

愛吟、愛唱、一芸、一指し、一中節、一道、隠し芸、詠唱、円舞、演芸、演劇、演奏、演
武、猿回し、猿芝居、音楽、歌い、歌い初め、歌劇、歌芝居、歌唱、歌道、歌舞、歌舞音
曲、歌舞伎、歌舞伎十八番、歌謡、花、花道、雅楽、角兵衛獅子、楽劇、掛合い漫才、管
弦楽、間狂言、間奏、閑吟、丸本物、顔見せ、顔見せ狂言、伎芸、喜歌劇、器楽、奇術、
技、技芸、宮芝居、宮相撲、弓、弓術、弓道、弓馬、居合い、居合い術、居合い抜、居合
い抜き、京舞、協奏、強吟、狂言、業、曲技、曲芸、曲乗り、曲打ち、曲弾き、曲馬、曲
舞、玉取り、玉乗り、吟詠、吟誦、空手、群舞、軍楽、稽古事、軽演劇、軽業、芸、芸
事、芸当、芸道、芸能、撃剣、剣劇、剣術、剣道、剣舞、剣法、拳法、犬追物、献奏、見
せ物、見物、幻術、弦歌、弦楽、絃歌、古典音楽、呼び物、五重奏、五常楽、御家芸、御
前試合、語り、護身術、交響、交声、口ずさみ、口三味線、口拍子、口誦、綱渡り、荒
技、行進、講釈、講談、香道、高詠、高歌、高吟、高唱、合の手、合気道、合唱、合奏、
混声、混声四重唱、差し舞い、座興、皿回し、三河万歳、三重唱、三重奏、三題噺、三番
叟、仕方咄、四重唱、四重奏、四部合唱、四方山話、獅子舞、糸捌き、紙芝居、至芸、詩
吟、試弾、式楽、式能、芝居、射、射術、社交ダンス、弱吟、手妻、手事、手品、手踊
り、酒興、習字、十念、十夜、十夜念仏、柔ら、柔術、柔道、重唱、重奏、銃剣術、出し
物、初見演奏、書道、諸道、助奏、序奏、唱歌、小唄、小太刀、照葉狂言、称名、乗り
地、浄曲、浄瑠璃、色物、新内、神楽、吹き寄、吹き捲り、吹寄、吹寄せ、吹奏、吹奏
楽、吹鳴、水芸、水書、清元、清掻き、生け花、盛り花、声楽、斉唱、切り紙、絶唱、前
芸、前奏、素謡、素踊り、素話、壮観、奏楽、挿花、掻き鳴らし、早業、槍術、相方、即
興、足芸、太々神楽、太神楽、太刀筋、打ち物業、替え歌、大外刈り、大内刈、旦那芸、
弾き、弾き語り、弾き初め、弾指、弾奏、段物、男声合唱、男声四重唱、地話、置花、茶
の湯、茶道、宙乗り、宙返り、長唄、長嘯、沈吟、追分、爪弾き、釣花、低吟、低唱、渡
りぜりふ、渡台詞、都々逸、都踊り、当たり芸、当道、踏歌、導入部、独吟、独唱、独
奏、二重唱、二重奏、二天一流、二部合唱、二部合奏、日舞、日本舞踊、入木道、忍術、
忍法、熱唱、念誦、能楽、馬術、白拍子、伴奏、番謡、微吟、鼻唄、鼻歌、表芸、品玉、
武、武技、武芸、武芸十八般、武術、武道、武辺、舞、舞い、舞踏、舞踊、腹芸、腹話
術、文武、聞き物、平点前、変奏、奉唱、放歌高吟、放吟、邦舞、棒術、盆踊り、魔術、魔
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社交

1 5 2 5 1 1682-1714

哀別、愛嬌、挨拶、逢い引き、逢着、握手、斡旋、扱い、案内、慰問、慰労会、一期一
会、一宿一飯、一揖、一礼、引き裂き、引見、引接、運動会、永訣、永別、謁、謁見、宴
会、縁結び、縁切り、往訪、応接、応対、科技博、暇ごい、会、会い、会見、会合、会
釈、会同、解散、解体、回礼、悔み、開き、開会、外交、外面、確執、学芸会、掛け渡
し、勘当、勧請、喚問、歓迎、歓送、歓待、肝煎り、関わり、関係、顔繋ぎ、顔見せ、顔
向け、顔合わせ、顔出し、奇遇、寄り、寄り合い、既懇、記者会見、義絶、誼み、客あし
らい、客扱い、客引き、客寄せ、客集め、客分、久離、休み、泣き別れ、旧交、居中調
停、挙手、供応、協和、橋渡し、緊密さ、近しさ、九拝、空谷の跫音、敬礼、警蹕、迎え
取り、迎接、迎賓、欠場、欠席、決別、硯北、見合い、見参、見送り、見舞い、見放し、
玄関払い、個展、呼び、呼び出し、孤絶、戸別訪問、五輪、午餐会、後会、御辞儀、交、
交らい、交わり、交歓、交誼、交際、交渉、交情、交通、交友、交友関係、交遊、交流、
候い、光来、光臨、公聴会、口合い、口添え、口入れ、口付け、口利き、喉自慢、好誼、
行き違い、行き会い、行き来、講和、高誼、合戦、告別、国交、国交断絶、国際、懇意、
懇親、懇親会、座持ち、座談会、座礼、催し、催し物、再会、再見、再訪、最敬礼、妻訪
い、採訪、祭り、裁ち切り、際会、在席、三つ指、三顧、参会、参堂、参列、散会、伺、
伺い、伺候、子別れ、指切り、死別、賜餐、時儀、自己紹介、辞去、執り成し、社交、謝
恩会、取り扱い、取り回し、取り結び、取り持ち、取り次ぎ、手引き、手招き、手切れ、
手打ち、手打ち式、狩り出し、種取り、周旋、修交、修好、集い、集まり、集会、宿引
き、宿怨、祝勝会、出くわし、出会い、出欠、出場、出席、出頭、出面、巡り会い、初
会、初会合、初顔合わせ、初見、初対面、召し、召し出し、召喚、召集、召致、承接、招
き、招集、招請、招待、招致、招来、招聘、渉外、紹介、上げ膳、上げ膳据膳、情宜、情
交、辱知、心安さ、心安だて、新年宴会、深交、親ソ、親印、親英、親欧、親韓、親共、
親交、親善、親中、親朝、親独、親仏、親米、親睦、親睦会、親臨、親類づきあい、親
和、親昵、親炙、進達、人あしらい、人寄せ、人交わり、人事交流、人付き、人付き合
い、人払い、仁義、推参、水魚の交わり、水先案内、生き別れ、生別、切り、接客、接
遇、接見、接待、接吻、折り合い、絶ち、絶縁、絶交、先導、千客万来、善隣、疎遠、壮
行、壮行会、相会い、相伴、相剋、総会、総礼、送り、送り迎え、送迎、送行、送行会、送
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交際約束 1 5 2 5 2 1715-1742

阿り、阿諛、哀願、哀訴、安請合い、安全保障、依り、依願、依存、依託、依頼、委嘱、
委託、委任、委付、畏まり、違い、違約、一蹴、一致、允可、允許、印可、雨乞い、運転
免許、運任せ、縁切り、縁組、縁談、応需、応諾、下請け、下相談、下打ち合わせ、仮
借、加入、可、可からず、可決、可罰、可否、可用、科、暇ごい、解け合い、解除、解
消、解約、快諾、海容、核武装禁止、確約、掛、掛かり付け、掛け合い、鎌止め、勘弁、
堪忍、官許、寛恕、甘受、甘心、看過、諌止、願い、願掛け、寄り、寄り掛かり、寄り縋
り、寄託、希望、期成同盟、規定、起請、起訴猶予、却下、客止め、逆、急談、求愛、泣
き込み、泣き付き、泣き落とし、泣き縋り、旧約、拒み、拒食、拒絶、拒絶反応、拒否、
許し、許可、許婚、許諾、許認可、許否、許容、供託、共鳴、協賛、協商、協調、協定、
協約、強談、強談判、仰ぎ、仰せ付かり、凝議、曲学阿世、禁、禁圧、禁煙、禁止、禁治
産、禁制、禁絶、禁足、禁断、禁転載、禁物、禁輸、禁猟、金打、金約款、駆け引き、空
約束、空頼み、契り、契約、契約不履行、軽免、迎合、結盟、血盟、月極め、見過ごし、
見逃し、厳禁、厳談、言い交わし、言い囃し、固辞、胡麻擂、互譲、後口、御世辞笑い、
御破算、御不承、御法度、語らい、乞い、交渉、公許、公認、公民権停止、公約、口固
め、口塞ぎ、口止め、口約、口約束、抗議、抗拒、肯定、高承、合意、合点、合点承知、
国禁、墾話、婚約、懇願、懇請、懇望、左袒、差し許し、再認、妻訪い、裁可、裁許、三
国協商、山止め、賛意、賛成、賛同、賛否、指切り、指定、支持、止、止め、資格、事後
承諾、事務折衝、示談、自認、辞退、実用新案特許、社会保障、謝絶、取り巻き、取り結
び、取り消し、取り入り、取り縋り、手合わせ、手打ち、首肯、受け引き、受寄、受託、
受諾、受付、受命、愁訴、秋闘、蹴っ飛ばし、蹴り、蹴飛ばし、柔媚、熟談、出願、峻
拒、準禁治産、商事契約、商談、承り、承諾、承知、承認、承服、笑い飛ばし、証書、乗
車拒否、情容赦、譲歩、嘱託、信託、信任、寝返り、心任せ、心頼み、振り切り、新案特
許、新約、申し越し、申し込み、申請、神頼み、紳士協定、身元保証、人気取り、人任
せ、世間擦れ、是、是々非々、是認、制止、成約、政保、誓い、誓約、請い、請け合い、
請け負い、請願、請託、責め落とし、切願、折り合い、折衝、説き、説得、説伏、先口、
先約、宣誓、前口、前約、然諾、訴願、双務契約、奏請、掻きくどき、相対ずく、相談、
相談尽、即諾、足留め、妥協、妥結、打ち消し、駄目、対立、大目、諾い、諾否、樽俎折衝
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協力参加 1 5 2 5 3 1743-1751

一向一揆、一視同仁、一揆、押し戴き、加わり、加入、加盟、解散、解体、解団、寄与、
犠牲、犠牲的、救療、共同、協賛、協調、協働、協同、協同一致、協力、勤皇、兄事、結
束、結託、献身、呼応、互恵、御礼奉公、護国、功績、孝行、孝養、貢献、合取り、策
応、参加、参画、参議、参政、参戦、参与、師事、至孝、慈善、慈善行為、慈善鍋、捨て
石、社会運動、社会事業、社会鍋、手柄、殉教、殉国、殉死、殉職、殉難、諸共、情け、
譲り、唇歯輔車、新入、親身、親不孝、尽忠、生け贄、折り合い、折れ合い、組み合い、
尊皇、妥結、退会、退団、大同団結、脱退、脱党、脱藩、団結、弾き出し、仲間入り、
忠、忠義、忠勤、忠君、忠孝、忠実、忠順、忠信、忠直、忠烈、爪弾き、挺身、提携、締
め出し、土一揆、統一戦線、同調、内応、内通、馴れ合い、二人三脚、入会、入閣、入
座、入社、入団、入党、入府、入部、八百長、飛び入り、百姓一揆、不孝、不忠、編入、
歩み寄り、報国、奉公、奉仕、野合、有志、翼賛、離脱、離党、立ち交じり、連係、連
帯、連袂、労使協調、和協、ぐる、もやい、アソシエート、アンガジュマン、イニシエー
ション、エントリー、コムーネ、サービス、サポート、シャットアウト、スクラム、ソリ
ダリティー、タイアップ、チャリタブル、チャリティー、パートナーシップ、ビフォア
サービス、フリーエントリー、ユナイテッド、ロイヤリティー、ロックアウト
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223

争い

支配

1 5 2 5 4 1752-1777

悪戦、悪戦苦闘、圧勝、圧伏、暗闘、闇討ち、位負け、威嚇射撃、威服、意趣返し、畏
服、違勅、違令、一ころ、一騎討ち、一向一揆、一蹴、一勝、一勝負、一陣、一戦、一
敗、一番勝負、一揆、一揉み、一齊射撃、雨避け、衛戌、鋭鋒、悦服、延長戦、掩護、遠
征、凹まし、凹み、応戦、横槍、殴り込み、下し、下り、化学戦、化粧軍、夏場所、家庭
争議、果たし合い、歌合戦、火攻め、火除け、過当競争、会戦、快勝、怪我負け、海戦、
海防、開城、階級闘争、凱陣、凱旋、外ゲバ、外患、外征、外寇、鎧袖一触、各個撃破、
格闘、確守、角逐、角番、革命、楽勝、滑り止め、葛藤、噛み合い、噛み付き、乾坤一
擲、完勝、完全試合、完敗、干犯、干戈、敢闘、艦砲射撃、陥り、陥落、雁行、顔合わ
せ、奇襲、旗鼓、旗揚げ、棋戦、帰順、帰服、騎馬戦、義軍、義戦、逆らい、逆寄せ、逆
襲、逆転勝、逆撫で、逆落とし、逆捩、仇討ち、弓引き、急降下爆撃、急襲、給金ずも
う、拒止、挙兵、競い、競り、競り合い、競泳種目、競技、競合、競争、共闘、強攻、強
襲、強訴、恭順、挟み撃ち、挟撃、近衛、金星、銀星、苦、苦しみ、苦戦、苦闘、苦杯、
駆け競べ、駆逐、空襲、空中戦、空挺、空爆、屈従、屈伏、軍備、軍旅、係争、経済闘
争、経済摩擦、継戦、繋駕、詣り、警衛、警戒、警戒心、警護、警備、警防、迎え撃ち、
迎撃、撃ち、撃ち合い、撃ち破り、撃砕、撃退、撃沈、撃墜、撃破、撃滅、撃攘、激戦、
激闘、激破、決勝、決戦、決選、決闘、血戦、健闘、剣戟、喧嘩、堅守、懸軍、遣り合
い、遣り返し、減磨、言い破り、言い負かし、孤軍奮闘、後攻、後半戦、御家騒動、護
衛、護身、交戦、公式戦、口喧嘩、好守、好防、抗い、抗英、抗欧、抗戦、抗争、抗中、
抗敵、抗独、抗日、抗仏、抗米、攻め寄り、攻め上ぼり、攻め入り、攻め落とし、攻撃、
攻守、攻城、攻防、攻防戦、攻落、攻略、行き違い、降参、降伏、降服、降魔、合唱コン
クール、合戦、克服、国防、黒星、困難、根競べ、根負け、混戦、挫き、再撃、擦り合
い、三つ巴、三日天下、三連勝、参り、参戦、惨敗、蚕食、斬り組み、斬り入り、残試
合、仕合、仕返し、市街戦、思想戦、指し勝ち、指し分け、死守、死闘、私闘、試合、歯
向かい、事大、事変、持久戦、持碁、治国平天下、自衛、失陥、実戦、実力行使、射撃、
弱肉強食、主戦、取っ組み合い、取り合い、取り組み、守、守り、守戦、守備、手の上
り、手向かい、手合わせ、手出し、首引き、受け太刀、就職戦線、襲い、襲い掛かり、襲
撃、襲来、集中攻撃、従い、出たとこ勝負、出撃、出師、出陣、出征、出兵、春場所、春闘

1 5 2 6 0 1778,1779

為替管理、移管、一斉取り締り、監督、管轄、管財、管掌、管理、技管、牛耳り、群管
理、研管、現場監督、綱紀粛正、左右、差配、宰領、司会、司令、指揮、支配、主幹、主
管、主宰、取り締まり、収攬、粛学、粛軍、粛正、粛党、出国管理、出入域管理、出入国
管理、所轄、所管、掌握、掌理、食管、陣頭指揮、専管、総轄、総指揮、総理、総攬、直
轄、燈火管制、統べ括り、統監、統御、統帥、統率、督戦、入国管理、舞台監督、分轄、
貿管、労務管理、アドミニスタード、コマンド、コンダクト、コントロール、マネージメ
ント、ロークレマティックス
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統治

1 5 2 6 1 1780

圧政、委任統治、一統、開国、虐政、君臨、経国、経世、経世済民、経略、経綸、建国、
国政、鎖国、支配、治まり、治国、治国平天下、執政、諸政、信託統治、政教、政治、政
道、静まり、摂政、大政、定まり、都政、統裁、統治、文治、文政、平らぎ、牧民、万
機、民族自決、オートクラシー、ポリティカル、ポリティックス、ミディオクラシー
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司法

1 5 2 6 2 1781-1789

一事不再理、一網打尽、引き摺り、引っ張り、引致、越訴、遠島、応訴、恩赦、下獄、仮
処分、火刑、火責め、火炙り、過怠、掛、釜炒り、釜茹で、寛刑、監禁、監置、起訴、逆
送、宮刑、急釈放、求刑、挙がり、極刑、禁固、禁獄、禁足、駆け込み訴訟、係争、係
属、刑、刑事、刑事裁判、刑訴、刑罰、軽営倉、欠席裁判、結審、検挙、検束、原裁判、
原審、厳刑、減刑、御払い、誤審、公訴、公判、勾引、勾留、抗告、拘禁、拘束、拘置、
拘留、控訴、絞罪、絞首、絞首刑、行政処分、拷問、告訴、告発、酷刑、黒、腰繩、差し
戻し、差し戻し審、再審、裁き、裁判、在監、罪、罪科、財産刑、山狩り、斬、斬罪、斬
首、仕置き、司法裁判、死刑、死罪、私刑、自由刑、執縛、実刑、赦免、釈放、取っ掴ま
り、手打ち、手捕り、狩り込み、首切り、受刑、収監、就縛、終審、終身刑、重営倉、重
刑、重罰、重労働、銃刑、銃殺、銃殺刑、出入り筋、処刑、処罰、処分、初審、書類送
検、勝、召し捕り、上告、上告審、上訴、食らい込み、審理、神輿振り、親告、身柄釈
放、水責め、水牢、制裁、成敗、請け負い、石子詰め、切り首、切腹、前審、訴訟、訴
追、送検、騒擾罪、騒乱罪、族誅、村払い、打ち首、体刑、体罰、対質、対審、逮捕、大
岡裁き、大獄、大赦、大捕り物、第一審、断罪、懲罰、懲役、調停裁判、直訴、追訴、追
放、掴まり、提訴、摘発、鉄拳制裁、天罰、天誅、屠腹、徒刑、島流し、投獄、特赦、縄
付き、縄目、軟禁、二審、配流、陪審、白、縛、縛り首、罰、罰金、反訴、反対尋問、秘
密裁判、不起訴、不起訴処分、不敬罪、不再理、服罪、服役、腹切り、覆審、併科、保
釈、捕り、捕り物、捕捉、捕縛、放免、本訴、密訴、民事、民事訴訟、無期懲役、冥罰、
免訴、免役、幽囚、幽閉、有期刑、猶予、抑留、立件、流刑、流罪、流謫、留置、両成
敗、量刑、連行、刎頚、咎、拿捕、搦め捕り、擒縦、梟首、磔、簀巻き、縲絏、誣告、贖
罪、闕所、お仕置き、しょっぴき、ぱくり、アムネスティ、ジャッジ、ジャッジメント、
バージ、パージ、ペナルティー、リンチ、レリース
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設立運営 1 5 2 6 3 1790-1792

運営、王立、開山、開設、概成、官営、官設、官立、管理、既設、急設、共営、共立、区
立、経営、建て増し、建学、建軍、県立、公営、公私立、公設、公立、国営、国公私立、
国公立、国立、市営、市立、私設、私立、自営、自主運用、主幹、州立、常設、常置、新
設、設営、設置、設定、設立、組閣、創建、創設、創立、増設、存置、村立、多角経営、
町立、直営、都立、特設、府立、民営、民営化
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人事

1 5 2 6 4 1793-1804

慰留、遺票、下放、会長選挙、解雇、解職、解任、改選、廓清、郭清、完全雇用、官選、
丸抱え、棄権、記名投票、起用、休職、急派、急募、求人、糾弾、挙用、駆り、駆り出
し、撃ち払い、決選投票、見習い、遣り、遣わし、遣外、固定票、戸別訪問、雇い、雇
用、互選、公選、公募、広募、更迭、降職、国民審査、国民投票、差し遣り、差し遣わ
し、差遣、再出馬、再選、採り、採用、指名投票、自薦、自選、取り持ち、首切り、周
旋、終盤戦、重用、粛清、出馬、初採用、初選、叙位、叙勲、叙爵、叙任、除け者、除
名、召し使い、召使、召募、昇叙、常雇い、信任、信任投票、新採用、親任、人事、人事
交流、人選、推し、推挙、推奨、推薦、推選、推戴、推輓、先遣、選、選び、選挙、選
任、総選挙、総動員、送り、増派、贈位、村八分、村払い、他薦、打ち払い、戴き、代
任、単記、担ぎ、担ぎ出し、弾劾、中途採用、仲間はずれ、徴集、徴発、徴兵、徴募、徴
用、直雇い、直接選挙、追い、追い捲り、追い遣り、追い払い、追い返し、追い落とし、
追い立、追っ払い、追贈、追放、爪弾き、店立て、登用、都議選、投票、動員、特撰、特
派、二選、日雇い、日傭、任命、任免、任用、認証、派遣、派出、派兵、派米、破門、廃
位、廃立、拝命、配属、抜擢、秘密選挙、罷免、不在投票、不信任、普選、普通選挙、浮
動票、分遣、補欠選挙、補欠募集、補職、補選、補任、募債、募集、募兵、奉載、放逐、
民選、無投票、名乗り、免官、免職、免職処分、擁立、落選、立候補、留用、連記投票、
傅き、馘首、お払い箱、お抱え、しくじり、よこし、エンプロイメント、スカウト、デス
パッチ、ノミネート、パージ、パトタイ、ライトイン、リクルート、リコール、リコメン
デーション、リファレンダム、レイオフ、レコメンデーション、レコメンド、レファレン
ダム、レフェレンダム
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誘導

1 5 2 6 5 1805-1842

愛育、愛護、圧制、圧倒、圧迫、圧力、安眠妨害、按舞、依命、威圧、威令、意見、違
憲、違背、違反、違法、遺戒、遺訓、遺沢、遺命、育み、育英、育児、育成、磯明け、一
子相伝、一助、一斉取り締り、一任、一肌、一臂、芋の子教育、引き、引く手、引導、隠
避、英才教育、益、厭い、掩護射撃、援護、援助、奥許し、応援、応護、押さえ込み、横
槍、恩、恩恵、恩顧、恩寵、恩典、音感教育、音頭、音頭取り、下達、下知、下命、化
育、伽、加護、加勢、家訓、荷担、過保護、介護、介錯、介助、介添え、介入、介抱、解
き、解き放し、解禁、解除、解放、戒、戒厳令、戒告、皆伝、開けっ広げ、開け放ち、開
発、開発教育、開放、開明、街頭募金、角影、学、学校教育、学歴、掛かり、勧化、勧
業、勧降、勧告、勧奨、勧賞、勧善、勧誘、官命、干渉、感化、潅頂、監護、監製、監
督、看護、看取り、看病、管制、管理、肝煎り、諌言、諌死、雁字搦め、機能障害、規
制、規則詰、義務教育、詰め込み、詰め切り、客引き、急募、救い、救い出し、救援、救
急、救護、救荒、救国、救済、救出、救助、救世、救難、救貧、救民、救命、救恤、救
癩、求愛、求縁、求婚、求償、求人、旧恩、居催促、共済、共助、共同募金、協賛、強
圧、強制、強請、強迫、強要、教、教え込み、教わり、教育、教化、教戒、教外別伝、教
学、教訓、教護、教込み、教唆、教示、教授、教宣、教導、狭き門、矯正、矯風、興味、
仰せ、極諌、玉成、禁衛、禁欲、緊縛、金解禁、金縛り、駆り、君命、薫育、薫染、薫
陶、訓、訓育、訓戒、訓示、訓電、訓蒙、訓令、軍令、啓培、啓発、啓蒙、恵み、恵沢、
経済開発、経済的援助、繋縛、計らい、警護、警告、警世、警醒、激励、牽制、県令、肩
入れ、遣らし、厳守、厳命、厳令、減免、言い寄り、言い渡し、言い付かり、言い付け、
古訓、呼び込み、鼓舞、五障、互助、後ろ押し、後ろ楯、後援、後押し、後見、御教え、
御言添、御言添え、御霊、語らい、護衛、護憲、護持、護身、護法、護民、公開、公募、
公命、口授、口伝、口伝え、好餌、広募、弘法、拘束、校外教授、校訓、皇恩、硬教育、
行かし、行政命令、高圧、高教、高庇、号令、合憲、告諭、国恩、骨折り、懇命、佐幕、
唆し、差し金、差し合い、差し障り、差金、沙汰、挫き、催促、再教育、塞き、塞ぎ、妻
訪い、済世、済度、済民、采配、殺し、三遷、三代相恩、産児制限、賛助、仕込み、仕付
け、使嗾、刺激、司令、四恩、子育て、子飼い、子守、師伝、指し図、指揮、指示、指
導、指南、指令、支援、施無畏、死諌、至上命令、視聴覚教育、詩道、歯止め、慈善鍋、持
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待遇

1 5 2 6 6 1843-1866

愛顧、愛護、悪罵、扱き下ろし、依怙贔屓、威、威かし、威し、威嚇、威嚇的態度、威
喝、威迫、意趣返し、慰め、慰安、慰撫、慰問、慰留、慰霊、慰労、慰藉、一喝、溢美、
引き、引っ掛かり、院賞、渦巻デモ、嘘、詠嘆、厭がらせ、横柄さ、恩賞、恩人扱い、恩
返し、化かし、化粧立、仮処分、嘉賞、嫁いびり、過賞、過褒、回向、回礼、悔み、懐
柔、戒告、戒飭、改易、晦まし、皆勤賞、喝采、勘気、勘当、勧戒、勧善懲悪、勧懲、寛
典、感賞、感嘆、慣し、丸め込み、玩弄、気の毒、気休め、偽り、偽善、欺き、欺瞞、義
理ずく、義理だて、詰問、客扱い、虐待、仇討ち、灸、糾問、居直り、虚々実々、虚仮威
し、強迫、恐喝、恐持て、脅かし、脅威、脅迫、苦役、愚弄、空威張り、空元気、空惚
け、空耳、空寝、空目、空嘯き、訓戒、刑罰、敬重、継子扱い、計略、軽営倉、軽視、軽
蔑、激賞、欠礼、喧嘩両成敗、懸賞、肩入れ、見せしめ、見限り、見殺し、見舞い、遣り
返し、顕彰、厳罰、言い紛らし、言い做し、糊塗、御為ごかし、御感、御返し、御礼奉
公、厚遇、口任せ、構えり、絞、絞り、行賞、行政処分、酷、酷遇、黒い霧、困らし、懇
切、懇切丁寧、懇篤、懇篤さ、差別、座り込み、最恵国待遇、済まながり、済まなさ、祭
賞、晒し者、山勘、賛嘆、賛美、仕打ち、仕置き、仕返し、伺い、子供騙し、私議、私
曲、至公至平、飼い殺し、持ち扱い、持て扱い、持て余し、持て囃し、自画賛、自虐、自
賛、自責、自讚、叱り、叱責、叱咤、失敬、失礼、謝り、謝意、謝罪、邪慳、取り扱い、
取り込み詐欺、手厚さ、手込め、手打ち、殊遇、受賞、重視、重要視、祝返し、出し抜
き、処遇、処罰、処分、傷咎め、小言、小突き、小突きまわし、称賛、称美、称揚、笑
い、笑殺、賞嘆、賞罰、賞美、上げ下げ、乗り、情け無げ、情実、信賞必罰、心尽くし、
深謝、神罰、親切、身贔屓、針小棒大、推奨、推賞、凄み、凄味、制裁、性差別、成り済
まし、精勤賞、責め苛み、責め合い、切り苛み、折檻、説諭、絶賛、前官礼遇、総すか
ん、足蹴、他人扱い、多謝、待遇、替え玉受験、大歓迎、大持て、大芝居、大賞、大振舞
い、大盤振る舞い、大盤振舞、大目玉、狸寝入り、嘆賞、嘆美、担ぎ、知遇、中傷、弔
慰、弔問、懲らし、懲戒、懲罰、朝三暮四、勅勘、陳謝、痛罵、釣り、鉄拳制裁、鉄槌、
天罰、天誅、天譴、努力賞、頭ごなし、特恵、特賞、毒手、毒突き、突っ込み、猫被り、
熱賛、罵り、罵倒、罵詈、買い被り、拍手、白眼視、薄遇、迫害、罰、判官贔屓、誹謗、
非礼、尾篭、筆誅、表彰、不義、不敬、不公平、不行儀、不心得、不親切、不人情、不平等

1 5 2 7 0 1867

大納会、雄視

230

取引

43 / 73 ページ

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

231

取得

1 5 2 7 1 1868

232

所有蓄え 1 5 2 7 2 1869-1873

愛蔵、一人占め、隠退蔵、塩蔵、押し戴き、家持ち、家蔵、寡占、確保、割拠、官有、享
有、共有、具備、具有、偶有、携行、携帯、月掛け貯金、兼備、兼併、減価償却、現有、
御蔵、御料、公有、合わせ持ち、国公有、国持ち、国費、国有、財形貯蓄、市有、死蔵、
私蔵、私有、寺領、持ち、持ち腐れ、持参、社有、取って置き、取り置き、手持ち、手弁
当、収蔵、所持、所蔵、所有、所領、小金、尚蔵、神領、積み、積み金、切手持ち、先
占、占拠、占有、占領、専有、専用、蔵版、村有、多占、退蔵、棚上げ、団体有、蓄財、
蓄積、蓄蔵、貯まり、貯金、貯水、貯蔵、貯炭、貯蓄、貯留、町有、珍蔵、定期預金、抵
当流れ、都有、当座預金、独占、日掛け預金、納税貯金、把持、買いだめ、買い置き、買
い溜、買溜、売り溜め、秘蔵、備蓄、必携、普通預金、複占、分蔵、分有、併有、保ち、
保管、保護、保持、保有、歩積み預金、奉持、本有、密蔵、民有、門外不出、郵便貯金、
預金、預貯金、利殖、溜め込み、領、領有、冷温貯蔵、冷蔵、壟断、臍繰り、臍繰り貯
金、ウォーキー、オーナーズ、オリゴポリー、ストック、セービング、プール、ポータブ
ル、マネーメーキング、マル優、モノポール、モノポライズ、モノポライゼーション、モ
ノポリー

233

入金支払 1 5 2 7 3 1874-1876
い

一時払い、引き落とし、飲み倒し、延べ払い、仮渡し、過年度払い、会計、概算払い、割
り増し、割り戻し、割賦、勘定、丸抱え、給付、繰り替え支払、経理、決済、月払い、現
金、後金、後払い、御払い、向こう持ち、雑費、三十日払い、仕払い、支出、支払い、支
弁、私道負担、自己負担、自弁、受け払い、出金、出銭、出納、出費、食い倒し、振り込
み、税負担、節季仕舞、先払い、前勘定、前金、前払い、全払い、即金、代決、代済み、
担税、遅払、遅払い、着駅払い、追い払い、追納、追払、追払い、天引き、踏み倒し、内
金、内渡し、内払い、二季払い、入金、入出金、年払い、納金、不払い、負担、賦払い、
払い、払い込み、払い出し、払い戻し、物要り、分割払い、未払い、有る時払い、利払
い、醵金、醵出、おあいそ、アドバンス、エクスペンス、コスティング、サイト、スペン
ディング、ダッチアカウント、ペイメント、ポンドユーザンス、リファイナンス

234

投資消費 1 5 2 7 4 1877-1881

１００％出資、一文惜しみ、飲み潰し、掛け捨て、気張り、勤倹、緊縮、金遣い、金離
れ、空費、経済、経済観念、倹しさ、倹素、倹約、行政整理、合資、豪勢さ、豪奢さ、在
庫投資、財政投融資、擦り、散財、使い込み、始末、思惑、自由経済、失費、質素、射
利、酒池肉林、需用、出金、出資、出投資、消費、消耗、省エネルギー、省資源、冗、食
い、節煙、節倹、節水、節税、節電、節米、節約、全額出資、粗衣粗食、増資、暖衣飽
食、注ぎ込み、停電、徒費、投下、投資、投資信託、投入、投融資、蕩尽、特融、費消、
紐つき融資、不経済、奮発、放資、無駄遣い、融資、融資買油、濫費、浪費、奢り、奢
侈、贅、贅沢、贅沢さ、驕奢、けち、けちさ、けちり、けちんぼ、けち臭さ、みみっち
さ、むだ、むださ、むだ遣い、むだ骨、むだ食い、むだ飯、エコノミカル、コンサンブ
ション、コンサンプション、セーブ、トウシン、フィナンシャル、プール、プロフィット
レス、ロス

235

補給

官給、給餌、給水、給電、給湯、給油、供給、供水、減配、自給、水利、電源、配給、補
給、サプライ、サプリメント、ルブリケーション、レーション

236

徴収納入 1 5 2 7 6 1883-1885

延納、苛斂、苛斂誅求、課税、課徴、皆納、掛け取り、完納、供出、供米、金納、源泉課
税、取り、収税、集金、上地、上納、前納、全納、増徴、蔵入り、即納、滞納、代納、徴
収、徴税、直納、追徴、追納、納金、納采、納税、納入、納品、納付、納本、不納、不納
付、不輸、賦課、物納、分納、別納、未納、予納、用達、累進課税、誅求、おさまり、ご
用達

237

値上げ値 1 5 2 7 7 1886-1888
下げ

安値引、引き緩み、引き締まり、円高、押し目、横這い、下がり、下押し、下降、学割、
割り引き、急増、急騰、急落、競り、強もちあい、強含み、見切り、高値引、高騰、再割
り、惨落、持ち合い相場、弱含み、手形割引、秋高、秋落ち、出直り、小切り、小反発、
小反落、上がり、上がり目、上げ下げ、上昇、上伸、上放れ、切り下がり、先安、先高、
漸騰、漸落、続伸、続騰、続落、大台割れ、大台乗せ、大底、大暴落、叩き、値引き、値
下げ、値上げ、値切り、値動き、値崩れ、跳ね上がり、賃下げ、賃金アップ、賃上げ、低
落、定昇、底堅さ、底入れ、踏上げ、騰勢、特昇、買い叩き、反騰、微騰、微落、平価切
り下げ、勉強、奉仕、棒下げ、棒上げ、目減り、乱高下、利下げ、連騰、おまけ、じり
安、じり高、つりあがり、アップ、インフレ、コストダウン、サービス、ダウン、ディス
カウント、デノミ、デノミネーション、デバリュエーション、ベースアップ、ベア、メ
ディアフレーション、リバリュエーション、ワインフレーション、ＵＰ、Ｕｐ、ｕｐ

238

損得

為、一得、一儲け、益、応益、貨殖、我田引水、海損、丸儲け、共食い、強み、金儲け、
欠損、穴、減収、荒稼ぎ、骨折り損、差損、採算割、作、雑益、雑損、実益、実損、取り
得、受益、収穫、蹴込み、潤い、潤し、小利、焼け太り、焼損、焦げ付き、鞘、食い込
み、食らい込み、水損、全損、増作、損、損気、損失、損得、大穴、大損、大天井、大儲
け、店の上り、得、特利、入超、買い得、被益、被害、平作、儲かり、利、利益、利殖、
利食い、利敵、利得、両為、両得、ごね得、ぼろもうけ、マネーメーキング、メリット、
ロス

1 5 2 7 5 1882

1 5 2 7 8 1889-1891

一攫千金、引ったくり、押収、横どり、横取り、横領、回収、核ジャック、獲得、丸取
り、既得、強取、強請たかり、強奪、強盗、公金横領、詐欺、詐取、採火、搾り、搾取、
持ち逃げ、失敬、取、取り、取り合い、取り返し、取り放題、取り戻し、取得、収奪、収
得、拾い、拾遺、拾得、所得、勝ち取り、乗っ取り、寝取り、生け捕り、接収、接触、摂
取、窃取、先取、先取り、掻っ払い、争奪、奪い、奪回、奪還、奪取、奪略、地取り、置
き引き、着服、徴発、掴み、掴みどり、盗み、盗り、得恋、二重取、入手、猫糞、廃品回
収、剥奪、抜き取り、判取り、板の間稼ぎ、分け取り、捕獲、捕食、没収、万引き、利権
あさり、掠め取り、略取、略奪、領置、鷲掴み、偸盗、簒奪、掏り、攫い、騙り、鹵獲、
ありつき、ふんだくり、ぶったくり、ぶんどり、ゆすり、インカム、キャッチ、ゲット、
シージャック、テイク、テイクオーバー、ハイジャック、ピンはね、モノポライズ
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交易

1 5 2 7 9 1892-1898

１００％出資、闇、闇屋、闇市、闇取引、鞍替え、為替、移入、引っ替え、羽替え、円シ
フト、円為替、往復貿易、荷為替、改印、外為、外注、換え、換わり、換金、換骨奪胎、
換地、換物、基礎代謝、寄り付き、逆輸入、競り市、駆け引き、空取引、撃柝商、月商、
遣り取り、互換、互市、後場、御用、交、交わし、交易、交換、交替、交流、口座振替、
国替え、再輸出、再輸入、才取り、質商、実物取引、取り交わし、取引、受注、受発注、
出資、商い、商況、商業、商経、商工、商工業、商行為、商事、商取、商取引、商売、小
商い、証取、鞘取引、上場、信用取引、振替、新陳代謝、新版、人事交流、世代交番、先
限、先物取引、先物相場、船渡し、前場、全額出資、相場、代引き、代金引き換え、代
替、代替え、大商い、置き換わり、置換、中継ぎ貿易、中限、注文、注文取り、直取引、
直輸出、直輸入、通商、定期取引、庭先渡し、投機、当限、特注、呑み行為、日中貿易、
入り代わり、入れ違い、入れ代わり、年の市、馬市、発注、板寄せ、非上場、表替え、葺
き替え、物々交換、物交、別誂え、片道貿易、片貿易、保護貿易、崩し、貿易、密貿易、
密輸、密輸出、密輸入、輸出、輸出超過、輸出入、輸入、輸入版、用命、旅商い、両替、
兌換、ご用聞き、ご用命、アウトソーシング、アウトソース、イージーオーダー、イメー
ジチェンジ、インポート、エクスチェンジ、オーダー、オーダーメイド、オーダリー、
オーダリング、オールターナティブ、ギアチェンジ、ギブアンドテイク、シッパーズ、シ
ングルライセンス、ジョウジョウ、スペキュレーション、スワッピング、チェンジ、テー
ラーメード、ディーリング、トランスファー、トランズアクション、トレード、バー
ター、バーター制、バザー、ビルブローカー、フェアトレード、フリートレード、フルア
ウトソース、ブライブ、プラント輸出、マイナーチェンジ、ミッドナイトシフト、メール
オーダー、メタ、メタボリズム、モデルチェンジ、リクエスト、リサイクル、リシプロシ
ティー、リフィル、リンク制、ロジスティックス、ＣＩＦ、ＣＩＦ売買

240

売買

1 5 2 7 A 1899-1901

安売り、闇、闇流し、一括購入、一個売り、一手販売、営業、駅売り、円セール、円買
い、円売り、押し売り、押し目買い、横流し、横流れ、沖売り、卸、卸し、卸売り、卸販
売、下引受け、下支え、下取り、荷捌き、外商、外販、街商、拡販、掛け買い、掛け売
り、割賦販売、完売、気迷い、気迷い人気、居抜き、競、競り買い、競り売り、競り落と
し、競売、競落、共販、空買い、空売り、計り売り、月販、建て売り、元引受け、元売
り、個人売り、故買、公売、行商、講読、購い、購求、購書、購読、購入、購買、国内製
販、再販、仕込み、仕入れ、市販、思わくがい、試売、自販、捨て売り、捨売り、煮売
り、州際商業、出札、初買い、小売、小売り、消化、信用買い、振り売り、振れ売り、新
発売、身売り、人身売買、人買い、整理商、正価販売、製販、誓文払い、請け出し、青田
買、切り売り、先買い、先物買、専売、前売り、窓販、総仕舞、蔵払い、蔵浚え、即売、
多売、貸し売り、代引き、代金引き換え、大売り出し、叩き売り、棚浚え、中売り、仲
買、張り込み、直売、直販、通信販売、通販、転売、投げ売り、当日売り、特売、特販、
読み売り、入れ札、入庫、入札、買、買い、買い越し、買い漁り、買い繋ぎ、買い込み、
買い取り、買い出し、買い初め、買い切り、買い叩き、買い物、買い戻し、買オペ、買
掛、買掛がり、買掛り、買血、買受、買収、買初め、売、売り、売り越し、売り掛け、売
り急ぎ、売り繋ぎ、売り込み、売り捌き、売り出し、売り惜しみ、売り切り、売り叩き、
売り渡し、売り逃げ、売り買い、売り飛ばし、売り払い、売り戻し、売り立て、売れ残
り、売掛、売却、売血、売買、売買い、売文、発債、発売、販促、販売、不買、分売、奉
仕市、放出、訪販、棒手振り、密売、密売買、戻り売り、融資買油、落ち札、落札、乱
売、立ち売り、旅商い、量販、冷やかし、廉売、梃入れ、窩主買い、鬻ぎ、ざら場、オー
クション、ゲキタク売買、シーズンセール、ショッピング、セール、セールス、セリン
グ、ソーシャルダンピング、ダンピング、ディスカウントセール、ドル買い、バーゲン、
バーゲンセール、バイアメリカン、バザール、パーチェシング、パーチェス、ファクタリ
ング、ヘッジング、ボイコット、モノポール、モノポリー、リテール、ルートセールス

241

授受

1 5 2 7 B 1902-1907

宛てがい、委譲、移譲、遺贈、引き取り、引き渡し、餌付け、押し戴き、沖渡し、恩賜、
下げ渡し、下ださり、下賜、下付、仮し、嘉納、荷受け、開け払い、開城、開払い、街頭
募金、割き、割譲、勧進、喜捨、寄進、寄贈、寄付、寄付行為、義捐、給食、給費、給
付、給養、享受、供血、供与、共同募金、謹上、謹呈、恵贈、恵存、恵投、恵与、献詠、
献花、献金、献血、献上、献奏、献体、献茶、献呈、献納、献饌、遣り、遣り取り、現引
き、御返し、交付、口受、差し出し、差入、査収、仕送り、支給、施し、施米、施与、試
供、資金カンパ、賜い、賜わり、取り次ぎ、手交、手向け、手渡し、受、受け取り、受け
渡し、受け払い、受給、受勲、受血、受光、受取、受章、受洗、受禅、受贈、受電、受
納、受杯、受配、受付、受容、受理、受領、授かり、授権、授産、授爵、授受、授章、授
与、収受、収納、収賄、祝返し、出捐、所与、召命、承り、笑納、上書、上表、情報提
供、浄財、譲り、譲り渡し、譲渡、譲与、新収、神授、親授、親譲り、身請け、進上、進
呈、人身御供、生け贄、接受、先渡し、船渡し、前渡し、禅譲、倉渡し、送呈、贈り、贈
官、贈号、贈呈、贈答、贈与、托鉢、置き渡し、朝貢、調達、頂き、頂戴、賃車渡、呈
上、提供、天与、店先渡し、転がり込み、伝わり、渡し、渡り、投げ出し、特賜、内取
り、賑恤、入金、入貢、入手、納経、納札、納受、拝受、拝呈、拝命、拝領、発給、付
与、布施、賦与、分譲、分封、分与、返礼、募集、報謝、奉り、奉加、奉献、奉載、奉
納、奉幣、奉奠、棒呈、明け渡し、貰い、預血、来貢、落手、落掌、立ち退き、領収、労
務提供、漏れ承り、贐、醵金、醵出、餞別、いただき、ばらまき、みつぎ、アクセプト、
アサイン、カンパ、キャッチ、ギブ、クリスマスプレゼント、サダカ、サブスクライブ、
デジケート、デディケート、プレゼント
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242

賃貸預け 1 5 2 7 C 1908-1915

一時預け、烏金、押し借り、押し貸し、押し戻し、恩借、下げ戻し、過怠、皆済、学サ
ラ、学ロン、割り戻し、巻き戻し、完済、還付、間借り、間貸し、寄託、既済、起債、旧
債、繰り戻し、刑事補償、月掛け貯金、肩代わり、減債、現地貨し、御返し、御礼返し、
香典返し、済し崩し、済まし、罪滅ぼし、財形貯蓄、財政投融資、死に一倍、七所借り、
質入れ、借、借り越し、借り切り、借り貸し、借り倒し、借款、借金、借財、借銭、借
用、取り返し、取り戻し、蹴倒し、住宅ローン、祝返し、償い、償還、償却、消却、焦げ
付き、食らい込み、信託、信用貸、寸借、請け戻し、席貸し、先借り、先貸し、前借り、
前貸し、租借、貸、貸し、貸しビル、貸し間、貸し金、貸し室、貸し借り、貸し出し、貸
し切り、貸し本、貸スキー、貸衣裳、貸借、貸店舗、貸費、貸付、貸付信託、貸別荘、貸
与、代わり、代償、代弁、託児、貯金、貯蓄、長期ローン、賃借り、賃貸、賃貸し、賃貸
借、店借り、転借、転貸、転貸借、投げ返し、投資信託、投融資、踏み倒し、特融、突き
返し、突き戻し、突っ返し、内貨し、内借、内借り、内貸し、日掛け預金、日済し、日
賦、入質、納税貯金、拝借、賠償、反り、版籍奉還、紐つき融資、普通預金、浮き貸し、
負い目、復金、払い戻し、返し、返り、返還、返却、返金、返済、返上、返送、返納、返
杯、返付、返本、返戻、返礼、弁済、弁償、歩積み、歩積み預金、補い、補償、報償、奉
還、又借り、又貸し、未済、戻し、戻り、役務賠償、郵便貯金、融資、融通、予算返上、
預かり、預金、預貯金、傭船、贖い、贖罪、オートローン、オーバーローン、クリーン
ローン、セービング、ソーラローン、データイムユース、デポジット、トウシン、マル
優、ユーザンス、ライアビリティ、リース、リースレーバー、レンタル

243

集配

圧送、按分、移送、遺産分、駅伝、押送、加配、荷送り、回し、回航、回送、回読、街頭
募金、割り振り、株配、官給、寄書、急送、給水、給油、共同募金、均分、形見分け、欠
配、月割り、減配、現送、後送、御裾分、御裾分け、誤配、護送、好配、差し回し、差し
出し、差し送り、差し立、再送、山分け、産直、仕出し、仕送り、資金カンパ、持ち回
り、集荷、集配、集配送、宿割り、宿継ぎ、宿送り、出荷、出前、場所割り、身柄送検、
折半、船繰り、送り、送り出し、送気、送金、送稿、送水、送像、送達、送炭、送致、送
電、送付、送風、送本、送油、増配、増復配、宅扱い、宅配、託送、蛸配当、地割り、遅
配、直送、直配、追送、逓送、逓伝、転送、電送、頭割り、特配、日割り、配り、配管、
配給、配車、配乗、配信、配水、配線、配船、配膳、配送、配達、配電、配湯、配当、配
付、配布、配分、配本、発受、発送、搬送、頒布、比例配分、部屋割り、復配、分、分
担、分配、紛来、別ち、別送、返送、未配、密送、無配、油送、輸配送、有配、郵送、盥
回し、醵出、おすそわけ、お福分け、アサイン、カンパ、コンボイ、タコ配当、デリバ
リー、ドアツードア、ノルマ、ビラ配り、フォーワーディング、レーション

244

労働

1 5 2 7 D 1916-1919

1 5 2 8 0 1920,1921,1936 一翼、隠居仕事、下仕事、家事、業、繋ぎ、荒仕事、雑役、山仕事、仕事、手間、手間仕
,1940
事、手数、水仕事、大行、大任、賃仕事、二度手間、任、任務、表方、片手間、補完的役
割、儲け口、役、役回り、役割、役儀、役向き、役所、役柄、役目、余事、立ち仕事、力
業、力仕事、労、労働、労役、やっつけ仕事、エンプロイメント、オペア、デスクワー
ク、トラバーユ、ハンディワーク、ピースワーク、ペーパーワーク、メチエ、ライフワー
ク、ルーチンワーク

245

勤労徒労 1 5 2 8 1 1922-1925

一人相撲、渦巻デモ、下働き、稼ぎ、稼働、課し、回り持ち、掛け持ち、関与、共稼ぎ、
共働き、強制労働、勤倹、勤労、苦役、係、軽労働、兼任、兼補、兼務、後備役、公労、
勾当、糠働き、荒稼ぎ、事務分掌、自由労働、実働、手分け、受け持ち、囚役、重労働、
出稼ぎ、初動、小遣いかせぎ、職掌、節句働き、只奉公、担当、担任、徒事、徒夢、徒
労、二度手間、肉体労働、年季奉公、配役、不労、夫役、賦役、分掌、分担、兵役、別ち
合い、夜なべ、夜業、夜働き、役割、立ち働き、旅稼ぎ、労力、くたびれ儲け、むだ骨、
むだ骨折り、むだ事、むだ足、アサインメント、オーバーワーク、キャスティング、キャ
スト、レーバー

246

従業

1 5 2 8 2 1926-1929

一直、一直一休制、一直制、引、下番、会社勤め、回り番、皆勤、外勤、宮仕え、勤ま
り、勤め、勤め向き、勤仕、勤番、勤務、近侍、携わり、月番、後備役、御側付き、候
い、江戸詰め、国詰め、在籍専従、在府、在役、参勤、参府、残業、四直三交代、侍り、
侍坐、侍立、執り、執務、就業、就働、就役、就労、週番、従い、従業、従事、宿直、出
勤、出仕、出動、出番、初登庁、女中奉公、常詰め、常勤、常直、臣事、精勤、専従、早
出、早番、側仕え、大任、只奉公、担ぎ、遅出、遅番、超過勤務、頂き、通い、通勤、定
詰め、登城、当直、当番、特勤、内勤、内職、二直、日勤、日直、廃休、泊まり、泊まり
番、泊り番、非常勤、服務、兵役、奉り、奉載、夜勤、夜直、予備役、いなか回り、お勤
め、お側仕え、ごろつき、オン、パークアンドライド、フルタイム、ルートセールス、ｏ
ｎ

247

休業

1 5 2 8 3 1930-1935

安息、一休み、一息、一服、引、夏休み、暇、開店休業、割休、完休、忌引き、帰休、
休、休まり、休み、休らい、休園、休暇、休館、休漁、休業、休憩、休耕、休講、休場、
休診、休息、休日、憩、憩い、欠課、欠勤、欠講、肩休め、公休、骨休め、山猫スト、産
休、賜暇、時限スト、実力行使、週休、春休み、春闘、遵法闘争、暑中休暇、小休止、少
憩、食休み、寝正月、水入り、生理休暇、請暇、操短、早引き、早退、争議、総同盟罷
業、息休め、息抜き、打ち寛ぎ、怠業、代休、代日、中休み、中入り、昼休み、定休、土
用休み、冬期休業、冬休み、闘争、同盟休校、同盟罷業、年休、農休日、半休、半舷上
陸、罷業、非番、飛び石連休、病欠、無届け欠勤、盟休、野立ち、薮入り、有給休暇、連
休、労働争議、お休み、お茶、ずる休み、やぶ入、オフ、サバティカル、サボタージュ、
スト、ストライキ、ストライキング、ゼネスト、ティータイム、ハーフタイム、ハンガー
ストライキ、ハンスト、バカンス、バケーション、ベケイション、ポカ休、リーセス、リ
ラクセーション、レイオフ、レスト、ロックアウト、Ｏｆｆ、ｏｆｆ
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248

業務

1 5 2 8 4 1937

営利事業、会務、海事、学務、急務、救済事業、教務、業務、軍務、警務、激務、工務、
校務、航務、財務、雑務、残務、事務、寺務、実務、社会福祉事業、社務、宗務、処務、
所務、庶務、商務、訟務、乗務、職務、世務、政党務、政務、税務、祖業、総務、俗務、
代務、店務、党務、特務、農務、非現業、兵務、役務、薬務、用務、吏務、労務、ビジネ
ス、ベタービジネス

249

用事

1 5 2 8 5 1938

急用、御用、公事、公用、雑事、雑用、使い、私事、私用、自用、社用、主用、所用、商
用、小用、俗用、他用、用、用件、用向き、用事、要件、要用、やぼ用

250

職業

1 5 2 8 6 1939

運送業、餌取、栄職、下職、下請け、下請負、家業、家職、稼業、課業、画業、官職、官
途、閑職、客勤め、客商売、居職、教職、業、業容、軍職、警職、激職、兼官、兼業、兼
勤、兼職、顕職、現官、現業、現職、公職、公務、座業、座職、雑業、三業、蚕業、蚕糸
業、仕事柄、司会業、斯業、事業、事務、自由業、質業、実業、主業、主務、守護代、手
職、手内職、酒造業、醜業、重職、重任、出職、出版業、商売、飾り職、職、職漁、職
業、職掌、職分、人気商売、水商売、正業、生業、聖業、聖職、製塩業、製糖業、請負
業、接客業、専業、賎業、前官、前職、僧職、造酒業、其の道、定業、定職、泥水稼業、
適業、適職、天職、渡世、土建業、土木業、内職、二足の草鞋、任、廃官、売春、半漁、
半商、半農、浮草稼業、副業、文筆業、別業、便利屋、縫製業、貿易、本業、本職、無
職、名誉職、綿業、役職、訳業、要職、陸運業、旅商い、料飲業、力士稼業、アルバイ
ト、コングロマーチャント、サービス業、サイドビジネス、パートタイム、フリーラン
ス、モデル業
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営業

1 5 2 8 7 1941

運営、営み、営業、営業停止、営農、営林、官営、共営、区営、郡営、経営、兼営、県
営、公営、国営、市営、私営、自営、自主運用、州営、終夜営業、村営、多角経営、町
営、直営、都営、党営、道営、府営、民営、夜間営業、裏口営業、コンセッショナリー
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生産

1 5 2 8 8 1942-1956

医薬分業、一貫作業、一閑張り、一刀彫、一夜作り、陰刻、営繕、営巣、黄金作り、下塗
り、化粧、加工、火止め、火入れ、火力発電、俄か仕立て、改修、改修工事、改装、海
産、外装、掛花、括り染め、活動、官製、監製、丸染め、丸打ち、贋造、既製、機械加
工、気装、偽装、偽造、擬制、急造、急拵え、魚子、京染め、協業、矯飾、業務、極製、
玉造り、謹製、近作、金製、金張り、金鍍金、金麩羅、銀製、銀造り、靴磨き、型染め、
型置き、型付け、継ぎ接ぎ、堅焼き、研き、研ぎ、研ぎ出し、研ぎ澄まし、研ぎ物、研
磨、絹張り、減産、固練り、糊付け、五作、後染、後染め、交ぜ織り、勾配織り、坑内作
業、工芸、工作、構成、紅染め、絞ぞめ、絞りぞめ、鋼製、合弁生産、刻み、刻みつき、
黒作り、漉き、腰張り、再生、再生産、再製、彩り、彩色、才取り、作り出し、作り成
し、作業、作出、作成、作製、作刀、作陶、削り、刷新、三作、産、産み出し、産金、産
出、産銅、産油、蚕毛染色、仕立て下ろし、指し分け、私製、紫根染め、試作、試製、歯
入れ、歯磨、自家製、自作、自製、自転車操業、鹿子絞り、軸装、漆塗り、取り外し、取
り繕い、取り払い、手巻き、手工、手作り、手作業、手仕事、手製、手入れ、朱塗り、樹
脂加工、修繕、修復、修復工事、修補、修理、渋染め、出来、出来合い、春慶塗、初盤、
小紋染め、抄造、焼、焼き、焼き上がり、焼き接ぎ、焼き直し、焼き鈍し、焼き入、焼き
入れ、焼け付き、焼結、焼灼、焼身、焼成、焼鈍、焼戻し、象眼、上製、上張り、上塗
り、蒸着、醸し、飾り、飾り物、織り、織り出し、織り成し、色づけ、色止、色止め、色
塗り、色揚げ、新装、新造、新調、浸染、人工、人造、水張り、水力発電、摺り、瀬戸
引、生み、生産、精製、精糖、精蝋、製作、製造、製販、石造、石造り、績み、切り組
み、切り張り、先染め、千枚張り、洗い朱、染、染め出し、染め上がり、染め直し、染め
抜き、染め物、染織、染色、船装、薦張り、繕い、繕い物、粗ごなし、粗削り、粗製、粗
製濫造、粗造り、粗塗り、素焼き、組み立て、組成、創り、創製、掃き、操業、総革、草
木ぞめ、装い、装甲、装飾、増産、蔵造り、造り、造作、造出、造成、打製、袋張り、脱
色、丹塗り、単独生産、単方、炭焼き、鍛造、段だら染、地染め、地熱発電、竹製、着
色、中打ち、中塗り、鋳掛け、鋳潰し、張、張り、張りまぜ、張雑ぜ、彫、彫り、彫琢、
調進、調製、直し、直り、綴れ織り、爪磨き、鉄製、天産、電気めっき、電飾、塗、塗
り、塗りたくり、塗り隠し、塗り直し、塗り潰し、塗擦、塗装、塗布、塗抹、鍍金、土焼
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産業

1 5 2 8 9 1957-1994

圧延、按腹、按摩、移出、移植、移築、医事、医術、医療、育種、磯釣り、一次産業、一
枚刷、一毛作、稲扱き、稲刈り、稲作、印行、印刷、印字、印書、引っ担ぎ、引赤、鵜飼
い、運び、運漕、運送、運搬、運輸、餌取、営造、営利事業、影印、映写、映配、駅留
め、園芸、沿海漁業、沿岸漁業、演り、演技、演出、演武、演舞、遠洋漁業、塩業、塩水
選、往診、応急手当、応診、横組み、横綴じ、欧文タイプ、沖合漁業、沖取り、沖釣り、
温灸、温湿布、温罨法、音工、下ろし、下刈り、下水工事、下積み、下版、化学工業、化
工、化鉱、化粧張り、化成、化薬、仮植、仮綴じ、仮葺き、加療、夏作、家作り、家内工
業、架橋、架設、架線工事、火入れ、花作り、荷引き、荷積み、荷駄、荷担ぎ、荷役、荷
揚げ、芽接ぎ、解熱、解剖、回診、回漕、回漕業、回付、塊打ち、改修工事、改築、改
鋳、改訂版、改版、改編、海運、海賊版、海釣り、海洋漁業、開き、開眼、開眼手術、開
墾、開削、開拓、開発、開板、開腹手術、柿ぶき、柿落とし、格子造、角膜移植手術、革
綴じ、掛け渡し、活版、株分け、茅葺き、刈り、刈り込み、刈り取り、刈込み、刊、刊
行、巻狩り、完載、官業、官撰、官版、干拓、潅水、潅腸、潅漑、監修、艦載、間作、間
伐、閑事業、企業、基幹産業、基礎工事、既刊、機屋、機械巻き、機械編、機業、機織
り、機織り業、気胸、季刊、起こし、起工、飢餓療法、犠牲的出版、客演、客土、休演、
休載、急診、救済事業、救療、灸、灸治、給養、旧刊、旧版、牛痘、牛馬耕、去勢、漁、
漁り、漁獲、漁業、漁猟、漁労、競映、競演、共演、共釣り、共編、強力、橋梁工事、胸
郭成形術、興業、興行、局所麻酔、局部麻酔、筋播き、筋揉み、菌培養、謹撰、近海漁
業、近刊、近着、金切り、吟醸、空輸、掘っ建て、掘り起こし、掘進、熊狩り、鍬入れ、
掲載、経済開発、経腸、軽工業、決定版、穴釣り、結紮、血止め、月刊、健康診査、健康
診断、建ち、建て増し、建て直し、建艦、建設、建造、建築、建碑、建立、検疫、検温、
検眼、検診、検便、検脈、献血、見本組、原色版、減作、現業、現代版、限外発行、限定
出版、限定版、古版、虎狩り、五現業、後作、後刷り、御撰、誤植、誤診、護岸、護岸工
事、交雑、交織、交通、交通機関、交配、公演、公刊、口演、好演、孔版印刷、工業、工
事、工務、抗ガン、抗炎、抗菌、抗血、杭打ち、校閲、校正、校正刷、校了、構えり、構
築、耕作、耕種、耕耘、航空、航送、荒事、荒療治、行き来、鉱業、高架、高架線、高層
建築、合冊、合掌造、合弁、合本、国内産業、漉き、漉き込み、漉き入れ、漉き返し、骨接
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家事

1 5 2 8 A 1995-2000

井戸がえ、井戸浚、一塩、一夜づけ、陰干し、運針、運針縫い、縁取り、塩圧し、塩引
き、塩加減、塩煮、塩出し、塩焼き、塩蒸し、塩漬、塩揉み、奥向き、下煮、下洗い、下
縫い、下味、下拵え、仮縫い、加工、家事、家政、火入れ、解き洗い、解き物、貝焼き、
掛け目、割烹、釜茹で、乾拭き、乾煎り、乾燥、干し、干し物、潅水、甘煮、丸焼き、丸
洗い、含め煮、機械編、起毛、技芸、汲み取り、串縫い、畦編み、継ぎ、継ぎ接ぎ、継ぎ
物、穴かがり、結き、肩上げ、減し目、後染め、後片付け、御針、厚焼き、口茶、黒焼
き、腰上げ、裁ち、裁ち上がり、裁ち物、裁縫、笹縁、笹掻き、雑巾掛、雑巾刺、皿洗
い、散水、仕出し、仕付け、仕立て直し、仕立て物、刺し縫い、刺継、刺繍、柴刈り、煮
詰まり、煮出し、煮焼き、煮上がり、煮炊き、煮返し、煮冷まし、蛇腹伏、手技、手芸、
手織り、手打ち、手縫い、手料理、渋染め、出前、春季大掃除、除雪、小鍋立、焼、焼
き、照り焼き、蒸し、蒸し焼き、蒸し直し、蒸らし、拭い、拭き、拭き込み、拭き掃除、
薪水、針仕事、水汲み、水仕、水仕事、水煮、水洗、水洗い、炊き、炊き込み、炊き出
し、炊ぎ、炊さん、炊事、炊飯、裾綿、整頓、整理、清拭き、清掃、生煮え、生焼け、千
人針、千鳥掛、千鳥掛け、洗い、洗い出し、洗い張り、洗い物、洗車、洗浄、洗濯、洗
滌、染、染み抜き、染め上がり、染め物、煎じ出し、煎り、煎り焦がし、繕い、繕い物、
掃き、掃き出し、掃き掃除、掃海、掃除、掻き、草むしり、草刈り、草取り、足袋刺、袖
付け、打ち水、打水、袋縫い、大裁ち、大掃除、大祓、濯ぎ、脱臭、脱色、脱水、端ミシ
ン、端縫い、地直し、地縫い、着色、中裁ち、虫干し、張り物、調味、調理、賃餅、追い
炊き、掴み洗い、漬かり、漬け込み、壷焼き、鉄板焼、点茶、湯引き、湯煮、湯炊き、湯
通、湯通し、胴抜き、捺染、肉料理、日曜大工、背抜き、背縫い、配膳、煤掃き、煤払
い、白焼き、粕漬、薄塩、曝書、半煮え、半熟、飯炊き、飯盒炊爨、皮作り、漂白、表編
み、伏せ縫い、払い、箆付け、編み、編み物、返し縫い、縫、縫い、縫い込み、縫い取
り、縫い直し、縫い箔、縫い物、縫い返し、棒編み、防臭、本裁ち、味噌擂り、味付け、
綿打ち、模様編み、毛抜き合わせ、網焼き、網代編、餅搗き、油いため、予洗、揚、洋
裁、裏漉、裏漉し、裏編み、料り、料理、料理作、和裁、賄、賄い、壺焼き、抓み洗い、
搗、搗き、浚い、炙り、燗、篦付け、絽刺し、縢り、茹で溢し、茹で上がり、鉤針編み、
鉤編み、あぶり、いれ方、ふかし、ふきとり、ゆがき、アップリケ、イージーオーダー、
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操作

1 5 2 8 B 2001-2028

愛玩、愛用、悪用、圧迫、扱い、扱き使い、安全運転、安打、安置、威嚇射撃、移用、医
用、一撃、一元処理、一刺し、一時しのぎ、一時のがれ、一打、一体処理、一投、一投一
打、一齊射撃、芋刺し、印画、引き、引き回し、引き合い、引き伸ばし、引き摺り、引き
船、引っ括り、引っ張り、引航、引用、飲用、隠し撮り、右翼打、運転、運用、曳航、英
断、掩護射撃、援引、援用、遠隔操作、遠写、遠投、汚物処理、応急手当、応射、応変、
応用、押さえ込み、押し、押し合い、押し返し、押下、横殴り、殴り、殴り飛ばし、殴
打、下げ舵、下押し、下手投げ、仮処分、火ともし、火消し、荷扱い、荷作り、荷捌き、
荷造り、荷拵え、快打、快投、開削、外装、外用、街頭録音、掛け流、括り、活かし、活
用、完投、慣用、換気、缶詰め、艦砲射撃、貫き、間に合い、間接照明、玩弄、雁字搦
め、機甲、騎射、犠牲打、詰め物、客用、虐使、逆用、急場しのぎ、急設、給湯、給排
水、牛罐、魚信、供用、共用、強制処分、強打、教育施設、狂人扱い、曲射、曲打ち、緊
縛、近写、近接撮影、金繰り、金縛り、区処、駆使、空写し、空送り、空発、空冷、串刺
し、掘り、掘削、繰り回し、繰り込み、軍用、継投、計らい、撃ち、撃ち合い、健投、兼
用、建て増し、牽引、肩代わり、遣りっ放し、遣り繰り、遣り繰り算段、現像、言葉遣
い、後ろ押し、後押し、後仕舞、後始末、後片付け、御料、誤射、誤用、交通整理、光
熱、公開録音、公用、功用、好打、工夫、杭打ち、行き届き、行き付、行使、行政処分、
行政整理、高射、号砲、酷使、根掘り、梱り、梱包、混用、左翼打、差し繰り、採光、採
用、済まし、細字用、削岩、鮭罐、匙加減、撮り、撮影、捌き、三日坊主、山留め、残務
整理、仕舞い、使い、使いこなし、使い込み、使役、使用、刺さり、刺し、刺し貫き、刺
し通し、始末、支い、支持、施設、施用、私用、糸捌き、紙包み、試し、試運転、試験、
試射、試弾、試用、資金繰り、治療、自家用、自動制御、自用、実写、実射、実用、写
し、写り、写真写り、射撃、射爆、捨て置き、社用、車止、酌量、取り扱い、取り運び、
取り回し、取り計らい、取り捌き、取り仕切り、取り賄い、取舵、手違い、手押し、手加
減、手回し、手繰り、手捌き、手心、手刀、手当て、手動、手配、手配り、手放し、首っ
引き、首投げ、樹脂加工、収拾、収用、収録、終戦処理、終夜運転、襲用、集中安打、充
電、充用、重詰め、銃撃、縮写、出し置き、出し投げ、出揃い、準用、処断、処置、処
分、処務、処理、初採用、初弾、小口扱、小手投げ、小突き、小突きまわし、消化、消火、

1 5 2 9 0 2029-2053

悪、悪いたずら、悪さ、悪ふざけ、悪慣れ、悪逆、悪逆無道、悪業、悪巧み、悪行、悪
事、悪乗り、悪足掻き、圧殺、暗殺、暗中飛躍、暗躍、闇取引、闇流し、威し、意地悪、
為し、為済まし、違反、違法行為、一家心中、一旗、一行、一刺し、一生不犯、一日一
善、因業、因業さ、引決、淫、淫ら、淫らさ、淫楽、淫行、淫事、淫蕩、淫蕩さ、淫売、
淫奔、淫乱、淫乱さ、淫佚、淫猥、淫猥さ、淫靡、陰徳、隠避罪、渦巻デモ、嘘き、運
動、英雄的行為、厭がらせ、演り、艶事、汚し、汚行、汚職、応用、横どり、横取り、横
流し、横領、殴り、殴り飛ばし、殴殺、殴打、恩知らず、嘉言善行、家後切り、家宅侵入
罪、果たし、火事場泥坊、火事泥、火付け、過ち、過失、過失致死、過怠、我田引水、快
挙、快事、戒行、拐引、拐帯、皆殺し、開催、外ゲバ、柿落とし、核ジャック、学生運
動、割拠、割腹、活劇、活動、活躍、噛み殺し、姦淫、姦通、完遂、寛大、干し殺し、敢
為、敢行、艦砲射撃、貫き、間男、巌修、企み、奇行、奇襲、既遂、機動、気違い沙汰、
偽証、偽証罪、偽善、義挙、客引き、虐殺、旧悪、居直り強盗、挙、挙行、漁色、共催、
共犯、共謀、凶悪、凶行、凶状、協働、強姦、強行、強取、強制執行、強請たかり、強窃
盗、強打、強奪、強盗、強暴、強力犯、恐喝罪、狂騒、狂奔、脅威、脅迫、脅迫罪、興
行、業、業事、曲事、極道、駆けずり回り、駆け回り、駆け巡り、具現、愚挙、愚行、空
騒ぎ、櫛風沐雨、形式犯、径行、経済事犯、軽挙、軽犯罪、鶏姦、撃ち、撃ち殺し、撃ち
取り、決め込み、決行、血の雨、血祭り、兼行、権柄ずく、見ず転、遣り、遣りこなし、
原罪、現行、現行犯、故殺、五悪、五逆罪、後追い心中、公金横領、功徳、勾引、口車、
好事、工作、校外活動、絞殺、絞首、荒み、荒らし、荒れ狂い、荒淫、荒廃、荒立ち、荒
療治、行、行ない、行為、行刑、行状、行跡、国事犯、詐欺、詐欺罪、詐取、詐術、座り
込み、催し、再挙、再犯、済まし、罪悪、罪科、罪過、罪業、罪作り、罪障、罪状、罪深
さ、罪滅ぼし、搾取、策動、殺し、殺害、殺傷、殺人、殺人罪、殺人未遂、殺生、殺戮、
参稼、惨殺、斬罪、斬殺、残虐、残酷、仕業、仕置き、使い込み、使い走り、刺し、刺し
殺し、刺殺、刺傷、司式、屍姦、施行、死刑執行、死体遺棄、私行、私娼、私消、私通、
試し斬、試行、事後従犯、事前運動、事犯、慈善興行、慈善鍋、持ち逃げ、持ち崩し、示
威運動、自害、自決、自裁、自殺、自殺未遂、自刃、自尽、自由民権運動、自刎、識字運
動、執り行い、執行、失敬、実現、実行、実施、実践、実践躬行、射撃、射殺、社会運動、
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行動
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

257

事象

1 5 3 0 0 2054,2055,2064 一大事、奇跡、沙汰、事象、社会現象、取り込み、出来事、小事、大事、大変、只事、茶
番、珍事、日常茶飯事、瑣事、ハプニング、ヒジラ、ヘジラ、ミラクル

258

災難

1 5 3 1 0 2056-2062

259
260

その他出来事
発生消滅

1 5 3 2 0 2063
1 5 3 3 0 2065-2085

261

調節

1 5 3 4 0 2086

悪性インフレ、異変、一大異変、一難、延焼、炎上、煙害、塩害、汚職事件、化学戦、火
移り、火災、火事、火難、火付け、会戦、回禄、怪火、海戦、海難、海難事故、害、革
命、冠水、干害、間違い、丸焼け、危害、危難、奇禍、飢饉、騎馬戦、疑獄、義軍、義
戦、急火、急難、急変、兇変、競合脱線、凶荒、凶事、凶変、凶冷、恐慌、近火、金詰ま
り、苦、苦しみ、苦難、軍旅、係争、刑事事件、激変、件、剣難、後難、御難、誤り、交
通禍、交通事故、交通地獄、公害、抗戦、抗争、鉱害、鉱毒、轟沈、国難、困難、座礁、
災い、災禍、災害、災難、災厄、山火、山火事、惨禍、惨害、惨劇、惨事、市街戦、事
件、事故、事変、時事、時事問題、治乱、自火、自沈、七難、失火、実害、受難、就職
難、住宅難、祝融、出火、女難、小火、小害、小難、小変、床上浸水、焼き討ち、焼尽、
衝突、衝突事故、障り、擾乱、食害、浸水、震害、震災、人災、人騒がせ、水禍、水害、
水飢饉、水難、水没、水魔、政変、生き埋め、生活難、生埋、生埋め、雪害、雪辱戦、舌
禍、川流れ、戦、戦い、戦火、戦禍、戦災、戦争、戦闘、戦役、船火事、前厄、全焼、遭
難、騒ぎ、騒擾、騒動、騒乱、造反、賊害、打ち壊し、大あわて、大火、大過、大害、大
逆事件、大獄、大震災、大戦、大騒ぎ、大難、大厄、大乱、脱線、地異、地象、虫害、弔
い合戦、朝火事、沈水、沈没、通貨収縮、天変、塗炭、凍害、盗難、動乱、毒、内戦、内
憂外患、内乱、難、難関、難儀、難局、難件、難事、難所、難船、難破、破局、馬鹿騒
ぎ、爆沈、半焼、半焼け、反乱、被害、被災、被曝、被爆、非業、飛び火、百害、病害、
病虫害、病難、病弊、不祥事、不審火、付け火、風災、風水害、紛争、兵火、兵革、兵
乱、弊害、米騒動、別件、別事、変、変災、変事、放火、法難、暴動、謀反、万々一、万
が一、万一、万難、無害、無血革命、貰い火、野戦、厄、厄難、薬害、有害、余弊、幼
害、乱、輪禍、類焼、冷害、罹災、擱座、艱苦、艱難、雹害、アクシデント、イベント、
インフレ、エマージェンシー、オイルフレーション、カタストロフ、カタストロフィー、
クライシス、コンティンジェンシー、スタグフレーション、スタフレ、ダメージ、テロ、
ディフィカルティ、デフレ、デフレーション、トピックニュース、ハプニング、ハルマゲ
ドン、バイオハザード、パニック、フェノメナ、プッチ、ホームメイドインフレ、マーク
アップインフレ、リセッション、レボリューション、ロバリー

悪相、握り潰し、暗々、暗影、暗翳、委棄、遺棄、遺失、一掃、一陽来復、一擲、引き起
こし、引き去り、引っ被り、隠し、隠しだて、隠し事、隠し立て、隠匿、隠蔽、隠密、隠
滅、雨曝し、雨覆い、雲隠れ、雲散、雲散霧消、掩蓋、掩蔽、縁起、押し隠し、旺ん、温
排水、下略、化現、化生、家出、火除け、蚊除け、蚊燻し、画龍点睛、解消、解毒、回
復、壊滅、改廃、晦まし、開府、外し、外皮、確立、割り引き、割愛、瓦解、寒晒し、巻
き起こし、完成、感作、間引き、丸見え、丸出し、危険信号、基礎控除、奇瑞、既出、既
成、棄却、棄権、機密、気、起こし、起ち上がり、起死回生、起電、起爆、吉祥、吉相、
吉兆、休廃止、汲み干し、去り、虚構、虚礼廃止、共倒れ、凶兆、興し、興り、興起、興
業、興廃、興亡、興隆、業曝し、極秘、倶発、駆け落ち、駆除、駆虫、駈落、駒落ち、具
現、偶成、偶発、群発、啓開、形作り、形式秘、形成、継起、撃ち払い、撃滅、決裂、結
晶、結成、結像、結団、結党、建学、建軍、建国、建設、捲土重来、権利落ち、見付か
り、顕わし、顕現、験、厳秘、現わし、現出、現前、呼び塩、後白浪、後略、御陀仏、御
誕生、交通遮断、控除、構成、構築、行き立ち、行くえ不明、行政整理、降臨、腰砕け、
骨抜き、根切り、根絶、根絶やし、差し、差し引き、差し掛かり、差し翳し、差引、挫
折、再開発、再起、再興、再建、再現、再構、再構築、再出、再築、再燃、再発、再浮
上、再編、再来、再臨、罪障消滅、作り、作り出し、作出、作成、削り、削除、擦り切
り、殺鼠、殺蛆、晒、晒し、散らし、散り、散逸、散発、産出、仕上がり、仕組み、使い
果たし、死体遺棄、死滅、持ち上がり、示現、自壊、自然淘汰、自発、自滅、失陥、失
権、失効、失跡、失速、失墜、失踪、実現、捨て去り、煮こぼし、煮上がり、遮り、遮
音、遮光、遮断、遮蔽、惹起、取り外し、取り去り、取り除き、取り払い、守成、手抜
き、手付かず、手放し、種切れ、樹立、重出、熟成、出し、出現、出切り、出端、出払
い、出没、出奔、出来、出来上がり、出来申さず、竣功、竣成、処理、初出、曙光、除
き、除外、除害、除却、除去、除菌、除湿、除雪、除霜、除虫、除幕、消え入り、消し、
消し去り、消し飛び、消音、消却、消去、消散、消磁、消失、消臭、消尽、消退、消灯、
消滅、焼き上がり、焼き払い、焼却、焼失、焼損、焼亡、照れ隠し、症状、省き、省筆、
省略、省力、祥瑞、上がったり、上がり、上略、蒸発、醸し、醸し出し、醸成、拭い、色
消し、触発、尻隠し、尻切れとんぼ、尻抜け、振り返し、振るい、振作、新株落ち、新興、

按排、音合せ、音取り、音締め、加減、画面位置調節、空調、血圧調節、再調、匙加減、
産調、字配り、自動制御、酌量、手加減、手心、受胎調節、需給調整、修整、修正、情状
酌量、水加減、制動、整調、全制動、組み合わし、調光、調整、調節、調歩、調律、配
合、配剤、配色、補正、味加減、斟酌、ウォーミングアップ、オキシトロール、カラーコ
ン、ガースコントロール、コーディネーション、コーディネート、コンディショニング、
コンビネーション、セルフコントロール、チューニング、トーイン、トーンコントロー
ル、バスコントロール、パースコントロール、モディファイ、モデュレーション、ユニッ
トコントロール、ラジコン、リモートコントロール、リモート制御、リモコン
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

262

作用

1 5 3 5 0 2087-2107

悪化、悪循環、悪変、安定、暗転、鞍替え、位置ズレ補正、易化、易姓革命、易変、為直
し、異変、移し、移り、移り行き、移り変わり、移行、一貫、一貫性、一元化、一子相
伝、一新、一新紀元、一息、一続き、一体化、一大異変、一定、一転、一般化、一変、一
本化、一連、引き継ぎ、引き続き、引っ替え、雨上がり、鵜飼い開き、運休、営業停止、
映画化、永続、越、越し、越冬、越年、閲年、延々、延伸、延長、沿革、艶消し、応答、
押し移り、欧化、王化、王政復古、下種張り、化、化学変化、化成、加速度的、加熱、加
筆、可動、可変、夏めき、暇潰し、火入れ、荷動き、過ぎり、過ぎ去り、過ごし、過し、
過程、過熱、俄か、画一化、解散、回生、回天、回復、改まり、改悪、改印、改革、改
憲、改元、改号、改札、改宗、改称、改新、改姓、改正、改善、改組、改造、改題、改
定、改廃、改頁、改変、改編、改名、改良、改竄、晦冥、海開き、開き、開院、開映、開
園、開演、開化、開架、開会、開学、開館、開基、開業、開局、開校、開講、開始、開
式、開所、開署、開場、開設、開戦、開村、開庁、開廷、開店、開幕、蓋明け、核停、確
実さ、革新、革命、掛、掛かり、活性化、釜がえり、巻き返し、巻き戻し、完、完結、完
工、完了、感応、換え、換骨奪胎、換物、看板、簡素化、簡単化、貫き、還元、間歇、忌
明け、旗揚げ、既済、期限切、機械化、機構改革、帰結、帰着、気付け、規格化、起業、
起工、起稿、起草、起動、擬人化、議了、客観化、客体化、逆転、逆転勝、休演、休会、
休刊、休校、休航、休講、休載、休止、休戦、休廷、休電、休廃止、急転、急転直下、急
変、朽廃、泣き暮らし、去り、共産化、強化、強熱、強兵、曲折、勤続、均分相続、具体
化、繰り返し、係属、形象化、経ち、経過、継ぎ、継承、継戦、継続、継投、軽量化、劇
化、激化、激成、激動、激変、欠航、欠講、決まり、決着、結審、結末、月越し、月代わ
り、健全化、建て直し、見直し、見通し、遣り直し、元、源、言いさし、言い直し、言い
淀み、固化、固定、故障、跨り、互換、後継、後続、御蔵、御預け、御用納め、御流れ、
語形変化、交、交換、交替、向上、好転、恒常、更改、更新、更生、構革、硬化、硬変、
航続、荒療治、行き、行き暮らし、行革、行持、降り暮らし、高寄り、高速化、合理化、
克復、刻み、国交正常化、国交断絶、国際化、差異化、座り、再開、再起、再撃、再出
発、再循環、再審、再転、再読、再編、再編集、採長補短、済、済み、作用、昨非今是、
刷新、札止め、山開き、産業革命、仕掛かり、仕切り直し、仕納め、仕舞い、仕返し、始、
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動き

1 5 3 6 0 2108-2127

安静、安置、安定、一回転、一進一退、一転、一頓挫、引き起こし、右回り、運弓、運
動、永久運動、延滞、押し倒し、横転、横倒し、沖掛り、沖撃り、仮泊、可動、暇取り、
荷動き、過渡的、回し、回り、回転、滑り止め、巻き、緩さ、緩やかさ、寄り、寄り掛か
り、寄り倒し、寄港、寄航、既倒、起こし、起動、逆とんぼ、逆転、急停車、共倒れ、凝
滞、駆動、空回り、空転、係船、係留、傾き、傾ぎ、傾斜、経緯、激動、決め倒し、月越
し、固定、交通難、交通麻痺、公転、勾配、攻め倦み、行き詰まり、行き悩み、昏倒、左
回り、座り、座礁、作動、三竦み、始動、止、止まり、止め、糸ふけ、時計回り、自転、
自働、自動、自動巻き、自動的、自発、実動、斜め、手巻き、手間取り、手詰まり、蹴倒
し、渋り、渋滞、出場停止、巡らし、初期微動、将棋倒し、小揺るぎ、上下動、尻振り、
尻餅、伸び悩み、振り、振るい、振動、震い、震動、震撼、震盪、吹かし、吹き倒し、水
平運動、水平動、錐揉み、裾捌き、生動、青空駐車、静、静臥、静止、積滞、切り倒し、
雪起こし、雪釣、雪釣り、絶対安静、戦がし、煽り、旋転、繊毛運動、船繋り、船留め、
前のめり、前傾、前倒し、全制動回転、送り倒し、足踏み、足留め、卒倒、打ち止め、打
ち倒し、打倒、滞り、胎動、棚引き、弾き、弾まし、弾み、値動き、置籍、中止、宙返
り、駐機、駐車、張り倒し、跳ねっ返り、跳ね返し、跳ね返り、直立、鎮座、通行止め、
掴まり立ち、爪先上がり、低迷、停止、停車、停船、停滞、停電、停頓、停泊、停留、定
常波、定置、定着、定番、釘付け、泥み、天歩、展転、転がし、転がり、転ばし、転び、
転回、転倒、転覆、伝動、倒し、倒伏、倒立、投錨、踏み止まり、踏み倒し、頭打ち、
動、動かし、動き、動き出し、動揺、堂々巡り、突き倒し、突っ転ばし、突っ立ち、頓
挫、薙ぎ倒し、難航、難渋、日周、能動、発振、発動、反し、反り、反転、反動、反発、
微動、漂い、漂わし、貧乏揺すり、貧乏揺るぎ、不動、不抜、浮動、浮遊、浮揚、浮揚
性、舞い、腹筋運動、覆し、覆り、歩き、歩み、穂波、奉安、勃起、翻し、翻り、漫ろ歩
き、脈動、無窮動、鳴動、猛運動、躍り、躍動、揺さぶり、揺すぶり、揺すり、揺らぎ、
揺らめかし、揺らめき、揺り、揺り動かし、揺り動き、揺り返し、揺るがし、揺るぎ、揺
曳、浴びせ倒し、濫立、裏返し、裏返り、律動、立ち、立ち往生、立ち止まり、立ち尽く
し、立ち迷い、立て直し、立錐、留まり、林立、輪転、聯動、連動、露座、凭れ掛かり、
唸り、屏風倒し、撥ねかし、撥水、擱座、眩き、簀巻き、膠着、蟠踞、蠕動、蠢かし、蠢
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過程

1 5 3 7 0 2128-2181

悪循環、安着、移し、移り、移り行き、移り身、移り変わり、移監、移管、移行、移項、
移住、移設、移駐、移調、移転、移動、移民、遺伝、一めぐり、一過、一回り、一時逃
れ、一周、一巡、一巡り、一緒、一進一退、一陣、一寸逃れ、一足さがり、一足進み、一
足先、一番乗り、一辺倒、一歩退き、一方通行、逸らし、逸出、逸走、逸脱、印伝、引
き、引き下がり、引き回し、引き取り、引き摺り回し、引き退き、引き払い、引き返し、
引き戻し、引き離し、引っ込み、引っ返し、引航、引率、右往左往、右回り、右傾、迂
回、雨避け、雨飛、運び、運航、運行、運動、雲隠れ、影身、曳航、越、越し、越境、厭
増さり、厭離穢土、延着、沿い、沿革、遠ざかり、遠っ走り、遠のき、遠回り、遠駆け、
遠心、遠征、遠道、遠洋航海、遠来、奥まり、往なし、往還、往航、往診、往反、往復、
往来、応診、押し及ぼし、押し遣り、押し返し、押し流し、横滑り、横行、横行闊歩、横
切り、横断、下がり、下り、下向、下校、下阪、下城、仮遷宮、家出、火遁、荷動き、過
程、解纜、回し、回り、回り道、回帰、回航、回国、回旋、回避、回遊、壊走、快走、快
翔、海道下り、開通、凱陣、凱旋、外し、外遍、外来、垣越し、隔世遺伝、隔絶、隔離、
掛け違い、滑り、滑空、滑降、滑走、滑翔、巻き戻し、感染、緩行、貫き、貫通、貫流、
還啓、還御、還幸、還送、還流、間切り、寄り道、寄港、寄航、帰し、帰り、帰営、帰
臥、帰艦、帰還、帰館、帰休、帰京、帰郷、帰校、帰港、帰航、帰国、帰参、帰山、帰
省、帰陣、帰村、帰宅、帰着、帰朝、帰日、帰任、帰米、帰来、帰洛、気運、騎行、詰め
寄り、客止め、客足、客来、逆らい、逆行、逆進、逆転、逆戻り、逆流、休航、及ぼし、
急き、急ぎ、急滑降、急行、急行軍、急進、急旋回、急追、急流、求心、窮追、牛歩、去
り、去来、拒み、供奉、競合脱線、強行軍、狂い、曲がり、近回り、近寄り、近接、近付
き、苦し紛れ、駆け寄り、駆け落ち、駈落、空気伝染、掘進、繰り下がり、繰り上がり、
傾き、傾向、経、経緯、経過、経巡り、経由、計器飛行、詣り、撃ち抜き、剣璽御動座、
肩透かし、見切り発車、見返し、見返り、遣り過ごし、言い、古渡り、呼び戻し、後ろ押
し、後押し、後退、後退り、後追い、後白浪、後発、後返り、後戻り、御移り、御幸、御
国入り、御出で、御足労、御着き、御里帰り、御練り、交通、交通遮断、交流、向かい合
い、向き合い、向き直り、向き変わり、好走、広がり、広まり、弘通、攻め寄り、航海、
航空、航空機、航行、航進、航走、航続、航程、行き、行き違い、行き帰り、行き詰まり、
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葦簾ばり、扱ぎ、囲い、囲み、囲繞、異動出張、移入、一山総出、一番乗り、溢水、逸
出、引き、引き込み、引き出し、引き摺り込み、引き摺り出し、引っこ抜き、引っ込ま
し、引っ込み、羽抜け、雨覆い、雨漏り、掩蓋、遠巻き、押し込み、押し出し、押し入
り、温排水、下積み、仮出獄、介入、回し、絵入り、開き、開き封、開けっ広げ、開けっ
放し、開け払い、開け閉て、開け閉め、開け放し、開け放ち、開院、開巻、開館、開港、
開場、開帳、開扉、開府、開封、開腹、開払い、開閉、開放、開幕、開門、外し、外郭、
外資導入、外出、外挿、外歩き、格納、掛、割り込み、滑り込み、滑り入り、冠水、巻
き、巻き込み、完封、換気、潅水、潅頂、潅仏、缶詰め、間引き、陥り、丸め込み、含
み、含有、寄り切り、気密、掬い、掬い出し、詰め込み、吸い、吸い取り、吸い出し、吸
引、吸音、吸血、吸込み、吸湿、吸収、吸収合併、吸入、汲み、汲み干し、汲み込み、汲
み取り、汲み出し、牛蒡抜き、居開帳、挟まり、挟み、郷土入り、九献、駆け込み、空
身、掘り出し、繰り込み、繰り出し、経済封鎖、決め出し、穴埋め、絹漉し、見開き、元
込め、厳封、呼び水、戸締まり、後入り、御酌、御入来、光被、攻め入り、梗塞、絞り出
し、降り懸かり、降り込み、高飛び込み、合併、合弁、漉し、込み、根扱ぎ、根引き、混
み、混載、差し、差し込み、差し歯、差し水、差し湯、差し入り、鎖し、鎖港、塞がり、
塞ぎ、塞源、塞栓、細巻き、搾り出し、擦り込み、参入、散水、酸素吸入、斬り入り、仕
込み、刺し込み、思いざし、施錠、持ち込み、持ち出し、持込み、自蔵、自噴、射し込
み、射し入り、煮こぼし、車載、取り囲み、取り巻き、手繰り込み、狩り出し、収容、蹴
込み、蹴出し、集団脱走、重囲、重詰め、出、出し、出し入れ、出っ放し、出域、出荷、
出開帳、出郷、出庫、出御、出向、出港、出講、出国、出獄、出山、出市、出所、出場、
出尽くし、出走、出足、出張、出張り、出直し、出廷、出店、出入、出入り、出歩き、出
没、出門、出油、出力、出塁、巡らし、初入り、小出し、床上浸水、昇殿、鞘走り、上が
り込み、乗り込み、乗り出し、場所入り、畳み込み、織り込み、食い込み、食い入り、食
み出し、食らい込み、侵出、侵入、振り絞り、振り出し、浸し、浸り、浸水、浸透、浸
入、深入り、進出、進入、吹き込み、吹き出し、吹っ込み、水汲み、水捌け、水浸し、水
濡れ、水没、水漏、生き埋め、生埋、生埋め、盛り込み、税込み、析出、積み込み、積み
出し、積載、切り込み、切り出し、切開、折り込み、折り畳み、折れ込み、雪囲い、雪隠づ
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安寄り、移乗、引き緩み、引っ掛かり、雨下、鰻登り、押し目、横這い、沖取り、沖天、
下がり、下り、下ろし、下押し、下降、下山、下車、下乗、下垂、下船、下馬、下落、荷
揚げ、学割、額面割れ、掛、掛かり、滑降、滑落、陥没、騎虎、騎乗、騎馬、逆落とし、
急滑降、急降下、急増、曲乗り、駆け込み乗車、袈裟懸け、掲揚、警乗、撃沈、撃墜、懸
垂、跨り、呉越同舟、降らし、降り、降り注ぎ、降り立ち、降圧、降下、降給、降車、降
壇、降段、降板、降臨、高巻き、高上がり、高騰、轟沈、座乗、再浮上、薩摩の守、惨
落、散り、試乗、持ち上がり、自沈、斜滑降、取り落とし、秋高、蹴落とし、出直り、初
登、初登頂、召し、小反発、小反落、小揚げ、昇り、昇温、昇降、昇天、上がり、上げ下
げ、上げ下ろし、上り、上り降り、上下、上向移動、上昇、上乗り、上伸、上天、上放
れ、上陸、乗っかり、乗り、乗り移り、乗り回し、乗り掛かり、乗り継ぎ、乗り降り、乗
り合い、乗り込み、乗り初め、乗り組み、乗艦、乗降、乗車、乗船、乗馬、尻下がり、尻
上がり、尻馬、垂らし、垂れ下がり、垂下、水没、錐揉み、錐揉み降下、嵩上、嵩上げ、
積み下ろし、責め馬、切り下がり、切り落とし、切れ上がり、節回し、潜り、潜航、潜
行、潜水、前下がり、漸落、全制動滑降、掻い潜り、相乗り、増価、続伸、打ち落とし、
大台割れ、大台乗せ、大暴落、只乗り、値引き、値下がり、値下げ、値上がり、値上げ、
値崩れ、着水、着地、着陸、宙ぶらりん、宙釣り、跳ね上がり、直下、直滑降、沈み、沈
下、沈降、沈水、沈潜、沈没、沈埋、賃金アップ、賃上げ、墜落、追い落とし、吊、吊
し、吊り、吊り下がり、吊り出し、吊り落とし、釣瓶落とし、低下、定昇、底入れ、梯子
乗り、滴らし、滴り、滴下、溺没、天降り、天孫降臨、添乗、転乗、転落、登り、登高、
登山、登壇、登頂、登板、登攀、途中下車、凍上、投げ降ろし、投下、搭乗、踏上げ、騰
貴、騰落、同車、同乗、同船、胴上げ、特昇、突き落とし、波乗り、波乱、馬乗り、陪
乗、這い上がり、爆沈、箱乗り、反騰、反落、飛び上がり、飛び乗り、飛揚、微騰、微
落、浮かし、浮かばし、浮かび、浮かび上がり、浮き出し、浮き上がり、浮き沈み、浮
上、浮沈、浮遊、浮揚、浮揚性、舞い散り、舞い上がり、覆没、分乗、分利、噴騰、平価
切り下げ、便乗、崩落、暴騰、暴落、棒下げ、棒上げ、奔騰、無賃乗車、揚、揚がり、揚
水、抑揚、落ち込み、落とし、落下、落石、落馬、乱高下、陸揚げ、立ち、立ち上り、流
下、輪乗り、零し、連騰、攀じ登り、湮没、蔕落ち、おっことし、お召し、がた落ち、きせ
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圧着、宛てがい、綾取り、意気投合、衣擦れ、医薬分業、医薬分離、一括、一元化、一
重、一寸試し、一層、一体、一纏まり、一纏め、一刀両断、一分試し、引きちぎり、引き
剥がし、引き離し、引っぺがし、引っ掻き回し、引っ剥がし、引っ剥ぎ、引っ付き、右四
つ、烏合、雲集、穎割り、横断、横綴じ、横付け、黄金分割、沖積、沖積層、下張り、加
水分解、家内一統、花結び、解かし、解き、解きほぐし、解け合い、解体、解版、解離、
階層、貝の口、外し、外層、拡散、撹拌、核分裂、核融合、割き、割り、括り、噛み合
い、噛み切り、刈り、巻き、巻き付き、幹竹割り、簡約、寄り、寄り合い、寄り集まり、
寄り添い、帰一、吸い付き、吸収合併、吸着、糾い、糾合、挙国一致、供揃え、共同、協
力、強制疎開、挟み切り、凝集、凝着、凝聚、均等割、近接、近付き、句読、区画、区割
り、区切り、区分、区分け、空解け、空集合、空中分解、群がり、群集、群雄割拠、袈裟
斬り、桂剥き、繋駕、激突、欠刻、結い、結び、結び付き、結合、結集、結成、結団、結
締、結党、兼併、原子核分裂、原子核融合、呼集、固着、糊付け、五重、後続、御太鼓、
碁盤割り、交ざり、交じり、交わし、交差、交錯、光合成、行き当たり、合い、合わさ
り、合一、合衆、合従、合成、合体、合同、合併、合弁、合流、刻み、骨離れ、根切り、
混じり、混ぜ込み、混一、混交、混合、混成、混声、混入、混和、左四つ、差し交わし、
再編、採集、細切り、細胞分裂、細胞融合、裁ち、裁ち切り、裁断、削り、削剥、削剥作
用、錯綜、笹掻き、擦り、擦れ合い、擦過、殺ぎ、雑駁、捌き、錆び付き、三つ角、三位
一体、三重衝突、参集、山積、山積み、撒き、撒き散らし、散らかし、散らかり、散ら
し、散らばり、散り、散り散り、散り敷き、散開、散散ばらばら、散票、散布、散紛、散
乱、酸素切断、斬首、仕切り、四散、四分五裂、子宮切開、止揚、糸作り、持ち寄り、時
分割、七花八裂、取り散らし、取り乱し、取り離し、取材、取水、手擦れ、手盛り、手折
り、首狩り、収骨、収集、収束、拾集、習合、蹴散らかし、蹴散らし、集い、集まり、集
印、集荷、集貨、集客、集魚、集結、集権、集光、集合、集材、集散、集書、集信、集
塵、集成、集積、集線、集束、集大成、集注、集乳、集票、集約、十把一からげ、縦割
り、縦結び、縦断、重なり、重合、重縮合、重畳、重層、重層的、順列組合わせ、女結
び、女子結び、小割り、小間結び、小刻み、小切り、小分け、少分、承接、焼き切り、焼
き接ぎ、焼き付き、焼け付き、焦げ付き、衝突、上積み、上張り、情意投合、蒸着、色紙切
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握り潰し、圧砕、一高、一高一低、引き絞り、引き締まり、引き裂き、引っ込み、引っ張
り、右折、羽並、迂曲、沿い、汚損、凹まし、凹み、凹凸、横列、家後切り、家並、河
食、荷崩れ、回りくねり、回折、壊し、壊滅、海食、外表、角張り、角立ち、割り、割れ
返り、葛折り、噛み砕き、噛み潰し、瓦解、乾反り、巻き、緩み、艦列、陥り、陥没、陥
落、丸まり、丸潰れ、起伏、居並び、曲がり、曲がりくねり、曲折、玉砕、均し、筋張
り、櫛比、屈曲、屈折、窪まり、窪み、形くずれ、欠き、決河、決壊、結球、捲り、軒並
び、軒並み、減磨、減耗、絞、絞り、荒廃、行列、高まり、高低、骨張り、左巻き、左
折、挫滅、砕き、砕鉱、砕破、砕氷、三折、四角張り、歯並、歯並び、字詰め、字配り、
自爆、七曲がり、取り壊し、取り崩し、取り拉ぎ、蹴破り、住み荒らし、出っ張り、出張
り、順列、傷み、小破、消磨、畳み、食い荒らし、蝕み、浸食、深まり、刃毀れ、吹き飛
ばし、吹っ飛ばし、水食、寸裂、整形、整列、盛り上がり、盛り土、石叩き、切り崩し、
切り立ち、折り、折り込み、折り畳み、雪折れ、尖らし、尖り、戦災、前屈、全壊、粗ご
なし、素引き、造形、側わん、足並、袖畳み、揃い踏み、損ない、損壊、損傷、損耗、打
ち壊し、打ち砕き、打ち破り、待ち行列、大破、地均し、弛緩、着崩れ、中弛み、中破、
中表、虫食い、張り出し、張り切り、直列、沈下、沈降、沈水、陳列、痛み、潰し、低ま
り、締まり、締め込み、釘裂き、添い、堵列、倒壊、等差数列、踏み均し、踏み荒らし、
踏み拉き、踏み躙り、胴締め、凸凹、突き破り、突き崩し、突貫、突起、突出、突破、鈍
磨、難船、難破、日割れ、捻転、波食、波打ち、破き、破り、破壊、破棄、破砕、破損、
破竹、破裂、馬筏、排置、配列、迫り出し、爆砕、爆破、爆裂、函折り、八つ裂き、発
破、抜け出り、半壊、反し、反り、反り返り、比翼、飛び出し、浮き出し、風化、風折
れ、分脈、分列、粉砕、粉微塵、平形、平行、並び、並列、変わり、変化、変形、変身、
変態、変貌、変容、崩し、崩壊、放列、砲列、磨り減らし、磨り減り、磨滅、名誉毀損、
模様がえ、毛羽だち、目白押し、門並、羊腸、羅列、落ち窪み、落ち込み、裏表、裏返
し、裏返り、立ち並び、粒立ち、隆起、隣、裂き、連なり、歪、歪み、湾曲、湾入、劈
き、毀傷、毀損、屹立、拉ぎ、捩、捩り、捩合い、撓い、撓み、撓り、擂り、擂り潰し、
皺ばみ、皺寄、皺寄せ、碾き、碾き割り、紆余曲折、聳やかし、聳立、蠧毒、轢き、鉤裂
き、頽唐、うねり、かちわり、きつめ、くねり、ざらつき、しゃくみ、そそり立ち、ひん曲

以下、以上、遺漏、一緒盛、一粒万倍、溢水、引き、羽抜け、閏、盈虚、盈満、越権、押
し詰まり、押し迫り、横溢、下回り、下落、加わり、加圧、加減、加重、加除、加増、加
速、加点、加配、加筆、加味、加齢、過ごし、過し、過言、過小さ、過少さ、過剰、過剰
さ、過食、過多、過大さ、過不及、過不足、過分、過分さ、過飽和、過密、過量、会費
切、開き、外し、外減り、掛け減り、割り増し、間引き、企及、急減、急増、強、局限、
極め尽くし、玉不足、均し、空き、空白、繰り込み、継ぎ足し、計り減り、軽減、激減、
激増、欠、欠かし、欠き、欠員、欠巻、欠陥、欠号、欠損、欠点、欠如、欠番、欠文、欠
乏、欠本、欠落、欠漏、穴、穴埋め、月余、建て増し、遣り過ごし、減、減し目、減り、
減員、減益、減塩、減額、減給、減刑、減光、減殺、減産、減資、減車、減収、減収益、
減少、減食、減水、減衰、減税、減石、減速、減損、減点、減糖、減配、減反、減便、減
歩、減俸、減免、減耗、減量、減枠、言い落とし、言い漏らし、限定、限度、誤脱、口、
口減らし、絞り込み、降給、高成長、骨抜き、此の上、差し引き、差し糠、差し土、差
引、差糠、差土、塞がり、削り、削減、撮り落とし、皿盛り、散超、酸欠、残り、残余、
資金難、歯っ欠、歯抜け、事欠き、自然増、自然増収、自足、蛇足、取り落とし、手盛
り、手薄、手薄さ、手不足、種切れ、収穫逓減、秋高、秋落ち、住宅難、充溢、充員、充
塞、充実、充足、充填、充当、充満、十二分、十分、重なり、重みつき、重複、縮減、出
超、出入り、春窮、純減、純増、書き落とし、書き漏らし、女旱、昇給、消尽、消耗、上
回り、上乗せ、剰員、剰余、殖やし、織り込み、職人日照、食い過ぎ、食み出し、食分、
尻下がり、尻上がり、寝不足、人減らし、人手不足、水増し、水増し入学、炊き殖え、睡
眠不足、嵩み、制限、制約、成長、盛、盛っ切り、盛り、盛り切り、青天井、切り、節
煙、節減、節食、漸減、漸増、組み込み、痩身、相殺、相補、増、増し、増し水、増し
目、増やし、増員、増雨、増益、増価、増加、増額、増刊、増給、増結、増血、増減、増
産、増資、増車、増収、増収益、増出、増床、増殖、増水、増税、増石、増設、増大、増
炭、増置、増派、増配、増発、増反、増幅、増兵、増便、増補、増俸、増量、増枠、足
し、続貂、其の他、損耗、大盛り、大入り、大入り満員、脱落、脱力、脱漏、男旱、遅ら
し、蓄積、著減、著増、帳消し、脹らまし、超し、超過、超満員、賃金アップ、追い炊
き、追い付き、追っ付き、追加、追送、通り越し、低減、底打ち、逓減、逓増、填補、添、

圧延、圧搾、圧搾力、圧縮、萎み、萎縮、引き、引き延ばし、引き伸ばし、引き摺り、引
き攣り、延ばし、延び延び、延引、延会、延期、延伸、延長、延発、回り、拡充、拡声、
拡大、拡張、拡幅、巻縮、希釈、急伸、急伸長、急成長、狭まり、凝縮、屈伸、繰り越
し、繰り下がり、繰り上がり、軍拡、軍縮、軍備縮小、月越し、減らし、後回し、後送
り、広がり、広まり、絞、絞り、絞り出し、細り、搾り、搾り出し、搾乳、搾油、窄ま
り、窄み、散大、持ち越し、執行猶予、取り越し、腫らし、腫れぼったさ、腫れ上がり、
収縮、収斂、縮かみ、縮まり、縮み、縮らし、縮写、縮尺、縮小、順延、女権拡張、宵越
し、省略、鞘寄せ、食い延ばし、伸、伸し、伸ばし、伸び縮み、伸縮、伸張、伸長、水割
り、嵩み、嵩張り、積み延ばし、先延ばし、先細り、先送り、遷延、遡及、操業短縮、早
まり、早目、太り、棚上げ、短縮、置き、遅延、張り、脹らまし、脹満、長引き、展延、
展開、展翅、怒張、湯のし、日延べ、熱延、濃化、濃厚、濃縮、背伸び、薄まり、薄ら
ぎ、発展、品枯れ、不拡大、補回、膨らみ、膨れ上がり、膨脹、末広がり、満帆、約ま
り、猶予、略、領土拡張、冷延、皺み、縺れ込み、褶曲、ずらし、だぶつき、つまり、ふ
くらまし、ふくらみ、ふやかし、へんてこ、ぺしゃんこ、エクステンション、エスカレー
ション、エスカレート、エンラージメント、コンデンス、サルベージ、スプロール、スプ
ロール現象、ズーム、ディエスカレーション、ディレイド、デスカレーション、デノミ、
デノミネーション、デバリュエーション、トーイン、モラトリアム、ラグ
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盛衰

1 5 3 C 3 2298-2300

悪化、萎靡、一盛り、栄枯、栄枯盛衰、旺ん、下がり目、下げ潮、下り坂、下火、夏枯
れ、花、開花、拡大、干上がり、急伸長、急成長、朽廃、強まり、強化、強兵、興業、興
廃、興亡、興隆、傾き、経営難、血気盛り、孤城落日、故障、枯槁、五衰、後退、昂進、
高まり、高進、高成長、高潮、左前、再興、最盛、作興、時めき、式微、斜陽、斜陽族、
弱まり、弱り、弱化、女権拡張、消長、消沈、上げ潮、上り坂、上達、殖産、色めき、食
い潰し、食い倒し、尻窄まり、伸張、伸長、伸展、振興、新興、衰残、衰弱、衰勢、衰
微、衰亡、衰滅、衰頽、成り下がり、成績不良、成長、盛り、盛り上がり、盛ん、盛況、
盛業、盛者必衰、盛衰、盛大、盛大さ、先細り、宣揚、全盛、全盛時代、壮、壮年、増
悪、増強、増長、存亡、退廃、台頭、大盛り、中興、凋残、凋落、沈み、沈滞、低下、低
落、等圧線、鈍り、鈍化、賑々しさ、賑やかさ、賑わい、賑わしさ、賑わわし、波乱、廃
り、廃残、廃退、発展、肥やし、不景気、不振、富まし、富み、富国強兵、富民、浮き沈
み、浮沈、復興、補強、募り、勃興、万々歳、娘盛り、落ち目、落日、落陽、立ち上が
り、流行り、隆昌、隆盛、隆替、励起、連休惚け、老化、老朽、老大、老廃、殷盛、盧生
の夢、邯鄲の夢、えんこ、よぼよぼ、デクライン、デプレッション、プログレス、プログ
レッシブ、プログレッシブズ、ヘテローシス、ライジング
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進歩退歩 1 5 3 C 4 2301-2303

一足飛び、一歩退き、円熟、沿革、下向き、下落、開明、拡大、急伸、急成長、減退、後
退、後返り、後戻り、向上、高成長、手だれ、手際、十年一日、熟練、昇段、上向、上向
き、上手、上達、尻下がり、尻上がり、伸、伸し、伸ばし、進化、進行、進取、進展、進
歩、進歩的、衰退、成長、先細り、先進、増進、堕落、退化、退行、退転、退歩、中進、
賃金アップ、低下、底上げ、展開、日進月歩、発達、発展、飛躍、文明開化、躍進、老
熟、爛熟、がた落ち、とんとん拍子、アップ、イメージアップ、エランビタール、グレー
ドアップ、スピードアップ、ゼロ成長、ディベロップメント、デジェネレート、デベロッ
プメント、ナリッシュ、プログレス、プログレッシブズ、ヘテローシス、レベルアップ

274
275

自然現象

1 5 4 0 0 2304,2305,2385 一命、玉の緒、自然現象、身命、人命、生気、生命、息の根、息の緒、エターナルライ
フ、レーベン
物象

1 5 4 1 0 2306,2307,2308 化学変化、物象
,2314,2337
1 5 4 1 1 2309
異化、異化作用、塩化、化合、化成、加水分解、可逆反応、解毒、核爆発、核反応、核融
合反応、感光、還元、拒絶反応、空発、撃発、鹸化、光合成、合成、錆び付き、酸化、酸
化作用、酸性反応、臭化、重縮合、浄血作用、触発、食作用、浸出、浸炭、親和力、析
出、炭化、着発、中和、転化、電解、電気分解、電離、糖化、同化、内燃、熱核反応、熱
核融合、熱分解、燃焼、爆発、反応、反響、美肌作用、不発、腐食、分解、飽和、薬理作
用、誘爆、陽転、沃化、硫化、連鎖反応、連爆、炸裂、醂し、エクスプロージョン、ク
ラッキング、バースト、フィードバック、フィッショオン、リアクション、リザルト、リ
トマス反応、ルミノール反応、ワッセルマン反応
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反応

277

火

1 5 4 1 2 2310-2313

引火、陰火、延焼、炎、炎焼、炎上、煙り、遠火、下火、火、火っ気、火の気、火の玉、
火の手、火の粉、火移り、火炎、火花、火気、火球、火玉、火種、火水、火打ち、火達
磨、火中、火柱、火付き、怪火、丸焼け、鬼火、急火、漁り火、強火、業火、迎え火、孤
灯、狐火、御神火、口火、向かい火、劫火、山焼き、酸水素炎、残り火、失火、種火、十
字火、銃火、出火、初点、消し、焼、焼き、焼却、焼却消毒、焼失、焼尽、上火、浄火、
燭、神火、神燈、水火、聖火、切り火、全焼、送り火、大殿油、大文字焼き、炭火、炭手
前、着火、中火、直火、鎮火、鉄火、点り、点火、灯影、灯火、灯明、燃え上がり、燃え
盛り、燃え付き、燃え立ち、燃やし、燃焼、白熱灯、発煙、発火、半焼、半焼け、飛び
火、付け火、焚き、焚き火、焚き落とし、焚書、砲火、埋み火、明かり、猛火、貰い火、
門火、野火、余炎、余燼、立ち消え、竜灯、燐火、類火、類焼、烈火、蕨、揉み消し、炬
火、燻し、燻らし、燻り、燻煙、燻蒸、熾、熾火、燎原、篝、篝火、しらぬい、とろ火、
キャンプファイア、スパーク、ファイア、ファイアー
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物理的変 1 5 4 1 3 2315-2330
化

陰干し、雨気、液化、塩干し、汚、汚し、汚なさ、汚ならしさ、汚らわしさ、汚染、汚
損、汚濁、汚点、黄濁、河清、火乾、解凍、解氷、乾かし、乾き、乾湿、乾燥、乾繭、乾
留、干し、干乾し、干上がり、丸干し、含浸、揮発、気化、強直、凝り、凝り固まり、凝
塊、凝結、凝血、凝固、凝集、凝縮、凝聚、襟垢、結晶、結氷、結露、血達磨、固まり、
硬化、硬直、高温多湿、混濁、細濁り、冴え返り、湿っぽさ、湿り、湿潤、湿潤さ、煮え
くり返り、煮えたぎり、煮え上がり、煮え返り、煮え立ち、煮凝り、煮沸、煮溶かし、煮
立ち、潤い、潤し、潤み、潤滑、純潔さ、小汚なさ、昇華、消雪、焼成、上澄み、上棟、
蒸散、蒸発、蒸溜、浸潤、水っぽさ、水汚染、水切り、水張り、水溶、水涸れ、澄まし、
澄み、澄み切り、澄み渡り、澄明さ、清さ、清まり、清み、清潔さ、清濁、清洌さ、生乾
き、生干し、雪解け、雪消、染み付き、素干し、素通し、霜解け、霜崩れ、速乾、大気汚
染、濁し、濁らし、濁り、地固め、沈殿、低湿、泥だらけ、泥中の蓮、澱み、土用ぼし、
凍てつき、凍り、凍り付き、凍結、湯煎、蕩かし、透き通り、透り、透徹、透明、透明
さ、曇り、軟化、日乾し、乳化、濡らし、濡れそぼち、濡れ鼠、白濁、薄汚なさ、非衛
生、非衛生さ、非衛生的、氷結、氷晶、不衛生、不衛生さ、不潔、不潔さ、不浄、不透
明、沸かし、沸き、沸き上がり、沸き返り、沸き立ち、沸騰、物理変化、分溜、変わり、
変質、霧吹き、明澄、油濁、融解、融雪、溶かし、溶き、溶け合い、溶け込み、溶解、溶
血、溶銑、溶融、熔解、冷凍、練り、露けさ、涸らし、滾り、膠化、ぐしょ濡れ、じめつ
き、ずぶ濡れ、はしゃぎ、ぱりぱり、びしょ濡れ、ウエット、ソリューション、ダー
ティー、ドライ、ドライネス、フリージング、フリーズ、フローズン、メルトダウン

279

熱

炎熱、温とさ、温み、温もり、温熱、加熱、火熱、過熱、過冷、解熱、間歇熱、気化熱、
急冷、強熱、凝固熱、極熱、空焚き、空冷、股火、股火鉢、光熱、高熱、酷熱、冴え返
り、煮冷まし、灼熱、暑熱、焦熱、蒸し、蒸し直し、水冷、生温さ、赤熱、潜熱、煎り、
煎り焦がし、足温、足湯、暖まり、暖房、地熱、天日、電熱、熱、熱電、廃熱、排熱、白
熱、発熱、保温、放熱、融解熱、余熱、冷え込み、冷まし、冷やし、冷却、冷蔵、冷暖
房、冷凍、冷熱、冷房、炙り、茹だり、輻射、輻射熱、あぶり、うだり、かじかみ、ほと
ぼり、クーリング、コールド、チーリング、ヒーティング、ヒート、フリージング、フ
リーズ、フローズン、ホット、ボイルド

1 5 4 1 4 2331-2333
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波動

1 5 4 1 5 2334

β線、γ線、陰極線、宇宙線、横波、音波、冠電波、干渉、極超短波、空電、光、光線、
光波、光芒、高周波、三波数、残光、紫外線、磁電、周波、衝撃波、震波、赤外線、全
波、濁浪、短波、中波、超音波、超短波、長波、低周波、定常波、電磁波、電波、脳波、
波、波動、爆風、搬送波、不可視光線、放射線、アルファ線、エコー、エフエム放送、ガ
ンマ、サンビーム、パルス、ビーム、ミリ派、ラジアル、ルーチェ、レントゲン、ワウ、
ＡＭ、ＦＭ、ＦＭ放送

281

電気

1 5 4 1 6 2335

圧電、陰電気、陰陽、火力発電、荷電、起電、空電、交直、交流、高圧、磁気、充電、重
電、水力電気、水力発電、整流、正電気、静電気、帯電、短絡、地磁気、地熱発電、蓄
電、直流、通電、抵抗、電荷、電気、電弧、電磁、電磁気、電流、動電気、導電、熱電、
発電、負電気、放電、誘電、陽電気、漏電、エレキテル、エレクトリック、エレクトロ
ン、ショート、スパーク、バイアス、ブラズマ、プラズマ、ＡＤ

282

力

1 5 4 1 7 2336

圧搾力、圧力、引力、遠心力、応力、火力、外力、核力、機動力、気圧、起電力、吸引
力、吸湿力、吸収力、求心力、強圧、凝集力、空気圧、偶力、原子力、原動力、減圧、光
圧、光力、向心力、抗張力、航続力、高圧、合力、磁力、軸馬力、重圧、重力、出力、常
圧、浸透圧、親和力、針圧、人力、推進力、推力、水圧、水力、勢い、勢力、生殖力、斥
力、側圧、惰力、耐圧力、耐火力、耐久力、第三の火、弾力、知覚力、地力、畜力、張
力、低圧、抵抗、抵抗力、伝導力、電気抵抗、電力、等圧、動電力、動力、洞察力、入出
力、入力、熱エネルギー、熱出力、粘着力、波力、馬力、爆圧、発電力、反重力、必殺、
表面張力、不可抗力、浮揚力、浮力、負荷、風圧、風水力、風力、分極、万有引力、民
活、無重力、油圧、揚力、抑止力、力、炉頂圧、エナージー、エネルギー、オフ、スタミ
ナ、ゼロ出力、ハイパワー、バイアス、パワー、ピラミッドパワー、プレッシャー、プロ
ダクティブ、リアクタンス、リフト、レジスタンス、Ｏｆｆ、ｏｆｆ
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明暗

1 5 4 1 8 2338-2343

暗々、暗がり、暗さ、暗み、暗闇、暗影、暗黒、暗中、暗鬱、暗翳、闇、陰、陰り、陰
影、陰陽、影、影画、影絵、影法師、映し絵、映像、煙り、下陰、仮象、火影、霞み、海
市、艦影、岩陰、希薄、機影、逆さ富士、虚像、魚影、形影、月明、月明かり、原像、
幻、幻影、幻像、五月闇、光、硬調、細か、山陰、残像、実像、斜影、手暗がり、受像、
樹陰、樹影、収差、宵闇、小まめ、小暗がり、照影、常闇、浄暗、色収差、真っ暗、真っ
暗闇、人影、星明かり、正射影、西明かり、雪明かり、雪明り、川明かり、鮮やか、鮮や
かさ、窓明かり、像、淡さ、淡彩、昼光色、敵影、倒影、島影、灯影、逃げ水、曇らし、
曇り、軟調、日陰、濃、濃い目、濃さ、濃やか、濃やかさ、濃色、濃淡、濃密、濃密さ、
薄明、薄明かり、帆影、物陰、片陰、冥々、明、明るみ、明暗、木の下闇、木の下陰、木
陰、目蔭、夜陰、薮陰、夕闇、夕明かり、陽、緑陰、冷暗、仄めき、仄暗さ、暈し、蜃気
楼、こぐらかり、カラートーニング、グラデーション、ゴースト、サニー、シャドー、シ
ルエット、ソラリゼーション、ダーク、トワイライト、ハイキー、ハイライト、ブロッケ
ン現象、ローキー、ローキートーン

284

光沢

1 5 4 1 9 2344

艶、艶消し、金属光沢、光沢、垢光、黒光、手沢、潤沢、照り、色艶、つやつやしさ、ど
ぎつさ、シルキー、スリーク、ビビッド
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光

1 5 4 1 A 2345-2350

β線、γ線、旭光、暗転、一閃、稲光、稲妻、影、映し、映り、映発、円光、艶めき、可
視光線、夏日、火ともし、火影、火映、火花、花明かり、怪光、晦冥、外光、間接照明、
眼光、輝かし、輝き、輝線、逆光、暁光、極光、金光り、蛍光、激光、月の輪、月影、月
光、月色、月白、月明、月明かり、減光、後光、光、光り、光輝、光彩、光彩陸離、光
線、光熱、光波、光明、光輪、光芒、差し、採光、残映、残光、残照、紫外線、紫電、紫
電一閃、射し、射し込み、射影、斜光、秋光、春光、春日、順光、初光、初日影、曙光、
消し、消灯、照らし、照り合い、照り返し、照光、照射、照明、条、瑞光、星影、星明か
り、清光、西日、青光、赤外線、閃かし、閃き、閃光、多照、朝日、朝日影、朝日子、頂
光、直射、底光、天日、点し、点り、点灯、点滅、電光、電磁波、電閃、冬日、投影、投
映、投光、投射、灯し、虹、日、日の目、日影、日脚、日光、日差し、日射、日照、熱
線、背光、白光、白色光、薄ら日、薄ら明かり、薄日、薄明、発光、反映、反射、反射光
線、反照、晩照、微光、不可視光線、返照、遍照、放射、放射線、放射能、明かり、明
滅、木暗さ、木漏れ日、目映さ、夜光、夕影、夕映え、夕日、夕日影、夕陽、余光、妖
光、耀い、陽光、雷火、雷電、落陽、乱反射、緑閃光、燐光、冷光、霊光、暈、毫光、螢
火、螢光、輻射、輻射線、きらめかし、ぎらつき、ちらつき、ちらめき、アルファ線、ア
ルペングロー、イルミナティック、エミッション、オーロラ、ガンマ、グロリア、コバル
ト照射、コロナ、サンシャイン、サンビーム、シャドー、シャワー、シンチレーション、
スカイシャイン、スパークリング、デーライト、デイライト、デスレー、ヌーン、ハレー
ション、ハロー、バックライト、ビーム、フラッシュ、フリッカー、フレア、プロジェク
ション、プロミネンス、ムーン、ライトショー、ライトニング、ラジアル、ラスター、
ルーチェ、ルナ、ルミネッセンス、レーンボー、レインボー、レントゲン

54 / 73 ページ

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

286

色

1 5 4 1 B 2351-2353

茜、茜色、飴色、暗紅色、暗紫色、暗色、暗赤色、異彩、移ろい、一色、烏羽色、艶消
し、鉛灰色、塩焼け、鴬色、黄、黄ばみ、黄み、黄菊、黄金色、黄枯茶、黄色、黄変、温
色、化粧焼、火色、花紺、花色、茄紺、灰黒色、灰色、灰白、灰白色、柿色、褐色、樺
色、蒲色、寒色、間色、顔色、極彩色、玉虫色、金ぴか、金色、銀灰色、銀色、銀鼠、銀
白色、空色、栗色、群青、警戒色、血色、血染め、原色、古代紫、枯れ色、枯れ草色、五
彩、五色、後染、後染め、御成り色、御納戸色、江戸紫、紅、紅紫、紅色、紅染め、紅
白、紅蓮、絞り、黒、黒々、黒かっ色、黒さ、黒ずみ、黒ばみ、黒み、黒暗々、黒褐色、
黒紫色、黒焦げ、黒色、黒白、黒変、惚、混色、紺、紺色、紺青、紺碧、差し、彩り、彩
色、笹色、雑色、錆色、晒し、三原色、山吹、山吹き色、山鳩色、珊瑚色、紫、紫黒、紫
根染め、紫紺、紫色、鹿子絞り、鹿毛、七彩、七色、漆黒、縞合、若紫、若緑、朱、朱
け、酒黄色、酒焼け、渋色、渋染め、重色、潤み色、純色、純白、小豆色、小豆鼠、小麦
色、小紋染め、焼け焦がし、焼け色、焦がし、焦げ茶、焦げ茶色、焦げ付き、焦茶、色、
色めき、色気、色合、色合い、色彩、色焼け、色相、色調、色抜き、色付き、色変わり、
色目、色揚げ、色落ち、新緑、浸染、深紅、深緑、深緑色、真っ黒、真っ黒け、真っ青、
真っ赤、真っ茶、真っ白、真っ白け、真っ白さ、真紅、水色、水浅葱、翠色、翠緑、雀
色、正常、生成り、生壁色、精彩、青、青さ、青み、青やか、青灰色、青磁色、青色、青
銅色、青白さ、青緑色、石竹色、赤、赤さ、赤み、赤らみ、赤褐色、赤紫色、赤色、赤
地、雪焼け、雪白、先染め、千紫万紅、千草色、浅黄、浅紅、浅葱、浅葱色、浅緑、洗い
晒し、洗い朱、染、染まり、染み抜き、染め出し、染め上がり、染め色、染め直し、染め
抜き、染め返し、煎り焦がし、鮮紅、鮮緑色、蘇芳、蘇芳色、鼠色、壮美、草紅葉、草
色、蒼白、多色、退紅色、退色、代赭、代赭色、脱色、丹、丹色、丹青、丹碧、単色、淡
黄色、淡紅色、淡青、淡緑、暖色、段だら染、地色、茶、茶褐色、茶色、着色、中間色、
昼光色、丁字色、潮焼け、鳥の子色、鉄御納戸、鉄色、天然色、土気色、土色、唐紅、桃
色、藤色、豆絞り、透き色、同系色、同色、銅色、橡、鳶色、鈍色、肉色、日焼け、乳白
色、濡れ羽色、濡れ色、濃い茶、濃紺、濃紫、濃色、濃緑、濃緑色、破色、煤ばみ、煤
色、白、白さ、白っぽさ、白ばみ、白み、白銀、白黒、白色、白茶、白点、薄紫、薄水
色、薄肉、薄墨色、肌色、発色、抜き染め、鳩羽色、鳩羽鼠、反対色、板締め、緋、桧皮、
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音

1 5 4 1 C 2354

韻律、羽音、雨声、遠音、遠鳴り、音、音響、音質、音色、音数律、音声、音波、音律、
家鳴り、快音、海鳴り、階調、楽の音、楽音、割れ返り、基音、擬音、急霰、共鳴、共鳴
り、協和音、響かし、響き、響き渡り、曲節、九鼎大呂、空音、靴音、渓声、鶏鳴、喧し
さ、原音、弦音、高音、高鳴り、高鼾、号音、号砲、轟々、轟き、轟音、擦り半、雑音、
三下がり、三和音、山彦、山鳴り、残響、実音、寂静、弱音、主音、主調音、銃声、初
音、女声、松韻、鐘声、寝静まり、心音、針音、人音、吹鳴、水声、水泡音、澄み、声、
声音、声色、声付き、静かさ、静けさ、静まり、静まり返り、静粛さ、石音、節、節回
し、川音、潜まり、旋律、全音、騒々しさ、騒がしさ、騒音、足音、速鐘、替え手、単純
音、地響き、地鳴り、中音、潮騒、超音波、沈黙、爪音、低音、天籟、涛声、筒音、踏み
鳴らし、破裂音、倍音、爆音、爆裂音、反響、美音、百雷、不協和音、風声、複音、物
音、鞭声、砲声、摩擦音、万雷、万籟、無音、鳴き龍、鳴らし、鳴り、鳴り響き、鳴り渡
り、木の頭、木霊、有声音、余韻、余響、葉音、雷鳴、礼砲、和音、和弦、和声、唸り、
喘鳴、囂しさ、囁き、撥音、潺々、潺湲、跫音、軋み、軋めき、軋り、霹靂、鼾、うるさ
さ、がたつき、けたたましさ、ささやき、さざめき、ざわめき、せせらぎ、どよみ、どよ
めき、どよもし、アルト、エコー、オーバートーン、キーノート、クランチ、クロマ
ティック、コール、コロラチュラソプラノ、コントラルト、サウンド、シズル、スタンブ
ル、スネークイン、ソプラノ、テナー、テノール、ディスハーモニー、トレモロ、ノー
ツ、ノイズ、ノッキング、ノック、ハーモニー、ハーモニックス、バイノーラル、バス、
バリトン、パイビング、パラダイム、ビブラート、フォーン、フォノ、フラッター、ベー
ス、ホワイトノイズ、メゾソプラノ、メロス、メロディー、ユニゾン、ラーガ、ラッセ
ル、リバーブ

288

臭い

1 5 4 1 D 2355

悪臭、異臭、移り香、汚臭、馨しさ、薫、薫り、薫香、激臭、血腥さ、口臭、香ばしさ、
香気、香味、残り香、刺激臭、死臭、酒気、臭い、臭さ、臭み、臭気、臭味、焦げ臭さ、
色香、生臭さ、体臭、着香、土臭さ、銅臭、匂、匂い、乳臭さ、梅が香、聞香、芳しさ、
芳香、芳烈、無臭、木の香、余薫、余香、余臭、蘭麝、嗅ぎ、馥郁、ブーケ

289

味

1 5 4 1 E 2356

按排、飲み口、塩辛さ、塩梅、塩味、佳味、甘さ、甘ったるさ、甘み、甘め、甘塩、甘
口、甘辛さ、甘美、甘味、甘露、苦さ、苦渋、苦味、五味、後口、後味、喉越し、香味、
酸っぱさ、酸っぱみ、酸味、旨さ、旨味、持ち味、滋味、渋さ、渋み、渋味、小味、食
味、辛げ、辛さ、辛口、辛味、辛目、大甘、大味、醍醐味、淡味、珍味、濃い口、薄塩、
薄口、薄味、美味、不味、風味、味、味わい、味気、無味、鹹味、えぐみ、おいしげ、お
いしさ、しょっぱさ、ほろ苦さ、まずさ、スイート、テースト、テスティー、デリシャ
ス、ドライ、マイルド、メロー

290

材質

1 5 4 1 F 2357

艶やかさ、強気、強固、材質、脂っこさ、柔軟、柔軟さ、柔軟性、疎剛、地合い、地風、
鉄石、粘々、粘っこさ、粘つき、粘り、粘り気、粘滑、粘稠、風合、ごわつき、ぬめり、
ねとつき、ねばねば、べたつき、べとつき、ソフト、ハード、フレキシブル

1 5 4 2 0 2358,2359

海洋性気候、気候、気象、季候、幻日、候、高温多湿、時候、大陸性気候、内陸性気候、
風霜、陽気
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気象天候
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天気

1 5 4 2 1 2360

悪気流、悪天、移動性高気圧、一雨、一荒れ、陰り、陰晴、雨気、雨空、雨催い、雨上が
り、雨天、雨曇り、雨風、雨模様、雨量、雲間、雲脚、雲行き、雲合、炎天、炎熱、横降
り、温帯低気圧、温暖前線、花曇り、快晴、寒さ、寒気、寒空、寒波、寒冷前線、干天、
気圧、気圧の谷、気候、気団、気流、菊日和、空、空つゆ、空合、空模様、狐の嫁入り、
五月晴れ、五風十雨、御天気、好晴、好天、荒れ模様、荒気味、荒天、降雨、降雪、降
雹、高気圧、高曇り、山嵐、残映、秋陰、秋晴れ、秋爽、秋日和、春陽、小降り、小止
み、小春日和、小焼け、照り、照り降り、上天気、吹き降り、吹雪、晴れ、晴れやか、晴
れやかさ、晴れ間、晴れ上がり、晴れ渡り、晴雨、晴天、晴曇、晴朗、西高東低、雪空、
雪催い、雪模様、前線、掻き曇り、走りづゆ、霜曇り、台風、台湾坊主、大荒、大降り、
地吹雪、中心気圧、朝焼け、朝曇り、朝凪、潮曇り、低気圧、停滞前線、天気、天気概
況、天候、冬型、東高西低、曇り、曇りがち、曇天、凪、南高北低、虹、日照り、日照り
雨、日本ばれ、日和、熱帯低気圧、波風、梅雨空、梅雨晴れ、薄曇り、反照、不良、不連
続線、風雨、風雲、風雪、風波、風浪、暴風、暴風雨、本降り、本曇り、名残、野分き、
油照り、夕映え、夕焼け、夕焼け空、夕晴れ、夕凪、嵐、麗、霾、颶風、ぐずつき、ど
しゃ降り、ひより、ウェザー、サイクロン、ストーム、テンペスト、ドライデー、ハリ
ケーン、ヒートアイランド、メイストーム、レーンボー、レインボー

293

寒暖

1 5 4 2 2 2361-2363

炎暑、炎天、炎熱、温もり、温気、温暖、花冷え、寒、寒々しさ、寒げ、寒さ、寒気、寒
空、寒暑、寒暖、寒波、寒冷、寒烈、極寒、極暑、極熱、苦熱、軽暖、激暑、厳寒、厳
暑、向寒、向暑、好熱、酷寒、酷暑、酷熱、三寒四温、山気、残寒、残暑、秋涼、秋冷、
春寒、春暖、初氷、暑、暑さ、暑気、暑熱、小春、照り、蒸し、蒸し暑さ、新涼、人いき
れ、清涼、積寒、爽涼さ、草いきれ、大暑、暖、暖か、暖かさ、暖かみ、暖み、暖気、暖
冷、朝寒、朝涼、底冷え、凍害、湯冷め、熱、熱気、熱波、梅雨寒、梅雨冷え、薄ら寒
さ、薄暑、肌寒さ、猛暑、夜寒、夜気、夕映え、余炎、余寒、料峭、涼、涼しさ、涼気、
涼味、冷寒、冷気、冷涼、凛冽、瘴気、いきれ、ウォーム、クール、ストーム、ヒート、
フェーン現象
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雨

1 5 4 2 3 2364

一雨、一降り、淫雨、陰雨、雨、雨気、雨脚、雨空、雨催い、雨上がり、雨天、雨風、雨
模様、雨量、雨露、煙雨、横降り、俄か雨、気違い雨、遣らずの雨、狐の嫁入り、五月
雨、五風十雨、御湿り、糠雨、降らし、降り、降り止み、降り注ぎ、降り頻り、降り癖、
降り暮らし、降雨、豪雨、細雨、菜種づゆ、菜種梅雨、山雨、慈雨、時雨、篠突く雨、秋
雨、秋霖、集中雨、集中豪雨、宿雨、春雨、初しぐれ、小雨、小糠雨、小降り、小止み、
小夜時雨、照り雨、照り降り、照り降り雨、吹き降り、晴雨、村雨、村時雨、多雨、大
雨、大降り、大雪、地雨、長雨、通り雨、日照り雨、梅雨、白雨、微雨、氷雨、風雨、片
時雨、暴風雨、本降り、霧雨、猛雨、夜雨、夕立、雷雨、涼雨、涙雨、冷雨、霖雨、驟
雨、どしゃ降り、ばらつき、ぱらつき、シャワー、スコール、テンペスト、トルネード、
メイストーム

295

雪

1 5 4 2 4 2365

雨雪、牡丹雪、花吹雪、俄か雪、急霰、銀雪、降雪、降雹、豪雪、根雪、細雪、三白、山
雪、残雪、湿雪、春雪、処女雪、初雪、小雪、新雪、深雪、吹雪、積雪、雪、雪煙、雪
空、雪催い、雪模様、霜雪、大雪、地吹雪、白雪、白魔、薄雪、氷雪、風花、風雪、粉
雪、泡雪、万年雪、綿雪、里雪、六花、雹、霙、霰、アスピリンスノー、クラスト、コー
ンスノー、スノー、ネベ、ブリザード、マリーンスノー

296

露・霜

1 5 4 2 5 2366-2368

雨露、下露、降霜、秋霜、初霜、草露、霜、霜柱、大霜、暖かげ、朝露、白露、晩霜、別
れ霜、忘れ霜、夜露、露、露霜、フロスト

297

雲

1 5 4 2 6 2369

暗雲、鰯雲、雨雲、雲、雲の峰、雲煙、雲海、雲気、雲底、雲霧、横雲、下層雲、寒雲、
巻き雲、巻積雲、旗雲、景雲、絹雲、絹積雲、絹創雲、絹層雲、原子雲、五色の雲、高積
雲、高層雲、黒雲、彩雲、鯖雲、紫雲、上層雲、瑞雲、青雲、積雲、積乱雲、雪雲、叢
雲、層雲、層積雲、断雲、中層雲、凍て雲、入道雲、熱雲、白雲、薄雲、飛雲、飛行機
雲、浮き雲、風雲、碧雲、片雲、豊旗雲、密雲、霧雲、綿雲、妖雲、雷雲、乱雲、乱層
雲、鱗雲、朧雲、ちぎれ雲

298

霧・霞

1 5 4 2 7 2370-2372

移流霧、雲煙、雲霞、雲霧、煙霞、煙霧、霞、海霧、狭霧、春霞、小霧、蒸気霧、晴嵐、
川霧、朝霧、逃げ水、濃霧、氷霧、暮靄、放射霧、盆地霧、霧、迷霧、夜霧、夕霧、夕
靄、陽炎、嵐気、嵐翠、濛気、靄、いとゆう、ガス、スモッグ、メタンガス

299

風

1 5 4 2 8 2373

悪気流、一荒れ、一陣の風、羽風、雨風、浦風、横風、下ろし、花嵐、海軟風、海風、寒
波、寒風、気流、季節風、逆風、強風、狂風、業風、極うず、空っ風、空風、薫風、隙間
風、五風十雨、光風、向かい風、高嶺颪、朔風、山風、山嵐、山颪、時津風、疾風、秋
風、春一番、春荒れ、春風、順風、小夜嵐、松風、松籟、上昇気流、上層気流、深山颪、
神風、刃風、吹き、吹き下ろし、吹き回し、吹き捲り、吹き荒び、吹き込み、吹き返し、
清風、西風、青嵐、静まり、川風、旋風、太刀風、台風、大風、卓越風、谷風、朝凪、朝
風、潮風、追い手、追い風、天狗風、天津風、東風、突風、凪、凪ぎ、南風、軟風、熱
風、波風、爆風、微風、浜風、舞々風、風、風雨、風雲、風雪、風波、風浪、偏西風、暴
風、暴風雨、貿易風、北風、魔風、無風、木枯し、木枯らし、夜風、夜嵐、野風、野分
き、夕凪、夕風、葉風、乱気流、嵐、陸軟風、陸風、竜巻、涼、涼風、緑風、冷風、烈
風、唸り、颶風、そよ風、つむじ風、ウィンド、エアポケット、ゲール、サイクロン、ス
トーム、トルネドー、ハリケーン、ビル風、フェーン、ブリザード、ボルテックス、メイ
ストーム、モンスーン

300

波

1 5 4 2 9 2374

渦、渦巻き、渦動、浦波、横波、黄金の波、海嘯、寒土用波、逆巻き、逆浪、狂瀾、金
波、銀波、激浪、荒波、荒立ち、高潮、高波、三角波、女波、小波、水煙、千波万波、川
波、濁浪、男波、潮先、潮頭、津波、徒浪、土用波、怒涛、波、波の花、波の穂、波間、
波打ち、波涛、波頭、波風、波立ち、波浪、白波、風波、風浪、片男波、泡立ち、万波、
夕波、余波、漣、櫓脚、滾り、うねり、サーフ、ボルテックス
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301

潮

1 5 4 2 A 2375

引き潮、渦潮、下げ潮、海割れ、海流、寒流、干潮、干満、逆潮、急潮、高潮、黒潮、差
し潮、若潮、出潮、小潮、上げ潮、親潮、青潮、赤潮、退潮、大潮、暖流、中潮、朝潮、
潮、潮加減、潮回り、潮干、潮況、潮汐、潮足、潮流、長潮、入り潮、満ち引き、満ち
潮、満干、満潮、夕潮、落ち潮、落潮、湾流

302

天災

1 5 4 2 B 2376-2383

稲妻、煙害、遠雷、界雷、害、崖くずれ、渇水、寒害、寒雷、干天、干魃、凶冷、強震、
軽震、激震、御神火、公害、洪水、鉱害、鉱毒、降灰、高潮、災害、山津波、山崩れ、弱
震、出水、春雷、初雷、震災、迅雷、水禍、水害、水魔、雪なだれ、前震、造山、台風、
大震、大震災、大水、大地震、大旱、断層地震、地異、地割れ、地滑り、地象、地震、地
変、中震、虫害、津波、鉄砲水、天災、天変地異、土砂くずれ、土石流、日照り、熱雲、
熱界雷、熱雷、爆発、氾濫、飛電、微震、百雷、病害、病虫害、風害、風災、風水害、噴
火、変災、本震、万雷、無感地震、鳴る神、有感地震、余震、揺り返し、雷、雷公、雷
獣、落磐、落雷、臨震、冷害、烈震、雹害、霹靂、なだれ、アースクェーク、サンダー、
テンペスト、ポロロッカ

303

天象

1 5 4 2 C 2384

皆既、皆既食、金環食、月食、御来光、合、磁気嵐、初日の出、食、食尽、星食、造陸、
頂光、天象、天文、二合、日の出、日の入り、日食、日没、入り日、部分食、来迎、来
光、暦象、うすづき、ご来迎、サンセット、デリンジャー現象、ビショップリング、マヅ
メ

304

生死

1 5 4 3 0 2386-2404

圧死、安楽死、安産、安死術、易簀、萎み、育ち、育み、一死、一叢、一腹、一卵性、羽
化、雲隠れ、永逝、永眠、厭離穢土、延命、沿革、往生、横死、黄金の波、黄熟、黄葉、
下り、下萌え、仮死、加齢、火定、芽ぐみ、芽出し、芽出ち、芽吹き、芽立ち、餓え死
に、餓死、回春、回生、怪死、開花、活殺、活着、瓦全、乾死に、完熟、感電死、諌死、
陥り、寄る年波、寄生、帰寂、起死、起死回生、飢え死に、犠牲、客死、逆産、急死、急
成長、急逝、窮死、共生、共白髪、狂いざき、狂いじに、狂死、極楽往生、玉砕、桐一
葉、群居、群棲、群生、群落、刑死、結実、月足らず、犬死に、原生、固太り、枯らし、
枯ればみ、枯死、枯槁、互生、後産、御陀仏、御誕生、紅熟、紅葉、絞死、行き倒れ、降
誕、獄死、惚、恨みじに、根差し、根生い、根付き、混生、再生、再来、最期、在世、咲
き、咲き誇り、咲き残り、咲き揃い、咲き匂い、咲き分け、惨死、散華、産、産み分け、
産卵、四季ざき、子安、思いじに、死、死に花、死に急ぎ、死に変わり、死活、死期、死
去、死産、死出、死出の旅、死傷、死生、死亡、死没、死魔、死命、死滅、脂太り、脂肪
ぶとり、賜物、事故死、示寂、自生、自存、辞世、七生、七分咲き、室咲き、実、実り、
実生、実入り、若やぎ、若死に、若返り、寂滅、手離れ、寿命、終わり、終焉、夙成、熟
し、熟み、熟成、出産、出生、出穂、殉教、殉国、殉死、殉職、殉職死、殉難、初産、初
生り、庶出、妾腹、少産、少産少死、昇天、消え入り、焼死、焦がれ死に、上天、常緑、
新生、身二つ、身罷り、人工孵化、人死に、陣没、水禍、水死、水棲、水生、水難、成
育、成熟、成人、成長、成長ぶり、成仏、棲息、正出、生、生々、生い、生い育ち、生い
茂り、生い立ち、生かし、生き残り、生き死に、生き抜き、生き返り、生け贄、生し、生
まれ変わり、生み、生み成し、生み落とし、生やし、生らし、生り、生育、生殺、生残、
生死、生死流転、生息、生存、生誕、生長、生滅、逝き、逝去、青立ち、切り死に、絶
息、絶命、先腹、先立ち、千生り、川流れ、戦死、戦傷死、戦病死、戦没、遷化、蘇り、
蘇生、叢生、早咲き、早産、早死に、早熟、早熟さ、早世、早生、早生まれ、早老、巣離
れ、巣立ち、巣篭もり、相生、相生い、草枯れ、草紅葉、霜枯れ、促成、即死、息災延
命、卒去、存生、存命、他界、多産、多生、太り、堕胎、対生、胎生、苔むし、大往生、
脱化、脱皮、脱毛、嘆きじに、短命、誕生、知恵づき、致命、遅咲き、遅生まれ、畜生
腹、窒息死、嫡出、着生、忠死、長生き、長逝、墜死、帝王切開、適者生存、溺れ死に、溺

305

生理

1 5 4 4 0 2405-2412

遺精、遺伝、遺尿、一汗、一息、羽替え、横隔膜呼吸、下し、下り物、快便、懐胎、懐
妊、外分泌、咳、咳き、咳込み、咳入り、咳払い、咳嗽、隔世遺伝、汗だく、汗ばみ、気
息、気息奄々、貴腐、吃逆、吸い、去勢、胸式呼吸、空咳、欠伸、血の気、血の巡り、血
の通、血行、血走り、血流、月経、月役、呼吸、鼓動、交雑、交配、高熱、高鼾、混血、
催涙、酸敗、死脈、失禁、射精、手鼻、手無し、種間、種付け、受精、受胎、受粉、授
精、授粉、渋り、瞬き、循環、純血、巡り、初経、初潮、傷み、小水、小便、小用、消
化、条件反射、殖やし、寝小便、寝息、心拍、心悸、深呼吸、身持ち、身重、身篭もり、
吹き返し、垂れ流し、世代交番、性、性行為、性生活、生あくび、生殖、生殖力、生腐
れ、生理、青息、青息吐息、摂取、増殖、造血、息、息み、息急き切り、息継ぎ、息遣
い、息衝き、息吹、息切れ、多血、体温、代謝、大汗、大息、大便、脱糞、嘆息、遅脈、
窒息、着床、虫の息、潮吹き、長息、長大息、長嘆、痛み、吐き、吐息、動悸、内分泌、
妊娠、濡れ衣、熱、排出、排尿、排便、排卵、排泄、拍動、白ろう、発汗、発酵、発情、
反吐、繁殖、皮脂漏、皮膚呼吸、秘結、避妊、微熱、鼻息、鼻嵐、不整脈、腐らかし、腐
らし、腐り、腐朽、腐熟、腐敗、腐乱、腹ごなし、腹式呼吸、分泌、糞詰まり、平熱、平
脈、片息、便通、便秘、放尿、放屁、脈、脈打ち、脈拍、夢精、無性生殖、無熱、免疫、
夜尿、優性遺伝、優生、有性生殖、余喘、用、用足し、用便、落涙、利尿、立ち小便、立
ち腐れ、流汗、溜め息、溜飲、溜息、劣性遺伝、連れ小便、啜り、喀痰、喘ぎ、噎せ返
り、噎び、嚏、孕み、瀉だし、瞑目、胚胎、謦咳、鼾、あくび、げっぷ、しばたき、しば
たたき、しゃっくり、ふやし、ほてり、サーキュレーション、セックス、パースピレー
ション、プルス、ホメオスタシス、メロゴニー、メンス、メンゼス
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306

307
308

健康不全

抽象的関係
存在

1 5 4 5 0 2413-2421

1 6 0 0 0 2422
1 6 1 0 0 2423-2431

309

類・系

1 6 2 0 0 2432-2442

310

関連

1 6 3 0 0 2443

唖、悪疫、悪寒、悪疾、悪心、悪酔い、悪病、鞍擦れ、威勢、胃アトニー、胃カタル、胃
炎、胃下垂、胃拡張、胃癌、胃弱、胃腸炎、胃痛、胃潰瘍、胃病、胃痙攣、萎黄病、萎
靡、一病、一病息災、溢血、稲熱病、引き攣り、陰萎、陰金、疫病、疫痢、疫癘、厭地
病、炎症、遠視、横根、黄熱病、黄疸、下り腹、下血、下痢、下疳、化膿、仮性コレラ、
仮性近視、仮病、夏ばて、夏痩せ、夏負け、夏風邪、火だこ、火脹れ、花柳病、過労、回
帰熱、回虫、回復、壊血病、壊死、壊疽、快気、快方、快癒、怪我、懐郷病、開放性結
核、外痔核、外耳炎、外出血、外傷、革まり、活力、蒲柳、鎌鼬、乾癬、寒気、勧戒、完
治、寛解、干乾し、患い、患い付き、感染、感冒、汗疹、緩解、肝炎、肝硬変、肝臓ジス
トマ、間歇熱、関節炎、癌、癌腫、眼疾、眼精疲労、眼病、雁瘡、頑健さ、奇形、奇病、
寄り目、既往症、機能障害、気の病、気違い、気管支炎、気絶、気病み、気力、疑似症、
吃り、吃音、脚気、脚気衝心、逆さ睫、逆剥け、急性肺炎、急病、牛疫、魚の目、恐水
病、狂い、狂気、狂犬病、狂乱、狭心症、胸焼け、胸痛、胸部疾患、胸膜炎、驚風、業
病、筋萎縮、筋違い、筋炎、筋交い、筋腫、筋無力症、近眼、近視、近目、空気伝染、空
嘔、靴擦れ、珪肺、憩室、軽傷、頚肩腕、激症、穴痔、結核、結石、結節、結滞、結膜
炎、血の道、血清肝炎、血豆、血反吐、血友病、月経不順、月曜病、健やか、健やかさ、
健胃、健康、健康さ、健在、健勝、健全、健全さ、健忘症、肩凝り、元気、原子病、原爆
症、幻覚、幻視、幻聴、言語障害、古傷、股ずれ、股関節脱臼、鼓腸、五十肩、五十腕、
後ろ傷、後遺症、後障害、御出来、御直り、御不例、交替菌、交替菌症、公傷、口蹄、口
蹄疫、口内炎、向こう傷、好調、更年期障害、紅緑盲、高空病、高血圧、高山病、高所恐
怖症、高熱、剛健さ、合併症、黒そこひ、黒死病、黒内障、黒斑病、黒皮症、黒穂病、腰
弱さ、腰折、腰痛、骨萎縮、骨違い、骨折、骨粗しょう、骨膜炎、骨絡み、困憊、昏睡、
根治、根太、挫き、挫傷、再発、才子多病、擦り傷、擦り剥き、鮫肌、三つ口、三重苦、
山岳病、産褥熱、刺し傷、四十腕、四百四病、子宮外妊娠、子宮後屈、子癇、指掌角皮
症、死傷、死病、私傷、紫斑病、紫瘢、脂肪過多症、歯っ欠、歯槽膿漏、歯痛、事故、持
ち直し、持病、治し、治り、治癒、痔、痔核、痔疾、痔切れ、痔瘻、耳疾、耳垂れ、耳鳴
り、耳漏、自家中毒症、自閉、自閉症、自律神経失調症、失語症、失心、失明、湿疹、漆
負け、疾患、斜視、弱り、弱り切り、弱視、手擦れ、手傷、手足口病、手負い、手無し、腫

愛蔵、悪止め、委棄、維持、遺留、一たまり、烏有、衛戌、塩蔵、押し遣り、温存、仮
象、家持ち、火保ち、花持ち、介在、皆無、外在、間に合い、寄留、既存、汲み置き、居
残り、虚、虚ろ、虚像、虚無、共存、空、空々、空々漠々、空しさ、空位、空虚、空虚
さ、空車、空席、空前、空疎、空疎さ、空即是色、空白、空漠、空穂、堅持、遣りっ放
し、顕在、厳存、幻、幻影、現行、現在、現存、固持、固守、後遺、後生大事、御座り、
混在、差し置き、在し、在ソ、在院、在英、在欧、在外、在韓、在京、在郷、在庫、在
国、在団、在中、在島、在独、在否、在仏、在民、在留、索莫、雑糅、散り残り、散在、
散点、残し、残り、残試合、残存、残置、残部、残余、残留、字配り、持たし、持ち、持
ち合い、持久、持続、自存、自留、実在、実存、捨て置き、取り残し、手入らず、手付か
ず、受注残、出し置き、出っ放し、出寄留、出来合い、所在、書き残し、尚蔵、消え残
り、剰余、常詰め、常在、常山の蛇勢、常駐、色即是空、真空、神鎮まり、進駐、陣立
て、据え置き、生き残り、生残、静穏、静粛、積み残し、絶無、潜在、潜伏、操持、其の
他、存在、存置、存廃、存否、存立、耐圧、耐久、滞ソ、滞印、滞英、滞欧、滞韓、滞
京、滞在、滞陣、滞中、滞朝、滞独、滞日、滞仏、滞米、滞留、退嬰、置き、置き去り、
置き場、中空、駐ソ、駐伊、駐印、駐英、駐越、駐加、駐華、駐韓、駐豪、駐在、駐在
員、駐朝、駐独、駐屯、駐日、駐比、駐仏、駐兵、駐米、駐留、駐箚、貯蔵、長持ち、珍
襲、定詰め、底無し、点在、塗り残し、踏み止まり、内在、内在的、日保ち、燃え残り、
配置、買い残し、売り残し、売れ残り、品持ち、不在、不退転、布局、布陣、浮かし、伏
在、幅、腹持ち、物質的存在、分布、併存、平和共存、偏在、遍在、保ち、保衛、保温、
保革、保護、保持、保守、保線、保全、保存、放ったらかし、放っておき、放置、墨守、
無、無き、無さ、無し、無意識、無意識的、無意識裏、無意的、無為、無医、無一物、無
一文、無印、無感覚、無感覚さ、無期、無菌、無沙汰、無札、無事故、無趣味、無傷、無
傷さ、無人、無政府、無税、無籍、無銭、無断、無畜、無賃、無燈、無答責、無糖、無
配、無批判、無禄、無辜、名残、名無し、優生、有り、有り無し、有り余り、有印、有
期、有形、有事駐留、有人、有無、有無し、余し、余り、余計、余剰、余地、余白、余
分、余裕、余蘊、溶存、立錐の余地、留まり、留め置き、留錫、留日、留保、冷蔵、おい
てきぼり、からっぽ、がらがら、がらんどう、がら明き、ご無音、せん方無さ、だぶつき、

亜ぎ、亜種、亜流、悪例、安手、位、位階、異種、異類、異例、違式、遺例、医歯薬系、
域、一家、一義的、一系、一線級、一層、一族、一代雑種、一段、一定、一等、一二例、
一派、一般、一番、一流、一例、員外、因縁、引例、隠喩、雲の上、雲級、雲上、栄位、
英系、英式、演式、押し葉、欧系、欧式、欧風、王座、乙、下、下位、下下の下、下級、
下座、下層、下等、下等さ、下流、仮、佳良、夏型、家筋、家系、家柄、科、科目、河
系、箇条、箇条書、課、俄か仕立て、画一、画一化、改良種、階級、階層、外向型、外
様、各種、各層、各般、各様、格外、格段、核種、掛け替え、官位、官等、幹部候補生、
慣例、鑑、間の子、基準、基本、基本型、基本形、希土類、機種、規格、規矩、規矩準
繩、規準、規定、規範、記載事項、軌範、亀鑑、級位、旧型、旧派、旧例、牛後、巨大、
挙例、協議事項、業種、極め付、極官、極上、極点、菌種、近縁種、近体、九段、空項
目、屈指、勲等、型、型見本、型式、型通り、形、形式、形状、系、系図、系統、系譜、
系列、繋ぎ、芸風、決議事項、血液型、血筋、血統、血脈、月例、券種、検体、見習い、
見返り、見本、原級、古体、古典主義、古流、五段、五分位階層、後項、語例、候補、公
式、好例、校種、甲、甲乙丙丁、甲種、皇統、硬式、綱目、項、項目、高級、高級さ、高
尚、高水準、高段、高度、高等、号俸、国ぶり、国風、国別、今体、今様、昆胤、混血、
最悪、最下、最高、最高級、最上、最善、最低、最良、祭式、細目、材種、罪種、罪例、
作り、作目、作例、刷り見本、雑種、三国一、三親等、三段、三段目、三等、三等親、三
流、四位、四姓、四段、四方山、子項目、子出し、師表、指折り、支系、支流、詩形、試
料、事項、事例、字種、寺格、次位、治験例、自宗、自門、式、七段、実物、実例、社
家、社格、車種、邪、主、主位、主義、主筋、主要、主流、主流派、手本、種、種々、
種々さまざま、種々雑多、種違い、種種、種別、種目、種類、首位、首座、儒家、宗旨、
宗門、秀、十人十色、従一位、従三位、重要事項、重量級、準拠、準繩、純系、純血、順
位、初級、初項、初段、初等、庶流、書き方、書式、諸種、諸般、助、女系、序二段、除
外例、将家、将軍家、小ブル、小会派、小身者、少数党、少納言、症例、象徴、上、上の
部、上位、上級、上座、上質、上席、上層、上層部、上等、上流、場合、条、条目、職
位、職階、職階制、職種、色々、色とりどり、色見本、色変わり、新式、新種、神階、神
経性、親項目、人間並、人並み、図様、水準、随意科目、随一、雛形、世間並、制式、性別
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階

311

関係

1 6 3 1 0 2444

悪縁、因み、因り、因縁、引っ掛かり、永小作、縁、縁遠さ、縁故、縁続き、縁由、遠
縁、横の関係、乙仲、掛かり、掛かり合い、間、間接的、間柄、関わり、関係、関与、関
連、奇縁、気安げ、義理、義理合、誼み、逆縁、旧縁、狭間、近親、金蔓、金脈、係、係
り結び、係わり合い、係累、兄弟分、携わり、経絡、繋がり、血縁、血族、血続き、血
統、見ず知らず、交渉、交友関係、好い仲、構い、合縁奇縁、国際間、柵、三角関係、三
竦み、子中、師資、至親、主格、手広さ、手蔓、縦の関係、宿縁、宿世、出来た仲、所
縁、職掌柄、食い付き、心因、親しげ、親密、人間関係、人脈、水魚、水入らず、生さぬ
仲、疎々しげ、疎ましげ、疎遠、相嫁、相関、相関関係、相即不離、俗縁、続き合い、続
き柄、他事、対人関係、断金、知縁、地縁、痴情関係、仲、直接、直接的、直門、伝、内
縁、二親等、二足の草鞋、二等親、入魂、熱々、不即不離、不仲、夫婦仲、浮き上がり、
腐れ縁、仏縁、別懇、睦まじげ、睦まじさ、睦まやか、密接、脈絡、無縁、無関係、面
識、有縁、与かり、養子縁組、絡み、良縁、類縁、恋仲、連関、忸怩、曰く、絆、羈絆、
お手付き、かかずらい、ばらばら、アンガジュマン、インタレスト、コネ、コネクショ
ン、コミット、スリーウエー、ダイレクト、トラフィック、ネクサス、ネゴシエーショ
ン、プロパーコミット、リレーション、リレーションズ、ＨＲ

312

本末

1 6 3 2 0 2445-2447

悪の根元、井泉、一元、一元的、因り、音源、下地、化粧下、禍根、活力素、基、基幹、
基軸、基準、基礎、基体、基柱、基調、基底、基盤、基部、基本、基本的、規準、起こ
り、起原、給原、拠り所、権輿、元、元種、原泉、原点、原動、源、源泉、源流、語原、
光源、国本、骨幹、骨子、根、根幹、根幹部、根拠、根源、根底、根本、根本的、罪源、
財源、始、始まり、始め、始原、始原的、枝葉、枝葉末節、字源、手初め、種、宗、出
所、初め、証拠、震源、水源、水源地、生得、泉、礎、素地、大盤石、大本、第二義、
端、地盤、電源、土台、湯元、熱源、発売元、販売元、病原、富源、淵源、物種、母胎、
本元、本源、本初、本末、末梢、末節、末端、免疫元、由来、労基、イド、オリジン、グ
ルント、ゼロベース、ドル箱、ニュースソース、ビタミン給原、プリミティブ、プロトタ
イプ、ベーシック、ベース、ベーストーン、ラジカル、ルーツ

313

因果

1 6 3 3 0 2448-2453

悪因、悪因悪果、悪果、悪循環、偉効、異化作用、謂れ、遺伝子、医原、一因、一石、因
り、因りけり、因縁、因果、因果応報、因子、因由、運根鈍、影響、益、益体、演出効
果、遠因、応、応報、押し及ぼし、音響効果、可逆反応、果報、火種、外因、核反応、角
影、楽屋落ち、巻き込み、巻き添え、感応、関わり、関係、玩物喪志、癌、基、機縁、帰
結、帰趨、起こり、起因、逆効果、響き、業報、近因、偶因、結果、結果的、結末、見応
え、験、元、元凶、原因、言い甲斐、限界効用、呼び水、後腐れ、交換条件、光導電効
果、功、功徳、功力、効、効き、効き目、効果、効果薄、効験、効能、効用、効力、口
火、抗元、根因、差し響き、罪因、作用、削剥作用、三一致、産物、仕儀、死因、至り、
資格、賜物、歯応え、時効、治験、治効、自業自得、自浄作用、実効、実積、実績、主
因、手答え、種、首尾、周り、十分条件、重宝、所為、諸因、勝因、衝撃、障り、条件、
条件反射、心因、真因、推し及ぼし、勢い、成り行き、成れの果て、成因、成果、成績、
生き甲斐、西漸、西洋かぶれ、戦果、煽り、詮、前兆、前提、善果、善感、素因、訴因、
奏効、相関関係、相対ずく、相談尽、側杖、即効、速効、大効、大前提、致命傷、遅効、
跳ね返り、釣果、底意、釘応え、当たり障り、当り障、当り障り、動因、動機、導火線、
特ハン、特効、読みで、読み応え、内因、難条件、年甲斐、波紋、敗因、発効、反映、反
応、反響、反作用、肥効、必要条件、病因、病原、病根、不結果、付帯条件、副因、副作
用、聞き応え、妙用、無効、無条件、無用、命取り、薬効、薬理、薬理作用、訳、有効、
有効性、誘い水、誘因、余波、与件、揚句、要因、要件、要素、陽報、落ち、利かし、利
き目、利益、理由、立地条件、立方、累、霊験、労働条件、話がい、曰く、皺寄、皺寄
せ、祟り、覿面、おさまり、きっかけ、せい、とばっちり、どんでん返し、なごり、やり
がい、エフェクティブ、エフェクト、コミット、ハッピーエンディング、ハッピーエン
ド、ハンディキャップ、ハンディキャブ、パッピーエンド、ファクター、プロモーター、
ホメオスタシス、ポスチュレート、モーティブ、モチーフ、モチベーション、ユーティリ
ティ、リアクション、リザルツ、リザルト、リバーブ、リレーション、リレーションズ、
Ｒｈ因子、ＷＡＳＰ

314

理由目的

1 6 3 4 0 2454-2457

意図、意味合、為、謂れ、一兎、営利的、確証、基礎付け、旗印、規準、拠り所、決め
手、原拠、言い分、言質、言葉質、故、公証、効用、口実、綱領、根拠、罪跡、使い道、
使途、子細、志、事情、事訳、事由、次第、実例、主眼、趣意、書証、諸訳、照準、証、
証拠、証左、証書、証明、証憑、食糧事情、心証、人証、狙い、狙いどころ、槍玉、多目
的、対象、脱線、徴証、徴憑、敵本、的、典拠、都合、当て、当て所、動機、入り訳、入
訳、反証、費途、不拡大方針、付け目、物証、物的証拠、弁解、方向、方針、法的根拠、
傍証、本証、名目、明証、目星、目的、目途、目当て、目標、訳、訳合い、訳柄、由、用
途、来由、理屈、理由、裏書き、例証、廉、論拠、曰く、曰付き、そのため、ため、め
ど、ゆえん、ゆゆしさ、アリバイ、エンドースメント、オールパーパス、オブジェクト、
グルント、ターゲット、マルティパーパス、ユーティリティ、ラール、リーズン、レーゾ
ン、レーゾンデートル、レファレント

59 / 73 ページ

通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
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315

異同

1 6 3 5 0 2458-2461

宛然、異、異なり、異曲同工、異種、異性、異体、異同、異名同人、異類、違い、一つ、
一丸、一緒、一心同体、一如、一様、一律、雲泥、画一化、画然、開き、格外、格別、隔
たり、擬態、疑似、距離、共通、均一、均質、均質的、均等、筋違い、近似、区々、区々
まちまち、区別、空似、懸け隔たり、懸隔、懸絶、見込み違い、原寸、個人差、五十歩百
歩、御似まし、合同、酷似、差、差異、差等、三人三様、視差、似、似た者、似つき、似
寄り、似通い、種変わり、勝差、小異、小差、少異、人違い、寸尺、生き写し、斉一、千
差万別、選び、前年同期、前年同月、相違、相似、相星、其の様、対、対スコア、大同、
大同小異、段ち、段違い、男女同権、値幅、等しさ、等価、等差、等値、等張、等比、等
辺、等量、等類、統一性、同、同じ、同位、同一、同一轍、同格、同学、同期、同級、同
郷、同業、同型、同系、同系色、同権、同原、同好、同工、同工異曲、同根、同氏、同
時、同室、同質、同車、同種、同宿、同床異夢、同上、同乗、同色、同数、同姓、同性、
同船、同前、同然、同族、同断、同点、同等、同日、同年、同年輩、同番、同病、同苗、
同風、同文、同様、同類、同列、特異、比、比肩、比倫、比類、飛び違い、匹敵、氷炭、
表裏一体、不同、父親似、幅、紛い、並び、別、別個、別項、別様、変わり、模擬、類、
類い、類似、類同、連類、逕庭、霄壌、お互いさま、お互い様、それぞれ、アナロジカ
ル、イコール、タイ、タイムディファレンス、ノルマ、パー、パララックス、パリ
ティー、ユニ、ユニティー、ワイダー

316

適合不適合

1 6 3 6 0 2462-2464

暗合、一足ちがい、一致、映り、円転滑脱さ、応能、応分、穏当、夏向き、荷重、荷厄
介、過分、解離、該当、格好、眼高手低、器量負け、宜しき、筋違い、筋交い、契合、欠
格、元通り、互換性、口合い、向き、好個、好適、行き違い、合い、合一、合格、合性、
合致、合法、合法的、合目的々、最適、錯誤、擦れ違い、至当、似つかわしげ、似つかわ
しさ、似合い、似合わしげ、似合わしさ、持って来い、自家撞着、煮頃、若向き、取って
付けた様、手頃、順当、順当さ、場違い、場所塞ぎ、食い違い、世間離れ、切実さ、相
応、相性、相当、相剋、即応、即実、即実的、其れ丈、其れ相応、其れ相当、妥当、打っ
て付け、大穴、調和、痛し痒し、釣り合い、滴々、的外れ、的確、的確さ、的中、適い、
適応、適格、適宜、適合、適材適所、適切、適切さ、適中、適度、適当、適任、適否、適
法、適役、適齢、当たり、当て嵌まり、当意即妙、当世向き、当否、撞着、二律背反、年
寄の冷水、能い、背馳、背反、背離、畑違い、半端、板挟み、必中、不一致、不向き、不
合格、不似合い、不自然、不自然さ、不調和、不釣合、不適、不適格、不適切、不適当、
不適当さ、不適任、符合、副い、分外、分相応、吻合、文字通り、平形、平行、変則、便
宜、法力、矛盾、名ばかり、名前負け、予想通り、龍頭蛇尾、臨機応変、霊肉一致、論
外、乖離、剴切、嵌まり、悖り、扞格、翕然、誂え向き、齟齬、おこがましさ、お門違
い、すっとんきょう、そぐわなさ、それなり、だぶだぶ、ちぐはぐ、ちんぷんかんぷん、
とんちんかん、ふさわしさ、もくろみはずれ、ゆかしげ、らしさ、アンチノミー、アンチ
モニー、オプティマム、コンコーダンス、コンフリクト、シェイプド、ジレンマ、タイム
ラッグ、タイムリー、バララックス、フォトジェニック、マッチ、ユーナニミティ、レリ
バンス

317

対応

1 6 3 7 0 2465-2472

圧倒的、按分比例、一脈、縁座、逆、逆さ、逆ざや、逆しま、逆コース、逆ザヤ、逆効
果、逆手、逆比、逆比例、逆夢、逆様、逆立ち、係り結び、繋がり、繋ぎ、結び付き、呼
応、互い違い、後ろ合わせ、交わり、交互、交差、校合、合同、懇意、三つ角、参看、順
応、承接、照応、唇歯輔車、森羅、真っ逆さま、親密、垂直、水平、正反対、正比例、接
続、絶対、双互、層々、層々累々、相互、相持ち、相身互い、相即、相対、相対的、対、
対ソ、対伊、対印、対英、対越、対応、対欧、対加、対外、対韓、対空、対校、対豪、対
照、対照的、対称、対人、対前年比、対地、対置、対中、対朝、対敵、対当、対独、対
内、対日、対比、対仏、対物、対米、対峙、対蹠、対蹠的、対蹠点、代わり合い、代わり
番こ、地対空、地対地、逐語、逐字、逐条、直結、適応、倒置、同座、導通、入り違い、
反、反対、反比例、比例、紐帯、付かず離れず、併結、平ら、平形、平行、裏、裏側、裏
腹、臨機応変、連なり、連係、連携、連結、連鎖、連座、連続、連続的、連帯、連絡、連
累、鯱だち、あべこべ、しゃっちょこだち、まっさかさま、オンライン、コルレス、コン
トラスト、コンビネーション、シナジー、ジョイント、ストレート、ソリダリティー、
チームワーク、デュアリズム、トイメン、ノミナル、バーサス、パラレル、ヒッチ、
フュールジッヒ、プロポーション、ホームアンドアウェー、ボルテックス、メディア、ラ
ス、リエゾン、リバース、リンク、リンケージ

318

独立従属

1 6 3 8 0 2473-2475

依拠、依存、依命、一人だち、一人善がり、一人歩き、一人立ち、一本だち、家付き、掛
かり、括弧付き、基づき、帰属、気付、及ぼし、拠り、拠り所、共存、共存共栄、原付
き、厳正中立、言いなり、孤、孤独、孤立、孤立無援、降り懸かり、根差し、座付き、在
籍、四面楚歌、思い思い、自主、自主的、自発的、自律的、自立、主動的、受け身、受け
太刀、受動、受動的、従い、従属、準拠、所在、所属、条件付き、食い、食らい、新株付
き、臣属、随身、随伴、正札付き、積極、専属、相互依存、総裏、則り、他律的、対立、
隊付き、題下、但付き、淡々、着剣、中立、超然、直属、追い、鼎立、添い、特立、独
立、二次的、能動、配属、買い、皮付き、被り、紐付き、不偏、不偏不党、付、付き、付
随、付属、付帯、負い、部属、副次的、分立、並立、別々、保証付き、本属、民族自決、
無援、無所属、無抵抗、無党、無党無派、無派、遊離、与かり、濫立、離れ離れ、立脚、
両立、隷下、隷従、隷属、連立、臑噛り、お座付き、インディペンド、インデペンド、オ
プショナル、オリジナル、ニュートラリティ、ニュートラル、フリー、リバティー、ワー
クイットセルフ、ｃ／ｏ
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均衡不均衡

1 6 3 9 0 2476-2478

悪平等、位倒れ、一面的、円満さ、応分、過ぎ者、過疎、過密、画一的、階調、官紀、眼
高手低、雁行、器量負け、規則的、規律、協調、極端、均し、均一、均衡、均整、均等、
健全、兼合い、権衡、見合い、五分五分、公序、綱紀、合い、雑駁、参差、似合い、持ち
合い、取って付けた様、出たら目さ、振り合い、整然、相応、相殺、相称、相性、相当、
其れ相応、其れ相当、対称、対当、秩序、中庸、調和、釣り合い、纏まり、塗りむら、等
質、頭でっかち、頭重、凸凹、配剤、伯仲、伴い、不規則、不規則さ、不協和音、不均
衡、不相応、不揃い、不釣合、不統一、不統一さ、不備、不平等、平々坦々、平均、平
衡、平準、偏り、偏狭さ、偏頗、片ちんば、片手落ち、法秩序、面対称、予定調和、和、
和音、和声、和諧、拮抗、渾然、稠密、稠密さ、跛、跛行、そぐわなさ、それなり、はげ
ちょろ、アコード、アコモデーション、アシンメトリー、アンシンメトリー、アンバラン
ス、イーブン、イレギュラー、エキリブリアム、コルレス、コンスタント、シンメト
リー、シンメトリカル、ディシプリナリー、ディスハーモニー、トップヘビー、ハーモ
ニー、バランス、バランスド、プロポーション、ラグ、ランダム
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優劣

1 6 3 A 0 2479-2482

圧巻、安っぽさ、位負け、偉さ、異彩、一視同仁、一人舞台、一線級、一鶴、一等、一日
の長、一番、一番手、一枚上手、一廉、引、引き立ち、迂闊さ、栄位、栄養失調、穎脱、
鋭脱、下だらなさ、下位、下下の下、下等さ、下風、下物、何より、過ぎ者、駕ぎ、蓋
世、冠、冠絶、堪能、顔負け、希世、希薄さ、機会均等、輝かし、共通、曲がりなり、極
め付、極製、空へた、空前絶後、傑作、傑出、結構、結構さ、結構ずくめ、堅実、見映
え、見事さ、見劣り、限外、古今未曾有、古拙さ、五分五分、互角、光り、光彩、公平、
巧遅、巧遅さ、巧妙さ、巧緻さ、高まり、高水準、今一つ、差し切り、最、最右翼、最
善、際立ち、三国一、三等、三文、三流、指し勝ち、至高、至上、次ぎ、弱さ、弱小さ、
弱体さ、弱点、取っとき、殊勝、首位、秀逸、秀抜、秀抜さ、秀麗、出し抜き、出色、出
来映え、出来損ない、出藍、勝り、上々、上々吉、上の部、上位、上作、上手、上出来、
心劣り、親勝り、人間並、水際だち、頗る付き、生まれ損ない、生れ損い、生れ損ない、
精彩、精良、拙さ、拙戦、拙走、拙劣さ、絶後、絶世、絶倫、賎劣、選りすぐり、選り抜
き、選良、前代未聞、粗悪さ、粗雑さ、粗末さ、相碁、相星、増し、遜色、対等、大出
来、卓越、卓出、卓絶、卓然、卓抜、卓立、段ち、段違い、稚拙さ、超越、超克、超絶、
超凡、超弩級、陳腐さ、追い越し、追い抜き、低位、低級さ、低水準、低劣さ、天才的、
天晴、杜撰さ、杜漏さ、等し並、等価、同等、特出、特撰、独走、独歩、内劣り、伯仲、
白眉、抜き去り、抜け出り、抜群、非凡、飛び切り、百選、不世出、不良、富強、負け
色、平等、並々、並み、並み大抵、別格、芳しさ、妙、無差別、無差別さ、無上、名う
て、名答、名誉、目立ち、尤、優、優位、優越、優秀、優秀さ、優勝劣敗、優勢、優性、
優占、優長、優等、優良、優良さ、優劣、有数、有利、有利さ、有力、落とし、立ち勝
り、粒選り、粒揃い、凌ぎ、凌駕、力負け、霊妙、劣り、劣位、劣弱、劣性、劣等、劣等
さ、嶄然、曠世、錚々、いまひとつ、ごまめの歯軋り、さしも、さすが、すてきさ、すば
らしさ、ちゃち、ちゃちさ、ちょろさ、つまらなさ、どっこいどっこい、へっぽこ、へぼ
さ、へまさ、ぼろくそ、まずさ、イーブン、イコール、グレーテスト、ストライク、セン
セーショナル、ハイパー、パーフェクト、ビューティフル、ヘゲモニー、ベストエイト、
ベター、マイナー、メジャー、ワンサイド

1 6 4 0 0 2483

性質、ばらばら

1 6 4 1 0 2484-2492

悪擦れ、悪質、悪趣味、悪習、悪摺れ、悪性、悪癖、悪辣、安全性、安定性、暗愚、威
徳、意気、意気地無し、意志強堅、意志的、意地、意地っぱり、意地悪、意欲的、異常、
移り気、移植性、遺徳、一意性、一貫性、一人善がり、一徹、一徹者、一癖、一本気、一
枚上手、因業、因習的、因循、因循さ、引っ込みがち、引っ込み思案、淫蕩、淫奔、淫
乱、淫猥、陰気、陰険、陰険さ、陰湿、陰性、陰弁慶、陰鬱、右利き、羽状、迂愚、臼
状、渦状、運動不足、永遠性、英明、英邁、衛生家、鋭敏、液状、液相、厭人癖、円満、
延性、艶消し、遠大、横紙破り、横着、横柄、横暴、憶病、臆病さ、臆病者、恩知らず、
温か、温雅、温厚、温厚さ、温柔、温順、温順さ、温良、温良さ、温和、温和さ、穏やか
さ、穏健、穏健さ、音楽好き、音質、下作、下司、下種、下地、下等、下品、下劣、仮
性、加速性、可愛げ、可換、可逆、可逆性、可耕、可侵、可塑、可塑性、可鍛、可聴、可
燃、可燃性、可溶、可溶性、寡黙、寡黙さ、寡欲、歌柄、苛性、過敏さ、我が侭、画質、
画然、雅やか、雅量、回りくどさ、快活、快活さ、開けっ広げ、外向、外向性、外柔内
剛、格安、確実性、角質、革質、楽観的、楽天主義、楽天的、割安、割高、活性、活動
家、活動的、活発、粥状、乾性、寒がり、堪え性、完全、完全無欠、官僚的、寛厚、寛厚
さ、寛仁、寛大、寛裕、寛容、寛容さ、寛闊、慣性、汗かき、甘口、簡便、簡明、間抜
け、間抜けさ、閑雅、関連性、頑強、頑愚、頑健、頑固、頑丈、頑迷、頑迷さ、頑迷固
陋、頑迷不霊、奇骨、奇特、奇癖、奇麗好き、機械的、機嫌買い、機敏、帰原性、帰巣
性、気、気さく、気位、気宇、気宇宏大、気液相、気概、気楽、気軽、気高さ、気骨、気
散じ、気質、気弱、気弱さ、気取り屋、気障、気丈、気丈夫、気心、気随、気性、気節、
気前、気早、気早さ、気相、気短、気長、気難しげ、気難しさ、気品、気風、気分屋、気
紛れ、気紛れさ、気侭、気侭さ、気立て、気鬱性、気稟、貴族的、儀礼的、疑陽性、義理
堅さ、客観性、客好き、吸湿性、急進的、急性、求心的、旧弊さ、居丈高、虚弱、凶悪、
凶悪さ、凶暴、凶暴性、凶猛、協調性、強か、強圧的、強引、強気、強気さ、強健、強
堅、強固、強固さ、強硬さ、強情、強情さ、強靭、強靭さ、強壮、強突張りさ、強暴、強
欲、強欲さ、強力、怯懦、恐妻家、恭倹、恭謙、教育的、狂的、狂暴、狂暴さ、狭小、狭
小さ、狭量、狭量さ、凝り性、業突張り、業突張りさ、極悪、極悪さ、極悪非道、極性、
極道、極道さ、勤勉、勤勉さ、均質性、襟度、謹厳、謹厳さ、謹厳実直、謹厚、謹直、謹直
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特徴

1 6 4 2 0 2493-2495

異彩、異質、異質的、異色、異例、一介、一次性徴、一般、一般性、一般的、引け目、画
一的、画期的、画時代的、怪、怪し、怪異、怪奇、怪訝、格別、勘定高さ、間然、奇、
奇々、奇々怪々、奇々妙々、奇っ怪、奇異、奇怪、奇怪さ、奇怪千万、奇矯、奇警、奇想
天外、奇想天外さ、奇特、奇抜、奇抜さ、奇妙、奇妙さ、希代、希有、規範的、記録的、
鬼門、泣き所、旧弊、強み、郷土色、驚異的、苦手、型破り、隙、桁違い、桁外れ、欠
陥、欠点、穴、月並、見事、見所、幻怪、個性的、固有、固陋さ、語弊、荒唐、荒唐無
稽、国粋、細瑾、在り来たり、斬新、刺激的、旨味、時弊、七難、七不思議、実利、実
力、弱み、弱体、弱点、取り所、取り柄、手薄、秀逸、十人並、宿弊、傷、障害、場違
い、常識的、常並、常凡、色彩、心豊か、新奇、新奇さ、申し分、神秘、尋常、尋常一
様、粋、性徴、精華、精粋、精髄、積弊、拙、拙劣、尖端的、疎漏、粗、素因、遜色、代
表的、短、短所、地の利、地方色、致命的、長所、珍、珍か、珍しがり、珍しげ、珍し
さ、珍奇、珍妙、珍妙さ、珍無類、陳腐、通患、通性、通俗、通俗的、通弊、通有、通有
性、典型的、党弊、得意、得手、特異さ、特質、特殊、特種、特色、特性、特徴、特徴
的、特長、特定、特別、特有、独自、独自性、独創性、独創的、独特、独特さ、独歩、突
飛、突飛さ、内患、内憂、難、難点、難癖、二次性徴、破格、破天荒、抜け目、繁縟、卑
屈さ、美点、標準、標準的、不可解、不可解さ、不可思議、不気味、不気味さ、不思議、
不思議さ、不熟、不調法、不特定、付け目、普通、普遍、普遍的、風変わり、複雑怪奇、
物珍しげ、物珍しさ、分別臭さ、平々凡々、平板、平凡、平凡さ、弊、弊害、弊風、並
み、並み大抵、別格、偏狭、変、変てつ、変格、変則的、本有、凡、摩訶不思議、妙ちき
りん、妙ちきりんさ、無責任さ、面妖、模範的、目覚ましさ、目新しさ、有名、余弊、利
点、立派、立派さ、良さ、爬羅、瑕瑾、瑕疵、あら、おかしげ、おかしさ、きてれつ、く
どき上手、けったい、けったいさ、すっ頓狂さ、すてき、へんちくりん、へんてこ、めん
ようさ、アトラクティブ、アドバンテージ、アドホック、ウィークポイント、エキス、エ
キセントリック、エポックメーキング、オーディナリー、オリジナル、ジェネリック、ス
タンダード、セリングポイント、ティピカル、デメリット、トリビア、ナショナリ
ティー、ナショナル、ナショナルカラー、ネガチブ、ファンシー、ポピュラー、マイ
ナー、マイナス、メリット、ユニーク、ユニバーサリティー、ユニバーサル、ローカリテ
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実質

1 6 4 3 0 2496-2498

以ての外、意味深長、営利的、屋台骨、化学的、家構え、家作り、家相、河系、開業医制
度、外開き、外構え、外的、概括的、格構造、格子造、学的、学問的、学理的、完全、完
全無欠、簡潔、簡素、肝心、肝腎要、間取り、基本、基本的、機械、機構、客観性、客観
的、巨視的、業容、区々、具案的、具象的、具体的、空想的、形骸、形式的、系、系統、
系統的、計略、権現造、五蘊、公式的、構図、構成、構造、荒さ、骨、骨格、骨幹、骨組
み、細胞組織、作り、三段構え、仕組み、史的、子細、至純、事細か、耳寄り、質実さ、
実、実質、実質的、弱性、主観的、主要、柔構造、重宝、重要、重要さ、純正、書院造、
序破急、小屋組、小規模、詳細、詳密、詳密さ、詳略、上部構造、冗漫さ、寝殿造、心理
学的、神明造、陣容、数学的、制度、成分、正味、盛りだくさん、精巧さ、精粗、精密
さ、精緻さ、石組、石組み、石敷き、切り妻、全美、粗さ、粗削り、組み、組み合わし、
組み立て、組織、組成、造り、打線、体、体系、体系的、体制、大掛かり、大規模、大仕
掛け、秩序、茶室建、中規模、中身、抽象的、丁寧、通信網、吊構造、哲学的、店懸り、
店構え、電動、統一的、内実、内的、内包、内面的、内容、二段構え、二頭立て、半間、
非上場、必要不可欠、表構え、貧寒、不可欠、不要、分類、平面的、片流れ造、編制、編
成、放送網、明細、目障り、問題外、問答無用、門構、門構え、優渥、有意義、有意的、
有望、有名無実、雄大、用件、用向き、要素、要点、利便、立て付け、立体的、略式、流
れ造、両蓋、歴史的、枠組み、嵌め殺し、枡組み、渾然、獰悪、からくり、ばね仕掛け、
むだ、アーキテクチャ、アカデミック、アンシャンレジーム、インターネット、エコシス
テム、エレメント、オーガニゼーション、オートマトン、カメラアングル、ギミック、ク
ローズドシステム、ゲシュタルト、コンクリート、コンセプチュアル、コンノーテーショ
ン、コンポ、コンポジション、コンポゼ、サーボ、システマタイズ、システマチック、シ
ステム、システムズ、シニフィエ、シューティング、シンジケート、シンフォニック、シ
ンプル、スケレトン、ストラクチャー、ストラクチュアド、ストラクチュアル、セルフ
コッキング、ゾーンパスシステム、ダブルコシアシステム、テクニカル、テクノストラク
チャー、テレコンネット、トラス、トリッキー、トリック、ニューメディア、ネット、
ネットワーク、バン、パラドクシカル、パレチゼーション、ビジネスライク、ピオネー
ル、ファンタジック、ファンタスティック、フレームワーク、プラクティカル、ベーシック
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力・能力

1 6 4 4 0 2499-2506

悪賢さ、悪才、握力、圧搾力、偉才、威勢、威力、意気、意気地、異能、郁々、一気呵
成、一騎当千、一芸、一知半解、一能、一文不通、隠し芸、隠然、迂遠、鰻登り、雲気、
影響力、穎悟、英気、英才、英資、英邁さ、鋭さ、鋭敏さ、鋭利さ、越後獅子、円満、演
技、押せ押せ、旺ん、旺盛、音痴、下手、寡聞、果敢さ、歌才、火っ気、火の手、火気、
火勢、苛烈さ、過激、我慢強さ、画才、解像力、快技、快足、快速力、怪力、怪腕、戒
力、該博、該博さ、核戦力、核力、学才、学力、楽才、活、活眼、活気、活力、滑舌、感
受、感受性、観察眼、鑑識、鑑定、間抜け、間抜けさ、眼光、眼識、眼力、頑迷不霊、願
力、伎芸、器、器用、器用さ、器量、奇才、奇絶、奇絶怪絶、奇知、機根、機才、機転、
機能、機敏、気鋭、気炎、気概、気合、気乗り、気勢、気迫、気力、記憶力、鬼に鉄棒、
鬼才、技、技芸、技巧、技巧的、技術、技術的、技能、技量、客気、脚力、吸収力、弓
勢、球威、究竟、虚仮、競争力、強げ、強圧、強記、強肩、強弱、強大、強大さ、強力、
強力さ、強烈、強烈さ、教権、教養、矯激、業、曲芸、曲乗り、筋力、金ずく、金剛力、
金槌、金力、具眼、愚、愚か、愚かさ、愚かしげ、愚かしさ、愚の骨頂、愚鈍さ、愚昧
さ、空へた、空元気、偶力、屈強、慧眼、経験的、警察力、警抜、芸、芸才、芸風、芸無
し、激しさ、激越、激越さ、激甚、激烈、激烈さ、決断力、血の巡り、血気、権柄ずく、
権力、県勢、見せ所、見所、賢げ、賢さ、賢しげ、賢しら、賢愚、賢才、賢明、賢明さ、
遣り口、遣り方、元気、原動力、現有勢力、後天的、御家芸、御眼鏡、悟性、語学力、語
勢、光力、効率、口才、向こう意気、向日、好学、好技、巧、巧み、巧技、巧者、巧手、
巧拙、巧妙、巧緻、抗病力、拘束力、攻勢、浩然の気、荒々しさ、荒らか、荒技、行力、
購買力、高性能、剛、豪快さ、豪壮、豪勇さ、国勢、国富、国防力、国力、腰弱、根気、
根限り、最強、才、才覚、才幹、才気、才気煥発、才識、才色、才色兼備、才藻、才知、
才徳、才能、才筆、才望、才略、才力、才腕、犀利、犀利さ、細工、財力、殺人的、三面
六臂、四十八手、士気、士魂商才、市勢、思考力、死力、至妙、視力、詩才、詩人的気
禀、資格、資質、資力、持久力、持続力、自助、自力、識別力、軸馬力、実技、実行力、
実際的、実力、若気、弱腰、弱小、主力、守勢、手の内、手の物、手ばしこさ、手まめ、
手まめさ、手間、手強げ、手強さ、手筋、手際、手性、手並み、手法、手無し、手練、手
腕、趣味、受容力、呪力、樹勢、州権、衆力、十八番、重圧、熟知、術、俊才、俊敏、駿足

1 6 5 0 0 2507

状態
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様相

1 6 5 1 0 2508-2535

唖然、阿漕、阿吽、哀れ、哀れげ、哀切、哀調、愛しげ、悪逆無道、悪質、悪趣味、悪
性、悪性インフレ、悪辣、絢爛、絢爛豪華、綾、安らか、安易、安逸、安穏、安楽、安
閑、安危、安気、安心、安静、安全、安泰、安直、安定、安寧、按排、暗々、暗々裏、暗
闇、暗然、暗中、暗流、暗鬱、暗澹、闇、闇雲、以ての外、位相、依然、委曲、委細、意
外、意義、意想外、意味、易々、易き、易さ、易しげ、易しさ、為所、異国的、異常、異
状、謂れ、違和、違和感、遺憾、遺伝的、郁々、磯況、一触即発、一生面、一張一弛、一
長一短、一途、一風、一方的、一本調子、一面識、一目瞭然、印象的、引き締まり、引っ
掻き回し、淫ら、淫佚、陰々、陰影、陰気、陰気さ、陰惨、陰鬱、隠然、隠微、韻致、右
往左往、烏滸の沙汰、羽交いじめ、羽目、迂遠、迂闊、雲煙、雲行き、叡らか、嬰ハ短
調、衛生的、厭、厭わしげ、厭地、円滑、円滑さ、円転滑脱、円満、奄々、延々、演説口
調、塩梅、奥深さ、押し詰まり、押し迫り、押すな押すな、押合い圧合い、横車、横道、
億劫、億劫さ、乙りき、温和、穏やか、穏やかさ、穏健さ、穏当、穏便、音、音色、音
調、音締め、音律、下がり目、下情、下品、下劣、化学的、価値、佳、加減、加速度的、
可、可愛げ、可及的、可能、可能性、可否、夏枯れ、家庭的、科学的、果敢、果断、歌
境、火の気、火加減、苛酷、苛立たしげ、苛烈、華やぎ、過激、過大、過保護、我が物
顔、画期的、画時代的、画趣、画調、画餅、雅、雅ごころ、雅やか、雅懐、雅趣、雅俗、
雅致、雅馴、雅味、壊乱、快調、快調さ、快適、怪しげ、怪奇さ、改まり、晦渋、晦渋
さ、灰色、絵肌、開き直り、開放的、開豁、階調、慨然、概ね良好、概況、撹乱、格式張
り、確か、確個、確固、確実、確然、確定的、覚束無げ、覚束無さ、角張り、角目立ち、
角立ち、郭寥、革新的、楽屋裏、掛かり、活気、活況、活動的、活発、滑らか、滑稽、滑
稽さ、滑脱、釜中の魚、瓦石、寒々しさ、姦しさ、完全、完全さ、完全無欠、完調、完
備、完璧、官臭、寛厳、感、感慨無量、感傷的、感情的、環境、甘口、簡、簡易、簡易
さ、簡捷、簡素、簡素さ、簡単、簡便、簡明、簡約、簡略、簡勁、緩さ、緩まり、緩み、
緩やか、緩やかさ、緩急、緩徐、緩衝、緩慢、緩和、肝心、肝腎要、肝要、観念的、間延
び、間接、間接的、間歇的、閑々、閑雅、閑散、閑寂、閑静、含蓄、危うげ、危うさ、危
なさ、危なっかしげ、危機、危急、危局、危険、危険度、危篤、危殆、喜々、奇っ怪さ、
奇跡的、奇態、嬉しげ、希望的、忌々しげ、旗色、既設、既知、棋局、棋勢、機、機会、機
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境遇

1 6 5 2 0 2536-2559

悪運、悪運続き、悪縁、安らかさ、安穏、安閑、安泰、安否、暗さ、位、位階、位地、位
置、偉さ、意見、椅子、異腹、異母、井戸塀、育ち、一花、一身上、一人ぼっち、一人
者、一人身、一層、一箪の食、一白、一文無し、一蓮託生、一浪、因縁、因果、羽目、
運、運気、運勢、運否天賦、運命、運命的、雲の上、雲上、営々、栄、栄位、栄華、栄
爵、栄耀、栄耀栄華、閲歴、円満、円満さ、縁、縁遠さ、艶福、王位、王座、黄禍、温室
育ち、温和、穏やか、穏やかさ、穏健さ、穏便、下位、下座、下賎、下層、下物、佳人薄
命、家運、家格、家柄、暇、暇さ、果報、歌歴、火の車、火の性、火急、禍々しさ、禍
害、禍事、禍福、過保護、画歴、回り合わせ、開運、階級、階層、各層、格、格式、角
度、角番、学位、学卒、学歴、楽、釜中の魚、官位、官爵、官途、官等、観点、閑、閑
散、閑地、危がり、危なっかしさ、危急、危急存亡、危険、危地、危殆、奇禍、既婚、気
楽、気遣わしげ、気任せ、気忙しげ、気忙しさ、吉、吉凶、吉左右、吉事、客位、逆運、
逆縁、逆境、宮腹、急、汲々、球歴、窮境、窮鼠、窮地、窮鳥、窮迫、窮乏、級位、居
中、虚位、共栄、共存共栄、凶、凶事、境界、境涯、境遇、境地、局外中立、極官、極
貧、玉の輿、金欠、金欠病、九死、九紫、九星、九曜、句歴、苦界、苦境、虞犯、空、空
位、空尉、空穴、空席、勲爵、刑余、慶事、慶福、景福、系譜、経歴、結構ずくめ、血
統、肩書き、見地、見方、険悪、顕爵、顕要、現身、孤独さ、五位、五黄、五等爵、後
家、後身、後天、御の字、御嬢様育ち、交通禍、交通地獄、公生涯、好事、好都合さ、幸
い、幸せ、幸運、幸甚、幸先、幸福、幸福さ、慌ただしげ、慌ただしさ、皇位、皇祚、高
位、高貴さ、高次、高卒、高段、高踏的、高名、高楊枝、豪華さ、豪富、国運、国富、国
歩、国力、忽忙、困窮、最左翼、最繁、塞翁が馬、災い、災禍、災難、細微、財、財力、
三位、三碧、惨め、惨禍、産、四姓、四緑、子沢山、死線、死地、氏素姓、獅子宮、至
福、視座、視点、詩歴、資格、寺運、寺歴、持ち場、時運、次席、七赤、質素さ、写歴、
斜陽族、社運、社家、社歴、爵、爵位、爵禄、弱み、手持ち無沙汰、首位、首座、呪わし
さ、住所不定、十全、従属的地位、重任、宿運、宿世、宿命、宿命的、出、出自、出身、
順縁、順境、所在、所在無げ、所出、所帯持ち、庶腹、序列、勝運、商運、妾出、妾腹、
将家、将軍家、将来性、小閑、小吉、小康、小市民、小身、小忙しさ、上々吉、上位、上
座、上席、上層、浄福、状況、状態、職位、職階、職業的、職歴、食い上げ、食い倒れ、心
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風観姿

1 6 5 3 0 2560-2563

愛くるしさ、悪相、悪達者、絢爛、絢爛さ、絢爛豪華、偉観、偉容、威、威儀、威厳、威
光、威信、威武、威風、威風堂々、威容、威力、威令、異観、異形、異国的、異相、異
様、異様さ、一所懸命、一心不乱、一生懸命、一杯、一皮、一目瞭然、印相、淫佚、淫
靡、陰惨、瓜実顔、影、影像、英姿、炎々、艶やか、艶やかさ、艶姿、艶消し、艶然、艶
美、艶冶、艶容、艶麗、艶麗さ、遠大さ、汚なげ、汚ならしげ、押し出し、横太り、恩
威、温容、下げ前髪、下げ髪、化けの皮、佳麗、可憐、可憐さ、夏姿、家構え、家相、家
庭的、家風、歌風、花の顔、花車、華々しさ、華やか、華やかさ、華美、華美さ、華麗、
蝦腰、画風、悔しげ、恢々、魁偉、魁偉さ、絵姿、外観、外形、外見、外構え、外部、外
貌、外面、外面的、格好、角刈り、角髪、赫々、学風、額付き、恰好、恰幅、滑稽、官能
的、官僚的、汗だく、汗まみれ、汗みずく、汗みどろ、看板、莞爾、観、貫禄、丸ぽ
ちゃ、丸刈り、丸坊主、丸裸、眼、顔、顔形、顔貌、顔立ち、喜ばしげ、器量、奇観、奇
態、奇麗、奇麗さ、棋風、気障っぽさ、気風、儀容、擬古的、脚線美、旧観、旧式、居住
まい、巨体、虚飾、狂言、胸苦しげ、胸高、仰々しげ、仰々しさ、凝然、曲線美、欣々
然、欣然、筋骨、近代調、銀杏頭、九十九髪、具合、櫛巻き、形、形ばかり、形姿、形振
り、軽々しげ、軽げ、軽やか、芸術的、芸風、劇的シーン、決まり悪げ、結い綿、血まみ
れ、血みどろ、血達磨、健康美、堅肉、拳々、権威、見た目、見て呉れ、見掛、見苦し
さ、見場、見得、見付き、見目、見目形、険しさ、険峻、険阻、険相、顕要、原姿、厳め
しさ、現代的、言葉遣い、古典的、古風、古風さ、固太り、孤影、枯れ枯れ、虎刈り、虎
視眈々、五分刈り、後ろ影、後ろ姿、後ろ付き、御河童頭、御姿、御面相、御稜威、光、
光彩陸離、口惜しげ、口付き、口吻、広遠、広壮、広大、広漠、広闊、広闊さ、控え目、
昂然、校風、浩々、皇威、荒涼、高姿勢、高手小手、高島田、高襷、高髷、豪華、豪華
さ、豪快、豪壮、豪壮さ、豪奢、豪奢さ、国威、国際的、国風、黒眼勝、腰高、腰付き、
骨、骨っ節、骨格、骨組み、骨相、此れ見よがし、今めかしさ、今更めき、今日的、今
風、左前、才色、済々、細腰、細作り、細身、細面、作風、殺伐、殺風景、三つ編み、三
十二相、惨、惨さ、惨たらしさ、惨胆、惨烈、散切り、燦、燦々、燦然、燦爛、酸鼻、
姿、姿勢、姿態、姿容、枝振り、死相、事々しげ、時代色、自若、自然美、七三、実直
げ、弱げ、守旧的、手奇麗、手長、酒太り、樹影、愁嘆場、秀麗、醜、醜さ、醜悪、醜悪
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形状

1 6 6 0 0 2564

仮象、基本形、旧型、型、形、形骸、形式、形象、形状、形相、形体、形態、景象、原
型、現形、新型、全形、同型、標準型、不定形、万象、有形、輪郭、パターン、フォー
ム、ＰＧＭＦＩ
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形

1 6 6 1 0 2565

渦輪、雲形、影像、穎割り、円錐形、円柱形、凹型、火炎形、外形、格好、角型、角形、
冠状、丸さ、丸っこさ、奇形、規格判、菊判、菊半截、弓なり、弓状、巨体、鋸歯状、魚
形、轡形、鍬形、形、懸崖づくり、原形、弧状、語形、厚型、三つ叉、三差、山容、四つ
切り、姿、枝振り、詩形、歯形、字画、字形、実像、蛇体、手札型、舟状、十字、十文
字、縦長、小型、小形、小判、松葉、象形、尻窄まり、尻付き、新型、新書判、陣形、図
形、雛形、杉形、先割れ、線型、船型、銭形、全判、相似形、相判、総状、足形、袖型、
打ち違い、楕円形、体型、体付き、帯状、隊形、台状、大の字、大型、大形、大手、大
判、大番、大輪、蛸足、端反り、蜘蛛手、中型、中小型、中大型、柱状、丁字、丁字形、
潮型、長円形、直線形、爪形、鶴翼、定型、定形、梯陣、倒卵形、唐様、凸型、二股、二
又、熱型、馬蹄形、薄型、八つ切り、八字、髪型、判、半円形、半輪、皮針形、尾大、微
粉状、美濃判、複数形、文庫判、並判、変体、放射状、方円、紡錘形、無形、無定形、無
反り、名刺判、紋切り型、有刺、翼状、螺旋状、卵円形、卵形、流線型、輪形、鱗状、
六々判、六角形、扁形、枡形、穹窿形、膠状、鉤の手、鉤状、いちょう形、くの字、なま
こ形、ふたなり、キャビネ、クロソイド、コンサイス、シェープ、シェイプド、シルエッ
ト、ソナタ形式、テストパターン、ディフォメーション、トラペーズ、ノンズロ、ハーフ
サイズ、フォーメーション、フォアハンド、フォリオ、プロトタイプ、ミゼット、ミニア
チュア、ミュータント、ロゼット、ワイド判、Ａ判、Ｌ判、Ｍ判、Ｓ判
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点

1 6 6 2 0 2566

一点、黒点、星、点、点々、白星、白点、粒状斑、賽の目、ちょぼ、ぼつぼつ、ドット
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線

1 6 6 3 0 2567

暗線、緯線、一筋、一線、円弧、円周、鉛直線、横筋、横罫、横軸、横線、温暖前線、下
弦、火線、回帰線、回転軸、海岸線、界線、割線、寒冷前線、環状、眼差し、基線、軌
跡、吃水線、脚線美、境界線、境目、曲線、筋、金筋、銀筋、九線、経線、罫、罫線、警
戒線、頚線、弦、弧、弧線、五十九線、五十四線、五十石、五十二線、五千石、五線、光
線、黒框、最前線、三号線、三十一線、三十九線、三十七線、三十線、三十二線、三線、
四号線、四線、子午線、子持ち罫、視線、七線、実線、斜線、斜辺、手筋、朱引き、十一
線、十九線、十五線、十三線、十四線、十七線、十線、十二線、十八線、十六線、縦罫、
縦軸、縦線、上弦、真っ直ぐ、真一文字、垂線、水平線、数行、正射影、正条、正中線、
赤線、接線、折線、雪線、線、線条、前線、双曲線、捜査線、走査線、対角線、対称軸、
地軸、地平線、中央線、直球、直線、停滞前線、底辺、汀線、点線、等圧線、等温線、等
高線、等充、等深線、動線、二十九線、二十五線、二十三線、二十四線、二十七線、二十
線、二十六線、二線、二等分線、日付変更線、波線、破線、白線、八線、非常線、百万
石、表罫、文字線、平行線、辺、歩哨線、母線、放物線、傍線、本初子午線、本線、目
線、螺旋、裏罫、流線、両辺、稜、稜線、輪郭、路線、脇線、とぐろ、アンダーライン、
エンドライン、カーブ、ジグザグ、ジグザグ状、スカイライン、スタートライン、スト
リーク、ストリング、ストレート、スパイラル、センターライン、ネックライン、パイプ
ライン、パラボラ、ヘアピンカーブ、ヘムライン、ベースライン、ホライゾン、ボークラ
イン、ボーダーライン、ライン、ラインズ、ラスター、リニア、レーン
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角

1 6 6 4 0 2568

鋭さ、鋭角、鋭利、鋭利さ、外角、角、岐路、急角度、狭角、仰角、曲がり角、圭角、広
角、高角、三角、四つ角、四つ辻、視角、十字路、尖り、尖鋭、直角、辻、突角、鈍角、
内角、稜角、俯角、シャープ、ローアングル、ワイドアングル
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面

1 6 6 5 0 2569-2574

一高、一高一低、円、円やかさ、円形、凹凸、横穴、横断面、河谷、峨々、海食洞、界
面、外接円、緩み、緩やか、間隔、間隙、丸、丸み、岩屋、岩窟、岩室、気孔、起き伏
し、起伏、亀裂、弓形、弓張り、急峻、球面、渠、鏡面、曲折、曲面、矩形、空き、空き
間、空井戸、空隙、空洞、櫛形、窪み、隙、隙間、穴、穴ぼこ、穴めど、穴隙、結節、結
像面、圏界面、硯池、肩山、肩上げ、鍵穴、険しさ、険峻、険阻、虎穴、孔穴、溝、細
孔、作条、三角、三角形、三日月、山窟、山形、刺、四角、四角四面、四辺形、糸道、歯
腔、斜坑、斜面、周り、縦穴、縦断面、銃眼、縮緬皺、出張り、峻険、潤滑、巡方、傷、
小皺、焼け穴、鍾乳洞、色紙形、色面、真四角、人穴、水平、水平面、水面、正三角形、
正方、正方形、正面、生命線、石灰洞、石窟、切り口、切れ目、折り山、折り目、節、節
穴、節榑立ち、戦車壕、扇形、前面、粗削り、鼠穴、側溝、側背、側面、袖山、他面、多
角形、多辺形、多面、楕円、体腔、胎内潜り、台形、大円、谷、坦々、担担、団々、断
面、地表、地平、彫、彫り、長円、長方形、直角三角形、通気孔、通風孔、塚穴、梯形、
同心円、洞、洞窟、洞門、凸凹、突起、二等辺三角形、波、波状、波紋、排水孔、抜け
穴、鳩目、半円、半月、半片、半面、反り、反面、菱形、表面、浮き彫り、舞台面、風
穴、噴気孔、平、平々、平ら、平らか、平滑、平行四辺形、平坦、平坦さ、平底形、平
面、別面、偏平さ、片面、方形、膨らみ、膜状、明き、面、毛羽、毛穴、木口、揚、落ち
窪み、立錐の余地、隆々、両面、輪、歪み、刳り形、刳形、屹然、嵌入、扁円形、扁平、
疣、皺、皺くちゃ、皺ばみ、縒り、褶襞、襞、隕石孔、鬆、うねり、ささくれだち、しゃ
くり、なだらか、のっぺらぼう、ひび、ふくらみ、ぼつぼつ、まる印、まろやか、まんま
る、めど、アコーデオンプリーツ、ウエーブ、エンタシス、カンテ、ガリー、ギャザー、
ギャップ、クラック、クリンピングウエーブ、クレバス、ゴージカット、サーキュラー、
スペース、スリット、タック、ダーツ、ツータック、ツーフェース、ドアアイ、ニッチ、
ノッチ、パーフォレーション、ピンタック、フラット、フレア、フレアー、プリーツ、ベ
ンチレーター、ホール、マンホール、ミクロレイヤー、リップル
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立体

1 6 6 6 0 2575-2583

粟粒、囲み、一叢、一粒、一列横隊、稲群、稲叢、羽並、円陣、円錐、円柱、円筒、円
盤、横隊、横列、黄粉、仮装行列、可溶片、家並、火の粉、花束、塊、塊状、外郭、外
輪、外枠、角錐、角柱、括り、管、艦列、旗行列、球、球形、球状、球体、魚粉、凝塊、
曲面体、玉、金塊、金砂、金砂子、金粉、銀塊、銀砂子、銀粉、群がり、継粉、欠けら、
血塊、血腫、血栓、軒並び、軒並み、固まり、固形、固形物、伍、後列、行列、穀粒、骨
粉、骨片、砂金、砂鉄、最後列、最前列、砕片、細切れ、細粒、札束、雑粉、三角錐、三
次元的、山並、残片、四切、四面体、紙吹雪、紙切れ、紙片、歯並、歯並び、歯列、集
塊、縦隊、縦列、小片、小粒、寝粉、振り粉、新粉、人垣、人波、陣列、錐体、数列、青
黄紛、青粉、石ころ、石塊、石粉、切、切り込み炭、切り子、切れ、切れ端、切片、雪
片、戦列、栓塞、前列、葬列、束、足並、多面体、打ち粉、隊伍、隊列、大玉、大振り、
端きれ、端くれ、端た、端物、団々、団塊、断簡、断片、中性微子、丁場、町並み、直方
体、滴、鉄粉、鉄片、天球、殿、砥の粉、土塊、等差数列、陶片、同列、内枠、肉塊、肉
叢、肉粉、尿石、破片、廃油塊、剥片、白玉粉、薄片、薄力粉、八面体、半球、微塵粉、
微粉、微粒、微粒子、氷塊、風袋、粉、粉々、粉状、粉末、並び、米粉、米粒、片っ端、
片端、片鱗、放列、房、棒状、木切れ、木片、門並、矢束、立体、立方体、粒、粒々、粒
子、粒状、鱗粉、鱗片、冷水塊、列、連なり、六方体、六面体、枠、賽の目、顆粒、鹵
簿、ごろた石、コーンロウ、スリップ、セメントブロック、ソリッド、トラストガー
ダー、ナブラ、バリオン、パーティクル、パイル、パウダー、フレーム、ブークレ、ブー
ケ、ブロック、ボロ切れ、マルソー
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模様

1 6 6 7 0 2584

綾、井桁、一白、一斑、印金、陰紋、渦、渦巻き、渦状紋、渦紋、横縞、化粧目地、花尽
くし、花模様、蚊絣、絵柄、格子縞、観世水、京鹿子、玉目、九曜、倶梨伽羅紋々、倶梨
伽羅紋紋、櫛目、欠刻、虎葦毛、虎斑、碁盤縞、江戸褄、刻み、漉き入れ、彩紋、刷毛
目、三つ巴、三つ輪、三白、四つ目、四つ目結い、四目結い、市松模様、指紋、死斑、糸
柾、鹿子、鹿子絞り、鹿子斑、縞、縞染め、縞柄、斜文、斜文織、蛇の目、蛇紋、手相、
縦縞、書き紋、小紋、小紋染め、掌紋、織り目、色むら、色柄、色模様、新柄、針目、図
柄、裾模様、声紋、切り込み、切れ込み、切模様、節理、千筋、染め形、染め抜き紋、染
め模様、染め紋、糟毛、総柄、総模様、装飾、霜降り、打ち出し、替え紋、大紋、滝縞、
段だら、段だら縞、地紋、茶微塵、彫、彫り、潮影、脹ら雀、唐獅子、唐草、唐草模様、
透かし、縄文、縄目模様、入り違い、入替模様、如鱗木、忍冬文、濡れ燕、年輪、巴、波
紋、馬相、白鹿毛、白斑、薄模様、肌理、斑、斑点、斑入り、斑紋、板目、緋鹿子、病
斑、布目、風紋、文色、文目、文様、柄、柄行、編み目、弁慶縞、縫い箔、縫い模様、縫
い目、縫い紋、棒縞、墨流し、麻の葉、柾目、模様、盲縞、木地、木目、紋、紋散らし、
紋柄、紋様、矢柄、矢絣、乱菊、裏紋、鱗形、鱗状、連銭葦毛、篭目、錵、鶉斑、鶉木、
ばら斑、むら、アーガイル、アップリケ、オーナメント、ジオメトリック、スカラップ、
ストライプ、ストライプス、タータンチェック、チェッカー、チェック、ニュートン環、
プリント、モアレ

数

1 6 7 0 0 2585
1 6 7 1 0 2586

アナログ、データ
〇、位、異なり語数、異数、一、一つ、一連番号、因数、億、億兆、億万、仮分数、画
数、概数、学生番号、巻数、関数、基数、奇数、幾、幾つ、幾何級数、既知数、逆数、級
数、虚数、局番、九、偶数、係数、原子価、原子番号、現数、個数、五、語数、公倍数、
公約数、恒数、号、号数、最小公倍数、最大公約数、三、三角函数、四、四分の一、四分
の三、指数、自然数、七、実、実数、十指、十字、十数、順列組合わせ、除数、小数、少
数、乗数、常数、真分数、数、数値、整数、正数、正負、積分定数、絶対値、千、千よろ
ず、千万、千万無量、全数、素因数、素数、対数、帯小数、帯分数、大、大数、大台、端
数、弾性定数、知能指数、兆、通し番号、定数、定足数、等差級数、等差数列、等比級
数、同数、得票数、二、入り、倍数、八、八百万、半月、番号、番数、被除数、被乗数、
飛び台、百、百千、百万、不名数、付値、負、負数、分数、分母、分母子、変数、歩数、
万、未知数、無限大、無人、無理数、名数、矢数、約数、有理数、零、冪、いくつか、ひ
とつ、イレブン、エース、エイト、エントロピー、クォーター、サウザンド、サンク、
シックス、スカラー、ストレンジネス、スリー、セカント、セブン、ゼロ、タンジェン
ト、ダイヤル、ツー、テトラ、テン、トロワ、ナイン、ナンバー、ネガチブ、ハンドレッ
ド、パラメーター、ファイブ、フォー、プラス、マイナス、リャン、レコード、レン、ロ
ガリズム、ログ、ワン、ＰＨ
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量

1 6 7 2 0 2587-2594

°Ｆ、１つかみ、１つまみ、２Ｂ、２Ｈ、握り太、安さ、安寄り、安手、安目、闇値、為
替尻、緯度、一つかみ、一つまみ、一宇、一羽、一円、一回り、一管、一掬、一戸、一
口、一合、一合目、一再、一山、一子、一枝、一式、一周り、一巡り、一勝、一章、一
条、一色、一人、一声、一石、一切、一組、一足、一段、一男、一丁、一町、一通り、一
点、一頭地、一杯、一番、一尾、一品、一部、一分、一文、一文字、一抱え、一粒、一
簣、員数、引け相場、引け値、引火点、飲みで、羽、羽数、雨垂れ拍子、雨雪量、雨量、
雲高、雲量、栄養価、英トン、液温、円、円価、延べ人員、延べ坪、延べ日数、延べ面
積、延長、遠さ、遠距離、遠狭高、遠近、遠浅、奥、奥行き、奥深さ、横、横幅、黄経、
温さ、温度、音階、音速、音程、音量、下値、何度、価格、価額、加速度、家数、寡占価
格、火脚、稼ぎ、稼ぎ高、稼働人口、荷重、荷嵩、華甲、華氏、華麗さ、過疎、過密、過
量、画数、回、回数、回転、快速、海抜、海里、階、概念的、格安さ、角距離、角度、隔
たり、学齢、額、額面、掛け値、掛け目、割り前、株価、株高、寒暖、巻、感度、感量、
貫、貫目、還暦、間隔、間口、間数、丸幅、含有量、喜の祝い、喜寿、寄り付き、寄る年
波、希薄、幾つ、幾重、幾人、幾遍、機動的、気圧、気温、汽圧、紀年、規模、輝度、喫
水、逆ざや、逆ザヤ、汲々、球速、窮屈、巨額、許容量、距離、漁、漁獲高、享年、強
げ、強さ、強弱、強度、狭げ、狭さ、狭窄、狭小さ、狭長、狭隘、胸囲、凝固点、極細、
極太、極微、斤目、斤量、近距離、近似値、金員、金価格、金額、金高、金目、銀位、九
騎、九曲、九軒、九戸、九合、九市、九字、九十九曲、九十九里、九重、九条、九石、九
折、九台、九段、九町、九斗、九頭、九番、九尾、九面、九里、九輪、九仞、空々漠々、
群小、径、経済的、経度、軽さ、軽重、軽少さ、軽量、桁、桁行き、決勝点、血圧、血
沈、血糖値、月額、月産、月齢、件数、堅さ、堅め、建ぺい、建値、建坪、軒丈、軒数、
元、元高、元値、原価、原子量、原寸、原寸大、減価、減点、玄、現員、現高、現在高、
現尺、言い値、個、個数、古希、呼び値、戸数、湖周、五間、五串、五軒、五軒屋、五
戸、五行、五合目、五子、五市、五次、五社、五十五人、五十丁、五十波、五十部、五十
路、五条、五色、五石、五村、五代、五台、五段、五男、五丁目、五町、五坪、五百部、
五百里、五部、五本、五名、五條、伍、後厄、光速度、光度、光年、公定価格、厚さ、厚
み、厚め、厚手、厚薄、口径、口数、宏遠さ、宏大さ、工場渡し値段、広がり、広さ、広や
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単位

1 6 7 3 0 2595

°Ｆ、２Ｂ、２Ｈ、位、一巡り、一条、一切、一段、一丁目、一通り、一点、一部、羽、
英トン、円、延べ坪、下半期、華氏、画素、回、回転、海里、階、学期、学年、楽節、
掛、割、割り、巻、貫、貫目、九号、九条、九台、九丁目、九町目、桁、個、五軒屋、五
号、五合目、五十軒、五十五人、五十丁、五十二号、五条、五台、五丁目、五坪、五番、
五分、五毛、五輪、五條、光年、行、項、項目、合、刻、梱、皿、三箇、三軒屋、三軒
家、三合目、三才、三十一文字、三十軒、三十戸、三十五ミリ、三十号、三十丁、三十八
社、三条、三台、三丁目、三番、三品、三枚、三枚目、四箇、四号、四合目、四十九号、
四十戸、四十石、四十二号、四村、四丁目、四半期、四番、次、七合、七合目、七社、七
条、七丁目、七番、七本、七厘、尺、尺じめ、周、週、十一号、十一丁目、十割、十五
間、十五号、十五丁、十五丁目、十三番、十七文字、十丁目、十二社、十二丁目、十八
才、十番、十六番、重量トン、上半期、燭光、振り、新ドン、新学期、人キロ、人月、人
日、人年、尋、寸、世紀、盛、仙、銭、膳、創業期、測度、代、単位、単音、単元、中間
期、丁、丁場、帖、坪、艇身、滴、電子ボルト、斗、度、棟、等、同類項、噸、二ケ、二
箇、二軒家、二号、二合、二合目、二十九号、二十軒、二十戸、二十五号、二十号、二十
三号、二十四軒、二十二号、二十八号、二十番、二十六戸、二十六号、二条、二丁目、二
番、二百十日、日本円、熱量、年、年次、年度、馬力、杯、八合目、八社、八丈、八条、
八丁、八丁目、八反、八番、半期、番、番手、番線、百箇日、標準時、封、服、仏トン、
平米、平方センチ、平方メートル、平方尺、米トン、米ドル、米穀年度、歩、枚、哩、
面、目、匁、由旬、立米、立方センチ、立方尺、立方米、両、六号、六合、六合目、六十
番、六条、六千石、六丁目、六分、六枚、呎、ちょぼ、アール、アワーズ、アンペア、イ
ヤー、イヤーズ、インチ、ウェーバ、エギュー、エルグ、エルステッド、エレクトロンボ
ルト、オーム、オクターブ、オングストローム、オンス、カウント、カペイカ、カロ
リー、カンデラ、ガウス、ガル、ガロン、キロカロリー、キログラム、キロサイクル、キ
ロリットル、ギルダー、クーロン、クラウン、グレーン、グロス、ケルビン、コールレシ
オ、シーズン、シリング、ジーメンス、ジオプトリー、ジナール、ジュール、スーパーソ
ニック、ステップ、ステラジアン、スリーフット、セコンド、セット、センチグラム、セ
ント、ゼノカレンシー、ソマロ、ダイン、チャット、ツェントネル、テスラ、テンガロン、
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計算値

1 6 7 4 0 2596

按分、按分比例、為替尻、違い、一割、一乗、一分一厘、一毛、円周率、延、開き、階
乗、蓋然性、格差、確率、較差、掛、割、割り、割り引き、割り増し、割合、逆比、逆比
例、虚根、均時差、金分、金平価、金利、九分九厘、屈折率、経済成長率、計、月割り、
月計、建蔽率、五公五民、五分、五毛、誤差、誤答率、公差、公算、公定歩合、公比、効
率、工数、高率、剛性率、合計、国民総生産、根、差、差し引き、差引、差額、差金、歳
計、三角比、三乗、三乗根、算術平均、四分六、四分六分、市場占有率、死亡率、視聴
率、時差、自乗、七厘、就園率、就学率、就働率、集計、十割、縮尺、出生率、純計、順
列組合わせ、勝差、勝率、小計、小差、伸び率、正弦、正比例、生産性、精度、税率、
積、千分比、粗密、相加平均、相乗積、相乗平均、総計、総和、足掛け、打率、大差、単
純平均、段差、値鞘、知名度、中、帳尻、帳面面、賃率、坪当たり、定積、定率、締め
高、点差、都合、当籤率、等比、等分、統計的、頭割り、同率、内訳、二乗、二乗根、日
割り、日計、年平均、年利回り、年率、能率、倍、倍率、八割、八金、八分目、半々、反
当、反当たり、反比例、比、比熱、比率、比例、鼻差、百分比、百分率、負荷、負荷率、
平価、平均、平均点、平方、平方根、偏差、変換値、歩どまり、歩合、歩留まり、防禦
率、万々一、万が一、万一、命中率、落差、利率、率、立方、立方根、量、累計、連乗
積、六分、和、罹病率、ひとり充て、アベレージ、エンゲル係数、オッズ、カントリーリ
スク、コールレート、コセカント、コタンジェント、サム、タイムディファレンス、デフ
レーター、パーセンテージ、パーセント、プラスマイナス、プロセント、プロバビリ
ティー、ヘマトクリット、マトリックス、モーメント、レート、レシオ、ＧＮＰ、ｃａｒ
ａｔ
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分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
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階 階 階 階 階
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多少

1 6 7 5 0 2597

安価、安値、以下、以上、一握り、一紙半銭、一致、一点、一入、一杯、一分一厘、一
抹、一毫、一縷、一縷の望み、寡作、寡少、寡少さ、過多、過半数、蚊の涙、汗牛充棟、
希少、希世、希薄さ、幾夜、巨億、巨額、巨大さ、巨万、強、極小、極少、極大、極微、
極量、僅か、僅差、僅少、九牛の一毛、九分九厘、九分通り、軽少、原寸、言葉少な、控
え目、浩瀚、浩瀚さ、高価、高額、高次、高層、高値、高利、高率、黒山、些々、些か、
些細、些少、最少、最多、済し崩し、細やかさ、擦り切り、山盛り、残り、残り少なげ、
残り少なさ、紙一重、次点、若干、手薄、手薄さ、手不足、秋毫、衆寡、十二分、十分、
潤沢、諸々、小額、小口、小刻み、小出し、小人数、小勢、小敵、小幅、小量、少し、少
なげ、少なさ、少な目、少額、少数、少量、冗員、心持ち、数々、数人、数多く、摺り切
り、寸分、寸毫、盛りだくさん、絶対多数、鮮少、多、多く、多さ、多寡、多角、多角
的、多額、多岐、多極、多細胞、多士済々、多種、多少、多人数、多数、多勢、多発、多
面、多目、多量、大、大口、大差、大人数、大勢、大入り、大部、大幅、大量、端た、値
がさ、低圧、低額、低利、天文学的数字、等辺、等量、等類、同位、同数、内、二束三
文、倍額、倍量、莫大、莫大さ、八分目、半額、半数、半端、半値、半量、微、微々、微
少、微塵、微量、品薄、不十分、不十分さ、不特定多数、不入り、腹一杯、物価高、物足
りなさ、豊か、豊かさ、豊水、豊富、膨大、万巻、万分の一、万斛、満杯、無限、無限
大、無尽、無尽蔵、無数、無勢、無量、有るか無きか、有るか無し、余、余り、余計、余
剰、余分、厘毛、鈴生り、零下、零細、露、夥多、尠少、毫末、毫毛、錏一文、あまた、
いさざ、おびただしさ、ぎょうさん、ささやか、たくさん、たまご大、たまゆら、ちっぽ
け、ちょっと、てんこもり、なけなし、もろもろ、エクスペンシブ、クオンティティー、
グランデ、ハンドレッド、パー、プチ、プティ、ベリーマッチ、マイノリティ、マイノリ
ティー、マキシマム、マクロ、ミリオン、ムーチョ、モースト
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全体部分

1 6 7 6 0 2598-2600

以外、委細、一角、一環、一切、一切合切、一端、一通り、一天、一纏まり、一纏め、一
同、一杯、一半、一斑、一部、一部始終、一部分、一方、箇所、過半、過半数、皆、皆
既、外殻部、患部、丸ごと、巨細、挙国、挙世、挙党、局部、局部的、金属片、区分、継
ぎ手、軒並み、五分、後者、後部、御多分、根幹部、細、細部、残骸、残欠、四つ切り、
四半、四半斤、四半分、耳、自余、主部、周縁部、純分、所、少分、上前、上部、深層
部、真二つ、身ぐるみ、数多く、隻手、切り身、線分、前者、前頭、前部、全、全域、全
員、全会、全学生、全額、全巻、全館、全曲、全区、全郡、全県、全戸、全国、全山、全
市、全州、全章、全身全霊、全線、全層、全村、全体、全体的、全段、全町、全的、全
土、全般、全盤、全豹、全府、全部、全幅、全貌、全面、全容、総額、総掛かり、総計、
総捲り、総出、総嘗め、総数、総体、側、其の他、他、他部、他方、他面、多く、多少、
打ち所、大多数、大体、大半、大部、大部分、大方、大凡、大枠、端、端々、断片的、中
央部、通巻、低圧部、頭部、南端、二分、二分の一、剥片、半々、半ば、半金、半舷、半
作、半双、半天、半道、半分、半片、半面、反対、反面、病巣、不穏分子、部分、部分
け、部分的、部面、分、別個、片、片し、片ちんば、片っ方、片一方、片手、片親、片
身、片側、片足、片端、片方、片明り、片面、片目、片鱗、片腕、方、殆ど、凡そ、凡
て、満座、満山、満場、満身、満天、満都、満堂、満票、満目、満塁、面部、木質部、木
部、門並、有らん限り、有る限り、余分、両人、六分、湾曲部、渾身、虱潰し、跛、とこ
ろ、どちら、どれ一つ、なに一つ、ねこそぎ、べた一面、エトセトラ、エレメント、エン
タイア、オール、カラーセクション、サイド、ジェネラル、セクション、ゼネラル、ディ
テール、ドミ、ハーフ、パート、ピース、フィフティー、ヘッド、ポーション、マジョリ
ティー
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組

1 6 7 7 0 2601-2606

以外、一筋、一行、一式、一重、一人、一席、一組、一双、一団、一夫一婦、一連、一
顆、蚊柱、我々、塊、皆々様、皆の衆、皆様、外交団、寄り集まり、魚群、空集合、群、
群がり、群集、群像、群雄、群落、警防団、鶏群、個々、個体、固まり、五色、五人組、
吾人、後者、好一対、好匹、行列、講中、三つ子、三つ重ね、三つ組み、三つ揃い、三位
一体、三羽烏、三傑、三原色、三者、三重、三重ね、三生児、三聖、三揃、三揃い、三
尊、三段構え、三哲、三波数、三幅対、三複線、三友、四天王、私達、寺々、自警団、七
色、若夫婦、手合い、衆人、集、集まり、集団、集落、醜類、十重二十重、順列組合わ
せ、諸君、諸兄、諸賢、植生、真っ二つ、親日派、人、人々、人群、人山、人達、数次、
青鞜派、組、組み、組み合わし、双手、双生児、双発、双方、双方向、双璧、相補、相
棒、側近、束、揃い、多元、多国、多士、多色、多神、多党、対、対偶、対幅、大群、
単、単ワク、単為、単一、単眼、単機、単騎、単級、単式、単色、単身、単数、単線、単
族、単独、単発、単複、単弁、単名、単葉、端くれ、団体、男一匹、男女、梯団、島々、
等、等々、同勢、独り、二軍、二元、二者、二重、二人三脚、二人組、二直、二兎、二
途、二様、二葉、二卵性双生児、馬群、馬筏、背中合わせ、配偶者、八字、八重、八百
万、番、番い、彼女ら、彼等、百色、百万遍、不特定多数、夫妻、夫婦、複、複眼、複
式、複数、複線、複族、複葉、方々、棒組み、万人、万夫、名コンビ、名寄せ、名数、唯
一、葉叢、龍虎、旅団、両、両々、両びと、両家、両岸、両極、両虎、両国、両三、両
次、両者、両手、両親、両性、両側、両端、両朝、両展、両度、両統、両頭、両日、両
夫、両部、両辺、両方、両面、両矢、両翼、両脇、両腕、連れ合い、連中、六重、彌次喜
多、跛、あなたがた、あなた達、あれ等、お三方、お二人、お二方、ご三家、ご両人、そ
れぞれ、ふたり、めおと、アベック、アワーズ、オンリー、カップル、カップルズ、キッ
ト、キブツ、クラスター、グループ、コレクション、コンビ、シャム双生児、シンクタン
ク、シングル、セクション、セット、センスタンク、ツイン、ティーセット、テルツェッ
ト、デュープレックス、デュアル、トリオ、トロイカ、ドゥオ、ナブラ、バッテリー、
ピープル、ブレーン、ペア、マス、マルチ、マルティ、マルティナショナル、マルティプ
ル、モノ、ユニ、ワンセット
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程度限度

1 6 7 8 0 2607-2609

位置

1 6 8 0 0 2610
1 6 8 1 0 2611-2613

349

範囲

1 6 8 2 0 2614

安全圏、暗黒面、暗面、域、一区、音域、火山帯、解放区、寒冷地、官有地、眼界、奇数
ページ、機雷原、共産圏、共同戦線、境域、九区、区、区域、区画、区間、空席、偶数
ページ、芸域、権限、五区、広範囲、行動半径、鉱区、穀倉地帯、三区、産地、四区、死
角、視界、視野、持ち場、磁区、七区、手の内、首都圏、住宅、十九区、十区、十五区、
十三区、十七区、十二区、十八区、十六区、場所、場面、条里、心理面、新生面、人民戦
線、水域、水圏、勢力圏、勢力範囲、聖域、声域、切り、占領地、専攻、専門、戦域、戦
場、戦線、全野、増枠、他方面、多方面、対流圏、帯域、大気圏、探書欄、地区、地盤、
置き場、丁場、電界、電離層、縄張り、二区、二十九区、二十区、二十五区、二十三区、
二十八区、二段抜き、八区、範囲、部位、分野、別框、方面、余地、余白、立錐の余地、
領域、領分、六区、枠、枠外、枠内、アレー、エリア、カテゴリー、カバレッジ、ゴール
デンアワー、シンク、ジャンル、スコープ、スターリングブロック、ストライクゾーン、
ゾーン、ダイナミックレンジ、ディメンション、バイオスフィア、バンアレン帯、フィー
ルド、フロンティア、ブロック経済、ラップ

350

点・許

1 6 8 3 0 2615-2617

圧点、一前、一点、一塁、引火点、遠地点、遠日点、温点、下、火の元、火元、火袋、火
点、箇所、干し場、観点、関門、眼目、基点、旗門、帰着点、起点、急所、灸穴、灸点、
球心、拠点、許、共通点、橋詰め、胸元、胸倉、凝固点、局所、局部、極、極点、隈、軍
事拠点、経穴、検問所、見地、原点、固定子、交点、光点、口許、口先、肯綮、行き詰ま
り、行き止まり、行き当たり、合流点、根拠地、根元、根城、根本、座標、作用点、三角
点、三塁、始点、支点、死点、糸口、視点、耳元、射爆場、主眼点、取り付き、手掛か
り、手掛け、手元、首の座、秋分点、終極点、終点、終焉の地、重心、重点、銃座、出生
地、出発点、春分点、所、焦点、衝、上死点、浄水場、心、振り出し、振り分、振分、真
ん中、図星、随所、数か所、枢要、正鵠、正中、切れ目、接点、折り返し点、折返し地
点、節目、舌根、掃き溜め、操車場、足下、足掛かり、足場、足溜まり、対極、対蹠点、
大場、端緒、弾着点、地点、恥部、茶席、着眼点、中間地、中間点、中心、中心地、中
点、頂点、痛点、掴まえ所、掴み所、鍔元、低き、定点、天頂点、転向点、点、電磁場、
登竜門、突き当たり、那辺、難関、難点、二前、二遊間、二塁、日溜まり、日溜り、馬
返、馬返し、発火点、批点、膝下、膝元、氷点、付け根、付け所、付け場、付け目、風
前、淵叢、沸点、分岐点、分水嶺、捕らえ所、方位基点、本営、本拠、本陣、本籍地、本
前、本塁、枕元、枕上、枕席、枕頭、盲点、問題点、矢壷、遊前、融点、要、要所、要
衝、流し元、力点、塁、冷点、霊境、露点、帷幕、齣、ごみ溜め、ちょぼ、まくら辺、ア
スペクト、アングル、ウエート、ゴール、サード、スポット、セカンド、セットポイン
ト、センター、ターニングポイント、チェックポイント、バニシングポイント、ビューポ
イント、ピント、ファースト、フォーカス、ホーム、ポイント、ポイントオブビュー、レ
フト、ＡＤＥＳＳ

347
348

場

以下、以外、以上、位、一応、一層、一段、一定、一入、一杯、一方、益々、下、下限、
何程、加減、過激さ、過酷、過重、過小、過小さ、過少、過少さ、過剰、過疎、過大、過
大さ、過度、過当、過分、過密、外枠、概要、格段、甘さ、関の山、幾程、幾等か、期
限、期日、規模、詰めの甘さ、究極、究竟、窮まり、強、強大、強目、局限、極、極み、
極め尽くし、極限、極重、極端さ、極致、極点、極度、僅か、九分十分、空前絶後、計り
切り、軽度、軽微、劇甚さ、激甚、激烈、激烈さ、桁違い、桁外れ、結構、権限、見当、
顕著さ、厳しさ、厳重さ、厳密さ、現品限、限り、限界、限局、限定、限度、光度、高精
度、骨張、此れぐらい、此れ許り、此れ計、此れ計り、此れ程、此許り、此計、此計り、
些か、些細、最高、最高限、最小限、最新、最深、最盛期、最大限、最低、最低限、細か
さ、細やかさ、細小、際限、際疾さ、散々、思う様、止め処、至り、至上、至大、実大、
手軽、手酷さ、手頃、手頃さ、殊更、縦横無尽、重度、出ず入らず、恕限度、少し、少な
目、上々、上限、上乗、場当たり、真底、進境、人一倍、人間並、人並み、甚だしさ、甚
大、水加減、随分、制限、生半可、精一杯、青さ、切り、節度、絶大、絶頂、先ず先ず、
前後、前後ろ、然程、全く、総枠、其の辺、其れ丈、其れ程、存分、多大、太目、打ち
頃、大きさ、大概、大掛かり、大仕掛け、大振り、大抵、大幅、大変、大目、大約、大
枠、只、断々呼、段ち、段違い、中々、中ぐらい、中限、中途半端、宙ぶらりん、著し
さ、痛切さ、低目、低率、定位、定員、底打ち、底抜け、底無し、程、程々、程好さ、程
合、程度、適度、度、度合い、等外、頭打ち、特段、奈何、内外、内枠、能うかぎり、馬
鹿さ、莫大、半端、番外、悲惨さ、比重、微温的、微視的、氷点下、敏感さ、腹黒さ、腹
八分、並々、箆棒、辺際、方図、法外、法外さ、膨大、膨大さ、凡俗さ、凡庸さ、満々、
満足、満足度、満杯、未完成さ、未熟さ、未発達、民度、眠さ、眠たさ、無意味さ、無感
覚さ、無気力さ、無計画、無計画さ、無限、無限大、無差別さ、無策さ、無上、無制限、
滅法、滅法界、面憎さ、毛深さ、猛烈さ、蒙昧さ、目いっぱい、優秀さ、有る限り、有
限、有効、有難み、有望さ、裕福さ、余、余り、余計、幼さ、幼稚さ、妖艶さ、要約、遥
か、欲深さ、乱暴さ加減、利口さ、利発さ、両極、力一杯、冷淡さ、零下、路程、枠、
埒、慊焉、曠古、毫毛、狡猾さ、瑣末、瑣末さ、あれぐらい、あれしき、いくばく、いま
ひとつ、お座なり、かいなで、かなり、からがら、こっ酷さ、これぐらい、これしき、これ

位置、椅子席、一所、印影、宴席、横座、王座、下座、下席、箇所、学芸欄、勘所、寄書
欄、貴賓席、軌、議場、議席、客席、玉座、空位、空間、空席、空欄、形跡、敬具、穴
場、血痕、光跡、向こう、航跡、高座、高土間、此の辺、痕跡、砂被り、座、座席、在り
処、罪跡、桟敷、四次元、指定席、至る処、歯形、事跡、時空、次元、自席、車座、手
跡、出所、出場、処々、所、所々、所々方々、所在、書評欄、諸処、諸方、傷痕、勝手
方、焼け跡、証跡、上座、上座部、上席、場、場所、場席、場面、常座、人跡、随所、正
舷、正座、正面席、席、席上、席末、跡、跡形、節、前轍、創痕、足形、足跡、其の辺、
其処ら、其処彼処、打ち所、打席、大所、大場、弾痕、段、地、爪形、爪痕、剃り跡、定
席、適所、轍、刀痕、当て所、踏み跡、独壇場、二次元、犯跡、備考欄、部位、複座、方
処、本所、末座、末席、満座、満場、明き、明るみ、面影、役、予約、欄、立ち見席、立
ち席、立脚地、立地、両所、隣、隣席、涙痕、霊跡、聾棧敷、脇座、枡席、瘢痕、筵席、
踪跡、齣、あそこ、あちこち、あちら、あちらこちら、かしこ、かぶりつき、ここ、ここ
いら、ここら、ここ彼処、こちら、こなたかなた、そこ、そこいら、そちこち、そちら、
そんじょそこら、ところ、どこ、どこいら、どこか、どこそこ、どこら、どちら、どっ
か、よそ、アドレス、インプレース、オーディトリアム、コーチャーズボックス、シー
ト、シュプール、スライディングシート、バッターボックス、ブリーチャーズ、ボック
ス、ポジション、ラーゲ、リザーブシート、レベル、ロマンスシート
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351

境・目

1 6 8 4 0 2618-2620

違い目、一線、一丁目、厭目、横目地、蛙股、割れ目、括り、間仕切り、眼路、境、境
界、境界線、境目、曲がり目、筋目、九丁目、九町目、句読、区画、区処、区切り、空際
線、継ぎ目、隙間、欠け目、穴場、結び目、圏界面、県境、限界、糊代、刻み目、国界、
国境、刷毛目、三丁目、三枚目、仕切り、四合目、死線、糸目、識閾、七丁目、七里結
界、縞目、州境、十一丁目、十五丁目、出目、織り目、針目、尽き目、裾、切り、切り
目、切れ目、折り山、折り目、折れ目、節理、打ち出し、代わり目、第一線、端境、地
境、中間線、中仕切り、潮境、潮目、綴じ代、綴じ目、釘目、徳俵、縄目、八合目、畔
界、不連続線、布目、封じ目、分け目、分界、分段、壁、別れ目、変わり目、編み目、縫
い代、縫い目、北限、網の目、目、目地、目路、裏目、裂け目、篭目、六合目、六丁目、
枡目、閾、お目、ひび、カンテ、グレンツェ、シーム、トロポポーズ、ノッチト、ミシン
目、ラップジョイント、リミット、リミテーション

352

内外

1 6 8 5 0 2621-2627

胃底、域外、域内、域内外、院外、院内、渦中、雲底、営外、営内、園内、奥、奥の院、
奥歯、奥地、奥底、屋外、屋内、下、歌口、河口、河床、河底、火口、火口壁、火中、
懐、懐中、海外、海中、海底、開口部、外、外回り、外界、外側、外的、外部、外面、郭
外、閣外、閣内、学外、学内、管下、管内、間口、館内、眼中、眼底、基底、吸口、宮
中、汲み取り口、競争圏外、胸底、局外、極内、金口、区下、区外、区内、靴底、郡下、
郡外、郡内、隙間、血液中、血中、圏外、圏内、県下、県外、県内、玄関、舷門、言外、
戸外、戸口、湖底、御府内、鯉口、口、口内、坑口、坑底、坑内、広口、攻め口、校外、
校内、構外、構内、港口、行内、降り口、降車口、国外、国内、国内外、獄中、捌け口、
傘下、山奥、山内、市下、市外、市中、市内、糸尻、時間外、治下、室内、社外、社中、
社内、取水口、手中、受け口、州下、州外、州内、銃口、出口、出札口、書中、傷口、勝
手口、掌中、昇降口、省内、上がり口、上がり端、上り口、乗車口、場外、場内、心底、
深奥、深海底、深間、深層、真底、人外、陣中、吹き口、水口、水中、水底、西口、石灰
洞、切り口、切れ口、折れ口、雪中、川口、川床、船底、船内、選外、鼠穴、窓外、窓
口、袖口、其の他、村外、村内、他、体内、胎内、宅内、谷底、断面、地中、地底、地
内、中、中の口、中外、注ぎ口、町外、町内、腸内、底、底辺、底面、廷内、邸内、天
外、店口、店内、電話口、都下、都外、都内、土中、党内、東口、逃げ口、逃げ道、洞、
道下、道外、道内、突破口、奈落の底、内、内奥、内懐、内外、内角、内兜、内玄関、内
側、内地、内部、内面、内輪、鍋尻、鍋底、南口、二字口、入り口、入口、嚢中、嚢底、
脳内、脳裏、農外、排気口、排水口、排水孔、背戸口、藩中、盤外、非常口、表、府下、
府外、府内、部外、部内、風口、噴火口、焚き口、簿外、砲口、砲門、坊間、北口、霧
中、盟外、門外、門戸、門口、野外、翼下、洛外、落ち口、欄外、理外、裏口、林間、露
場、脇戸、湾口、埒外、埓内、篋底、肛門、躙り口、おもて、なか、アウト、アウトレッ
ト、インドア、インナー、エクシット、エクステリア、オープンエア、クレーター、タッ
プ、ドメス、ドメスティック、ハッチ、ファネル、ベースメント、ｏｕｔ

353

表裏

1 6 8 6 0 2628-2631

一皮、印刷面、印面、陰、陰地、陰日向、羽裏、雲表、下、画面、海の面、海面、界面、
楽屋裏、岩陰、岩膚、顔面、鏡面、曲面、結像面、券面、湖上、向う裏、砂上、山陰、山
肌、紙背、紙面、誌面、斜面、樹陰、小陰、上、上っ面、上部、上辺、色面、水の面、水
平面、水面、正面、石肌、雪肌、川面、扇面、前面、地肌、地表、地面、中表、底面、庭
面、天井裏、田面、島陰、踏み面、日陰、日向、日当たり、日面、波面、板面、版面、盤
面、碑面、氷面、表、表層、表皮、表付き、表面、表裏、負、部面、物陰、平面、壁面、
別面、北面、面、面上、木の下陰、木陰、木表、木裏、野面、薮陰、葉陰、葉裏、陽、
裏、裏口、裏手、裏表、裏面、緑陰、路床、路地裏、路面、搦手、おもて、ビハインドザ
シーン、フェース、ミクロレイヤー

354

上下

1 6 8 7 0 2632-2641

亜成層圏、鞍下、鞍上、育ち盛り、雲頂、雲底、縁の下、屋上、下、下手、下層、下段、
下部、下流、海上、海中、海峰、海嶺、階下、階上、釜中、岩頭、奇峰、机上、機上、脚
下、橋詰め、銀盤、空、空中、月下、月面、軒下、険峻、険阻、源流、湖上、高み、高
空、高所、高層、高地、高目、高嶺、砂上、座中、最下、最盛期、山元、山上、山場、山
裾、山中、山頂、山顛、山腹、山嶺、山麓、紙上、誌上、車上、樹下、樹上、秀、峻嶺、
床下、床上、上、上下、上空、上手、上層、上側、上段、上部、上方、上流、真下、真
上、図上、水源、水源地、水上、水中、世上、成層圏、席上、雪上、絶頂、尖頂、川下、
川上、川尻、袖下、台下、大気、卓上、壇上、地、地下、地上、地中、中、中空、中段、
中天、中部、中腹、中流、宙、潮上、頂、頂上、頂点、直下、直上、低空、低地、底、泥
中、天上、天頂、天辺、殿中、湯元、灯下、頭上、頭頂、堂上、馬上、皮下、尾の重、尾
の上、膝下、膝上、氷上、風下、風上、峰、面上、目の下、洋上、李下、陸上、梁上、林
中、塁上、路上、楼上、麓、俎上、腋の下、腋窩、蝸牛角上、ど真中、なか、アンダー、
アンダーグラウンド、チンネ、ヌナタック、ピーク、ベースメント、ミッド、ミディア
ム、リッジ

355

左右

1 6 8 8 0 2642-2645

右、右岸、右舷、右左、右手、右側、右辺、英側、横、横っちょ、横っ腹、横合い、横
手、横腹、欧側、舷、舷側、左、左右、左岸、左傾、左舷、左手、左側、左辺、左翼、
際、真横、船縁、船側、側、側面、体側、馬手、浜手、片側、片方、片脇、傍、傍ら、又
隣、輿脇、両舷直、両側、両隣、両脇、脇、脇腹、あちら側、こちら、こちら側、サイ
ド、ライト、レフト

356

前後

1 6 8 9 0 2646-2648

以下、一寸先、陰、縁先、奥、巻首、巻頭、巻尾、巻末、眼前、鶏口、穴、軒先、後ろ、
後ろ向き、後ろ手、後ろ様、後押さえ、後先、後足、後背、後備え、後尾、後部、後方、
御宝前、御霊前、向背、此の先、最後、最後尾、最後列、最初、最前、最前線、最前列、
社頭、車首、手前、終い、衆前、尻、真っ正面、真っ先、真むこう、真ん前、神前、人
後、人前、陣頭、寸前、正面、正面席、先後、先頭、先鋒、前、前後、前後ろ、前向き、
前項、前歯、前線、前足、前頭、前部、前方、前面、尊前、中前、帳尻、直後、直前、庭
先、庭前、敵前、敵背、殿、馬前、背後、背部、背面、筆頭、表、舞台裏、腹背、仏前、
墓前、宝前、末尾、面前、目の前、目の当たり、目先、目前、門前、門前市、裏、裏手、
裏正面、霊前、搦手、舳先、舳艫、艫、驥尾、おもて、のっけ、アヘッド、オンワード、
コーダ、テールエンド、トップ、トップグループ、トップバッター、バック、フィナー
レ、メタ、ラスト
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357

方向

1 6 8 A 0 2649-2652

亜東、宛て所、宛て先、以西、以東、以南、以北、亥、右回り、右左、卯、卯酉、丑、鉛
直、横、横っちょ、下向き、海手、外向、外出先、角度、乾、乾の方角、乾の方向、眼差
し、顔向け、気付け、鬼門、逆、逆さ、逆手、逆様、逆立ち、極北、筋交い、筋向かい、
傾き、傾斜、恵方、見当、互い違い、午、後ろ向き、後ろ合わせ、後ろ前、後ろ様、後正
面、勾配、向かい、向かい合わせ、向き、向き向き、向こう、向こう岸、向こう正面、向
こう側、江東、行き方、行く手、行く先、行く先々、行ベクトル、行方、坤、艮、左回
り、左傾、左向き、差し向かい、朔北、三方、山の手、四方、子、指向、視線、時計回
り、斜め、斜交い、手前、十方、縦、縦横、照準、上下、上向、上向き、申、真っ逆さ
ま、真っ向、真っ正面、真むこう、真向、真向かい、吹き回し、正対、西、西岸、西側、
西南、西南西、西部、西方、西北、西北西、先々、先途、川越し、川向かい、川向こう、
前傾、前向き、前途、双方向、送り先、其の方、多角、多岐、多方面、対岸、対向、対
峙、辰、巽、潮上、直面、東、東岸、東西、東側、東天、東南、東南東、東部、東北、東
北東、当て所、寅、酉、内向、南、南々、南々西、南々東、南西、南東、南部、南方、南
北、南面、二途、二方、背中合わせ、八紘、八方、彼方、百方、風位、風下、風向、風向
き、風上、方、方位、方角、方向、方面、北、北々西、北々東、北の方、北向、北向き、
北西、北側、北東、北部、北方、未、巳、明かり先、目線、目的、目標、矢面、来し方、
裏鬼門、列ベクトル、六方、俯き、戌、鯱だち、あちら、あなた、こちら、すじ向かい、
そちら、そっぽ、そなた、その方、どこか、どちら、イースタン、イースト、ティルティ
ングシーン、ティルト、ディスティネーション、トイメン、ベクトル、マルティパーパ
ス、リバース、ループライン

358

中心周辺間

1 6 8 B 0 2653-2660

葦間、囲炉裏端、一隅、一端、一二塁間、一本間、逸らし、右中間、雲間、鋭鋒、縁、縁
辺、遠隔、下端、花心、回り、回転軸、外回り、外角、外周、核、核心、角地、顎、株
間、巻軸、環境、竿頭、艦首、間、岩間、機軸、機首、機鋒、急所、峡間、狭間、極、極
端、隅、隅々、隅っこ、隈、隈々、渓間、肩先、軒端、湖周、湖心、語末、行間、国際
間、根回り、左中間、最果て、際涯、在、作間、三本間、三遊間、山あい、山の端、山
間、四囲、四隅、四辺、四方、枝葉末節、糸口、字間、磁極、耳、軸、主軸、主体、樹
間、周り、周囲、周縁、周辺、州際、終端、緒、小手先、梢、上端、畳縁、尻尾、心、心
臓部、真々中、真っ芯、真っ只中、真ん中、芯、震央、刃先、枢機、枢軸、枢要、星間、
正中、西端、西陲、切っ先、雪間、舌先、舌尖、舌端、舌頭、舌鋒、先、先っちょ、先っ
ぽ、先端、尖り、前、槍先、太刀先、対極、台尻、台風の目、谷間、端、端々、端っこ、
端緒、地核、中、中央、中央線、中核、中間、中堅、中原、中軸、中心、中心地、中枢、
中程、中点、中途、中道、中部、柱頭、潮先、潮頭、町外れ、町中、直中、綴じ代、的、
鉄心、天涯、天際、都心、都心部、等間隔、筒口、筒先、踏み外し、同軸、胴中、突外
れ、突先、突端、届け先、内周、内心、南端、波の穂、波間、波頭、馬回り、爆心、眉
間、鼻の先、筆先、副都心、壁間、片っ端、片隅、片端、片辺、穂、穂先、鋒、鋒鋩、棒
先、北端、末、末梢、末節、末端、末木、木の間、木末、野末、葉末、両端、梁間、塁
間、炉心、路肩、廂間、檣頭、鋩子、鐺、お先棒、ど真中、なか、アラウンド、インテ
ル、エッジ、コーナー、コア、センター、ターミナル、チップ、ツァッケ、バイラテラ
ル、ピボタル、ピンポイント、ペーパーコア、ボーダー、メイン、メソ、メタセンター
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遠近

1 6 8 C 0 2661-2668

葦辺、井戸端、磯、磯辺、一帯、右辺、迂遠、浦、雲居、駅頭、越、越し、沿い、沿海、
沿岸、沿線、沿道、縁、遠く、遠隔、遠方、河岸、河畔、回り、海岸、海浜、海辺、界
隈、崖、涯岸、街頭、垣隣、環海、環境、間遠、間遠さ、間近、間近さ、岸、岸辺、岩
磯、寄り、机辺、居回り、境遇、橋畔、近く、近さ、近回り、近間、近所、近所合壁、近
場、近地、近辺、近隣、君側、懸け隔たり、原頭、湖岸、湖畔、御側、江上、荒磯、高麗
縁、左右、左辺、砂浜、座右、座下、最寄り、際、山の端、山岸、山際、山伝い、山辺、
四辺、四隣、指呼の間、至近、至近距離、手回り、手近、手元、手前、周り、周囲、周
縁、渚、沼縁、城頭、畳縁、身の回り、身近、身辺、水の辺、水涯、水際、水辺、生え
際、絶遠、先隣、川縁、川岸、川端、川辺、線路伝、善隣、窓際、窓辺、側、足下、沢
辺、端、端近、地際、地先、地続き、地方、池畔、町角、鍔際、店先、店頭、伝い、土俵
際、島伝い、灯下、道の辺、道端、道路伝、南端、波打ち際、馬回り、髪際、飛び石伝
い、鼻先、浜、浜辺、付近、風馬牛、僻遠、壁隣、片っ端、辺、辺り、傍、傍え、傍ら、
北岸、堀端、無限遠、洋々、遥か、遥けさ、遥遠、両岸、両隣、稜々、遼遠、臨海、臨
港、隣、隣家、隣近所、隣室、隣席、隣村、隣邸、隣邦、炉端、炉辺、路頭、路辺、路
傍、脇、湾岸、咫尺、じき、となりどうし、ほとり、シーサイド、ビーチ、ヘチ、ボー
ダー、リアス式海岸、リム、リモート
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経路

1 6 8 D 0 2669

闇路、一路、茨の道、咽喉、迂路、雲の通、雲路、駅路、円軌道、沿道、遠道、遠路、往
路、横筋、横道、王道、黄泉路、黄道、家路、回り道、回路、海岸伝、海路、外航、活
路、関路、寄り道、帰り道、帰途、帰路、気道、気脈、軌跡、軌道、逆コース、球筋、球
道、魚道、狭き門、曲走路、筋、筋道、近道、区道、空路、郡道、径路、経絡、五十三
次、航路、行路、散歩道、産道、思考回路、州道、獣道、順路、捷径、捷路、新路、真っ
直ぐ、進路、針路、水先、水脈、征途、石高道、線、線路、羨道、船路、前通り、岨道、
壮途、早道、走路、足取り、足跡、退路、大圏コース、弾道、潮路、町道、長途、長道、
直線コース、通い路、通り道、通行き、辻褄、電気回路、電路、途、東道、東路、逃げ
道、動線、道寄り、道筋、道行き、道順、内角、内角球、内航、二筋、入門、波路、八潮
路、抜け穴、抜け道、販路、避け道、表街道、府道、復路、複道、分け道、閉回路、片
道、方向、鵬程、無軌道、木馬道、戻り道、夜道、要路、里道、陸路、旅路、糧道、路
次、脇道、澪、紆余曲折、よみじ、エアライン、クローズドサーキット、コース、サー
キット、シーレーン、ダートコース、ダイアモンドコース、チャンネル、トラック、ハイ
キングコース、ピクニカルコース、プリント配線、ボード、ルート、レースコース

361

時間

1 6 9 0 0 2670,2671,2688 閏、時間、時空、年時、いつ
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季節

1 6 9 1 0 2672-2677

一夏、一陽来復、夏、夏期、夏季、夏至、夏場、寒、寒の入り、寒暑、寒中、寒明け、寒
露、期初、季、季候、季春、季節、菊の節句、客冬、旧正月、旧冬、旧盆、去秋、去冬、
郷の秋、極寒、極暑、錦秋、空つゆ、啓蟄、迎春、元三、元旦、元朝、元日、厳冬、五節
句、候、穀雨、今夏、今秋、今春、今冬、歳暮、歳末、昨秋、昨春、昨冬、雑節、三箇
日、三伏、四季、時々、時季、時候、時節、七夕、七夕祭り、社日、秋、秋期、秋季、秋
口、秋分、秋末、秋涼、重陽、出来秋、春、春夏秋冬、春期、春季、春暁、春秋、春先、
春早、春分、初夏、初午、初秋、初春、初節句、初冬、暑、暑中、諸節、除夜、小寒、小
暑、小正月、小六月、松の内、上巳、常夏、常春、新秋、新春、新年、真夏、真冬、星合
い、正月、盛夏、盛暑、折節、節、節気、節季、節句、節分、浅春、爽秋、早秋、早春、
霜枯れ時、大晦、大晦日、大寒、大暑、大正月、大年、端午、暖冬、遅日、中元、中秋、
中盆、仲夏、仲春、仲冬、土用、冬、冬ざれ、冬期、冬季、冬至、冬将軍、冬場、当季、
二十四気、二百十日、二百二十日、入梅、年の瀬、年の暮れ、年始、年頭、年末、年明
け、梅雨、梅雨入り、梅雨明け、麦の秋、麦秋、八朔、八十八夜、半夏生、晩夏、晩秋、
晩春、晩冬、彼岸、暮れ、暮秋、暮春、本春、盆、明春、孟夏、孟秋、孟春、孟冬、陽
春、翌秋、翌春、翌冬、来夏、来秋、来春、立夏、立秋、立春、立冬、涼秋、冷夏、凛
冬、頌春、お正月、イースター、クリスマス、サマー、シーズン、スプリング、ノエル、
プランタン、ペンテコステ、メーデー
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年月日

1 6 9 2 0 2678-2682

１０月、１１月、１２月、１月、２月、３月、４月、５月、６月、７月、８月、９月、悪
日、安息日、亥、一の酉、一めぐり、一昨々日、一昨々年、一昨年、一年忌、一年中、一
陽来復、一両日、一両年、雨天、卯、卯月、丑、丑の日、閏月、閏日、閏年、永日、永
年、縁日、遠忌、往年、黄道の吉日、黄道吉日、乙、下旬、下浣、佳節、佳辰、佳日、夏
日、火、火曜、火曜日、過日、過年度、会計年度、晦日、各月、隔月、隔週、隔日、隔
年、楽日、釜日、寒九、幾日、幾年、忌、忌辰、忌日、旗日、期初、紀元、紀元節、記念
日、菊の節句、吉辰、吉日、客月、客歳、客臘、休み、休暇明け、休電日、休日、旧正
月、旧年、旧臘、去月、去歳、去年、凶歳、凶日、凶年、極月、近日、近年、金、金曜、
金曜日、九月尽、結願、月、月々、月央、月間、月次、月初め、月内、月日、月末、月
余、月曜、月曜日、検針日、元旦、元朝、元日、元年、己、五月、五節句、午、午年、後
月、後節、後日、後年、御忌、御用納め、好日、庚、甲、皇紀、国慶節、国民の祝日、今
月、今週、今日、今年、今明日、再来月、再来週、再来年、歳旦、歳暮、歳末、祭日、斎
日、昨週、昨日、昨年、朔、朔旦、朔日、皐月、三の酉、三箇日、三回忌、三月尽、三五
夜、三周忌、三秋、三年忌、三隣亡、産み月、仕事初め、四万六千日、子、子の日、子の
年、師走、児童節、次週、次年度、式日、式年、七回忌、七日正月、七年忌、七夕、七夕
祭り、七曜、社日、受難節、秋日、週、週初、週日、週末、週明け、集金日、十五夜、十
三夜、十日、十六夜、重陽、祝祭日、祝日、出講日、春秋、春節、旬月、旬日、旬余、処
暑、初午、初七日、初旬、初節句、初地蔵、初酉、初日、初年、小の月、小半日、小満、
小六月、招待日、祥月、祥月命日、上旬、上巳、上浣、新年、新甫、申、申年、真夏日、
神無月、辛、人日、壬、尽日、水、水無月、水曜、水曜日、雛の節句、星合い、正月、生
り年、生辰、生年、生年月日、生理日、聖日、西紀、積年、節、節句、節分、先々月、
先々週、先々日、先つ年、先月、先週、先勝、先勝ち、先日、先年、先付け、先負、千
日、前月、前週、前週末、前日、前年、全日、双十節、霜月、即日、其の日、他日、他
年、多年、体育の日、逮夜、大の月、大安、大晦、大晦日、大正月、大年、辰、短日、端
午、誕生日、誕辰、地久節、遅日、中秋、中旬、中日、丁、長月、長年、通日、通年、定
休日、天皇誕生日、天赦日、天長節、登校日、土、土日曜、土曜、土曜日、土用三郎、当
たり年、当り年、当月、当日、当年、同月、同日、同年、寅、酉、二十日恵比須、二十日正
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昼夜

1 6 9 3 0 2683-2687

暗夜、闇夜、一昨晩、一昨夜、一晩、引き明け、炎昼、押し明け、黄昏、火ともしごろ、
寒夜、幾夜、暁、極夜、鶏鳴、月夜、元旦、元朝、五夜、午後、午前、後夜、御昼、御来
光、今暁、今宵、今朝、今晩、今夜、今夕、昨暁、昨朝、昨晩、昨夜、昨夕、三五夜、三
更、七夕、秋宵、秋夜、終夜、十五夜、十三夜、十六夜、春暁、春宵、初更、初日の出、
初夜、曙、除夜、宵、宵の口、宵越し、小夜、常夜、深更、深夜、真っ昼間、真昼、真夜
中、星月夜、星夜、晴夜、正午、清夜、聖夜、静夜、先夜、前夜、早暁、早朝、霜夜、旦
夕、短夜、昼、昼下がり、昼過ぎ、昼間、昼中、昼日中、昼夜、朝、朝っぱら、朝間、朝
晩、朝暮、朝方、朝明け、朝夕、長夜、徹宵、当夜、同夜、日、日ぐれ方、日の出、日の
入り、日の暮れ、日脚、日盛り、日中、日長、日暮れ、日没、日夜、日夕、入り相、熱帯
夜、白昼、白日、白夜、薄暮、薄明、半夜、晩、晩景、晩方、払暁、暮れ、暮れなずみ、
暮れ残り、暮れ暮れ、暮れ方、暮秋、暮夜、毎朝、毎晩、毎夜、未明、明け残り、明け渡
り、明け暮れ、明け方、明朝、明晩、明夜、夜、夜さり、夜間、夜更け、夜前、夜中、夜
昼、夜長、夜通し、夜半、夜分、夜明け、夜明け方、夜夜中、夜篭もり、有明け、夕、夕
間暮、夕間暮れ、夕景、夕月夜、夕刻、夕暮れ、夕暮れどき、夕方、翌朝、翌晩、来迎、
来光、涼夜、良夜、連夜、朧夜、黎明、あくる朝、ご来迎、しののめ、たそがれ、ゆう
べ、イブ、サンセット、ソワール、ノーチエ、ノクチュルヌ、マヅメ、ミッドナイト、
モーニング
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時点

1 6 9 4 0 2689-2693

逢瀬、逢魔が時、或日、為所、亥、磯明け、一刻、一頃、一時、一時的、一瞬、一炊、一
朝、一朝一夕、一転機、一年中、一晩中、一分、一刹那、引き時、引け際、引け時、雨
間、卯、丑、丑三つ、閏秒、運、永日、永年、往歳、乙夜、下刻、仮、何分、夏時間、家
常茶飯、暇、暇々、花見時、開院時刻、隔月、隔週、隔日、隔年、間、間隔、間合、間
際、間断、間髪、閑日月、関頭、危機、危機一髪、幾時、幾世、幾千代、期限、期先、期
日、機、機運、機縁、機会、機宜、帰りがけ、帰りしな、起きがけ、起きぬけ、義務年
限、休憩、休憩時間、急場、境目、暁闇、偶然、契機、経常、経閉期、継ぎ端、隙、決め
所、月々、月日、月並、見込み、見頃、見所、限月、五分、午、午後、午前、午前中、後
場、御昼、光陰、好期、好機、幸便、恒久的、恒常、恒常的、行きずり、行き掛け、行き
抜、行楽シーズン、高潮時、合間、刻、刻限、此の間、頃、頃おい、頃合、今際、婚期、
再度、最期、歳月、際、刷毛序でに、三更、山場、暫く、暫し、暫時、四六時中、始期、
子、死に際、死に時、死に目、死期、時、時々、時たま、時の間、時間、時間帯、時期、
時機、時季、時宜、時限、時刻、時折、時節、時点、時日、時分、時無し、時余、自習時
間、疾っくの昔、捨て所、手間、手間暇、手序で、酒間、授乳時間、終、終わり、終期、
終業時、終日、終盤、終夜、終焉、十時、十分、出がけ、出会い頭、出端、出発時間、出
来立て、春秋、春風秋雨、瞬間、瞬時、初更、初便、序、序で、償還期限、勝ち目、勝
機、商機、宵越し、小一時間、小半時、少時、松過ぎ、上がり目、上刻、場合、常、
常々、常夏、常時、常住、常住坐臥、常春、常套、常日頃、食べ頃、食間、寝しな、寝
際、寝入り端、申、尽き目、須臾、睡眠時間、数刻、雀色時、寸陰、寸暇、寸隙、寸刻、
寸時、寸秒、瀬戸際、星霜、晴れ間、晴舞台、正午、正時、正念場、生年、生年月日、盛
期、積年、切れ間、切れ目、折、折々、折から、折り、折節、節、節目、雪間、絶え間、
絶え絶え、絶好、先途、千載一遇、戦機、前後、前後ろ、前場、狙い目、増時間、造次、
束の間、足序で、足袋、其の時、其の節、其の日、多年、待ち時間、滞空時間、代わり
目、辰、旦夕、短時日、短日月、端境期、弾み、断末魔、置き、茶飯、中刻、昼、昼下が
り、昼過ぎ、昼間帯、昼前、昼夜、昼夜兼行、朝晩、朝暮、朝夕、潮、潮間、潮候、潮
合、潮時、潮先、長年、長年月、通りすがり、通り掛かり、通常、鍔元、鍔際、定期、定
刻、定時、定日、定年、定例、締切、締切日、適時、適齢期、徹宵、天王山、天下分け目、
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期間

1 6 9 5 0 2694-2697

愛鳥週間、安定期、異朝、維新、一夏、一期、一気、一時期、一世、一世一代、一生、一
生涯、一代、一代記、一日中、一年越し、一両日、一両年、雨季、雨中、永え、永遠、永
久、永劫、永世、永代、永年、延べ日数、王朝、王朝時代、黄金時代、下学年、下期、下
級生、下半期、化政度、夏期、花期、花時、過渡期、画期、会期、回復期、開花期、隔
世、学期、学年、学齢期、渇水期、乾季、間、間氷、幾代、幾日、幾年、忌中、期、期
間、期限、期首、期日、期末、紀元、紀元前、紀年、客年、久しさ、久し振り、久遠、久
方振り、旧石器時代、漁期、近古、近世、近代、区切り、空つゆ、鍬下、刑期、激動期、
月間、月経閉鎖期、月内、倦怠期、元三、原始、原始時代、原初期、現代、言語習得期、
限時、古生代、古代、五代、午後中、後の世、後期、後世、後代、後輩、後半期、後半
生、御宇、御世、御代、交尾期、向寒期、恒久、更年期、洪積、洪積世、皇紀、高一、高
学年、高三、高二、高年、高年層、高齢、劫、此の間、今期、婚期、最少、最盛期、最
長、最繁期、在世、朔望月、三箇日、三世、三千代、三代、山場、暫く、残生、仕掛け期
間、史上、四旬節、四代、四半期、始生代、姉女房、子弟、思春期、時期、時機、時季、
時世、時節、時代、時点、次々期、次期、次世代、次代、治世、七代、若々しさ、若さ、
若盛り、弱冠、弱年、寿命、寿齢、授乳期、周期、秋学期、秋期、終期、終身、終戦後、
終盤、週内、熟年、春期、春機発動期、春休み、春窮期、旬、旬間、旬月、旬日、旬余、
初期、初老、書き入れ時、女盛り、小一、小五、小三、小四、小二、小半日、小六、少
時、少壮、松の内、上期、上級、上古、上世、上代、上半期、常とわ、常磐、常命、色盛
り、食べ盛り、新学期、新生代、神代、人格形成期、人月、人生、人日、人年、衰年、数
日、数日来、数年来、世、世々、世紀、世代、成年、生涯、生来、盛漁期、盛時、盛代、
盛年、聖寿、聖代、西紀、青春、青春期、青銅器時代、石器時代、先史、先史時代、先
代、千古、千載、千秋、千代、千日、千年、戦後派、戦国、戦時、戦前派、戦中派、潜伏
期、前期、前代、前年同期、前年同月、前半期、前半生、全期、全盛期、全盛時代、全
日、創業期、喪中、壮年、早期、草創期、像法、増水期、太古、代、代々、第一四半期、
第三四半期、第四紀、第四四半期、第二四半期、短期、短期間、端境期、男盛り、地質時
代、中、中一、中陰、中学年、中間期、中期、中古、中高年、中高年齢、中三、中世、中
生代、中長期、中二、中年、中有、中老、昼前、丁年、長期、長寿、長命、通期、低学年、

367

現在過去未来

1 6 9 6 0 2698-2701

以前、一頃、一昨々日、一昨々年、一昨年、一昨晩、一昨夜、一寸先、一昔、遠からず、
往古、往時、往昔、往日、往年、過去、過現未、過日、過年度、過般、間も無く、既往、
紀元前、客月、客歳、客冬、客年、旧、旧時、旧冬、旧年、旧来、旧臘、去月、去歳、去
秋、去冬、去年、近く、近古、近頃、近時、近世、近代、近日、近年、近来、月頃、月
来、元々、元通り、原始、現下、現今、現在、現時、現時点、現世、現先、現代、現年、
古、古今、古昔、古代、古来、後、後々、後の世、後月、後世、後代、後程、後日、後
年、後来、御先、向後、考古、行く行く、行く手、行く先、行く末、劫初、刻下、此の
間、此の期、此の頃、此の世、此の節、此の先、此の段、此の中、此の程、此の度、此れ
から、此れまで、此段、今、今し方、今のところ、今夏、今期、今季、今暁、今月、今
後、今更、今頃、今時、今時分、今秋、今週、今春、今宵、今生、今昔、今節、今朝、今
冬、今日、今年、今晩、今明日、今夜、今夕、再来月、再来週、再来年、最近、最前、在
りし日、在来、昨暁、昨今、昨秋、昨週、昨春、昨朝、昨冬、昨日、昨年、昨晩、昨夜、
昨夕、史上、史的現在、始生代、時下、時代、次、次回、次週、次年度、疾うの昔、従
前、従来、宿世、初生り、将来、将来的、上古、上世、上代、神代、生い先、昔、昔々、
昔時、昔日、昔年、先、先々、先々月、先々週、先々日、先だって、先つ年、先回、先学
期、先月、先行き、先刻、先頃、先週、先場所、先代、先程、先度、先土器、先日、先
年、先般、先夜、戦争前、前、前々、前回、前期、前月、前古、前週、前世、前生、前
代、前途、前日、前年、前夜、全盛時代、全体、全部、曾て、其の後、其の昔、他生、他
日、他年、多年、太古、大昔、大体、只今、中古、中世、当期、当季、当月、当今、当
時、当世、当節、当代、当日、当年、当夜、当来、二昔、方今、没前、本月、本日、本
年、本来、末々、末の世、末代、未然、未来、無始、明々後日、明々後年、明後年、明
春、明朝、明日、明年、明年度、明晩、明夜、目の前、目の当たり、目下、目今、目先、
目前、夜前、唯今、悠遠、有史以来、由来、予て、余日、遥か、翌月、翌秋、翌週、翌
春、翌朝、翌日、翌年、翌晩、来し方、来夏、来月、来秋、来週、来春、来世、来年、穢
土、輓近、あくる朝、あくる日、あくる年、あさって、いつぞや、いままで、うえ、おと
とい、これまで、さきおととい、さっき、しあさって、ひところ、やのあさって、ゆう
べ、アフター、イブ、ジェネレーション、ナウ、フューチャー、ポスト
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通 分類名
分類コード ALT対応カテゴ 所属単語
番 第一段目 第二段目 第三段目 第四段目 第五段目 第 第 第 第 第 リ
一 二 三 四 五
段 段 段 段 段
階 階 階 階 階
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順序

1 6 9 7 0 2702-2709

安値引、伊呂波、育ち盛り、一巻の終わり、一次、一陣、一盛り、一段落、一日中、一
番、一番乗り、一番槍、引き明け、雨中、押し明け、黄金時代、黄昏、下、下位、下期、
下旬、下浣、夏至、果てし、歌い初め、花時、花盛り、晦日、開業中、開闢、滑り出し、
寒の入り、寒中、寒明け、艦尾、間遠、基、基礎、忌中、旗頭、期首、期初、期末、機
先、季春、起首、起終、起点、逆順、吸い止、急先鋒、究極、窮まり、牛後、胸突き八
丁、暁、極、鶏鳴、劇中、結び、結願、結局、結尾、結末、月央、月初め、月末、見せ
場、元、元々、元始、元旦、元朝、元日、元年、原初、原点、源、言い出しっ屁、五位、
五号、五十音順、五十二号、五番、互い先、午後中、後、後期、後口、後攻、後車、後
手、後先、後発、後半、後尾、御来光、御話中、語順、語序、口、口切り、行きしな、行
き掛け、行き詰まり、行き止まり、行き当たり、高値引、劫初、国初、此の先、再出発、
最期、最後、最後的、最高潮、最終、最終ラウンド、最終回、最終的、最初、最盛期、最
先端、最前列、最中、歳晩、歳暮、歳末、朔、三位、三月尽、三号、三次、三十号、三十
六号、三番、三伏、山、山場、仕事初め、使用中、四号、四十九号、四十二号、四番、
始、始まり、始め、始期、始原、師走、死期、糸口、事端、事納め、次、次々期、次序、
次第、式次第、七番、取っ掛かり、取っ付き、取り付き、手掛かり、手順、手初め、手斧
始め、首尾、秋口、終、終い、終わり、終バス、終局、終極、終講、終段、終点、終盤、
終幕、終末、週初、週末、週明け、十一号、十五号、十三番、十番、十六番、出花、出
口、出出し、出尽くし、出盛り、出端、出発、出番、春暁、春宵、春先、旬、順、順位、
順繰り、順序、順送り、順番、初、初っ切り、初っ端、初め、初めて、初映、初夏、初
回、初釜、初感染、初期、初口、初産、初手、初秋、初春、初旬、初節句、初戦、初電、
初度、初冬、初頭、初日、初日の出、初年、初発、初歩、初夢、初夜、初恋、曙、緒、緒
戦、書き起こし、書き出し、序、序の口、序開き、序詩、序次、序段、序盤、序盤戦、序
品、序幕、序列、宵、宵の口、笑い初、上、上位、上期、上旬、乗り初め、食い掛け、食
い初め、尻、寝込み、寝入り端、振り出し、新秋、新年、深更、深夜、真っ最中、真っ
盛、真っ盛り、真っ先、真っ只中、真っ昼間、真夏、真魚初、真最中、真盛、真盛り、真
昼、真冬、真夜中、尽日、数日、世紀末、正念場、生半尺、盛り、盛夏、青春、席次、席
順、切り、絶頂、先、先後、先攻、先手、先順位、先陣、先占、先相先、先端、先着、先着

369

新旧・遅速

1 6 9 8 0 2710

一髪、一夜づけ、一瀉千里、荏苒、延び延び、延着、延納、延発、応急、押っ取り刀、快
速、緩急、緩慢さ、間に合い、間も無く、間一髪、久々、急ぎ、急ピッチ、急激さ、急
速、急転直下、旧、牛歩、緊急、月遅れ、元通り、言下、古さ、後の祭り、後れ馳せ、後
回し、巧遅、巧遅さ、高速、刻々、今更、今更さ、最古、最新、至急、事新しげ、時世遅
れ、時代遅れ、次第、疾風迅雷、手っ取り早さ、手早、手早さ、手遅れ、十日の菊、夙
成、出発早々、初めて、小急ぎ、尚早、新、新しげ、新しさ、新しみ、新た、新規、新
旧、新鮮、新鮮さ、新鮮み、新来、真新しさ、神速、迅速、迅速さ、性急、性急さ、生、
生新、生鮮、声の下、積滞、拙速、漸、素早さ、早々、早急、早速、早発、早目、草率、
側、即座、即時、即席、即日、足速、速やか、其の場、滞納、大急ぎ、只今、脱兎、短兵
急、遅々、遅さ、遅なわり、遅延、遅効、遅行、遅刻、遅咲き、遅参、遅蒔き、遅速、遅
滞、超特急、長足、捗々しさ、電光石火、唐突、突然、抜き打ち、半なま、敏捷、敏速、
敏速さ、不急、聞き古し、目まぐるしさ、唯今、覿面、あたふた、あっけなさ、あら、あ
らたか、あれよあれよ、お定まり、じき、ぱりぱり、ひと月後れ、ぼつぼつ、アナクロ、
サドン、スロー、タイムラグ、タイムラッグ、ヌーボー、ノイエ、ノバ、ヒネ、フレッ
シュ、ラグ、レーテスト

370

前後

1 6 9 9 0 2711-2714

以往、以後、以降、以前、以来、一昨々日、一昨々年、一昨年、一昨晩、一昨夜、一別以
来、雨後、往年、下ろし立て、仮初め、過日、過年度、関連、期近、客月、客歳、客冬、
客年、汲み立て、旧、旧冬、旧年、旧臘、去月、去歳、去秋、去冬、去年、近日、近年、
近来、後、後々、後月、後後、後刻、後先、後程、後日、後年、後来、御次、行き方、行
く行く、行く手、行く先、行く末、行方、此の期、此の頃、此の節、此の先、此の段、此
の程、此の度、此の方、此れから、此れまで、此段、今のところ、今夏、今回、今暁、今
月、今後、今次、今秋、今週、今出来、今春、今宵、今朝、今度、今冬、今日、今年、今
般、今晩、今明日、今夜、今夕、差し当たり、再来、再来月、再来週、再来年、在来、昨
暁、昨秋、昨週、昨春、昨朝、昨冬、昨日、昨年、昨晩、昨夜、昨夕、産後、産前、死
後、事後、事前、次、次回、次週、次年度、自後、自今、自今以後、疾うの昔、従前、従
来、出来立て、術後、術前、初生、将来、将来的、食後、食前、酔余、寸前、生い先、生
まれたて、生れ立、生後、生前、昔々、昔時、昔年、折々、先、先々月、先々週、先々
日、先つ年、先回、先学期、先月、先後、先週、先場所、先土器、先日、先日来、先年、
先付け、先夜、戦後、戦前、戦争前、洗い立、前、前々、前回、前月、前古、前後、前後
ろ、前週、前日、前日来、前年、前夜、曾て、掃き立て、其の後、其の場限り、他日、他
年、昼前、直後、直前、泥繩、投前、当座、当時、当日、当年、当分、当面、読後、病み
上がり、病後、別後、補前、放課後、亡き後、没後、没前、本月、本場所、本日、本年、
本来、末、明々後日、明々後年、明後年、明春、明朝、明日、明年、明年度、明晩、明
夜、滅後、目先、夜前、予て、予後、余日、浴後、翌月、翌秋、翌週、翌春、翌朝、翌
冬、翌日、翌年、翌晩、来夏、来月、来秋、来週、来春、来年、老い先、老後、あくる
朝、あくる日、あくる年、あさって、いつぞや、いままで、うえ、おととい、これまで、
さきおととい、さしあたって、しあさって、しかるのち、しだい、やのあさって、アフ
ター、イブ、ポスト、ポストウォー、メタ

371

日程

1 6 9 A 0 2715

課程、議事日程、教程、工程、行程、三舎、時間割り、道程、日課、日程、表、予定、旅
程、カリキュラム、コアカリキュラム、スケジュール、ドクターコース
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【付録：8】日本語重文複文に対応する英語構文体系
2007.1.31 NTTアドバンステクノロジ株式会社
コード
A
A01
A01001
A01002
A01003
A01004
A01005
A01006
A02
A02007
A02008
A02009
A02010
A02011
A02012
A02013
A02014
A02015
A02016
A02017
A02018
A02019
A02020
A02021
A02022
A02023
A02024
A02025
A02026
A02027
A02028
A02029
A02030
A02031
A02032
A02033
A02034
A02035
A02036
A02037
A02038
A02039
A02040
A02041
A02042
A02043
A02044
A02045
A02046
A02047
A02048
A02049
A02050
A02051

日英 英語構文の文法 説明
英語構文キーワード 代表的な日本語構文のキーワード・骨 コメント・補足
等位節・従属節相当表 接続詞相当の表現を用いて、節（または、節に含まれる要素）が連なる形で訳出されるタイプ。
現
and、butなど等位接続詞を用いて訳出されるタイプ。"and then"など等位接続詞のあとに副詞が付いたタイ
等位接続詞相当 プもここに含む。
and
〜て〜、〜てから〜
and as a result
〜て〜
and then
〜てから〜
and yet
〜が〜、〜のに〜
but
〜が〜、〜のに〜
or
〜か〜、〜たり〜たりする
when、becauseなど従属接続詞相当の表現を用いて訳出されるタイプ。"as soon as 〜"や"the first time 〜
"など複数の単語で構成され、全体として従属接続詞相当の役割を担っている場合も含む。また、
従属接続詞相当
"whatever"や"whenever"などの複合関係代名詞を用いて譲歩を表す副詞節相当として訳出されている場
合も含む。
(as|so) far as
〜限り〜、〜範囲で〜
(as|so) long as
〜間〜、〜限り〜、〜さえすれば〜
after
〜後〜、
all the time
〜間（ずっと|始終)〜、
although
〜が〜、〜のに〜
any time
〜たらいつでも〜
as
〜ので〜、〜に連れて〜、〜時〜、
as fast as
〜やいなや〜
as if
〜かのように〜
as much as
〜ほど〜、〜だけ〜
as soon as
〜たら直ぐに〜
as though
〜ように〜、〜かのように〜
at the time
〜時に〜、〜直後に〜
because
〜ので〜
before
〜前に〜
by the time
〜までに〜、〜には〜
"When 時 comes"の倒
置が起こり、comeが文
[時]が来ると〜、[時]になると〜
頭に来て、whenが省略
come 時
された形の場合(ex.
Come November, 〜）
each time
〜たびに、〜時はその都度〜
even after
〜後も〜
even as
〜というのに〜
even if
〜ても〜
even though
〜ても〜、〜が〜、〜のに〜
even when
〜ても〜
every time/everytim〜たびに、〜と必ず〜
first time
(初めて|最初)〜時は〜
for
〜から〜、〜のは〜からだ
for fear
〜ないように〜
granting that
たとえ〜としても〜
how many times (いくら|何遍)〜ても〜
however
どんなに〜ても〜
if
〜ば〜、〜たら〜
(もし|万一)〜たら〜、〜場合は
if/should倒置
in case
〜たら〜、〜場合は、〜ないように〜
in order that
〜様に〜、〜為に〜
just as
〜時に〜、〜途端に〜
just because
〜からといって〜(てはいけない|とは
just before
〜直前に〜
just when
〜(かけた)時〜、〜かと思うと〜
lest
〜ないように〜
next time
(今度)〜たら〜、(今度)〜時は〜
no matter
(どんなに|いくら|何を|どのように etc.)
not because 〜 but b〜ではなく〜
notwithstanding 〜が〜
now that
(今や|もう)〜たので〜、〜した現在〜
on condition that 〜なら〜、〜という条件で

日本文

英文

雨が/<降っ{(て)}>/草が/伸びた。
勝負を/<急い{(で)}>/負けてしまった。
教師が/簡単に/導入の/説明を/<し{(てから)}>/私たちは/グループ活動
彼は/<おぼれかけた{(が)}>/運/よく/助かった
彼は/<禁煙しようとした{(が)}>/１週間と/もたなかった
表示器の/球が/<切れている{(か、)}>/あるいは/接続が/不良である。

It has been raining, {and} the grass has grown.
We were in a hurry for victory {and as a result} we ended up losing.
The teacher gives a short introduction {and then} we do group
He was on the brink of being drowned, {and yet} fortunately he
He tried to quit smoking, {but} it lasted less than a week.
The indicator bulb is burned out {or} the connection is bad.

時間の/<許す>/{(かぎり)}/私も/手伝います
よく/<切れさえすれ{(ば)}>/どんな/ナイフでも/よい。
その/無名の/テニス選手は/チャンピオンを/<破った>/{(あと)}/栄光の/
彼は/<学校に/おった>/{(間は)}/始終/勉強した
彼らは/姓は/<同じだ{(が)}>/親類ではない。
気が/<向い{(たら、>/いつでも)}/おいでください。
一刻を/<争う{(ので)}>/早く/来てください
ごみは/市当局が/<撤去する{(やいなや)}>/積み上がった
何か/気に/<病むことがある{(かのように)}>/振る舞う。
私は/君に/<負けない{(ほど)}>/彼女を/愛している
沖繩へ/<着い{(たら>/すぐ)}/知らせてください
彼は/まるで/熱病に/<浮かされた{(ように)}>/夜の/街を/彷徨い歩いた
父親が/<死んだ/{(時、)}/彼は/わずか/６歳だった。
湿気が/<多い{(ので)}>/物に/かびが/生える
風呂に/<入る>/{(前に)}/湯加減を/みてください。
あの/人が/<来る{(までには)}>/でき上がります。
クリスマス{が/<来る{(と)}>}/彼は/５０歳に/なる。

I'll help you {as far as} time permits.
Any knife will do {as long as} it cuts well.
The unknown tennis player enjoyed a heyday {after} he defeated
He worked hard {all the time} <he was in school>.
{Although} their surnames are identical, they are not of kin.
Please come over {any time} you feel like it.
Please come right away {as} we cannot waste a second.
The trash is piling up {as fast as} the city can remove it.
She behaves {as if} she had something on her conscience.
I love her {as much as} you do.
Please let me know {as soon as} you arrive in Okinawa.
He wandered around the town at night {as though} he were
{At the time} his father died, he was only six.
Everything becomes moldy {because} the air is humid.
Please test the bath {before} you get in.
It will be ready {by the time} he comes here.
He will be fifty {come} Christmas.

<私が/訪問する>/{(たび)}に/彼は/不在だった
He was out {each time} <I called>.
彼は/<人々が/去った>/{(後も)}/村に/残った。
He remained in the village {even after} <other people had left>.
彼が/<危篤だ{(という>/のに)}/彼らは/彼の/財産の/ことで/言い争った。 {Even as} he lay dying, they argued over his estate.
雨が/<降っ{(ても)}>/行く
I will go {even if} it should rain.
<熱が/ある>/{(の)}に/平気で/働いている。
He's working away as if nothing were wrong, {even though} he has
たとえ/一人に/<なっ{(ても、)}>/最後まで/やり遂げます。
{Even when} there is only one person remaining, we shall
彼は/<来る>/{(たび)}に/何か/持ってきてくれる
{Every time} <he comes>, he brings us something.
最初に/東京へ/<きた/{(時は)}/ここに/公園は/なかった。
The {first time} I came to Tokyo, I found no park here.
僕は/現に/<目撃した{(から)}>/間違い/無い
I am certain of the fact, {for} I saw it with my own eyes.
彼女が/<倒れ{ない(ように)}>/私は/彼女の/手を/つかんでいた
I held her hand {for fear} she would fall.
たとえ/それが/<本当にし{(ても)}>/やはり/君は/悪い。
{Granting} it to be true, you are still in the wrong.
{何遍}/<言っ{(ても)}>/同じ/ことだ。
It doesn't make any difference {how many times} you say it.
何度/<計算し{(ても)、}>/毎回/答が/違っている。
{However} many times I work it out, the answer is different every
急行で/<行け{(ば)}>/１２時以前に/東京に/着きます。
{If} you take the express, you can get to Tokyo before twelve
万一/だれか/<来{(たら、)}>/不在と/言え。
{Should} anybody come, tell them I am not at home.
<数字を/修正した>/{(場合は)}/訂正印を/押しておいてください
{In case} <you make any change in the figures>, please put your
君が/原文が/よく/<わかる{(よう)}>/翻訳を/お送りしました。
I have sent you the translation {in order that} you may understand
電車に/<乗り込もうとした/{(とき)}/足を/踏まれた
My foot was stepped on {just as} I was getting on the train.
彼女に/<失恋した{(からと>/いって、)}/死ぬ程の/ことは/ない
It is not worth killing yourself {just because} you cannot have her.
その/記者は/<新聞が/印刷に/回される>/{(直前)}に/記事を/送った。 The reporter filed his story {just before} <the paper went to
話が/<まとまりかけた/{(とき、)}/思いきって/議長に/質問を/した。
{Just when} an agreement was being reached, I hazarded a
膜が/<破れ{ない(ように)}>/気を/つけなくてはならない。
One must be careful {lest} the membrane rupture.
今度/<来る/{(ときには)}/彼を/連れて/来よう。
{Next time} I come, I will bring him to you.
どれだけ/<勉強し{(ようが、)}>/私は/彼には/かなわない。
{No matter} how much I study, I cannot match his prowess.
パソコンの/勉強は、/仕事{(ではなく)}/個人的な/興味から/始めた。
I began studying computers {not because} I needed to use them in
彼は/長年/そこに/<住んでいた{(が)}>/ほとんどの/人が/彼を/知らな
He was unknown to most, {notwithstanding} he had lived there
試験が/<終わった{(ので、)}>/当分/気楽だ。
{Now that} the examinations are over, I can be carefree for a while.
君が/現金で/<払う{(なら)}>/売ってあげる
I will sell it {on condition that} you pay in cash.
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A02052
A02053
A02054
A02055
A02056
A02057
A02058
A02059
A02060
A02061
A02062
A02063
A02064
A02065
A02066
A02067
A02068
A02069
A02070
A02071
A02072
A02073
A02074
A02075
A02076
A02077
A02078
A02079
A02080
A02081
A03
A03082
A03083
A03036
A03084
A03085
A03086
A03087
A03088
A03089
A03090
A03091
A03092
A03093
A04

接続副詞

節を導く副詞

A04094
A04095
A04096
A05

分詞構文

once
(いったん)〜(たら|ば)〜
only
ただ〜を除いて
provided/providing 〜なら〜
seeing that
〜だから〜
since
〜てから〜、〜から〜
suppose/supposing 〜たら〜、〜つもりで〜
that
〜て〜[目的を表す節]
文語的な用法
the entire time
〜間中〜
the instant
〜(と|たら)直ぐに〜、〜途端(に)〜
the last time
(この前)〜時は〜
the minute
〜(と|たら)直ぐに〜、〜途端(に)〜
the moment
〜(と|たら)直ぐに〜、〜途端(に)〜
the same time that 〜Vながら同時に〜
the second
〜と直ぐそばから〜
though
〜が〜、〜ても〜、〜のに〜
unless
〜なければ〜、〜ない限り〜
until/till
〜まで〜
until/till after
〜てからでないと〜
whatever
(何を)〜ようが〜
when
〜時(に)（は)〜、〜と〜
whenever
〜時はいつも〜、いつでも〜時は〜
whereas
〜が〜(並列節の場合)
whereupon
〜と途端に〜
wherever
どこに〜ても〜
whether
〜を論ぜず
whichever
どちらが〜ても〜
while
〜間に〜、〜(ている)時に〜、〜しな
whither
どこに〜ようと〜
whoever/whosoever だれが〜ようと〜
whomever
(だれに|だれを)〜ても〜
so、thereforeなど接続副詞を用いて訳出されているタイプ。
beside/besides
〜上に〜、〜かたわら〜
hence
〜、それで〜、
however
〜が〜
otherwise
〜しないと〜、そうでなければ〜
plus
〜しその上〜
so
〜ので
so that
〜ように〜
then
〜てから〜、〜て(その後)〜
thence
〜(連用中止)それで〜
thereby
〜たために〜、〜(連用中止)それで
therefore
〜(連用中止)したがって〜
thus
こうして〜、かくして〜、〜ので〜
yet
〜が〜
副詞が従属接続詞のように節を導いているタイプ。directly、immediately、instantlyなどごく限定された副詞
に限られる。

いったん/何かを/<やりはじめ{(たら、)}>/あきらめては/いけません。
彼は/ただ/<なまけさえしなけれ{(ば)}>/成功するだろう
あなたも/<いらっしゃる{(なら、)}>/私も/行きましょう。
{彼は/そこに/<いなかった(のだから、)>}/犯人のはずは/ない。
私が/日本へ/<来{(てから)}>/今日で/丁度/１年に/なる。
先生が/<見{(たら)}>/どう/言うだろう。
自分/ひとりに/<なっ{(て)}>/思う存分/悲哀と/失望を/味わいたかった。
<町に/いる>/{(間中)}/その/子供は/母親の/スカートに/しっかり/つか
彼女が/<来{(たら>/すぐ)}/知らせてください。
<この/前/あの/人に/会った>/{(ときは)}/元気そうだった
彼は/<帰宅する{(と>/すぐに)}/コンピュータに/向かった。
１人に/<なる{(と>/すぐ)}/手紙を/開いた。
予習を/<し{(ながら)>/同時に}/店番も/しなければならなかった。
彼は/お金が/<入る{(と、)>/すぐ/そばから}/使ってしまう。
彼は/年は/<若い{(が)}>/経験は/豊富だ
それほど/<忙しくなけれ{(ば)}>/あなたに/お会いします。
荷物を/<運び込む{(まで)}/ドアを/押さえておいてください。
子どもたちが/<寝静まっ{(てからでないと)}>/ゆっくり/新聞も/読め{(ない)}
誰が/何と/<言お{(うが)}>/私は/驚かない。
<道路を/横断する>/{(ときは)}/注意しなさい
彼は/<上京する{(と>/必ず)}/訪ねてくれる
水は/<液体だ{(が)}/氷は/固体だ
彼が/彼女の/方を/<向く{(と)}>/途端に/彼女は/泣きだした。
どこに/<行っ{(ても、)}>/彼女は/その/土地に/うまく/適応できる。
是非{を/<論ぜ(ず)>}/彼は/意見を/通す
どちらを/<選ん{(でも)}>/お気に/召すでしょう。
<北海道を/旅行した>/{(ときは)}/ユースホステルに/宿泊した
どこへ/<行こ{(うと)}>/最初の/出発点に/戻ることになります。
だれが/<来{(ても)}>/中へ/入れてはいけない。
誰に/<尋ね{(たって)}>/この/疑問は/解けないだろう。

{Once} you have started to do something, never give it up.
He'd succeed, {only} he's rather lazy.
I'll go, {provided} you go too.
{Seeing he wasn't there,} he cannot be a criminal.
It is just one year today {since} I came to Japan.
{Suppose} our teacher saw us, what would he say?
She longed to be alone {that} she might give full vent to her
The child clung tightly to his mother's skirts {the entire time}
Let me know {the instant} she comes.
He looked healthy {last time} <I saw him>.
He headed for his computer {the minute} he got home.
{The moment} she was alone, she opened the letter.
At {the same time that} she was preparing her lessons, she had to
He spends money {the second} he gets it.
{Though} he is young, he has wide experience.
{Unless} I am too busy, I will meet you.
Please hold the door open {until} I've brought the packages in.
I can't relax and read the paper {until after} the children have
{Whatever} anyone says, I shall not be surprised.
Be careful {when} <you cross the street>.
He makes a point of calling on me {whenever} he comes to town.
{Whereas} water is liquid, ice is solid.
He turned to her, {whereupon} she burst into tears.
{Wherever} she may go, she can easily adjust herself to the place.
{Whether} right or wrong, he carries his point.
{Whichever} you choose, you will be pleased with it.
We stayed at youth hostels {while} <we traveled in Hokkaido>.
Go {whither} you will, you will return whence you came.
{Whoever} may come, you must not admit him.
{Whomever} you ask, the question will never be answered.

彼は/頭が/いい/{(上に、)}/勉強家である。
彼は/<酔っていた{(、>/それで)}/その/事故が/起こった
彼らは/まだ/<着いていない{(が、)}>/やがて/来るだろう。
今月は/食費を/<詰め{ない(と)}>/家計が/赤字に/なりそうだ
彼女は/<美人で>()/{しかも}/金持ちである
<日曜日な{(ので、)}>/町には/人が/溢れている。
彼は/汽車に/間にあう{(ように)}/速く/走った
彼は/スープの/味見を/<し{(て)}>/塩を/加えた
彼は/<病気だった{(、>/それで)}/学校へ/行かなかった。
彼女は/彼に/チップを/<やり{(、)>/それで}/座席を/手に/入れた
降雪が/<ひどく{(、)>/したがって}/列車は/遅延した
{こう/<し(て)>}/ふたりの/間に/ロマンスが/芽生えた
この/ジャケットは/<温かい{(が)}>/とても/軽い。

{Besides} having a clear head, he is a hard worker.
He was drunk, {hence} the accident.
They haven't arrived. They will, {however} come soon.
We have to cut down food expenses this month, {otherwise} the
She has wealth {plus} beauty.
It's Sunday, {so} the town is overflowing with people.
He ran fast {so that} he could catch the train.
He tasted the soup, {then} added salt.
He was ill, {thence} he didn't go to school.
She gave him a tip, {thereby} securing a seat.
There was a lot of snow, {therefore} the train was late.
{Thus} a romantic relationship was formed between the two
This jacket is warm, {yet} it weighs very little.

directly
〜と直ぐに〜
immediately
〜と直ぐに〜
instantly
〜と直ぐに〜
分詞構文で訳出されているタイプ。接続詞が明示的に示されておらず、副詞句ともみなせるが、接続詞が省
略されているとも考えられるので「等位節・従属節相当表現」に分類している。ただし、独立性が高い、決まり
きった言い回しとして使用される分詞構文は日英の表現ペア自体が重要で汎化（ルール化）するのが困難
であることから、③副詞相当表現の①前置き表現に分類している。

その/報に/<接する{(と>/すぐ)}/出発した
チャンスが/<あり>{(/次第)}/北海道に/行きたい
部屋に/<入って>/来た/{(途端に)}/彼女が/誰か/分かった。

I started {directly} I heard the news.
I am inclined to go over to Hokkaido {immediately} the chance is
I recognized her {instantly} she entered the room.

{足が/<痛い(ので)>}/そろそろ/歩いた。

{Having a pain in the leg,} I walked slowly.

彼は/<家から/離れている>{と/いう/(点)以外は}/幸福だった
Ａは/<手作りである>{という/(点)において}/Ｂと/異なる。
警察は/今回の/火事を/先月の/放火事件と/<関係付け{(て)}>/捜査して
彼は/<しばしば/時間を/守らない{という>/(理由)で}/解雇された。
私は/<彼女を/能力が/ある>{(と)}/考えている。
<契約を/更新したい{という>/(意味)の}/手紙が/届いた。
スキー中に/脚を/<折っ{(て、)}>/その/結果/試験を/受けられなく/なっ
彼らは/何時間も/話し合いを/<続け>()/{その/結果}/ストライキは/中止と
私は/<その/うわさは/ほんとうだ>{(と)}/判断した

He was happy, {except that} <he was away from home>.
A differs from B {in that} <it is made by hand>.
The police are investigating the fire {on the assumption that} it is
He was dismissed {on the ground that} <he was often unpunctual>.
I believe {that} <she has capabilities>.
A letter {to the effect that} <they want to renew the contract has
He broke his leg skiing, {with the consequence that} he was unable
They talked on for hours {with the result that} the strike was
I judged {} <the rumor was true>.

A05097
分詞構文
名詞節・関係節相当表 日本語側の１つの節が名詞節または関係節相当の表現となるタイプ。
B
B06
名詞節
thatやifなどを用いて名詞節で訳出されるタイプ。
〜だけが〜で(残りは)〜、〜を除いて
B06098
except that
B06099
in that
〜という点において、〜た事で〜
B06100
on the assumption t〜を前提として〜
B06101
on the grounds that〜として〜
B06058
that
〜(ので|て)[感情表現]、〜(なんて|と
B06102
to the effect that 〜という意味の〜
B06103
with the consequen 〜(て|連用中止)その結果〜
B06104
with the result that〜(て|連用中止)その結果〜
〜(ので|て)[感情表現]、〜(なんて|と thatが省略されている
B06105
省略
は)[判断内容]
場合
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B06106
B07
B07107
B08
B08045
B08058
B08105
B09
B09108
B09036
B09037
B09109
B09071
B09110
B09111
B09076
B09112
B09113
B09114
B09115
B09116
B10

直接引用節
同格節

疑問詞節

関係節

B10013
B10005
B10117
B10036
B10118
B10058
B10109
B10070
B10071
B10119
B10072
B10110
B10120
B10121
B10122
B10123
B10112
B10124
B10077
B10079
B10113
B10125
B10114
B10115
B10126
B10116
B10105
B11
B11127
B11128
B11129
B11130
B11131
B11132
B11133
B11134
B11135
B11136
B11137
B11138

Itを用いた構文

挿入・倒置
[引用節]と〜
(ダブルクォーテーション）を用いて訳出されるタイプ。
""
「名詞＋節」という構造で節が名詞の内容を表すタイプ。
lest
that
〜という事実(the fact that 〜）、〜とい
省略
疑問詞を用いて訳出されるタイプ。全体で疑問節の構造を持つ場合だけではなく、「疑問詞＋to〜」という構
造のものも含む。
how
however
if
what
when
where
whereof
whether
which
who
whom
whose
why
関係代名詞、関係副詞、前置詞＋関係代名詞という構造で訳出されるタイプ
擬似関係代名詞(such
as
N as 〜、that N as 〜
擬似関係代名詞(such
but
N but〜を含む）
(the way) how
however
like
that
what
whatever
when
whence
whenever
where
whereby
wherein
wherever/wheresoever
wherewith
which
先行詞が前の節全体
which(先行詞=節)
の内容を表す場合
whichever
whither
who
whoever
whom
whose
whosesoever
why
省略
仮主語のItを用いて訳出されるタイプのうち、Itが名詞節や疑問詞節などの節構造を受けるタイプ。
It is 〜 that(強調構文)
It is 〜 which(強調構文)
It is 〜 who(強調構文)
It is 〜 whom(強調構文)
It is time that 〜
It(形式主語) 〜 how
It(形式主語) 〜 if
It(形式主語) 〜 that
It(形式主語) 〜 what
It(形式主語) 〜 when
It(形式主語) 〜 where
It(形式主語) 〜 whether

今頃は、/<既に/それを/受領されておられる>{(と)}/思います。

By now, I trust, <you will have received it>.

母は/口癖のように/<「手を>/清潔にしなさい」>{(と)}/言う

My mother always says to me, <"Keep your hands clean.">

<彼が/殺され{は/しないか>と}いう/(危険)が/あった。
<彼が/真実を/すべて/語っては/いない{のではないか>という}/若干の
たしか/彼は/<そこに/いたような>/{(気)}が/する

There was danger {lest} <he should be murdered>.
I have a slight {suspicion} {that} <he is not telling us the whole
I have {the impression} <he was there>.

<{(どんな/ふうに)}/コンピューターが/動く{(か)}>に/その/子は/大いに/
<{(どういう/風に)}/生計を/立てる{(か)}>は/あなたの/腕次第だ。
<それが/いい{(かどうか)}>/わからない
<{(何を)}/する{(べきか)}>に関して/議論が/激しく/行なわれた。
<彼が/{(いつ)}/来た{(か)}>/誰にも/分からない。
<{(どこで)}/彼に/会った{(か)}>/思い出せない。
彼は/<自分が/{(何の/こと)を}/話している/{(のか)}>/わからなかった
<雨が/降る{(かどうか)}>/私には/分からない。
<{(どちらが)}/良い{(か)}>/よく/見比べなさい。
<{(だれが)}/それを/言った{(か)}>は、/知られていない。
私は/<{(だれを)}/選ぶ{(べきか)}>/わかりません。
<{(だれのが)}/いちばん/よい{(か)}>/私は/知っています
<彼が/{(なぜ)}/怒った{(か)}>/実は/私にも/よく/わからない

The child showed great curiosity about <{how} the computer
<{However} you make your living> is where your talent lies.
I don't know <{if} it is good>.
Controversy raged over <{what to} do>.
God knows <{when} he came>.
I cannot remember <{where} I met him>.
He did not know <{whereof} he spoke>.
I cannot tell <{whether} it will rain {or not}>.
Make a careful comparison of them and see <{which} is the
It is not known exactly <{who} said that>.
I don't know <{whom to} choose>.
I know <{whose} is best>.
I don't really know <{why} he got angry>.

<授業を/サボるような>/{(学生)}ではない。

She is not {a student} {such as} <would cut her classes>.

<例外の/ない>/{(規則)}は/ない

There is no {rule} <{but} has some exceptions>.

それは/<その/島が/発見された>/{(いきさつ)}を/語っていた。
It recounted {how} <the island had been discovered>.
君の/納得の/<いく{(ように)}>/しなさい。
Do it {however} you truly feel is best.
それは/<近来/まれに/見る>/{(大事件)}だ
That is {an incident} <{like} we haven't had for years>.
<自分の/論拠を/著しく/強める>/{(証拠)}を/持ちだした。
She presented {evidence} <{that} greatly reinforced her argument>.
<彼の/言う>/{(こと)}など/誰も/信用しない。
No one believes {what} <he says>.
<私の/持っている>/{(物)は/なんでも}/あげます
I'll give you {whatever} <I have>.
<親としての/務めが/重く/のしかかる>/{(とき)}が/ある。
There are {times} <{when} one's parental duties weigh heavily>.
それが/<これらの/悪が/生じる>/{(根源)}である
That is {the source} <{whence} these evils spring>.
その/犬は/<私の/行く>/{(ところ)は/どこへでも}/ついてくる。
The dog follows me {whenever} <I go>.
<机の/角で/ぶつけた>/{(ところ)}が/ふくれてきた
{The place} <{where} I hit myself against the edge of the desk>
経済学で/一大成果を/<上げ{(、)>/それで}/有名になった。
He made a breakthrough in economics{, whereby} he became
<彼女が/立っている>/{(暗がり)}を/のぞき込んだ。
I looked into {the shadow} <{wherein} she stood>.
僕の/犬は/<僕の/行く>/{(所)へ/どこでも}/来る
My dog will follow me {wherever} <I go>.
彼らが/一斉に/笑い声を/<上げた{(ので)}>/目が/覚めた。
They all laughed{, wherewith} I woke.
Rugby is {a sport} <{which} began in England>.
ラグビーは/<イギリスで/始まった>/{(スポーツ)}だ
<彼女が/友人と/一緒だったという>/{(こと)}で/私の/懸念は/いくぶん/や <They said she had been with friends>, {which} allayed my
わらいだ。
apprehensions somewhat.
{どちらでも}/<好きな>/{(ほう)}を/取れ
Take {whichever} <you choose>.
私は/<あなたの/行かれる>/{(所)に}/行きたい。
{Whither} <thou goest>, I will go.
<現金で/払ってくれる>/{(お客)}が/少なくなった。
There aren't many {customers} <{who} pay in cash anymore>.
彼は/<自分に/反対する>/{(だれ)}にでも/腹を/立てた
He got angry with {whoever} <opposed him>.
<卒業以来/会わなかった>/{(クラスメート)}と/食事を/共に/した。
I dined with an old {classmate} <{whom} I had not seen since our
私は/<母が/先生を/している>/{(生徒)}を/知っている。
I know {the student} <{whose} mother is a teacher>.
<ここに/置き忘れられた>/{(もの)は/誰の/ものでも}/没収される。
{Whosesoever} <are left here> will be confiscated.
<彼女が/そこに/住む>/{(理由)}は/はっきりしない。
It is not known exactly {why} <she lives there>.
これは/<わたしが/常用している>/{(辞書)}だ
This is {the dictionary} <I always use>.

<ただちに/改善を/要する>/{(の)}は/この/点である。
<疑惑と/誤解を/生む>/{(の)}は/こういう/秘密主義の/風土だ。
<この/混沌から/秩序を/生みだした>/{(の)}は/ナポレオンだった。
<私が/本屋で/会った>/{(の)}は/課長だった。
<もう/そろそろ/学校へ/行く>/{(時間)}だ。
年寄りは、/頭が/<堅く{(て)}>/困ります。
この/料理は/牛肉の/代わりに/豚肉を/<使っ{(ても)}>/かまいません。
<忙しいからと/いう>/{(の)}は/見え透いた/口実だ
君が/何を/<し{(ようと)}>/かまわない
<政治家が/威張る>/{(の)}は/困った/ものだ。
どこに/お座りに/<なっ{(ても)}>/構いません。
<彼が/この/本を/書いた{(か)}>は/疑わしい。
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{It is} here {that} <immediate reform is needed>.
{It is} this climate of secrecy {which} <breeds suspicion and
{It was} Napoleon {who} <managed to bring order out of this
{It was} the section chief {whom} <I met in a bookstore>.
{It's} about {time} <I left for school>.
{It's} terrible {how} old people get so obstinate.
It doesn't matter {if} you use pork in stead of beef in this recipe.
{It's} a lame excuse {that} <he is too busy>.
{It} doesn't matter {what} you do.
{It's} too bad {when} <a politician acts high and mighty>.
{It} doesn't matter to me {where} you sit.
It is doubtful <{whether} he wrote this book>.
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前置き表現

It(形式主語) 〜 which
It(形式主語) 〜 who
It(形式主語) 〜 why
It(非人称) 〜 as
It(非人称) 〜 before
It(非人称) 〜 since
It(非人称) 〜 that
It(非人称) 〜 when
日本語側の１つの節が英語側では主節に対する副詞相当の表現となるタイプ。
日本語の一方の節が、前置き表現など英語側の主節に対して独立度の高い表現となっているタイプ。決まり
きった表現である場合が多く、日英の表現ペアそのものが重要となる。
(speaking|talking) 〜と言えば
〜に言えば
〜 speaking
all in all
全般的に見て
an informal
形式張らず
as a matter of fact 実を言うと、〜というのが実情だ
as is often the case 〜にはありがちのことだが
as is usual with 〜 いつものことだが
by sheer serendipit 予期せぬことに、全く思いもかけず
come to think of it そう言えば
first of all
何を差し置いても
for some reason
どうしたのか
for the life of me
どんなことがあっても、命に懸けて、口
from 〜 point of vie 〜から見ると
from one's words 口ぶりから察して
furthermore
それに加えて
greatly to 〜 credit さすがに〜だけあって
if anything
どちらかというと
繰り返して言うが
I repeat
ひと口に言えば
in a phrase
in a word
ひと言で言えば
in addition
〜に加えて
実を言うと
in all honesty
in common with
〜と同じように
in the event of
〜した場合は
〜から判断すると
judging from 〜
just between us
ここだけの話だが
just for the record はっきり言って
言うまでもなく、
needless to say
not to be equivocal はっきり言って
on balance
すべてを考慮したうえで
on no account
どんな理由があっても
on no condition
どんなことがあっても
on the whole
全体的に言って
on the other hand それに引き換え〜
preliminary to
〜に先立って
pursuant to
〜を終えると
言わば、言ってみれば
so to speak
speaking in general概して言えば
きっと、案にたがわず
sure enough
to all appearances どう見ても
to be (plain|frank) 何を隠しましょう、率直に言えば、あら
to be candid
率直に言えば
to be doubly sure 万全を期して
to be honest
正直に言って
to be quite frank 実を言えば
to be short
簡単に言えば
to come to the point単刀直入に言えば
to confess the truth 正直に言って
公平に言って
to do 〜 justice
to do one's best
ベストを尽くしても
to give a 〜 exampl 〜な例を挙げれば
to give it a hard nam
悪く言えば
to lay it on the line はっきり言って
to make a long stor 簡単に言えば
to make it doubly su念には念を入れて
to make matters woもっと悪いことに

{どちらが}/<勝と{(うと)}>/僕には/無関係だ
だれが/<当選し{(ようと)}>/私には/ほとんど/関係は/ない。
<{(どうして)}/彼が/家出した/{(のか)}>は/明らかでない
<僕が/予期した>/{(通り)}だ
病後１か月/<たっ{(て)}>/ようやく/衰弱から/回復した。
<この/町に/鉄道が/敷かれた>/{(の)}は/ほんの/２年前です。
<彼は/<きみに/何かを/隠している>{(ように)}/思われる
<会が/終えた>/{(の)}は/十二時過ぎだった。

It does not matter to me {which} side may win.
{It} matters little to me {who} is elected.
It is not known yet <{why} he ran away from home>.
{It is} <{as} I expected>.
{It} {was} a month after her illness {before} she recovered from her
{It}'s {been} only two years {since} <railroad tracks were laid in this
{It} seems {that} he is keeping something from you.
{It was} after twelve o'clock {when} <the meeting finished>.

野球{と/<言え(ば)}>/彼の/ことを/思い出す
厳密に/{<言え(ば)}>/日本人は/単一民族ではない
{全般的に/<見(て)}>/彼女の/健康状態は/大いに/よくなっている。
{<形式張ら(ず、)>}/１人称で/会話型の/話し方が/最も/効果的である。
この/国では/<現在/１０人に/１人が/失業している>{と/いう/(の)が/実情
女{には/<ありがちの>/ことだ(が、)}/彼女は/好奇心が/強い
{いつもの/<ことだ(が、)}>/その/ことでも/彼は/言い抜けようとした。
{全く/思いも/<かけ(ず、)>}/彼女は/夢の/ドレスを/見つけた。
{そう/<言え(ば)}>/いつか/彼に/会ったことがある
{何を/<差し置い(ても)}>/この/仕事を/片づけなければならない
<{(何と)}/思った{(か)}>/犬が/しきりに/吠えていた。
{口が/<裂け(ても)}>/それは/言えません。
その/点{から/<見る(と)}>/日本は/ヨーロッパ諸国より/はるかに/遅れて
口ぶり{から/<察し(て、)}>/彼は/真相が/わかっていないようだ
彼は/{それに/<加え(て、)}>/期末試験にも/落第した。
さすがに/彼女{だけ/<あっ(て)}>/自分の/誤りを/認めた
病人は/{どちらかと/いう(と)}/悪い/方だ
{繰り返して/<言う(が、)}>/このような/ことは/二度と/ふたたび/あっては
{一口に/<言え(ば)、}>/あの/人は/不正直だ。
{ひと言で/<言え(ば)}>/彼女は/利己的だ
これ{に/<加え(て、)}>/横浜の/ＡＢＣ社新施設の/特別見学ツアーが/行
{実を/<言う(と、)}>/その/講義は/退屈だった。
ほかの/多くの/人々{と/<同じ(ように)}>/私も/彼女の/勇気を/称賛してい
彼女が/<結婚した>/{(場合は)}/彼らの/遺産は/無効になる。
うわさ{から/<察し(て)>}/彼は/成功したらしい。
{ここだけの/<話だ(が、)}>/彼は/競馬で/大金を/擦ったそうだ。
{はっきり/<言っ(て、)}>/私は/それに/反対です。
{<言う(までもなく、)>}/ご提供頂く/情報は/いかなる/ものでも/極秘裏に/
{はっきり/<いえ(ば、)>}/君は/直ちに/仕事に/戻らなければならない
{すべてを/<考慮し(て)}>/この/条項は/われわれに/有利になるだろう。
{いかなる/理由が/<あっ(ても)}>/彼に/金を/借りてはいけない
{どんな/<ことが>/あっ(ても)}/この/ドアは/開けた/ままに/してはならな
{全体的に/<言っ(て)>}/十分/満足していた。
{それに/<引換え(て)>}/日本人は/勇敢だ
会議{に/<先立っ(て)>}/代表者たちは/非公式の/協議を/行った。
学業{を/<終える(と)}>/会社に/就職した。
彼は/{<言ってみれ(ば)}>/大きな/赤ん坊だ
{概して/<言え(ば)、}>/東京の/道路は/かなり/良くなっている。
{案に/<違わ(ず)>}/彼は/ちゃんと/そこに/いた
{どう/<見(ても)}>/あの/子は/中学生だ
{ずばり/<言っ(て)}>/あなたの/考えは/まちがっています
{率直に/<言え(ば)、}>/彼は/正直でない。
{万全を/<期し(て)}>/もう一度/数を/チェックした
まったく/{正直に/<言っ(て)}>/私は/知らない。
{実を/<言え(ば)}>/今/金に/困っている。
{簡単に/<言え(ば)}>/彼女は/私を/愛していないのだ
{単刀直入に/<言え(ば)}>/君に/辞職を/勧めに/来たのだ
{正直に/<言っ(て)}>/私は/英作文は/苦手だ
{公平に/<言っ(て)}>/彼は/好人物だったにすぎない。
{ベストを/<尽くし(ても、)}>/彼は/それを/完成できなかった。
手近かな/{例を/<挙げれ(ば)}>/正則などは/特種学校だ
{悪く/<言え(ば)}>/ずるいのだ。
{はっきり/<言っ(て)}>/彼は/少し/わがままだ
{簡単に/<言え(ば)、}>/彼は/支払いを/拒絶したのだ
{念には/念を/<入れ(て)}>/彼は/窓にも/鍵を/掛けた
{<さらに/悪い>/(ことに)}/雨が/降りだした

{Talking of} baseball, I think of him.
Strictly {speaking,} the Japanese are not a homogeneous race.
{All in all,} her health is greatly improved.
{An informal} first person, conversational style is the most
{As a matter of fact}, one out of ten people in this country is
{As is often the case with woman,} she is curious.
{As was usual with him,} he tried to prevaricate in the matter.
{By sheer serendipity} she found her dream dress.
{Come to think of it}, I saw him once.
I have to finish this work {first of all}.
<For some unknown reason>, the dog kept on barking.
{For the life of me} I cannot tell you about it.
{From} that {point of view}, Japan lags far behind European
{From his words} I gather he does not know the truth.
{Furthermore,} he failed in the term-end examinations.
{Greatly to her credit} she admitted her error.
The invalid is worse, {if anything}.
{I repeat,} this must not happen again.
{In a phrase,} he's a dishonest man.
{In a word} she is selfish.
{In addition} a special tour of ABC's new facilities at Yokohama will
{In all honesty} the lecture was boring.
{In common with} many others, I admire her courage.
{In the event of} her marriage their bequest is voided.
{Judging from} rumors, it appears that he was successful.
{Just between us} I hear he lost a lot of money at the track.
{Just for the record,} I say I'm against it.
{Needless to say} any information which you may give us will be
{Not to be equivocal,} you've got to get back to work right now.
These provisions would, {on balance} be in our interest.
{On no account} should you borrow money from him.
{On no condition} should this door be left open.
{On the whole} she was well satisfied.
{On the other hand}, the Japanese are brave.
{Preliminary to} the conference, the delegates held informal
{Pursuant to} his studies he took a job in an office.
He is, {so to speak} a big baby.
{Speaking in general} the roads in Tokyo have become
{Sure enough} there he was.
{To all appearances} the girl is a junior high school student.
{To be frank with you,} you've got it wrong.
{To be candid,} he is not honest.
{To be doubly sure,} I checked the number again.
{To be} perfectly {honest,} I don't know.
{To be quite frank,} I'm having money problems now.
{To be short} she doesn't love me.
{To come to the point} I came advise you to resign.
{To confess the truth,} I am not good at English composition.
{To do him justice,} he was merely a good-natured man.
{To do his best,} he could not finish it.
{To give a} familiar {example,} the S. E. G. is a special school.
{To give it a hard name}, it is crafty.
{To lay it on the line,} he's a little selfish.
{To make a long story short}, he refused to pay.
{To make it doubly sure,} he locked the windows.
{To make matters worse}, it began to rain.
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C12203
C12204
C12205
C12206
C12207
C12208
C12209
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C12220
C12221
C12222
C13

慣用的句表現

C13223
C13224
C13225
C13226
C13227
C13228
C13229
C13230
C13231
C13232
C13233
C13234
C13235
C13236
C13237
C13238
C13239
C13240
C13241
C13242
C13243
C13244
C13245
C13246
C13247
C13248
C13249
C13250
C13251
C13252
C13253
C13254
C13255
C14
C14256
C14257
C14258
C14259
C14260

To 感情名詞 of oneと
{<私が/たいへん/驚いた>/(ことに)}/彼は/その/試験に/合格した
いう形の場合もある。
（ex. To the
entertainment of us)
率直に言えば
<率直に>/{いわせてもらえ(ば、)}/私は/君の/靴下の/色が/好きでは/な
to put it bluntly
手短に言えば
手短に/{<申せ(ば)}>/次のようになります。
to put it briefly
簡単に/{<言え(ば)}>/私は/不賛成です
to put it concisely 簡単に言えば
それを/平たく/{<言え(ば)}>/こうです。
to put it in plain wo平たく言えば
控えめに言うと
控えめに/{<言う(と)}>/私には/分からない。
to put it mildly
大がさに言うと
大げさに/{<言え(ば)}>/彼は/わが/社の/救世主だ
to put it rather dram
給料{は/<別にし(て)>}/著述の/方からも/だいぶ/収入が/ある
to say nothing of 〜は別にして
はっきり言って
{はっきり/<言っ(て)}>/ぼくは/コーチの/やり方に/反対です
to say straight
控えめに言っても
{控えめに/<言っ(ても)}>/博打は/よい/ことではない
to say the least
率直に言って
{率直に/<言っ(て)}>/私は/その/考えが/全く/気に入っているわけでは
to speak frankly
to tell the truth
実を言えば、正直に言うと
{実を/<言え(ば)}>/彼女は/私の/いとこだ。
to the best of
〜の及ぶ限りでは
僕の/<信ずる{(ところでは)>}/この/論文は/あの/人の/手に/成っている
〜に従事して
子供が/いたずらを/<し{(て、)}>/白と/黒の/碁石を/交ぜてしまった。
up to
分詞構文であるが、決 {天気が/<良けれ(ば)}>/月曜に/立つ
weather permitting天気がよければ
まり文句であるのでここ
に分類している
when it comes to 〜ことに関していえば、〜ことにかけて
<テニス{(なら)}>/僕は/だれにも/後れを/取らない。
〜に関して言えば
私{について/<言え(ば)}>/食べ物の/ことが/いつも/真っ先に/頭に/浮か
with 〜
{<大変/変わっている>/(ことに、)}/彼は/私に/古典ギリシャ語で/話掛け
with great eccentric大変変わっていることに
worse
さらに悪い事に
{<さらに/悪い>/(ことには)}/彼の/自動車保険は/事故の/前に/期限が/
副詞
正確に言えば(Correctly)、不思議なこ
{<申し訳>/有りません(が)}/あなたの/ご注文は/当方の/手違いにより/適
because of、owing toなど慣用的な句表現を用いて訳出されるタイプ。全体として接続表現相当語として使
用される場合にこちらに分類している。
〜によっては、〜に照らしてみれば
彼は/収入{に/<合わせ(て)}>/暮らしている。
according to
as a result of
〜の結果
胃の/検査を/<行った>/{(結果、)}/２人に/異常が/見つかった。
as for
〜としては、〜なら
その/<事{(なら)}>/私の/方で/何とかしよう。
aside from
〜であるばかりか、〜を別にして〜
いかなる/行為も/その/動機{を/<別にし(ては)}>/評価でき{ない}。
because of
〜ので〜
彼が/チームに/<入った{(ので)}>/心強い。
but for
〜がなければ
その/通行人{が/<いなかっ(たら、)>}/私は/おぼれていた(だろう)。
〜と比べて、〜に比べると
中国{に/<比べる(と)>}/日本は/小さな/国だ。
compared to
〜と比べて
われわれの/苦労{に/<比べ(たら)>}/そんな/事は/物の数でない。
compared with
〜に反して
予想{に/<反し(て)>}/彼は/失敗した
contrary to
contrast to
〜に反して
ここの/天候は、/我々の/故郷の/天候{と/<比べ(て)>}/非常に/快い。
due to
〜ため、
交通が/<不便な>/{(ため)、}/土地の/値段は/あまり/高くないそうだ
exclusive of
〜を除いて
雑費{を/<省い(て)>}/三百円に/なる
far from
〜どころか
彼を/<賞める{(どころか)}>/かえって/非難せねばならぬ
for all
いくら〜ても〜、〜にもかかわらず〜
{いくら}/<稼い{(でも)}>/相変らず/貧乏だ
free of
〜をとらずに
利子{を/<取ら(ずに)>}/金を/貸す
in case of
〜場合には、〜するといけないから
万一の/事故{が/<起こっ(たら)}>/自動的に/警報が/鳴るようになってい
彼は/強い/反対が/<あった{(にも>/かかわらず)}/自分の/提案を/固守し
in spite of/despite 〜にもかかわらず〜
inclusive of
〜を含めて
雑費{を/<込め(て)>}/五百円に/なる
〜を問わず、〜を顧みず
前後{を/<顧み(ずに)>}/本分を/尽くせ
irrespective of
next to
〜を除けば
トム{を/<除け(ば)}>/ジョンが/いちばん/背が/高い
on account of
〜ため、
風邪を/<引いている{(ので)}>/物の/味が/わからない。
<健康が/すぐれない{という>/(理由)で}/辞職した。
on the grounds of 〜という理由で
〜ため、
応募人員が/<少ない>/{(ため)、}/申し込み/期日が/延期された。
owing to
previous to
〜する前は、〜に先立って
彼女は/<ここに/越してくる>/{(前は)}/シカゴに/住んでいた。
prior to
〜に先立って
出発{に/<先立っ(て)>}/彼を/訪ねた
〜場合には
<通常の/取引契約を/行う>/{(場合では、)}/良の/上と/考えられます。
regarding as
〜を問わず
晴雨{を/<問わ(ず)>}/会は/開かれる
regardless of
retroacts to
〜に遡って
６月{に/<遡っ(て)>}/ベースアップ/する
short of
〜以外のことなら、〜を除いて
殺人{以外の/<こと(なら)>}/なんでも/やります
〜を条件として、〜を前提として
ご許可{を/<俟っ(て)}>/会を/開きます
subject to
thanks to
〜おかげで、〜してくださったので、
毎日/練習した/{(お陰で)}/上手になった。
to the exclusion of 〜は差し置いて
他の/こと{は}/すべて/{<さしおい(て)>}/日夜/練習に/励んだ。
true to
〜を重んじて
彼は/責任{を/<重んじ(て)>}/職に/殉じた
不定詞を用いて訳出されるタイプのうち、不定詞が副詞的な用法で使用されているタイプ。"to 〜"という表
現の他、"enough to"、"in order to"、"never to"、"only to"、"so as to"のようなto不定詞を使った複合的な
表現も含む。
to one's 感情名詞

不定詞

enough to
in order to
never to
only to
so as to

{To my great surprise,} he passed the examination.

ex. 驚いたことに

〜ほど〜
〜ために
〜したきり〜ない
〜が(駄目だった|失敗に終わった)
〜ように

彼女に対して/自分の/弱みも/<隠さない{(ほど)}>/信頼していた。
その/トラックを/<追い越す>/{(ために)}/車線を/変えた。
彼は/バッタリ/<倒れ(た{きり})>/起き{ない}
彼は/大いに/希望を/<もった{(が、)}>/結局/失望に/終わった。
私は/急行に/<間に合う{(ように)}>/早く/起きた。
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{To put it bluntly,} I don't like the color of your socks.
{To put it briefly,} it's like this.
{To put it concisely}, I do not agree.
{To put it in plain words,} it's like this.
{To put it mildly,} I don't understand.
{To put it rather dramatically,} he is the savior of our firm.
He has a large income from his books, {to say nothing of} his
{To say straight,} I'm against the coach's way of doing things.
Gambling is not a good thing, {to say the least} of it.
{To speak frankly,} I don't quite like the idea.
{To tell the truth} she is my cousin.
He is the author of the article {to the best of} my belief.
{Up to} mischief, the children mixed up the black and white go
I leave on Monday, {weather permitting}.
{When it comes to} lawn tennis, no one can beat me.
{With} me, food always comes first.
{With great eccentricity}, he addressed me in classical Greek.
{Worse}, his car insurance had expired before the accident.
{Unfortunately} your order was not properly taken care of by our

He is living {according to} his income.
{As a result of} stomach examination, abnormalities were found
{As for} that, I will fix it somehow.
No action can be evaluated {aside from} its motive.
I feel reassured {because of} his joining the team.
{But for} the passerby, I would have been drowned.
Japan is a small country {compared to} China.
It is nothing {compared with} the hardships we suffered.
{Contrary to} expectations, he failed.
The weather down here is a welcome {contrast to} what we've
{Due to} inconvenience of transportation, it is said that land prices
It comes to 300 yen, {exclusive of} expenses.
So {far from} praising him, I must positively blame him.
{For all} my diligence, I remain as poor as ever.
He lends money {free of} interest.
It automatically gives a warning {in case of} emergency.
He held to his proposal {despite} strong opposition.
The whole amounts to 500 yen, {inclusive of} expenses.
Do your duty, {irrespective of} the consequences.
{Next to} Tom, John is the tallest boy.
I am unable to taste {on account of} my cold.
He has resigned {on the grounds of} ill health.
{Owing to} inadequate enrollment, the time limit for applications
{Previous to} moving here she lived in Chicago.
I called on him {prior to} my departure.
{Regarding as} ordinary business engagements the company is
The party will be held {regardless of} the weather.
Our salary increase {retroacts to} June.
{Short of} murder, I would do anything.
We shall hold a meeting {subject to} your permission.
{Thanks to} my daily practice, I got good at it.
He practiced day and night, {to the exclusion of} everything else.
{True to} his trust, he died at his post.

He trusted her {enough} {to} reveal his vulnerability.
He changed lanes {in order to} pass the truck.
He suddenly fell down, {never to} rise again.
His hopes were raised {only to} be disappointed.
I got up early {so as} {to} be in time for the express.
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付帯状況
前置詞句

to
〜ために
「with 名詞 補語」の形で訳出され付帯状況を表すタイプ
with
〜を〜して〜
前置詞を用いて前置詞句で訳出されるタイプ
about
〜て〜を回った
above
〜を超えて
across
〜を横切って
after
《後》〜した後、《継承》〜にちなんで、
《対抗、攻撃、無視》〜に反して、〜に
against
ahead
〜先へ行ったところに
ahead from
〜から〜行ったところに
〜に沿って
along
〜と平行して
alongside
amid
〜している最中に
amidst
〜している最中に
[人]の中にいると
among
〜中で
amongst
around
〜を取り巻いて、〜を囲んで
as
〜ともなれば
astride
〜にまたがって
at
《犠牲》命を捨ててでも(at the price of
〜から離れて
away from
back from
〜から奥へ入ったところに
back to
〜に戻って
before
〜の前に出ると、〜に先駆けて
behind
《後》〜したあとに《残すこと》〜を残し
below
〜以下になって
beneath
〜に覆われて、〜に照らされてetc.
beside/besides
〜に寄り添って
between
〜にはさまれて、〜しながら
〜までもない、〜ないほど〜
beyond
but
〜を除いて
《原因》〜によって《場所（近く）・通過》
by
down
〜を降りて
〜する間
during
even as
〜さえ
except (for)/save (fo 〜を除いて
〜に追いかけて、〜に続いて
following
《原因・理由》〜した結果《交換》〜を
for
売って《追求・要求》〜を求めて、〜を
探して 〜したくて《不足》〜がなくて
from
《原因》〜たため《材料》〜を〜させて
各地を流浪して(from place to place)
from 〜 to
《意見》〜の見るところでは(in one's
in
opinion)《感情》失望して(in despair)
in and out of
〜を選ばず ex. 時を選ばす(in season
in order of
〜順に
in the midst of
〜最中に
inside
〜に忍ばせて
into
《時》〜して〜まで続く《方向》〜して
like
〜のように、〜に倣って、
near
ex.火に当たって(near the fire)
next
肌身離さず(next one's skin)
next to
〜とならぶと
notwithstanding 〜にもかかわらず
of
〜のうちなら
off
〜して〜から落ちる、〜して取る
〜して〜から〜へ〜
off 〜 into
《状況》条件付で(on certain
condition)《道中》〜に行く途中(on the
way to)《時・瞬時》[時]になると、〜す
on
るとすぐに、〜次第《場所》〜の上を〜
しながら《用事》用事があって(on
business)《〜ing》on 〜ing
onto
〜して〜に乗り込む
〜と向かい合って
opposite
out
〜して出て行く、〜して消える
out from
〜から選んで
out of
《感情・動機》あわれんで〜(out of

傷の/出血を/止める/{(ために)}/軟こうを/塗った

I applied ointment to the cut to stop the bleeding.

子どもが/指を/<くわえ{(て)}>/眺めている

The child stands looking on {with} a finger in its mouth.

火{を/<囲(んで)>}/しゃがんだ。
彼の/声は/暴風雨の/音{を/<しのい(で)>}/聞こえた
通り{を/<横切っ(て)>}/駆けだした。
田畑は/雨が/<降った>/{(あと)}/生き返った。
彼女は/校則{を/<破っ(て)>}/髪を/染めた
湖は/<この/道を/もう/数マイル先{へ/行った>/(ところ)に}/ある。
その/温泉は/<バス停{から}/さらに/６キロ/{行った>/(所)に}/ある
本棚{を}/ずっと/{<たどっ(て)>}/その/本を/捜した。
長年にわたって、/コンピュータグラフィックスは、/主流の/対話型電算処
人生の/煩わしさ{の/中に/<あっ(て)>}/詩に/憩いを/見出す。
拍手を/<浴び{(ながら、)}>/壇に/上った。
彼は/孫たち{に/<取り巻かれ(て)>}/幸福に/暮らしている。
今年は、/<国民経済/および/地域経済の/状態が/共に/不安定な
生徒が/先生{を/<取り巻い(て)>}/立つ
彼女の/訴えを/根拠が/ない{(として)}/退けた。
馬の背{に/<跨っ(て)>}/野山を/走り回った。
二割の/値引きを/<し{(て)}>/売る
冷蔵庫は/壁{から}/１０センチ/{<離し(て)>}/置いてください
ホテルは/<道路{から/引っ込んだ>/(所)に}/ある。
キツネは/ぐるりと/<迂回し{(て)}>/巣穴{に/戻っ}た。
私は/食事を/<する>/{(前に)}/風呂に/入る。
彼は/バス{の/後ろに/<付い(て)>}/走った。
原価{を/<切っ(て)>}/商品を/売った。
それは/霧の/ベール{に/<おおわれ(て)>}/横たわっていた。
他の/作は/この/作{に/<比すれ(ば)>}/顔色無しだ
２つの/ビル{に/<はさまれ(て)>}/小さな/家が/あった
彼は/見分けが/<つか{ない(ほど)>}/顔が/変わった
１人{を/<除い(て)>}/皆/おぼれた
体は/<使う>/{(こと}により)/発達する。
石炭と/鉱石は/オハイオ川{を/<下っ(て)>}/ミシシッピ川へ/艀で/運ばれ
<砂漠を/進む>/{(間)に}/水の/蓄えは/見る見る/減少した。
捕虜に/<なっ{(てさえ)}>/なお/生まれながらの/威厳を/失わなかった。
論文は/結論{を/<残し(、)>/あとは}/仕上がっている。
私は/３年間/アメリカで/コンサルティングの/仕事に/<従事した
for〜ingのように動名詞 昼食を/<取る>/{(ため)}/帰宅します。
を用いた構文も含む
本を/<読みすぎた{(ので)}>/目が/疲れた
泥棒は/屋根{を/<伝わっ(て)>}/逃げた。
in〜ingのように動名詞 私は/<彼が/目の前に/いる>/{(ときは)}/安心する
を用いた構文も含む
彼は/時{を/<選ば(ず)>}/しゃれを/言う
それらは、/<速度の/速い>/{(順)に}/列挙されている。
彼は/<今/報告書を/作っている>/{(最中)}です。
ケーキの/中{に/<忍ばせ(て)>}/ピストルを/刑務所に/持ち込んだ。
赤と/黄は/<溶け合っ{(て)}>/オレンジ色{に/なる}。
桜の/花びらが/雪{の/降る<(ごとく)>}/散る。
彼女は/火{に/<あたっ(て)>}/手を/温めた。
彼女は/その/写真を/{肌身/<離さ(ず)>}/大切にしている
大統領は/映画スター{と/<並ぶ(と)>}/みすぼらしく/見えた。
値段が/<高かった{(にもかかわらず)}>/彼は/その/車を/買った。
二つの/悪{の/<うち(なら)>}/小さい/方を/取れ。
日光が/窓{に/<当たっ(て)>}/輝いていた。
群衆に/<押され{(て)}>/舗道{から}/通り{へと/出されてしまっ}た。
彼は/家へ/<着く{(と>/すぐ)}/寝た

We squatted {about} the fire.
His voice was heard {above} the storm.
He bolted {across} the street.
The fields woke {after} the rains.
She dyed her hair {against} the school regulations.
The lake lies just a few more miles {ahead} on this road.
That hot spring is six more kilometers {ahead from} the bus stop.
I sought {along} the shelf for the book.
For many years, computer graphics developed as a separate
{Amid} life's worries we find refreshment in poetry.
He went up to the platform {amidst} applause.
He is happy {among} his grandchildren.
This year has begun {amongst} uncertainties about the condition
The students stand {around} their teacher.
They dismissed her suit {as} groundless.
I galloped around the hills and dales {astride} my horse.
They are sold {at} 20 percent discount.
Please set the refrigerator 10 centimeters {away from} the wall.
The hotel is {back from} the road.
The fox circled {back to} its lair.
I take a bath {before} meals.
He ran {behind} the bus.
The merchandise was sold {below} cost.
It lay {beneath} a veil of fog.
The other works pale {beside} this.
There was a small house sandwiched {between} two tall buildings.
He has changed {beyond} recognition.
All {but} one man were drowned.
The body is developed {by} <using it>.
Coal and ore were barged {down} the Ohio to the Mississippi.
{During} the march across the desert their supply of water
{Even as} a prisoner of war he preserved his native dignity.
The thesis is finished {except for} the conclusion.
{Following} three years of consulting work in the United States I
She'll be home {for} lunch.
My eyes are tired {from} reading too much.
The thief ran away {from} roof {to} roof.
I feel security {in} his presence.
He is witty {in} season {and out of} season.
They are listed {in order of} decreasing speed.
He's {in the midst of} putting the report together.
She smuggled the gun into the jail {inside} a cake.
Red and yellow grade {into} orange.
Cherry blossom pedals fall {like} snow.
She warmed her hands {near} the fire.
She wears the photograph {next her skin}.
The President appeared shabby {next to} the movie star.
He bought the car {notwithstanding} the price was very expensive.
{Of} two evils choose the less.
The sunshine glinted {off} the windows.
The crowd jostled him {off} the pavement {into} the street.
{On} his arrival home he went to bed.

on〜ingのように動名詞
を用いた構文も含む
自動車を/<走らせ{(て、)}>/会場{に/乗り込ん}だ。
彼は/試験官{と/<向かい合っ(て)>}/座った。
桟橋へ/<歩い{(て)>/出ていっ}た。
この/楽譜から/そう/いった/音楽{を/<選(んで)>}/演奏していた。
彼らは/<珍しがっ{(て)}>/私に/いろいろ/質問した
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He drove by car {onto} the site.
He sat {opposite} the examiner.
We walked {out} onto the jetty.
We were playing those music {out from} this book.
They asked me a lot of questions {out of} curiosity.
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out of 〜 into
out on
out onto
out to
outside
over
over to
past
pending
per
round
since
through
throughout
to
toward/towards
under

〜して〜に追い出す
〜に出て
〜して出て行く
〜して出て行く
〜する範囲外の
《飲食》〜を飲みながら《仕事・作業・
〜して〜のところまで行く
〜を通り越して、〜を上回って
〜まで
〜によって
〜を回って
〜してから
《経過》[時]が経過したころ《通過》〜を
〜間（ずっと）
〜[音楽など]に合わせて
〜を目指して
《場所（下）》〜[先生]について

さあさあと/声を/<かけ{(て)}>/子供たちを/家{から}/庭{に/追いだし}た。 She shooed the children {out of} the house {into} the garden.
秋の/夕べ、/縁側{に/<出(て)>}/満月を/楽しんだ
I enjoyed the view of the full moon {out on} the porch on an
機は/滑走路へと/タキシングし{(て)/出ていっ}た。
The plane started to taxi {out onto} the runway.
彼は/そっと/つま先で/<歩い{(て)}>/裏口{へ/出}た
He tiptoed {out to} the back door.
１人２人{を/<除け(ば)>}/だれも/知らない。
No one knows it {outside} one or two.
本{を/<読み(ながら)>}/眠りこんだ。
He fell asleep {over} his book.
彼は/部屋を/<横切っ{(て)}>/窓{の/所へ/行っ}た。
He crossed {over to} the window.
橋{を/<通り越し(て)>}/行った
I went {past} the bridge.
裁判が/終局を/<告げる{(までは)}/被告に/面会を/許さない
The prisoner is not allowed to see visitors {pending} the trial.
あなたが/この/やり方に/<同意してくれる{(のなら)、}>/これで/行きましょ {Per} your concurrence on this approach, we'll proceed on this
彼らは/マイク{を/<取り囲ん(で)}>/座っていた
They were sitting {round} the microphone.
今月に/<入っ{(てから)}>/非常に/寒い。
The weather has been extremely cold {since} the beginning of this
私達は/彼を/<通じ{(て)}>/知り合った。
We got to know each other {through} him.
苦境に/<あった>/{(間)/ずっと}/元気いっぱいだった。
He remained cheerful {throughout} his difficulties.
彼は/愛車を/<駆っ{(て)}>/横浜{へ/行っ}た
He drove his car {to} Yokohama.
走者は/ゴール/{<目がけ(て)>}/まっしぐらに/走った
The runners ran like mad {toward} the goal.
人格は/いろいろ/感化を/<受け{(て)}>/でき上がる。
A man's character is formed {under} various influences.
※unlikeは形容詞とす 弟は/兄{(と/<違って>)}/背が/高い
{Unlike} the older brother, the younger is tall.
〜と違って、と異なり
る見方もあるが、ここで
unlike
は前置詞として扱う。
until/till after
〜まで
試験が/<済む{(までは)}/帰省できない。
I cannot go home {till after} the examination.
until/till
〜まで
<７時に/なる>{(までは)}/仕事から/解放されない
I am not released from duty {till} seven.
unto
〜の方へ
これらの/ものは/みな/<加え{(て)}>/与えられる。
All these things shall be added {unto} you.
〜して登る、〜して上がる
彼は/ふうふう/<あえい{(で)}>/坂{を/登っ}た。
He puffed his way {up} the hill.
up
〜して〜に上げる
手を/<貸し{(て)}>/私を/ステージ{に/上げてくれ}た。
He assisted me {up onto} the stage.
up onto
〜する時点では
<この/手紙を/差し上げる>/{(時点では、)}/いまだに/本件に関して/御社 {Up to} this writing, however, we do not appear to have heard from
up to
〜するとすぐに
この/液体は、/<加熱される{(と>/すぐに)}/簡単に/重合する。
The liquid polymerizes readily {upon} heating.
upon
via
〜を経由して
この/道は/奥多摩{を/<経(て)>}/甲府に/至る
This road leads to Kofu {via} Okutama.
with
《所有》〜を持って《随伴》〜を連れて
西洋人は/茶に/牛乳や/砂糖{を/<入れ(て)>}/飲む
Foreigners drink tea {with} milk and sugar.
within
〜しないうちに
<２０年{も/経たない>/(うち)に}/状況は/様変わりしてしまった。
{Within} two decades, the scene has become radically different.
without
〜なしで
敵の/攻撃は/跡切れる{(ことなく)}/一日じゅう/続いた
The enemy's attack continued all day {without} intermission.
複合前置詞を用いて訳出されるタイプ。日本語側が「名詞＋を＋動詞＋接続表現」の構造を持ち、対する英
語が「（前置詞）＋抽象名詞＋前置詞」の形を取る場合にこちらに分類している。
複合前置詞相当
ahead of
〜を引き離して
〜のせいで
along of
〜に寄り添って
along with
〜から離れて、間隔をあけて
apart from
at a loss of
〜の損をして
〜の得をして
at a profit of
at intervals of
〜の間をおいて
at the (sight|sound〜を見て、〜を聞いて
at the cost of
〜を棄てて、〜を費やして
at the expense of 〜を棄てて、〜を費やして
at the head of
〜を率いて（〜の先頭になって）
〜に任して
at the mercy of
〜を押すと
at the press of
at the prospect of 〜できるので
at the risk of
危険をかけて、〜を冒して
at the sacrifice of 〜を犠牲にして
〜を使って
by means of
〜ために
by reason of
〜の効力によって
(by|in) virtue of
〜を経由して
by way of
for fear of
〜しないように、〜を恐れて
〜があらわれていないかと
for sign of
for the cause of
〜があらわれていないかと
for the purpose of 〜するために
for the sake of
〜に免じて
〜を人目見ようと
for the sight of
in a comparison of 〜と比較して
〜しようと
in an attempt to
in absorption with 〜に没頭して
in accordance with 〜に従って、〜に則って
〜に適応しながら
in adaptation to
in addition to
〜に加えて
in admission of
〜を認めて

彼は/２位{を}/５メートル/{<引き離し(て)}>/ゴールに/入った。
お前さんが/<下品な>/{(せいで)}/我々は/招待されなかった。
フィールドでは/走り高跳び{と}/三段跳び{が/<並行し(て)>}/行われた
政治{と}/経済{は/<切り放し(て)}>/論ずることはできない
私は/それを/２０ドル{の/損を/<し(て)}>/売った
五百円{の/利益を/<得{(て)}>/品物を/売った
木が/二間ずつ/{間を/<置い(て)>}/植えてある
それ{を/<見(て)}>/嫉妬心が/むらむらと/起こった。
この/駅は/５億円{を/<費やし(て)}>/出来上がった
アメリカの/石油会社は/部族の/将来{を/犠牲に/<し(て)}>/情け容赦/な
大将が/軍勢{を/<率い(て)}>/敵に/向かった
風浪{に/<任し(て)}>/船を/流した
ＣＴＲＬ−Ｇ{を/<押す(と)>}/その/プログラムを/使える。
ハリウッドの/スターに/<会える{(というので)}>/わくわくしていた。
彼は/命{を/<賭し(て)}>/戦った
その/国は/戦争による/大きな/{犠牲を/<払っ(て)}>/自由を/獲得した
われわれは/ロープ{を/<使っ(て)}>/その/木に/よじのぼった。
彼が/死んだ/{(ために)}/その/会議は/取りやめと/なった
彼は/大胆不敵であっ(た/{ために})/成功した
米国{を/<経(て)}>/欧州に/到る
Ｍ氏は/事件の/発覚{を/<恐れ(て)}>/海外に/高飛びした
ヘッドに/<摩耗した/{様子が/見られ(ないか)}>/調べてください。
われわれは/正義を/守る/{(ためには)}/だれとでも/一戦を/交えよう
彼女は/おばに/会う/{(ために)}/アメリカへ/行った。
彼の/親父{に/<免じ(て)}>/世話を/してやった
その/人気女優{を/ひと目/見(ようと)}/待っていた。
Ａと/Ｂ{を/<比較する(と、)>}/Ａの/ほうが/Ｂより/大きい。
レーガンは/アメリカ国民を/鼓舞し{(ようと)}/テレビ放送を/行なった。
牧野さんは/寝食を/<忘れ{(て)}>/その/仕事{に/没頭し}た
彼らは/政府の/命{を/<体し(て)}>/その/計画を/実行に/移した
生物は/環境{に/<適応し(ながら)}>/進化してきた
彼女は/過労に/心労{が/<加わっ(て)}>/病気に/なった。
容疑者は/犯行{を/<認め(て)}>/深く/うなだれた
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He crossed the finish line five meters {ahead of} second place.
We weren't invited {along of} your rudeness.
The high jump was held {along with} the triple jump on the field.
It is impossible to discuss politics {apart from} economics.
I sold it {at a loss of} twenty dollars.
I sold the goods {at a profit of} 500 yen.
The trees stands {at intervals of} twelve feet.
Green envy filled her heart {at the sight of} it.
This station was completed {at the cost of} five hundred million
American oil companies are mercilessly exploiting the oil of
The general went against the enemy {at the head of} an army.
The ship was allowed to drift {at the mercy of} the wind and
The program is available {at the press of} CTRL-G.
They were atwitter {at the prospect of} meeting a Hollywood star.
He fought {at the risk of} his life.
The nation obtained liberty {at the sacrifice of} many lives in war.
We climbed up the tree {by means of} a rope.
The conference was canceled by reason of his death.
He succeeded {by virtue of} his boldness.
I go to Europe {by way of} America.
Mr. M skipped the country {for fear of} exposure of the affair.
Check the head {for signs of} wear.
We will fight against anybody {for the cause of} our righteousness.
She went to America {for the purpose of} seeing her aunt.
I helped him {for the sake of} his father.
They waited {for a sight of} the popular actress.
{In a comparison of} A and B, A is the larger.
Reagan went on TV {in an attempt to} rally the US public.
Mr. Makino forgot all else {in his absorption with} the job.
They put the plan into action {in accordance with} the orders of
Living creatures have evolved {in adaptation to} their environment.
{In addition to} overworking, worry had a part in her illness.
The suspect hung his head deeply {in admission of} his crime.
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in an effort of
〜しようとして
in an effort to
〜しようとして
in anticipation of 〜を見込んで、〜を見越して
in attendance on 〜に付いて、〜に随伴して
in celebration of
〜を祝って
〜を預かったN
in charge of
in collaboration wit 〜と協力して
in collusion with 〜と結託して
in combination with〜と合併して
in commemoration 〜を記念して
in company with 〜と連れ立って
in comparison with 〜と比較して
in compensation for〜代わりに
in competition with〜と張り合って、〜と競争して
in compliance with 〜を受けて
in compliment to 〜にちなんで
in concert with
〜と提携して
in conjunction with 〜と組んで
in connection with 〜と関連して
in connivance with 〜と共謀して
in consequence of 〜ために、〜した結果
in consideration of [気持ち]を考えて
in contact with
〜と連絡して
in contradiction to 〜とは正反対に
in contrast to
〜と対照的に
in cooperation with 〜と手を結んで
in dedication to
〜のために（〜に献身して）
in default of
〜がないので
in defense of
〜を守るために
in deference to
〜に免じて
in defiance of
〜を無視して
in deliberation with〜と協議して
in diffidence to
〜を尊重して
in dread of
〜を恐れて
〜の代わりに
in exchange for
in expectation of 〜を期待して
in explanation of 〜を説明するために
〜を表して
in expression of
〜に賛成して、（〜を棄てて）〜を選ん
in favor/favour of
だ
in fear of
〜を恐れて
in front of
〜の前にでると
in fulfilment of
〜がかなって、〜を達成して
in honor of
〜に敬意を表して
〜を望んで、〜ようとして
in hopes of
in imitation of
〜をまねして
in intervals of
〜がてらにでも（〜と平行して）
〜と組んで
in league with
in lieu of
〜の代わりに
in line of
〜に従って
〜を記念して
in memory of
in obedience to
〜に従って
〜に反対して
in opposition to
in partnership with〜と組んで
〜に代わって
in place of
〜に抽んでて
in preference to
〜に横顔を向けて
in profile to
〜に比例して、〜に準じて
in proportion to
〜をかばって
in protection of
〜を求めて
in pursuit of
〜を認められて
in recognition of
in relation to
〜と結びつけて
in reliance on
〜を信頼して
〜に答えて
in reply to
in resonance with 〜と共鳴して
〜に応じて、〜を反映して
in response to
in reward for
〜に報いて
in search of
〜を探して

何かを/<思い出そ{(うとして)}>/目を/細めた。
本年６月上旬より、/当社製品の/潜在顧客を/より/多く/確認する/{(ため
生産者は/値上がり{を/<見越し(て)}>/売り惜しんでいる。
彼は/主人{に/<随伴し(て)}>/欧米を/歩いた
彼の/成功{を/<祝っ(て)>}/祝杯を/あげた
<救命用ボートを/預かった>/{(船員)}が/遭難信号用炎火ロケットを/打ち
ウィーンの/若き建築家と/緊密{に/<協力し(て)}>/仕事を/した。
彼は/会計官{と/<共謀し(て)}>/巨利を/博した
甲組と/乙組{を/<合併し(て)}>/教授する
この/偉人{を/<記念し(て)>}/銅像が/建てられた
僕は/従弟{と/<連れ立っ(て)}>/上京した
今年の/成績は/昨年{に/<比べ(て)}>/落ちている。
<君に/損を/さした>/{(代わりに)}/儲けさして/上げる
この/会社は、/レクセル社と/ナノックス社と/コリンズ社の/連合{と/<張り
彼の/意{を/<受け(て)}>/彼女を/訪ねた
わが/首都の/名{に/<ちなん(で)}>/その/ヨットを/「ロンドン」と/命名し
五年級が/四年級{と/<示し合わし(て)}>/ストライキを/やった
あの/会社{と/<組ん(で)}>/商売を/している。
この/事件{に/<関連し(て)}>/種々の/困難が/生じた
兄{と/<共謀し(て)>}/それを/やった。
看護が/届かない/{(ために)}/死んだ
裁判官は/情状{を/<酌量し(て)}>/彼を/減刑した
設計者らは、/英国の/製造部門管理職と/直接/{連絡が/<とれる(よう)}>/
外見{と/<正反対で>}()/彼は/大変な/金持ちだ。
台湾産の/製品は、/価格が/<安い>/{(反面)}/品質が/落ちる。
彼{と/手を/<結ん(で)>}/仕事を/することにした。
その/神殿は/ゼウス{を/<祭る>/(ために)}/建立された。
証拠{が/<ない(ので)}>/裁判には/ならなかった
学問の/自由{を/<守る>/(ために)}/雄弁に/弁じた。
彼の/地位{に/<免じ(て)}>/大目に/見ておこう
裁判所命令{を/<無視し(て)}>/その/建設工事を/続行している。
留学生の/数は、/文部省が/大学{と/<協議し(て)}>/決める。
世間{を/<憚っ(て)}>/彼は/家に/閉じこもった
彼は/父{を/<恐れ(て)}>/びくびくしている
<数学を/教えてもらった>/{(代わり)に}/彼に/英語を/教えてあげた。
彼は/戦争{を/<予想し(て)}>/家を/売った
彼は/自分の/行動{を/説明する/(ために)}/そう/言ったのだ
皆/同意{を/<表し(て)}>/手を/上げた
請負を/<止め{(て)}>/直営に/した

She screwed her eyes {in an effort of} memory.
In early June of this year, we will begin a telemarketing program {in
Producers are holding off selling {in anticipation of} a rise in prices.
He travelled in Europe and America {in attendance on} his master.
We drank {in celebration of} his success.
{The sailor} <in charge of the lifeboat> sent up a distress rocket.
He worked {in close collaboration with} a young Viennese
He reaped enormous profits {in collusion with} the accountant.
A class is taught {in combination with} B class.
A bronze statue was erected {in commemoration of} the great
I came to town {in company with} my cousin.
This year's figures are down {in comparison with} those of last
You shall make a profit {in compensation for} your loss.
The firm won the contract {in competition with} a team of Rexel,
I called on her {in compliance with} his will.
We called the yacht "the London," {in compliment to} our capital.
The Fifth Year went on strike {in concert with} the Fourth Year.
We do business {in conjunction with} that company.
Various difficulties have arisen {in connection with} the affair.
He did it {in connivance with} his brother.
He died {in consequence of} bad nursing.
The judge reduced his penalty {in consideration of} extenuating
The designers were placed directly {in contact with} the
{In contradiction to} his appearance, he was quite well off.
{In contrast to} their cheaper prices, products made in Taiwan are
I decided to work {in cooperation with} him.
The shrine was built {in dedication to} Zeus.
{In default of} evidence there was no trial.
He preached eloquently {in defense of} academic freedom.
I will overlook his fault {in deference to} his position.
They are proceeding with the construction {in defiance of} the
The number of overseas students is decided by the Ministry of
He confined himself indoors {in diffidence to} others.
He is {in dread of} his father.
I taught him English {in exchange for} his teaching me
He sold his house {in expectation of} a war.
He said so {in explanation of} his conduct.
All showed their hands {in expression of} their concurrence.
The contract-system was abandoned {in favour of} direct
d
ki
People
began
to stay away from the red-light district {in fear of}

その/病気{を/<恐れ(て)>}/人々の/足は/歓楽街から/遠のき始めた
人{前に/出る(と)}/あがってしまう。
I get self-conscious {in front of} people.
長年の/望み{が/<かなっ(て、)}>/立派な/研究所が/できた。
A splendid research centre was established {in fulfilment of} a
訪問者{に/敬意{を/<表し(て)>}/２１発の/礼砲が/発せられた。
A 21-gun salute was fired {in honor of} the visitors.
執筆の/暇{を/<得(ようとして})>/市場で/投機を/した。
He speculated on the market {in hopes of} buying leisure for his
彼女は/映画スター{の/まねを/<し(て)}>/髪型を/変えた
She changed her hairstyle {in imitation of} the movie star's.
それは/<遊び{(がてらにでも>)}/できる。
It can be done {in the intervals of} amusement.
馬賊{と/<組ん(で)}>/満洲を/荒らした
He overran Manchuria {in league with} the bandits.
{<それに/代わる>(もの)として}/新しい/証明書を/発行する。
A new certificate is granted {in lieu thereof}.
彼は/職務{(に/<従って>)}/行動した
He acted {in line of} duty.
亡き/師{を/<しのん(で)}>/演奏会を/催した
We held a concert {in memory of} our teacher.
彼は/命令{を/<奉じ(て)}>/英国に/赴いた
He proceeded to England {in obedience to} orders.
新聞は/政府の/政策{に/<反対し(て)}>/やいやい/言っている。
The newspapers are clamoring {in opposition to} government
主人{と/<組合っ(て)}>/商売した
He did business {in partnership with} his master.
委員長{に/<代わっ(て)}>/私が/会議に/出席した。
I attended the conference {in place of} the chairman.
他の/いくつか{に/<抽んで(て)}>/この/ワインが/選ばれた。
This wine was chosen {in preference to} several others.
私{の/方に/横顔を/<向け(て)}>/立っていた。
He was standing {in profile to} me.
情報量の/増大{に/<従っ(て)}>/大きな/コンピューターが/必要になる。 Larger and larger computers become necessary {in proportion to}
雌鶏は/ひよこ{を/<かばっ(て)}>/翼を/広げた。
A hen straddled her wings out {in protection of} her little chicks.
党利党略{に/<走っ(て)>}/本来の/目的を/見失ってはならない。
One must not lose sight of the original objectives {in pursuit of}
政府は/戦争中の/彼の/功績{を/<認め(て)}>/たっぷりと/給付金を/彼に The government paid him a generous stipend {in recognition of} his
教授は/この/現象を/地震{と/結びつけ(て)}/説明した。
The professor explained this phenomena {in relation to}
敵は/地の利{を/楯に/<とっ(て)>}/よく/我が/攻撃を/防いだ
The enemy defended themselves against our attacks {in reliance
２月２０日の/ご要請{に/<お答えし(て、)}>/ジョン・ブライディ氏を/ご推薦 It is with great pleasure that I write to recommend Mr. John
ギターの/弦は/音叉{と/<共鳴し(て)}>/振動する。
A guitar string will vibrate {in resonance with} a tuning fork.
株価は/政局{を/<反映し(て)}>/上下する
Stock prices rise and fall {in response to} the political situation.
警察署長は/緑の/おばさんたちの/長年の/労{に/<報い(て)}>/感謝状と The chief of police gave letters of thanks and presents to the
彼は/伝説{を/<尋ね(て)}>/その/地方を/訪れた。
He visited that area {in search of} legends.

8 / 18 ページ

C17433
C17434
C17435
C17436
C17437
C17438
C17439
C17440
C17441
C17442
C17443
C17444
C17445
C17446
C17447
C17448
C17449
C17450
C17451
C17452
C17453
C17454
C17455
C17456
C17457
C17458
C17459
C17460
C17461
C17462
C17463
C17464
C17465
C17466
C17467
C17468
C17469
C17470
C17471
C17472
C17473
C17474
C17243
C17475
C17476
C17477
C17478
C17479
C17480
C17481
C17482
C17483
C17484
C17485
C17486
C17487
C17488
C17489
C17490
C17491
C17492
C17493
C17494
C17495
C17215
C17496
C17497

in step with
足並みを揃えて
〜に従属して
in subjection to
in submission to
〜に服従して
〜を支持して
in support of
in sympathy with 〜に合わせて、〜に共感して
in tandem with
〜と協力して
in terms of
〜に関連して
in the absence of 〜がない場合
in the act of
〜しようとして
in the assurance of 〜を確信して
in the choice of
〜を選ぶに
in the collapse of 〜が壊れて
in the disguise of 〜に変装して
〜から見れば
in the eye(s) of
in the face of
〜に直面して
in the heat of
〜に熱中して
〜を期待して
in the hope of
〜を象って
in the image of
in the interest(s) of 〜の都合の良いように、〜の利益に
in the intervals of 〜の合間を縫って
〜に照らして
in the light of
in the memory of 〜記念に
in the name of
〜の名を借りて
in preparation for 〜ために
in the parlance of 〜で言えば
in the presence of 〜をはばからず、〜がいると
〜する最中で
in the process of
〜を遂行するために
in pursuance of
〜を求めるために
in quest of
〜する形で
in the shape of
〜が見えるところまで
in the sight of
in the thick of
〜する最中で
〜[道]を邪魔して
in the way of
in time for
〜に間に合うように
in token of
〜を表すため
in touch with
〜と連絡して
in tune to
〜に調子を合わせて
in veneration of
〜を顕彰して
in view of
〜を見て、〜を考えて
inside of
〜うちに
instead of
〜の代わりに
〜を装って
on a pretense of
on account of
〜なので
on application to 〜へ申し込めば
on behalf of
〜に代わって
on contact with
〜と触れると
〜がばれて、〜にさらされて
on exposure of
〜を提供すれば
on production of
〜する目的で、〜するために
on purpose to
〜を受け取り次第
on receipt of
on the advice of
〜に勧められて
on the basis of
〜に従って
on the momentum o〜に勢いを得て
〜というところへ、〜する矢先で
on the point of
on the pretext of 〜という口実で
on the recommenda〜に推されて
on the rock of
〜に窮して、〜が破綻して
on the strength of 〜に援助されて、を鼻にかけて
〜する寸前に
on the verge of
〜を重ねて
on top of
out of deference to 〜に遠慮して
relative to
〜に関連して
retroactive to
〜に遡って
to keep pace with 〜に伴って
to the best of
〜の力の及ぶ限りで
to the effect of
〜という意味の
〜といってもいいほど
to the point of

ふたりは/{足並みを/<そろえ(て)}>/歩いている
The two are walking {in step with} each other
昔/女は/男{に/<従属し(て)>}/生きていた
Women used to live {in subjection to} men.
彼女の/命令{に/<服従し(て)}>/彼は/家を/出た
He moved out of the house {in submission to} her orders.
その/法案{を/<支持する(ように)}>/党内を/結集させた。
He rallied the party {in support of} the bill.
その/曲の/リズム{に/<合わせ(て)}>/体を/動かした。
They swayed {in sympathy with} the rhythm of the music.
多数/党は/少数党{と/<協力し(てこそ)>}/本来の/機能が/果たせよう。 The majority party will be functioning {in tandem with} the minority
彼は/何事も/お金{に/<関連し(て)}>/考える。
He thinks everything {in terms of} money.
反対の/証拠{が/<無い(ので)}>/彼は/釈放された。
{In the absence of} proof to the contrary, he was set free.
彼女は/<座り{かけ(て)}>/やめた。
She arrested herself {in the act of} sitting.
勝利{を/<確信し(て)}>/続けた。
They proceeded {in the assurance of} victory.
もとは/人{を/<選ぶ(に)>}/容貌を/論じなかった
Formerly personal appearance was not considered {in the choice
北イタリアで/ダム{が/<切れ(て)>}/約３００人が/死亡した
Some 300 people were killed {in the collapse of} a dam in northern
彼女は/少年{に/<変装し(て)}>/彼に/近づいた。
She approached him {in the disguise of} a boy.
法律{から/<見れ(ば)}>/人は/皆/平等だ。
All men are equal {in the eyes of} law.
風波{を/<おかし(て)}>/出かけた
I went out {in the face of} a storm.
彼は/議論{に/<熱中し(て)}>/そんな/風に/言ったのだ。
He spoke like that {in the heat of} discussion.
手っ取り早く/金を/稼ご{(うと)}/一時/彼は/商品市場で/投機取引を/し He speculated briefly in the commodities market in the hope of
人間は/神の/姿{を/<象っ(て)}>/造られた。
Man was created {in the image of} God.
交通安全{を/<はかっ(て、)}>/道を/広げる。
Widen the road {in the interests of} traffic safety.
彼は/公務{の/合間を/<縫っ(て)}>/小説を/書いた
He wrote his stories {in the intervals of} his official business.
歴史は/この/事実{に/<照らし(て)}>/読むべきである
History should be read {in the light of} these facts.
彼は/<日本へ/来遊した>/{(記念)に}/木を/植えた
He planted a tree {in memory of} his visit to Japan.
彼らは/革命{の/名を/<借り(て)}>/略奪行為を/する
They plunder {in the name of} revolution.
彼らは/ハレーすい星を/撮影する/{(ために)}/天体観測を/した
They made astronomical observations {in preparation for} taking
新聞人の/用語{で/<言え(ば)>}/私は/スクープを/ものに/した。
{In the parlance of} newspaper men, I had a scoop.
私は/姑{が/<いる(と)}>/窮屈だ。
I feel ill at ease {in the presence of} my mother-in-law.
会社は/<目下/変身を/遂げている>/{(最中)}である。
The company is {in the process of} changing right now.
彼は/彼女の/命令{を/遂行する/(ために)}/ロンドンへ/行った
He went to London {in pursuance of} her instructions.
職{を/求める/(ために)}/上京したのだ
He has come to town {in quest of} employment.
彼の/同情は/<金を/貸すという>/{(形)で}/実践的に/表現された。
His sympathy took a practical form {in the shape of} a loan.
<とうとう/その/村の/やさしい/灯{が/見える>/(ところ)まで}/きた。
We at last came {in sight of} the friendly lights of the village.
<来年度の/予算を/立てている>/{(最中)}だ。
He is {in the thick of} preparing next year's budget.
彼を/独りで/飯の/<食える{(ように)}>/してやった
I have put him {in the way of} getting his own living.
彼は/晩餐{に/<間にあう>/(ように)}/到着した
He arrived {in time for} dinner.
謝意{を/表す/(ために)}/金時計を/贈った
I presented him with a gold watch {in token of} my gratitude.
海軍は/陸軍{と/連絡を/<保っ(て)}>/運動した
The navy manoeuvred {in touch with} the army.
ピアノの/伴奏{に/調子を/<合わせ(て)>}/歌いなさい
You must sing {in tune to} the piano accompaniment.
両世界大戦の/戦死者{を/<顕彰し(て)>}/記念碑が/建てられた。
A memorial was erected {in veneration of} the dead of both World
時局{に/<鑑み(て)}>/事業を/中止した
The project was abandoned {in view of} the situation.
１マイル{と/<行か(ない>/うちに)}/車は/また/故障した。
Our car broke down again {inside of} a mile.
屋根は/<茅葺き{(ではなく)>}/スレートで/ふいてあった。
The roof was slated {instead of} thatched.
彼は/病気{を/<装っ(て)}>/学校を/休んだ。
He kept away from school {on a pretense of} sickness.
僕は/病気し(た/{ために})/一年/後れた
I played away a year {on account of} illness.
出版目録は/博物館主事{へ/<申し込め(ば)>}/無料で/送付される。
A list of publications will be sent free {on application to} the
友人たち{を/<代表し(て)>}/お礼を/申しあげる。
I thank you {on behalf of} my friends.
インクは/紙{と/<接触する(や>/否や)}/固まる。
The ink solidifies instantly {on contact with} the paper.
彼は/陰謀{が/<ばれ(て)>}/自殺した。
{On exposure of} the plot, he committed suicide.
学生証{を/<提示すれ(ば)}>/割引してもらえる。
You will receive a discount {on production of} your student ID
彼は/僕を/じらす/{(ために)/わざと}/あんな/ことを/するのだ
He does such things on purpose to annoy me.
電話で/ご注文/{<くだされ(ば)、}>/すぐ/お届けいたします。
We will deliver {on receipt of} your order by phone.
医者{に/<勧められ(て)>}/彼は/軽井沢に/転地した
{On the advice of} a doctor, he went to Karuizawa for a change of
観察の/結果{を/もとに/<し(て)}>/考えた。
I thought about this {on the basis of} my observations.
女性研究は/女性運動{に/勢いを/<得(て)}>/学問の/世界に/入ってきて Women's studies are entering academia {on the momentum of} the
<君を/呼びに/やろうとする>/{(矢先)}だった。
I was just {on the point of} sending for you.
<せきが/出る{という>/(口実)で}/場を/はずした。
He left the room {on the pretext of} a fit of coughing.
彼は/Ｙ氏{に/<推され(て)>}/教諭に/なった。
He became an instructor {on the recommendation of} Mr. Y.
大才子は/徳を/磨かない{(と)}/往々/身を/誤る
Great wits are often wrecked {on the rock of} immorality.
彼は/些細な/手柄{を/鼻に/<かけ(て)}>/到る/所で/傍若無人の/振る舞 He makes himself at home wherever he goes {on the strength of} a
その/鳥は/<滅びる>/{(寸前)に}/ある。
That species of bird is {on the verge of} extinction.
私には/<病気の/母が/いる>/{(上)に}/多大の/借金さえ/ある。
{On top of} having a sick mother I have a lot of debts as well.
私は/その/人{に/<遠慮し(て)>}/言いたい/事も/言わなかった。
{Out of deference to} him I did not say as much as I should have
企業収益が/前年度{と/<比較し(て)>}/下がった。
Corporate profits declined {relative to} their level a year ago.
この/法規は/４月１日{に/<遡っ(て)>}/有効だ
This law is effective {retroactive to} April 1.
この/区域の/人口増加{(に/<伴って>)}/小学校が/新設された
{To keep pace with} the increase of population in this district, a
今日の/パーティの/ごちそうは/妻が/{腕に/よりを/<かけ(て)}>/作った。 My wife prepared the elaborate banquet {to the best of} her ability
その/ことは/<ほとんど/知らない{という>/(意味)の}/ことを/ぼそぼそ/しゃ I mumbled something {to the effect of} knowing little about it.
これらの/事実については/もう/すでに/<うんざりする{(ほど)}>/書かれて These facts have been written about {to the point of} nausea.
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C17500
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C17503
C17504
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D
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D14
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D21
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D22
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D23
D23000
D24
D24000
D25
D25000

to the verge of
〜する間際で
under the disguis/g 〜に変装して
under the pressure 〜に急迫して
under (the) pretens 〜と偽って
under the pretext o 〜に託けて
under the weight of〜の重みのために
with a regard for 〜を重んじて
with a view to
〜に注意して
〜を目論んで
with an eye to
with confidence in 〜を見込んで
with some exception〜他は
with the cooperatio 〜と協力して
with the full stengt 〜に物をいわせて
with the intention o〜するつもりで
with the purpose of 〜するために
副詞相当表現
副詞を用いて訳出されるタイプ。一般的な副詞の他、副詞相当として用いられる表現も含む。
every dayなど品詞は
副詞とはいえないが、
副詞
全体として副詞的な役
割をしている場合も含
away, backなどの副詞小辞を用いて訳出されるタイプ。特に、重文の主節部分が副詞小辞で訳出される場
副詞小辞相当
合が多い。
ahead
〜てリードする
〜て離れる
apart
〜てなくなる、〜て消える、〜て逃げ
away
back
〜て後ろに下がる、〜て戻る
behind
〜遅れて
down
〜て降りる
in
〜て中に入る
off
〜て離れる
on
〜て〜続ける
over
〜てこぼれる
out
〜に行って留守
past
〜て通り過ぎる
〜て通り過ぎる
through
〜て登る、〜て上がる
up
〜て昇る
upward
格要素相当表現
日本語側の１つの節が英語側では主節に対する格要素相当の表現となるタイプ。
名詞化（格要素） 日本語側の１つの節全体が名詞となって、英語側では単文の格要素として訳出されるタイプ。
N1[人]がV2すること→N1^poss
日本語側の１つの節全体が"to 動詞"という構造になって、英語側では単文の目的語以外の要素として訳出
されるタイプ。③副詞相当表現における③不定詞が、英語側の主節に対して副詞的な用法で使用される場
不定詞
合であるのに対し、こちらは"to 動詞"全体が単文の要素となる場合となる。

その/動物は/<狩猟され>{()}/絶滅し{かけている}。
僧{に/<変装し(て)}>/旅を/した。
人は/必要{に/<急迫し(て)>}/働く
彼は/病気{と/<偽っ(て)}>/欠席した。
彼は/妻の/病気{に/<託つけ(て)>}/会社を/休んだ。
実が/沢山/<なっ{(て)}>/枝が/垂れている。
彼は/親の/命令{を/<重んじ(て)}>/酒を/飲まぬ
この/家は/採光{に/<注意し(て)}>/建ててある。
彼は/彼女の/持ち物を/<盗も{(うと)}>/あとを/つけた
君{を/<見込ん(で)}>/頼むのだ。
<時々/ラジオを/聞く>/{(ほかは、)}/いつも/テレビを/見ます。
この/映画は、/地元{の/協力を/<得(て)}>/撮影された。
敵は/数{に/物を/<いわせ(て)>}/猛攻してきた
クリスマスを/家族と/<過ごす{(つもりで)}>/帰ってきた。
この/時/彼は/ただ/道子を/引き立てる/{(ために)}/悪口を/いっているに

The animal is being hunted {to the verge of} extinction.
He traveled {under the guise of} a priest.
Men work {under the pressure of} necessity.
He was absent {under the pretense of} being sick.
He was absent from work {under the pretext of} his wife's illness.
The branches are drooping {under the weight of} the fruit.
He abstains from wine {with a regard for} his father's injunctions.
This house is built {with a view to} lighting.
He followed her {with an eye to} robbing her.
I make this request {with full confidence in} you.
I usually watch TV {with some exceptions to} listen to the radio.
This movie was filmed {with the cooperation of} the local
The enemy fell on us {with the full strength of} their number.
He returned {with the intention of} spending Christmas with his
At the time, he was only speaking badly about her {with the

{息が/<つまり(そうに)>}/暑い。

It is {stifling} hot.

オックスフォードが/<第１位で{(、)}>/半艇身{リードしてい}た。
大陸プレートは/<漂流し{(て)>/離れ}つつある。
犬は/<ほえ{(て)}>/どろぼう{を/追い払っ}た
群衆は/警官に/<押され{(て)}>/じりじりと/{後ろに/下がっ}た。
次の/マラソン走者は/１００メートルほど/<遅れ{(て)}>/競技場{に/入っ}て
涙が/ゆっくり/彼女の/ほおを/<伝っ{(て)>/降り}た。
我々は/バリケードを/<作っ{(て)>/中に/閉じこもっ}た
彼は/タイヤの/泥を/<こすっ{(て)>/落とし}た
小川は/やさしく/<ささやき{(ながら)>/流れ続け}た。
牛乳は/<沸騰し{(て)>/こぼれ}た
強風が/さんざん/<吹き荒れ{(て)>/やん}だ。
馬車が/盛んに/<走っ{(て)>/通っ}た
門衛は/手を/<振っ{(て)}>/われわれ{を/通してくれ}た。
トラックは/ガタガタ/音を/<立て{(て)}>/丘{を/登っていっ}た。
煙が/<渦巻い{(て)>/昇っ}ていた。

Oxford was first, half a length {ahead}.
The continental plates are drifting {apart}.
The dog scared the thief {away}.
The crowds were pushed {back} by the policemen little by little.
The next runner came into the stadium about one hundred meters
Tears trickled slowly {down} her cheeks.
We barricaded ourselves {in}.
He scraped the mud {off} the tire.
The brook murmured gently {on}.
The milk boiled {over}.
The gale has blown itself {out}.
A carriage swept {past}.
The guard at the gate waved us {through}.
The truck lumbered {up} the hill.
Smoke wreathed {upward}.

<医師の/診断を/受ける>/{(こと)}を/助言したい。

<Medical consultation> is advised.

名詞として使用される <自らを/笑える>/{(こと)}は/最高の/知性の/証左である。
場合。主語になる場合
が多い。
日本語側の１つの節全体が"to 動詞"という構造になって、英語側では単文の目的語として訳出されるタイ
不定詞（目的語）
プ。英語の主節には目的語にto不定詞をとる動詞が使用される。
to
〜することに同意する(agree)、〜する
<デパートが/流行を/作る>{(と)}/言われている。
日本語側の１つの節全体が動名詞になって、英語側では単文の目的語以外の要素として訳出されるタイ
動名詞
プ。
名詞として使用される <一人で/食事を/する>/{(の)}は/味気ない。
場合。主語になる場合
が多い。
日本語側の１つの節全体が動名詞となり、英語側では単文の目的語として訳出されるタイプ。日本語側が
「主語＋動詞＋動名詞」という構造を持つ場合だけではなく、「主語＋述部＋前置詞＋動名詞」というように
動名詞（目的語） 動名詞が前置詞の目的語となるが、機能的には述部表現全体の目的語となる場合も含む。（ex. be good at
動名詞)
to

補語
原形不定詞

〜するのを避ける、〜するのを禁止す
日本語側の１つの節全体が補語となって訳出されるタイプ。
〜する気がする（feel 〜）
日本語側の１つの節全体が原形不定詞となって訳出されるタイプ。
〜するのを助ける（help 人 原形不定

<{To} be able to laugh at oneself> is a proof of the highest
intelligence.

Department stores are said <{to} create a new fashion>.

<{Eating} by yourself> is dull.

<一度/彼に/会ったことがある>/{(の)}を/思い出した

I recall <{meeting} him once>.

子供の/ころ/<親から/拒まれている>{(と)}/感じていた。

As a child he felt <rejected by his parents>.

<赤外線ヒーターが/氷を/溶かす>/{(の)}に/役立つ。

An infrared heater helps <melt off the ice>.
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D11

Itを用いた構文

D11517
D11518
D11519
D11520
修飾要素相当表現
E
前置詞句
E16
E16263
E16265
E16009
E16266
E16333
E16269
E16271
E16273
E16275
E16013
E16276
E16277
E16278
E16021
E16281
E16521
E16282
E16082
E16283
E16284
E16285
E16005
E16286
E16032
E16291
E16292
E16293
E16297
E16298
E16043
E16118
E16299
E16242
E16301
E16302
E16304
E16305
E16309
E16314
E16315
E16317
E16056
E16321
E16322
E16261
E16323
E16324
E16329
E16262
E16331
E16332
E26

所有格

仮主語のItを用いて訳出されるタイプのうち、「It〜不定詞」や「It〜動名詞」という構造を持つタイプ。
It is time to 〜
It(形式主語) 〜 to
It(形式主語) 〜 動名詞
It(非人称) 〜 to
日本語側の１つの節が英語側では修飾要素となるタイプ。
日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が前置詞句により修飾されて訳出されるタイプ
about
across
after
against
ahead of
along
amid
among
around
as
astride
at
away from
before
behind
behind of
below
beside/besides
beneath
between
beyond
but
by
for
from
from 〜 to
in
inside
into
just before
like
near
next to

そろそろ/<彼が/帰って/来る>/{(時間)}だ。
<同社との/取引は/慎重を/期される>/{(こと)}を/お薦めします。
<料理の/献立を/考える>/{(の)}は/むずかしい
<Ｔを/訪問しよう>{(と)}/思い付いた。

〜に(関係した|関する)N (N about
〜を横切る近道（the shortcut across
〜に次ぐN (N after 〜)
〜を禁ずる法律（a law against 〜）
〜に先んじたN（N ahead of 〜）
〜に沿ったN （N along 〜）
〜周囲が美しいN（N amid beautiful
〜の間で行われるN （N among 〜）
〜を囲むN (N around 〜)
〜する役目(function as 〜）
〜にまたがったN (N astride 〜）
〜にVされた[感情]([感情] at N(V))
〜を離れた[場所] ([場所] away from
〜を控えた[日] ([日] before 〜)
〜の(裏|背後)にあるN (N behind 〜)
〜の(裏|背後)にあるN (N behind of
〜の下にあるN (N below 〜)
〜のそばにあるN (N beside(s) 〜)
〜より身分の低いN (N beneath 〜 (in
〜の間にあるN (N between 〜)
〜を超えたN (N beyond 〜）、議論の
〜を除くN (N but 〜)
〜にVされること（N(V) by 〜）
〜を見る目（the eye for 〜)、〜を置く
〜から見た眺め(the view from 〜)、
[場所]から[場所]に行く道(the way
〜にあるN、〜にいるN、〜に住んでい
〜内にいる[人] ([人] inside 〜)
〜になる足がかり(foot into 〜)、〜に
〜の直前に生じたN (N just before
〜に似たN (N like 〜)
〜の近くにあるN (N near 〜)
〜の隣にあるN (N next to 〜)

<天地創造に/まつわる>/{(神話)}は/たくさん/ある
<この/寺の/境内を/抜ける>/{(近道)}が/ある
大阪は/<東京に/続く>/{(大都市)}である。
<喫煙を/禁ずる>/{(規則)}が/ある
彼は/<時代に/先んじた>/{(芸術家)}だった。
<壁沿いに/並ぶ>/{(書棚)}には/たくさんの/本が/あった。
その/オペラ劇場は/<周囲の/美しい>/{(空地)}に/立っている。
その/革命は/<国民が/抱いている>/深い/{(憤り)}の/源泉を/開いた。
<テーブルを/囲んでいた>/{職員/(一同)}は/議長の/発表に/驚きの/つ
彼の/最新作は/<彼が/メロドラマの/小説家だという>/{(世評)}に/反して
その/線画には/<ほうきに/またがった>/伝統的な/{(魔女)}の/絵が/描か
<港に/泊まっている>/{(船)}を/見に/行きました。
<街の/騒音を/離れた>/静かな/{(場所)}に/住んでいた。
<翌日に/許可申請を/控えた>/その/{(日)}、/同社は/３社と/契約を/結
<この/行動の/裏に/ある>/{(目的)}は/何だったのだ。
これが、/<この/システムの/背後に/ある>/{(考え方)}です。
<眼下に/広がる>/美しい/{(夏景色)}を/見渡した。
<あなた{の/そばに/ある、>}/その/{(本)}を/取って下さい。
<彼女の/能力に/値しない>/{(仕事)}を/やめられないでいる。
<二つの/川に/挟まれた>/{(村)}が/あった。
その/事故は/<人間では/防ぎようの/ない>/{(原因)}から/生じた。
自然公園での/野生生物の/種は/<観光客と/科学者を/除く>/{すべて
<その/作家の/書いた>/{(本)}は/１冊も/ない。
彼は/<わずかな/時間でも/利用する>/{(こつ)}を/知っている
<煙突から/出る>/{(煙)}は/風の/向きを/示す
<私の/うちから/学校へ/行く>/{(道)}に/郵便局が/あります。
<日本に/住む>/{(外国人)}の/数は/年々/激増している
<政府部内に/いる>/{(人)は/だれも}/こんな/ことは/信じ{ない}。
<公園に/入る>/{(道)}は/ここだけだ。
<殺人の/直前に/生じた>/{(出来事)}の/順序を/確定しようとしているとこ
<普通の/かぜのような>/軽い/{(症状)}には/薬は/必要と/すべきではな
<ヨセミテ国立公園の/近くの/マリポサ・グローヴに/ある>/{(巨木「グリズ
ポチは/<門の/脇に/ある>/{(小屋)}の/中で、/静かに/眠っていた。
連体節部分が前置詞 <彼が/拒否した>/{(いきさつ)}が/私には/わからなかった。
句となる場合と、被修
〜する方法(way of 〜）、グラスに入っ
飾名詞が前置詞句の
of
たウイスキー(glass of whiskey)
目的語となる場合があ
る
off
〜のずれたN(N off 〜)
<争点の/ずれた>/{(論争)}だ
on
〜に(関係した|関する)N (N on 〜）、
<壁に/貼られた>/{(ポスター)}を/じっと/見つめた。
onto
〜に面したN(N onto 〜)
<通りに/面した>/{(ドア)}は/めったに/使われない。
out of
〜を抜け出る道( way out of 〜)
<港を/出て/行く>/{(船)}を/大勢の/人が/見送った
outside
〜の外にあるN (N out of 〜)
<アメリカ社会の/本流の/外に/いる>/{(人々)}の/市民権の/ために/多大
over
〜を支配する権力(power over 〜）
<キャンプファイヤーの/火に/かけた>/{(なべ)}で/スープを/煮た。
past
救いようのない悪人(a villain past
彼は/<救いようの/ない>/{(悪人)}だ
since
〜てからのN (N since 〜)
<助成金を/やめ{てからの}>/農業部門の/{(発展)}は/著しい。
〜を(抜ける|通る)道(the path thoough
<森を/抜ける>/{(道)}は/消えてしまっていた。
through
[場所]の至る所に存在するN (N
コレラは/<アフリカ大陸中に/広く/蔓延している>/{(風土病)}だ。
throughout
to
〜へ行く道（the way to 〜)
その/指紋が/<なぞを/解く>/{(かぎ)}である
toward/towards
〜に傾く傾向(tendancy toward 〜)
<物質を/重んずる>/{(傾き)}が/現代文明の/特徴である
under
今問題になっている件(The matter
近代の/大学は/<共同管理下に/ある>/{(カレッジと/専門学校)}との/集
〜に張り付いた霜(frost upon 〜)
<窓に/張り付いた>/{(霜)}の/衣を/通して/外を/ながめた。
upon
with
〜を入れた箱(a box with 〜）
彼女は/<フードの/付いた>/{(ジャケット)}を/着ている。
within
[人]にできる仕事(a task within [人]'s
<手の/届く>/{(花)}は/無い
without
〜のないN (N without 〜)
<両親の/付添いの/ない>/{(お子様)の/入場}は/お断りします。
日本語の「主語＋が＋動詞＋被修飾名詞」という構造が英語側では「主語の所有格＋被修飾名詞」という形
で訳出されるタイプ。日本語の名詞修飾節中の述部は英語側には明示的に訳出されない。
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It's about {time} <{for} him {to} come back>.
{It is} advisable <{to} exercise caution in dealing with this firm>.
{It is} difficult <{planning} meals>.
{It} occurred to me <{to} call on T>.

There are many {myths} <about how the world began>.
There is {a short cut} <across the precincts of the temple>.
Osaka is {the largest city} <after Tokyo>.
There is {a regulation} <against smoking>.
He was {an artist} <ahead of his times>.
There were a lot of books on {the shelves} <along the walls>.
The opera house stands on an {open site} <amid beautiful
The revolution tapped deep springs of {resentment} <among the
{The staff} <around the table> let out a surprised murmur at the
His latest work belies his {reputation} <as a writer of melodramatic
The drawing depicts a conventionalized {witch} <astride a
We went to see {ships} <at anchor in the port>.
He lived in a quiet {place} <away from street noise>.
On the {day} <before submitting an application for approval>, this
What was {the purpose} <behind this action>?
This is {the concept} <behind the system>.
He surveyed the beautiful {summer landscape} <below him>.
Will you hand me that {book} <{beside} you>?
She is trapped in {a job} <beneath her capability>.
There was {a village} <between the two rivers>.
The accident was due to {a cause} <beyond human control>.
Wildlife species in natural parks enjoy protection from {everybody}
We don't have any {books} <by that writer>.
He has {a knack} <for employing to advantage all odd moments>.
{The smoke} <from the chimney> shows the direction of the wind.
There is a post office on {the way} <from my house to school>.
{The number of foreigners} <in Japan> is increasing rapidly every
{Nobody} <{inside} Government> circles believes this.
This is the only {way} <into the park>.
We are trying to establish the sequence of {events} <just before
A mild {condition} <like the common cold> should not require
{The "Grizzly Giant," Mariposa Grove}, <near Yosemite National
Pochi is sleeping quietly in his {house} <next to the gate>.
I didn't realize {the circumstances} <of his refusal>.

It is {a dispute} <off the point>.
He studied {the posters} <on the wall>.
{The door} <onto the street> is rarely used.
A great many people saw {the ship} <out of port>.
He devoted much of his energy to the civil liberties of {people}
I boiled some soup in {a pot} <over the campfire>.
He is {a villain} <past redemption>.
{Developments} in the agricultural sector have been striking
{The path} <through the woods> had been effaced.
Cholera is {endemic} <throughout wide areas of the African
The fingerprints are {the key} <to the mystery>.
{A bias} <toward the material> is characteristic of modern
The modern university is a collection of {colleges and specialized
I looked out through the fine drapery of {frost} <upon the window>.
She's {wearing a jacket} <with a hood attached to it>.
There are no {flowers} <within my reach>.
We regret we cannot admit {children} <without their parents>.

E26000
E14
E14261

不定詞

E27

形容詞

日本語の連体節部分
彼女は/<自分が/描いた>/彼の/{(イメージ)}と/恋に/落ちた。
の述部が英訳では直
接訳出されていない場
合
日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が不定詞により修飾されて訳出されるタイプ
to
〜したいという意欲(desire to 〜)、〜
日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が形容詞により前置修飾されて訳出されるタイプ。分詞の形を
とっていても、形容詞として一般に使用される（一般的に辞書に登録されている）場合は、形容詞修飾として
いる。

E27000
E28

分詞

後置修飾

その他修飾

I have every {reason} <{to} believe so>.

あの/男は/よく/<心にも/ない>/{(お世辞)}を/言う

That guy often makes <empty> {compliments}.

<デザートに/でた>/{(アイスクリーム)}は/実に/おいしかった

{The ice cream} <served at dessert> was delicious.

<ワインより/強い>/{(アルコール)}は/飲まない。

I drink no {alcohol} <stronger than wine>.

日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が形容詞などにより後置修飾されて訳出されるタイプ

E29000
E30

私は/<そう/信ずる>/あらゆる/{(理由)}が/ある。

日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が分詞により修飾されて訳出されるタイプ。分詞の形をとって
いても、形容詞として一般に使用される（一般的に辞書に登録されている）場合は、形容詞修飾としている。

E28000
E29

She fell in love with <her> {image} of him.

日本語の被修飾名詞に対応する英語の名詞が前置詞句、所有格、不定詞（形容詞用法）、形容詞、分詞、
後置修飾以外で修飾されて訳出されるタイプ。

E30000
述部相当表現
F
日本語側の１つの節が英語側では述部相当の表現となるタイプ。
F31
モダリティ相当表 助動詞等のモダリティ相当表現を用いて訳出されるタイプ。
F31522
about to
F31523
ache to
〜たくてたまらない
〜ように見える
F31524
appear (to)
F31525
be able to
〜することができる
F31526
be about to
〜する気になる
F31527
be anxious (for|to) 〜たくてたまらない
〜たくてむずむずする
F31528
be burning to
〜たくてうずうずする
F31529
be champing to
F31530
be dying (for|to) 〜たくてたまらない
〜つもりである
F31531
be going to
〜たくてたまらない
F31532
be impatient
〜そうに見える、〜はありそうな事だ
F31533
be likely to
F31534
be sure to
〜に違いない
F31535
be to
〜すつことになっている
〜ことは気がすすまない
F31536
be unwilling to
〜してもよい、喜んで〜する
F31537
be willing to
F31538
better
〜する方がよい
F31539
better not
〜ては困る
F31540
can
〜ても大丈夫、〜てもよい
F31541
can not
〜に忍びない
F31542
come to/into
〜ようになる
F31543
could
〜てくれることであろう
F31544
could not
〜できそうになかった
F31545
dare (to)
敢えて〜ようとする
F31546
dare not
〜する勇気はない
F31547
don't
〜してはいけない、〜ないようにせよ、
F31548
don't have to
〜なくても良い、〜には及ばない、〜
F31549
don't need to
〜なくてもよい
F31550
had better
〜した方がよい
〜ことがない
F31551
hardly ever
〜しさえすれば宜しい、〜すれば好い
F31552
have only to
F31553
have to
〜なければならない
F31554
itch to
〜たくてたまらない、〜たくてむずむ
F31555
learn to
〜ようになる
F31556
let not
〜することはない
F31557
let's
〜ようにしましょう
F31558
look
〜て見える
〜してもよい、しても構わない、〜して
F31559
may
〜してもよさそうなものだ
F31560
might
F31561
must
[義務]〜ようになさい、〜ようにせよ、
F31562
must have
〜たに違いない
F31563
must not/never
〜などとは以ての外だ
F31564
need not
〜に及ばない、〜に及ばぬ、なくても
F31565
need (to)
〜なければならない

<１０面/ある>/{(コート)}の/一部が/夜間競技用に/照明が/つけられてい Some of the <10> {courts} remain lighted for night play.
彼女は/<泣きださん許りの>/{(顔)}だった
あなたの/おそばへ/<行き{(たくて)>/たまりません}
この/機種は/価格と/性能面で/<リードしている{(ように)>/見える}。
あなたの/大きな/力添えの/おかげで、/<彼は/たった/一度の/旅で、/
そんな/話は/<信じる>/{(気)に/なれなかっ}た。
私は/それを/<知り{(たくて)>/たまらない}。
本当の/ことを/<言い{(たくて)>/むずむずしていた}。
すぐに/<出発し{(たくて)>/うずうずしている}。
水が/<飲み{(たくて)>/堪らない}
<その/問題を/法廷に/持ち出す>/{(つもり)は/ない}
私は/旅行に/<出かけ(たく{て)>/たまらなかった}。
この/企ては/うまく/<いき{(そうに)>/見える}
<彼は/きっと/御返しを/する>{(に)/ちがいない}
その/ディスクは、/<書き込みされる{(ように>/なっている)}。
<自分の/失策を/告白する>/{(こと)}は/気が/進まなかった。
私も/入費の/いくぶんを/<負担し{(ても)>/よろしい}
<このような/討議は/後に/回した>/{(ほうが)よい}。
そこに/水を/<流し{(ては>/困ります)}。
私の/携帯に/<かけていただい{(ても)>/結構です}。
そんな/わがままを/<通そうとし{(ても)>/だめです}
彼は/衣食の/ために/筆を/<執る{(までにも)>/なり下がっ}た
ＫＧＢの/永久保存記録文書は、/<ほとんど/すべてを/明らかにしてくれ
彼に/ばかな/行為を/<やめさせ{ようとした(が)>/駄目だった}。
彼女は/<敢えて/来{(よう>とは)/決して/しない}だろう。
彼は/<君に/向かって/そう/言う>/{(勇気)は/有るまい}
教室で/煙草を/<吸っ{(ては)>/駄目だ}。
いまさら/<あわて{(ても)>/しょうがない}。
そんなに/<恐がら{なく(ても)>/いいです}。
<彼を/敵に/回さない>/{(ほうが)/いい}。
<ろくに/顔も/見た>/{(こと)が/無い}
名目だけの/金額を/<払え{(ば)>/好い}
費用を/<削ら{なけれ(ば)>/なるまい}
それを/<やり{(たくて)}>/腕が/{むずむずしている}。
よどみなく/英語が/<しゃべれる{(ように)>/なり}たい
<僕の/真似を/する>/{(こと)は/無い}
洗剤で/川を/<汚さない{(ように)>/しましょう}
彼は/年に/して/<ふけ{(て)>/見える}
これらの/資料は/家に/<持ち帰っ{(て)>/結構です}
せめて/百円くらいは/<出し{(ても)>/よさそうな/ものだ}
もっと/<早起きし{なけれ(ば)>/駄目だ}。
彼女は/<小さい/ときは/きっと/かわいかった>{(に)/違いない}。
人の/職権を/<侵し{(ては)>/困る}
その/金は/<返さなく{(ても)>/いい}
小さく/<切開する{(だけで)>/済むだろう}。
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Her face showed that she was {about to} cry.
I {ache to} be near you.
The model {appears to} have the edge in price and performance.
He {was able to} gain much experience in only one trip because of
I {was not about to} believe a story like that.
I {am anxious to} know it.
He {was burning to} tell the truth.
They {are champing to} start.
I {am dying for} a drink of water.
We{'re not going to} bring the matter before a court.
I {was impatient to} start on the trip.
This scheme {is likely to} succeed.
He {is sure to} have his revenge.
The disk {is to} be written upon.
He was unwilling <{to} confess his blunder>.
I {am willing to} bear part of the expenses.
Such discussion is {better} left to futurity.
You {better not} drain the water here.
You {can} call me on my mobile phone.
You {can't} have your own way.
He has {come to} write for his bread.
The KGB archives {could} throw light on almost everything.
I {couldn't} keep him back from his follies.
She will {never dare} come.
He {dare not} say so to your face.
{Don't} smoke in the classroom.
You {don't have to} be in hurry, for it is too late anyway.
You {don't need to} be so scared.
You {had better} not make an enemy of him.
I {hardly ever} saw her face.
You {have only to} pay a nominal sum.
We will {have to} cut down our expenses.
My hands {itch to} do it.
I'd like to {learn to} speak English fluently.
{Let not} my example influence you!
{Let's} not pollute the river with detergents.
He {looks} old for his age.
You {may} take these data home.
He {might} give a hundred yen at the very least.
You {must} rise earlier.
She {must have} been cute when she was a child.
You {must not} encroach on others' functions.
You {need not} repay the money.
We {only need to} make a small incision.

F31566
F31567
F31568
F31569
F31570
F31571
F31572
F31573
F31574
F31575
F31576
F31577
F31578
F31579
F31580
F31581
F31582
F31583
F31584
F31585
F31586
F31587
F31588
F31589
F31590
F31591
G
G02

never
〜したことが無い
no
〜ことは無い
もはや〜ことは無い
no longer
not
〜ではない
〜ことは無い
nothing
〜するという法はない
ought not to
〜なければならない、〜するがよい
ought to
seem (to)
〜ように思われる、〜ように見える
shall
〜ことはないものとする
shan't
〜ことはしない
should
〜ねばならない、〜するとよい
should like to
〜したいものだ
should not
〜てはいけない
used to
〜したものだ
〜するとよい
why don't you
will
〜しては〜、〜すれば、〜なら
〜する予定である
will be 〜ing
will not/never
〜するのは嫌だ、〜するようなことでは
would
〜(た|なら|ば)〜だろう
would like to
〜したく思う
would much rather 〜した方がよかった
would not/never/no (どんなに)Vしても〜しない、〜しようと
would rather
〜たいと思う
完了形
〜ようになった
進行形
〜ようになった
命令形
〜ようにしなさい
(従属節の一部|被修飾 日本語の従属節の一部、または被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現
名詞)＋述部の一体化 となり、日本語の埋め込み節部分が別の要素となるタイプである。
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
従属接続詞相当 の埋め込み節部分が従属節相当で訳出されるタイプ

その/様式は/<一般化せ{(ずに)>/終わった}。
私は/<遺憾に/思う>/{(事)は/ない}。
今では/<ほとんどの/宗教で/動物の/生け贄が/ささげられる>/{(こと)は/
あの/男と/<付き合っ{(ては)>/だめだ}
君の/病気は/<格別な>/{(こと)は/無い}
<人の/物を/勝手に/使うという>/{(法)は/無い}
たまには/勉強を/<休む{(が)>/よい}
全体的には/<移転は/効果が/あった>{(ように)/思われる}。
<データが/表示される>/{(こと)は/ないものとする}。
<尻尾を/とらえられるような>/{(こと)は/しない}
<当座の/必要品だけ/持っていった>/{(ほうが)/いい}
一生に/一度は/<行ってみ{たい>/(もの)だ}
バスの/中で/席を/<争っ{(ては>/駄目だ)}。
学生時代は/<数学には/泣かされ{た>/(もの)だ}
ノートに/ページを/<つける{(と)>/よい}
条件によっては/仕事を/<お引受けし{(ても)}>/よろしい
皆/さま、/当機は/<あと５０分ほどで/ロンドン、/ヒースロー国際空港に/
彼に/お世辞を/<言っ{(ても)>/むだだ}。
<貴兄は/もちろんのこと、/御両親も、/さぞ/お喜びに/なられた>/{(こと)
そのように/<致し{(たく>/思います)}
私は/<家に/居た>/{(方が)/よほど/よかっ}た。
彼女は/<彼に/目も/くれ{(よう>と)/しなかっ}た
私としては/<もう/寝{たい>(と)/思う}
その/帽子は/<何年も/ほこりを/かぶった>/{(まま)に/なっている}
私たちは/<ご迷惑を/おかけする>/{(つもり)は/ない}
病害抵抗性の/品種を/できるだけ/<選ぶ{(ように)>/してください}。

The fashion {never} became general.
I have {no} regrets.
Most religions {no longer} practice animal sacrifices.
You're {not} going out with that fellow!
Your illness is {nothing} serious.
You {ought not to} make free with others' possessions.
You {ought to} unbend from work once in a while.
As a whole, the relocation {seems to} have been beneficial.
The data {shall not} be displayed.
You {shan't} catch me tripping.
You {should} take your immediate needs.
I {should like to} be there once in my lifetime.
You {shouldn't} rush for a seat on the bus.
I {used to} have the worst difficulty with mathematics in my school
{Why don't you} page your notebooks?
I {will} undertake the work according to the terms.
Ladies and gentlemen. We{'ll be arriving} in London, Heathrow
Flattery {won't} work with him.
The elder brother, of course and the parents {would} certainly be
I{'d like to} do so.
I {would much rather} have stayed at home.
She {wouldn't} look at him.
For myself I {would rather} go to bed.
The hat {has been} kicking around for years, gathering dust.
We{'re not going <to} be a nuisance>.
{Choose} disease-resistant varieties whenever possible.

彼は/<なんでも/知っている{様な>/(顔)を/する}
彼は/<まるで/幽霊を/見たかの{ような>/(顔付)を/していた}。
彼は/<怖がっている{ような>/(態度)だった}

He {looks as if} <he knew everything>.
He {looked as though} <he had seen a ghost>.
He {acted} {like} <he was afraid>.

名詞節

as if
as though
like
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が名詞節で訳出されるタイプ

きょうは/<山頂に/到達{できない>(と)/思う}。
私は/<列車に/乗り遅れ{(ないか)>と/心配だっ}た
<宝くじに/当たった>/{(夢)を/見た}
彼は/<その/金額は/払えない>{と/いう/(手紙)を/よこした}
<彼は/辞職する{という>/(うわさ)です}。
{なんでも}/<英国とかへ/お出に/なる{との>/(こと)だ}

I {doubt if} <we'll make the summit today>.
I {was afraid lest} <I should miss the train>.
I {dreamed} {that} <I won the lottery>.
He {wrote to me to the effect that} <he could not pay the sum>.
{People say} <he will resign>.
<He is going to England or somewhere>, {I hear}.

同格節

if
lest
that
to the effect that
省略
挿入・倒置
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が同格で訳出されるタイプ

彼女に/<辞め{ては/(どうか)>と/言っ}た。
彼は/<来ないような>/{(気)が/する}。

We {made the suggestion} {that} <she should resign>.
I {have a feeling} <he won't come>.

不定詞

that
省略
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が不定詞で訳出されるタイプ

子は/<もう/巣穴を/離れる{ほどの}>/(成長ぶり)である。
彼らは/<お互いに/二度と/会え{ない>/(運命)であっ}た。
<子どもたちの/天分を/生かす{ような>/(教育)を/する}べきだ
<ご返事を/なるべく/早く/いただき{たい>(と)/存じ}ます。

The cubs {are big enough <to} leave the den>.
They {were never <to} see each other>.
We must {teach the children} <{so as to} make the most of their
I {hope <to} have your response as soon as possible>.

原形不定詞

enough to
never to
so as to
to
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が原形不定詞で訳出されるタイプ

<経費を/抑える>/{(助け)と/なる}。

It will {help} <keep expenses down>.

動名詞

日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が動名詞で訳出されるタイプ
彼は、/<自分は/やっ{て/ない>(と)/言っ}ている。

He {denies} <{having} done it>.

前置き表現

日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が前置き表現で訳出されるタイプ
according to
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が慣用的句表現で訳出されるタイプ

<働き{に/相応した}>/{(収入)が/欲しい}

I{'d like to be paid} <{according to} the work I do>.

慣用的句表現

正直、/<勤勉{という/点から/見た}>/彼の/(性格)は/非の/打ち所が/な
彼の/息子は/<意{に/反した}>/{(結婚)を/し}た

His character <{as regards} honesty and industry> is beyond
His son {got married}, <{contrary to} his expectations>.

G02015
G02018
G02118
G06
G06037
G06045
G06058
G06102
G06105
G06106
G08
G08058
G08105
G14
G14256
G14258
G14260
G14261
G25
G25000
G22
G22000
G12
G12223
G13
G13592
G13231

as regards
contrary to
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日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が前置詞句で訳出されるタイプ

G16

前置詞句

G16264
G16265
G16266
G16269
G16335
G16013
G16284
G16285
G16032
G16291
G16293
G16118
G16304
G16321
G16261
G16262
G16332

above
across
against
along
along with
as
between
beyond
for
from
in
like
on
through
to
with
without
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
複合前置詞相当 の埋め込み節部分が複合前置詞句で訳出されるタイプ

G17
G17362
G17404
G17436
G18

彼は/<年齢{に/応じた}>/{(扱い)を/受けた}。
裁判官は/<被告{に/有利な}>/{(判決)を/下した}
<僕の/言{を/立証する}>/{(事実)が/ある}

He {was treated} <{in accordance with} his age>.
The judge {decided} <{in favor of} the accused>.
I {can adduce some facts} <{in support of} my statement>.

副詞相当表現

in accordance with
in favor/favour of
in support of
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が副詞で訳出されるタイプ

彼は/彼女に/<温情の/こもった>/{(あいさつ)を/した}

He {greeted} her <cordially>.

形容詞

副詞
日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が形容詞で訳出されるタイプ

彼は/<人を/陥れるような>/{(質問)を/する}

He {asks} <captious> {questions}.

補語

日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が補語で訳出されるタイプ
<鳩が/豆鉄砲を/喰らったような>/{(顔)を/している}

He {looks} <like a duck in a thunderstorm>.

その/子供は/<幽霊{は/いる>(と)/信じている}。

That child {believes in} ghosts.

<ひどく/賢そうな>/{(顔)を/している}。

He {looks} <as sage as an owl>.

<これらの/古器を/作った>/{(の)は/どんな/人間だったのだろう}。
<事故が/発生した>/{(の)は/いつだ}。
<ペナルティーを/受ける>/{(の)は/どちらの}/チームだ。
<向こうから/来た>/{(の)は/誰だ}
<さいころを/振る>/{(の)は/だれの}/番だ

{What beings} produced these artifacts?
{When} did the accident happen?
{Which} team is the penalty on?
{Who} is that <coming this way>?
{Whose} turn is it to throw the dice?

母は/<家に/いる>/{(こと)が/まれだ}

My mother is {seldom} at home.

出品物の/うち/<説明が/ついている>/(もの){は/ほとんど/ない}。
<単数と/複数で/意味の/違う>/(名詞){が/ある}

{Few of} the exhibits have explanations attached.
{Some} nouns have different meanings in the singular and plural.

<うちへ/帰った>/{(の)は/十二時前後であった}
<我々が/山の/頂上の/小屋に/着いた>/{(の)は、/夜の/８時頃であっ
前の/社長は/<美術品を/集める>/{(の)が/趣味だった}
<彼に/初めて/会った>/{(の)は/去年の/末だ}。
<彼が/初めて/ヨーロッパの/地を/踏んだ>/{(の)は/一昨年だ}
<彼の/死んだ>/{(の)は/その/事件の/前後であった}
<命が/助かった>/{(の)は/神の/守りだ}。
<この/寺が/建築された>/{(の)は/鎌倉時代である}。
<電話が/不通に/なった>/{(の)は、/およそ１７００世帯でした}。
<次に/薬を/飲む>/{(の)は/３日/おいてください}

I got home {{about} twelve}.
We reached the hut at the top of the mountain {{around} eight
Our former president collected works of art {{as} a hobby}.
I met him for the first time {{at} the end of last year}.
He set foot in Europe for the first time {the year {before} last}.
He died {{before or after} the event}.
My life was saved {{by} the protection of God}.
This temple was built {{during} the Kamakura Period}.
The telephone was out of order {{for} about 1,700 households}.
Please take this medicine again {four days {from} now}.

G18222
G27
G27000
G24
G24000
G20

日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
名詞化（格要素） の埋め込み節部分が名詞化され、単文の要素となって訳出されるタイプ

G20000
G32

その他の要素

日本語の被修飾名詞とそれ以降に続く述部表現全体が英語側では主節の述部表現となった上で、日本語
の埋め込み節部分が上記以外の要素で訳出されるタイプ

G32000
H
H09
H09109
H09071
H09112
H09113
H09115
H18
H18222
H33
H33593
H33594
H16
H16263
H16275
H16013
H16277
H16021
H16595
H16286
H16288
H16032
H16291

銅貨は/<その/地金の/価値よりも/ずっと/高い>/{(価格)に/なっている}。 The copper coinage {is rated} <much {above} its real value>.
<荒野{を/横切る}>/(道)が/次第に/できた。
A track was gradually worn {{across} the moor}.
何人も/<自己に/不利益な>/{(供述)は/強要されない}。
No person shall {be compelled to testify} <{against} himself>.
当社は/<従来の/方針に/沿った>/{(経営)を/行なっている}。
Our company {is run} <{along} the lines of conventional policy>.
仏教は/<キリスト教、/イスラム教{と/並ぶ}>/(世界/３大/宗教)の/一つだ <{Along with} Christianity and Islam>, Buddhism is one of the three
それは/<振動を/やわらげる>/{(働き)を/している}。
It {functions} <{as} a damper against vibrations>.
<二つの/市{を/結ぶ}>/(鉄道)が/敷設された
A railroad was constructed <{between} the two cities>.
<節度を/越えた>/{(飲酒)}は/慎むべきだ
You should not {drink} <{beyond} moderation>.
ビラで/<店員を/求める>/{(広告)を/した}
I {advertised} <{for} a clerk> by handbills.
それは/<彼女の/親切{から/出た>/(ことば)だ}
She {said} so <{from} kindness>.
<金の/かかる>/{(暮らし)を/している}。
He {lives} <{in} an expensive style>.
あの/山は/<お碗を/伏せたような>/{(形)を/している}。
The mountain is {shaped} <{like} an upside down bowl>.
参加者には/<だいぶ/割の/よい>/{(報酬)が/与えられた}。
Participants {were remunerated} <{on} a handsome scale>.
<その/地域を/らくだで/ゆっくりと/抜ける>/{(旅)を/した}。
We {journeyed} <slowly {through} the area by camel>.
彼に/<気も/狂わんばかりの>/{(恋)を/している}。
She {loves} him <{to} distraction>.
<目的を/持たない>/{(読書)}は/楽しい。
It is fun to {read} <{with} no particular object in mind>.
<当ての/ない>/{(生活)}は/耐えがたい
I can't afford to {live} <{without} any object>.

日本語の従属節の述部が英語側では主節の述部となり、日本語の主節が別の要素となるような構造変換を
日 本 語 主 節 の 他 要 素 起こすタイプである。日本語側が強調構文の形を取っており、対する英語では強調構文ではなく、もとの文
変換
で訳出されているタイプと考えることもできる。
疑問詞節

副詞相当表現
修飾要素
前置詞句

日本語の主節が英語側では疑問詞節として訳出されるタイプ。
what
when
which
who
whose
日本語の主節が英語側では副詞として訳出されるタイプ。
副詞
日本語の主節が英語側では名詞修飾要素として訳出されるタイプ。
(many|a lot|a num〜は多い/少ない⇒many 〜/few 〜な
(many|few|no|some)
日本語の主節が英語側では前置詞句として訳出されるタイプ。
about
around
as
at
before
before or after
by
during
for
from
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H16596
H16293
H16304
H16309
H16321
H16262
H16332
H17
H17467
H34
H34000

from 〜 into
in
on
out of
through
with
without
複合前置詞相当 日本語の主節が英語側では複合前置詞相当表現として訳出されるタイプ。
in token of
主語
日本語の主節が英語側では主語として訳出されるタイプ。

<羊の/毛を/刈る>/{{(の)は、/春から/夏に/かけてである}。
<私が/初めて/日本の/土を/踏んだ>/{(の)は/１９６５年でした}。
<専門医が/病状を/診る>/{(の)は/水曜日です}。
<あんな/ことを/言う>/{(の)は/皆/そねみだ}
<彼の/病気が/治った>/{(の)は、/全く/彼の/意志の/力だ}。
韓国では/<お客を/もてなす>/{(の)に/２０種類もの/料理を/出す}
<子供が/生まれる>/{(の)は/自分の/意志からでない}。

<西洋人が/かぶりを/振る>/{(の)は/否の/意味の/ほかに/不賛成の/意 A foreigner shakes his head {{in token of} disapproval as well as of

I20

名詞化（格要素）

J36

被修飾名詞の変換
省略

日本語の被修飾名詞が英語側では明示的に訳出されないタイプ。被修飾名詞を明示的に言わなくてもその
他の表現から予測可能である場合と、日本語側が「N1は＋名詞修飾節＋N1〜」という構造をもち、被修飾名
詞と同じ名詞が別の箇所にも使用されている場合がある。

主語

「〜(名詞修飾節)＋N1(だ|です)」という構造を基本として持つ日本語表現が英語側では、N1が主語となって
"N1 〜"という形で訳出されるタイプ。

J34000
K
K37

英語特有構文・表現
ＳＶＯＯ文型

K37000
K38

ＳＶＯＯ文型（無
生物主語構文）
ＳＶＯＣ文型

K39597

<A golfer> was struck by lightning.

その/本は/<我々に/便利な>/(本)だ

The book is handy to us.

これは/<書き良い>/{(ペン)}だ

The {pen} writes well.

彼の/父は/財産を/{<残し(て)>/死ん}だ

His father {left} him a fortune.

[それを/<知っ]{(て)}>/彼は/新たに/元気が/出た。

[The knowledge] gave him new courage.

重文複文の骨格部分がS（主語）V（動詞）O（直接目的語）O（間接目的語）の構造で訳出されるタイプ。
[人]に[物]を読んで聞かせる（read
[人] [物] ）
重文複文の骨格部分がS（主語）V（動詞）O（直接目的語）O（間接目的語）の構造で訳出され、さらに英語側
が無生物主語構文であるタイプ。
重文複文の骨格部分がS（主語）V（動詞）O（直接目的語）Ｃ（補語）の構造で訳出されるタイプ。
補語がto不定詞の場 彼女らは/<誘い合わせ{(て)}>/花見に/出かけた
合
補語が名詞、形容詞、 {ふと/<気が>/つく}(と)/彼は/[一人ぼっち]だった。
句の場合。Make、find、
think、considerなど。
声をからしてしゃべっ 彼は/[声を/<枯らし](て)>/{しゃべっ}ている
た、声がかれるまで
しゃべった(make
〜[状態変化する]までV、NをVして[状 oneself hoarse)などの
結果構文
態]にした
動作主の身体変化や、
〜をたたいて平らにし
た(thumped N flat)など
物の状態変化を表す
(make|have) N V(原型 <祖母が/縁石の/上に/あがる>/(の)に/手を/貸した。
〜に〜させる、〜を手伝って〜させ
/分詞)"のように補語が
使役構文
る、〜Vば〜できる、〜Vば〜事ができ
原形不定詞や分詞の
る
場合
知覚構文
〜が〜するのを見る、〜が〜するのを
彼女は/<本を/持ち出した>/{(の)}を/司書に/見とがめられた。
その他
ビフテキは/<よく/焼いた>/(の)が/いい。
重文複文の骨格部分がS（主語）V（動詞）O（直接目的語）Ｃ（補語）の構造で訳出され、さらに英語側が無生
物主語構文であるタイプ。
[時間]が/<ない{(ので)}>/簡単にしか/触れられない。
C=to不定詞
[風が/<騒がしく]{(て)}>/寝られなかった
C=名詞、形容詞、句
結果構文
その/事故で/彼らは/<[気絶する](ほど)>/{おびえ}た。
使役構文
[そう/<思う]{(と)}>/情けなくなる。
動作をさせないようにする禁止したり制止したりする意味を持ち、「動詞(keep、stop、prevent など) 〜 from
〜ing」の構造で訳出されるタイプ
〜するように頼む（ask 人 to 〜）
〜を〜にする、(行ってみると|読んで
みると|気がついてみると|ふと気がつく
C=名詞、形容詞、句
と)〜[状態の描写]、〜した時は(もう)
〜た

K39599

K39600
K39601
K39602
ＳＶＯＣ文型（無
生物主語構文）

K40597
K40598
K40599
K40600
K41

<ゴルフを/していた>/(人)が/落雷に/遭った

C=to不定詞

K39598

K40

He is a good reader of character.

日本語の重文複文の表現が全体的に構造をかえて英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ。

K38000
K39

彼は/<人を/見る>/(こと)が/上手だ

被修飾名詞が英語側では明示的に訳出されなかったり、主語の位置にきたりと大きく構造が変化するタイプ

J36000
J34

{Only a few} supported him.

英語側では、日本語の名詞修飾節と被修飾名詞に対応する表現がまとまった名詞表現として訳出されるタ
イプ。

I20000
J

<彼を/支持した>/{(の)は/ほんの/少数だっ}た
VのがAJ→N be
AJ N(V)er

〜するのがうまい→"〜 is good 〜er"のように、日本語の動詞に対応する部分が英語側では"er"がついた
名詞で訳出されているタイプ。
H35000
[人]は〜するのがAJ→人 be AJ
修 飾 節 ＋ 被 修 飾 名 詞 英語側では、日本語の名詞修飾節と被修飾名詞に対応する表現がまとまった表現となり、分解することがで
I
きないタイプ。
の一体化
H35

Sheep wool is sheared {{from} spring on {into} the autumn}.
I first stepped on Japanese soil {{in} 1965}.
The medical specialist examines the condition of the disease {{on}
They say such things {{out of} envy}.
He got over his illness entirely {{through} willpower}.
In South Korea, they treat guests with {{as many as} twenty
The child enters life {{without} his own volition}.

制止・禁止表現
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They asked their friends {to} go cherry blossom viewing.
He {found} himself all [alone].

He is {talking} himself [hoarse].

He helped his grandmother step up onto the curbstone.

She was discovered <{trying} to sneak the book out of the library>
I prefer my steak well done.

[Time] will not permit me to touch upon it more than briefly.
[The boisterous wind] kept me awake.
The accident {scared} them [senseless].
[The thought] makes me feel melancholy.

K41291
K42
K42291
K43
K43603
K43604
K44

from
制止・禁止表現
（無生物主語構
文）

〜して〜させない

from
〜て〜できない
前置詞と呼応した 英語側の主節の述部が特定の前置詞と呼応した形の構文で訳出されるタイプ。"動詞 〜 as 〜"（ex.
regard 〜 as 〜)や"動詞 〜 for 〜"(ex. search 〜 for 〜）がある。
表現
〜は〜だと見なされる(〜be regarded
V 〜 as 〜
V 〜 for（要求） 〜 〜を取ろうと〜、〜をくれと〜
日本語の一方の節が英語側では名詞相当の表現となり、全体で無生物主語構文となるタイプ。
無生物主語構文

因果・程度の構文

K45605
K45606
K45607
K45608
K45609
K45610
K45611

〜 as S (V|助動詞) 〜ので〜、〜が〜
〜するほど〜
so 〜 as to
(とても)〜ので〜
so 〜 that
〜するほど〜
such 〜 as to
(とても)〜ので〜
such 〜 that
〜すぎて〜できない、〜するには〜
too 〜 to
〜すぎて〜できない、〜すぎて無理
too 〜 for
no sooner 〜 than, hadly 〜 whenなど瞬時の事態を表す英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ

瞬時を表す構文

K46612
K46613
K46614
K46615
K46616
K46617
K46618

〜とすぐ〜、〜や否や〜
barely 〜 than
〜とすぐ〜、〜や否や〜
hardly 〜 before
〜とすぐ〜、〜や否や〜
hardly 〜 than
〜とすぐ〜、〜や否や〜
hardly 〜 when
no sooner 〜 than 〜とすぐ〜、〜や否や〜
〜とすぐ〜、〜や否や〜
scarecely 〜 till
scarecely 〜 when 〜とすぐ〜、〜や否や〜
all the more because、「比較級, 比較級」など比較の表現を用いた英語特有の構文や表現で訳出されるタイ
比較の構文
プ
〜と同じくらい〜、〜にも劣らず〜
(as|so) 〜 as
all the (more|bette 〜だから(かえって|一層)〜だ
all the (more|bette 〜だから(かえって|一層)〜だ
all the (more|bette 〜だから(かえって|一層)〜だ
できるだけ〜N
as 〜 as possible
inferior to
〜に比べると劣る
let alone
〜どころか〜も〜ない
〜くらいなら〜した方がましだ
might as well
much less
〜はできないし〜はなおさらできない
none the 比較級 (for〜だがそれでも〜だ(none the less)
other than
〜を除いて
〜くらいなら〜した方がましだ
rather 〜 than
rather than
〜より〜方が〜
the same 〜 (as|so)〜と同じように〜
〜てなおさら〜
the 比較級 for
〜くらいなら〜した方がましだ
would prefer
would rather
〜くらいなら〜した方がましだ
〜と比べて〜だ、〜すぎて〜
比較級 〜 than
比較級 〜, 比較級 〜につれ、〜になる
対比・選択・累加 so 〜 that、too 〜 toなど因果関係や程度を表す英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ
の構文
N or N
〜を問わず
選択
(not|never|neither) 〜
norなどであるが、呼応
(not|never|neither〜もないし〜もない
関係がなく、norだけの
場合もある。
〜も〜し〜も〜
both 〜 and
〜するか、〜する
either 〜 or
For one thing 〜 for一つには〜、二つには〜
〜ではなく〜
no/not 〜 but
〜でもなければ〜でもない
not 〜 neither
on one hand, 〜 on 一方では〜、また一方では〜

K47619
K47620
K47621
K47622
K47623
K47624
K47625
K47626
K47627
K47628
K47629
K47630
K47631
K47632
K47633
K47634
K47588
K47635
K47636
K48
K48637
K48638
K48639
K48640
K48641
K48642
K48643
K48644

[のっぴきならぬ/用事]が/<でき(て)>/会に/出られなかった。

[Unavoidable business] prevented me {from} attending the

<赤や/黄色は、/あたたかい/色だ>(と)/いわれています。
<絶えず/私に/情報{を/くれ>(と)}/言ってきた。

Red and yellow are known {as} warm colors.
He constantly appealed to me {for} information.

{仕事が/<苦しく}(て)>/死にそうだ

{The strain of work} is killing me.

年は/<若い{(が、)}>/彼は/他人に/思いやりが/ある。
彼は/<皆が/注目する>{(ように)}/大声で/言った。
とても/<怖く{(て)}>/ひざが/がたがた/震えた。
彼は/ひどく/健康を/<損ねた{(ので)}>/辞めざるをえなかった。
通りには/たいへん/多くの/人が/<いた{(ので)}>/ほとんど/動けなかっ
それは/まだ/<青く{(て)}>/食べ{られない}。
この/問題は/<むずかしく{(て)}>/私には/解決でき{ない}

Young {as} he is, he is thoughtful of others.
He said it in a voice {so} loud {as to} attract everyone's attention.
I was {so} much afraid {that} my knees knocked together.
He was in {such} bad health {as to} be obliged to resign.
There was {such} a large crowd of people in the street {that} I
It's still {too} green {to} eat.
This problem is {too} difficult {for} me.

<着いた{(と>/思ったら)}/帰らなければならないことになった。
私が/<立ち去る{(と)}>/彼らは/けんかを/始めた。
その/ニュースを/<聞いた>/{(途端に)}>/彼女は/泣きだした。
彼は/その/知らせを/<受ける{(と>/すぐ)}/出発した。
私が/<到着する{(やいなや)}>/雨が/降り出した。
森に/<入った>/{(途端に)}>/彼は/家に/帰りたがった。
彼女が/汽車に/<とび乗る{(と>/すぐに)}/汽車は/駅を/出はじめた。

We had {barely} arrived {than} we had to leave again.
{hardly} had I left {before} they began to fight.
{hardly} had she heard the news {than} she began to cry.
He had {hardly} received the news {when} he started.
I had {no sooner} arrived {than} it began to rain.
We had {scarcely} entered the wood {till} he wanted to go home.
{Scarcely had} she jumped on to the train ★{when} it pulled out of t

今日も/昨日{に/<劣ら(ず)>}/暑い。
彼女には/欠点が/<ある{(ので)}>/かえって/好きなのだ。
彼に/欠点が/<ある{(から、)>/かえって}/私は/彼が/好きだ。
欠点{が/<ある(から)>/却って}/好きだ。
<できるだけ/円満な>/(解決法)を/見つけてください
この/コーヒーは/あの/銘柄{に/<比べ(て)}>)}/風味{が/落ちる}
その/赤ん坊は/<走る(どころか)>/歩く/{ことも}/できなかった
天井を/<眺めている{(くらいなら)}>/本でも/読んだ{ほうがよい}。
手紙(も)/<書けない{(し)}>/お伺いする/ことは/{(なお)}/でき{かねる}。
その/薬を/<飲んだ{(が)>/一向に/良くならない}。
彼は/<行く{(より)>/ほかない}
二軍に/<落ちる{(くらいなら)}>/野球を/やめ{たい}
釣りに/<行く{(より)}>/家に/いる/ほうが/いい。
質素を/けちんぼ{(と/同じに)}/<考えてはいけない。
彼は/<手術し{(て)>/なお/悪くなっ}た。
そんな/ことを/<する{(くらいなら)}>/死んだ{ほうがよい}。
そんな/卑劣な/ことを/<する{(くらいなら)、}>/いっそ/死んでしまう。
この/冬は/平年{に/<比べ(て)>}/気温が/高い
建物が/<高い{(だけ>/それだけ)}/眺めが/いい。

Today is just {as} hot {as} yesterday.
I love her {all the more because} she has faults.
He has his faults and I love him {all the more because of} them.
I love him {all the better for} his faults.
Find as peaceful a solution {as possible}.
This coffee {is inferior to} that brand in flavor.
The baby could not walk, {let alone} run.
You {may as well} read some books as look at the ceiling.
I can't write, {much less} can I call.
I am {none the better for} taking the medicine.
He can't do {other than} go.
I'd {rather} quit baseball {than} be sent back to the farm league.
I choose to stay indoors {rather than} go fishing.
You must not think that simplicity is {the same as} stinginess.
He is {the worse for} the operation.
I {would prefer} death to that.
I {would rather} die that commit such a cowardly act.
The temperature of this winter is {higher} {than} the average of
{The taller} a building is{,} {the better} view it commands.

パーティーは/晴雨{を/<問わ(ず)>}/行なわれます。
ベスは/タバコ{も}/<吸わ{ない(し)}>/酒{(も)}/飲ま{ない}。

The party will take place, rain {or} shine.
Beth {neither} smokes {nor} drinks.

彼は/話し方{(も)}/<良い{(し、)}>/読み方{(も)}/良い。
彼は、/その/時の/気分で、/仕事を/<し{(たり)}>/しなかっ{(たり)}する。
一つには/<忙しい{(し、}>/また)/金(も)/ない。
これは/実物{(では/<なく>)}/写しだ
僕は/この/縁談に/賛成{は/<しない(が)}>/反対{も/しない}
{一方では}/彼が/<病気であり>()/{また/一方では}/彼の/妻が/病気で

{Both} his speaking {and} his reading are good.
He {either} works {or} doesn't work depending on his mood at the
{For one thing} I'm busy; {for another} I haven't the money.
This is {not} an original {but} a copy.
I do {not} approve of the match, {neither} will I oppose it.
He was sick {on one hand} and his wife {on the other}.

so 〜 that、too 〜 toなど因果関係や程度を表す英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ

K46

K47

He {hindered} me {from} doing the work.

動作をさせないようにする禁止したり制止したりする意味を持ち、「動詞(keep、stop、prevent など) 〜 from
〜ing」の構造で訳出され、さらに英語側が無生物主語構文であるタイプ。

K44000
K45

彼は/じゃまを/<し(て)>/私に/仕事を/させなかった。
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K48645
K48646
K48647
K48648
K48649
K48650
K48651
K49
K49652
K49653
K50
K50654
K50655
K50656
K50657
K50658

命令形を用いた
構文

否定の表現

K50659
K50566
K50660
K50661
K50662
K50663
K50053
K50567
K50664
K50665
K50666
K50667
K50668
K50669
K50670
K50671
K50672
K51

反対語を用いた

K51673
K51674
K51675
K52
K52676
K52677
K52678
K52679
K52680
K52681
K52682
K52683
K52684
K52685
K52686
K52659
K52687
K52688
K52689
K52690
K52691
K52692
K52693

As 従属節, so 主節と <自分の/まいた>/(種)は/自分で/刈ることになる。
いう形で、従属節と主
節が呼応している場合
〜のに〜
こんなに/たくさんの/人々が/いる/{(のに、)}/座席は/こんなに/少ない
so 〜, so 〜
金持ち{も/<いれ(ば、)>}/いっぽう/貧乏人{も/いる}。
Some 〜, others 〜 〜もあり〜もある、〜もいれば〜もいる
not to (say|speak o 〜は言うに及ばず〜
彼は/けちん坊{とは/<言わ(ないまでも)>}/とても/倹約家だ
〜かと思うと〜また〜
彼は/<陽気になった{(かと思うと)}>/また/悲しくなった
now〜, now〜
累加の表現
金{(も)}/<くれた{(し)}>/着物{(も)}/くれた。
as well/as well as 〜〜も〜し〜も〜
〜ばかりでなく〜も
累加の表現
この/車は/燃費が/<よい{(だけでなく、)}>/スピード{も}/出る
not only 〜 but
命令形, and 〜、"命令形, or 〜"など命令形を用いた英語特有の構文や表現で訳出されるタイプ

{As} a man sows, {so} he shall reap.

〜すれば〜
命令形, and
〜しないと〜
命令形, or
no、never、nothingなどの否定を表す表現を用いた英語特有の表現で訳出されるタイプ
(never|not) withou 〜すると(いつも|必ず|きっと)〜(する|
〜ないことがある
can not always
cannot but
〜ざるを得ない、〜て仕方がない
〜ざるを得ない、〜て仕方がない
cannot help
cannot (without) 〜すると(いつも|必ず|きっと)〜(する|
日本語側が2重否定で
〜ない〜はない（every 〜）
英語側が肯定文の場
every
合
(いつ|いくら)〜ても〜、いつ〜してもよ
never
い（never tire of 〜）
never but
〜すると(いつも|必ず|きっと)〜(する|
never fail to
〜すると(いつも|必ず|きっと)〜(する|
seldom without
〜するときはたいてい〜
without fail to
〜すると必ず〜する
日本語側が2重否定で
〜でないと〜ない
英語側が肯定文の場
only
合
no
〜なんてとんでもない、いくら〜しても
no better than
〜に限る、〜に越したことはない
いつも〜とは限らない
部分否定
not always
no choice but to、no
〜するより仕方がない、〜より他はな other way but toなど。
no/nothing 〜 but
い、
"no"の代わりに"little"
が使われる場合を含
nothing but
〜でないと〜できない
〜するに限る（〜のようなものは他に
nothing like
何を頼まれても〜できない、何をやっ
can 〜 nothing
(cannot|can never) いくら〜しても〜しすぎることはない
いくら〜しても〜しすぎることはない
cannot enough
いくら〜しても〜きりがない（There is
there is no 〜
英語側では反対語を用いて訳出されるタイプ
〜を冷やさないように
〜ないようにする
する(keep 〜 warm)な
keep
ど
remember
忘れずに〜する
その他反対語
all、every、anyなどの限定詞を用いた英語特有の表現で訳出されるタイプ
all
いくら〜しても
all one can do
〜よりほか仕方がない、よりほかに能
all that is required 〜するだけでいい
all you have to do 〜するだけでいい
いつ〜しても
always
なんでもよいから、どの〜でもよいから
any/anything
どう〜ても〜ない、〜と呼ぶには程遠
anything but
どこへでも〜が〜だけは駄目だ
anywhere but
each
〜するたびに
either
どちらの〜でもよいから
even
〜といえども
一人残らず（{Every} one of us）
every
誰かれかまわず
every Tom
どんな人でも〜
everyman
どんな物でも〜
everything
どこへ行っても〜
everywhere
the last (man|perso〜が〜だなんてとんでもない、〜に
〜には及ばないがそれに一番近い
the next thing
the only thing to do〜するに限る

電流を/<断て{(ば)}>/電気は/消える。
英語は/絶えず/<練習しない{(と)}>/下手になる

Stop the current, {and} the light will be put off.
You must practise English constantly, {or} you get out of practice.

彼は/物を/<動かす{(と>/必ず)}/ちゃんと/元の/所に/戻した。
<老人には/若い/者の/心が/汲み取れ{ない>{(こと)がある}
彼の/好意を/<認め{(ざるを)>/得ぬ}
彼の/気の/きかなさには/少し/<しりごみせ{(ざるを)>/得なかった}。
彼は/手紙を/<書く{(と>/かならず)}/まちがえる。
<とげの/{ない}>/(バラ){は/ない}

He {never} moved a thing {without} replacing it exactly.
The old {can not always} enter into the feelings of the young.
I {can not but} appreciate his kindness.
I {couldn't help} flinching slightly at his tactlessness.
He {cannot} write a letter {without} making mistakes.
{Every} rose has {its} thorn.

ジャズは/{何度}/<聞い{(ても)}>/飽き{ない}

I {never} get tired of listening to jazz.

<寄ると>/触る{(と)}/喧嘩{ばかり}/する。
彼女が/<加わる{(と>/かならず)}/会話が/楽しくなる。
人が/お世辞を/<言う/{(ときは/たいてい)}/下心が/ある。
工場長は/１日に/１回は/必ず/工場を/<見回っ{(て)}>/工員たちの/様
この/薬は/処方箋{が/<ない(と)>}/買えませ{ん}。

They {never} meet {but} they quarrel.
Her participation {never fails to} brighten a conversation.
People {seldom} flatter {without} some private end in view.
The factory manager makes a tour of inspection of the factory at
The drug is obtainable {by} prescription {only}.

{どんな}/<宗教であろ{(うと)}>/無実の/人々の/殺害を/容認するものでは
<彼女に/頼る>{(に)/越した/ことは/ない}。
烏だ(からとて)/{必ずしも}/<黒い{とは>/限らぬ}
彼の/申し出を/<受け入れる{(しか)}>/手は/(なかっ)た。

{No} religion condones the murder of innocent people.
You can do {no better than to} rely on her.
Crows are {not always} black.
I had no recourse {but} to accept his offer.

専門家の/<眼識{でない(と)}>/この/区別は/つか{ない}
食前は/<散歩する>{(に)/限る}
君には/{何を}/<頼まれ{(ても)}>/否と/言え{ぬ}
彼は/{どんなに}/<ほめ{(ても)}>/ほめ/{足りない}。
あなたには/{どれほど}/<感謝し{(ても)>/し足りない}
いくら/<{抵抗し}(ても)>/駄目だ。

{Nothing but} an expert's eye can distinguish between the two.
There is {nothing like} taking a walk before meals.
I {can} refuse you {nothing}.
We {cannot} praise him {too} much.
I feel I {cannot} thank you {enough}.
There is no use {struggling against it}.

風呂{が/<冷めない(ように)>/してくれ}

{Keep} the bath {hot}.

その/手紙は/{<忘れ(ずに)>}/ポストへ/入れなさい
その/手紙を/<忘れ({ずに})>/投函しなさい。

{Remember to} mail the letter.
Make a mental note {to} mail the letter.

{いくら}/<忠告し{(たって)}>/駄目だ。
彼を/<待つ{(より>/ほか)/仕方が/(ない)}。
<〜する{(には、)}>/ダッシュボードの/ボタンを/押す{だけです}。
一度/ただ/<会っ{てくれる(だけで)>/いい}
君は/{いつ}/<来て>/見{(ても)}/勉強している
{どの}/紙{でも/<宜しい(から)>}/くれ給え
彼は/{どう/<見(ても)>}/英雄{とは/言えない}。
{どこへでも}/<行く{(が)}>/あそこへ{だけは/まっぴらだ}
間違いを/<する>/{(たびに)}/同じ/言い訳を/してはいけない。
{どちらの}/本{でも/<いい(から)>}/貸してくれ
この/急流には/どんなに/泳ぎが/<達者{(でも)}>/二の足を/踏む/ことだ
我々は/{１人/<残ら(ず)>}/それが/できる
{誰/かれ/<構わ(ず)>}/パーティーに/招待した。
{どんな/<人(でも)}>/それぞれ/用い/処が/ある
{どんな/<物(でも)}>/それぞれ/用い/処が/ある
{どこへ}/<行っ{(ても)}>/町は/似たり/よったりだ。
あの/人{に/<限っ(て)>}/嘘などは/つか{ぬ}
それは/本当の/アメリカ行き{には/<及ばない(が)>/それに/いちばん/近
こんな/時には、/<黙っている>{(に)/限ります}。

{All} advice is wasted upon him.
{All we can do is to} wait for him.
{All that is required} is to push a button on the dashboard to ~.
{All you have to do is} just meet me once.
I {always} find you at your books.
Give me {any} paper!
He is {anything but} a hero.
I would go {anywhere but} there.
The same excuse cannot be urged {for each} mistake.
Lend me {either} book.
{Even} the most powerful swimmer would think twice before
{Every one of us} can do it.
They invited {every Tom} to the party.
{Everyman} is useful in his way.
{Everything} is useful in its place.
{Everywhere} you go, towns are the same.
He is {the last man} to tell a lie.
It is {the next best thing} to a real visit to America.
At a time like this, {the only thing to do is} to keep your mouth

as 〜, so 〜

限定表現
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{So} many people, {so} few seats.
{Some} men are rich, while {others} are poor.
He is frugal, {not to say} stingy.
He was {now} gay, {now} sad.
He gave me clothes {as well as} money.
This car is {not only} fuel-efficient, {but} very fast as well.

K53
その他慣用的表
K53694
K53695
K53696
K53697
K53698
K53699
記号を用いた表現
L
L54

２文相当

L54700

補足・挿入

L55702
L55701
L55703
L55704
L56
L56701

並列

L57

同格・換言

L57701
対比

L58701
M
M59

N60
N60000

Fifty have passed, myself {among} the rest.
My house needs {repainting}.
The door {opens into} the kitchen.
It is {ten minutes' walk} from here to the station.
{What is the use of} doing that?
He is a soldier, {every inch of him}.

The omikoshi is coming{.} Please clear the way.
Examination over{,} I went home.

いつも/<忙しい{(が、)}>/取り分け/年末は/忙しい
１０名/<負傷し>{()}/その/内/３名は/重傷であった。
この/事は/規則通りには/<いかない{(から)}>/手心を/しなければならぬ
借り物の/意見{で/<なく(、)>}/きみ自身の/意見を/言ってくれ
"--"などの記号を用い あんなに/<謝っているのだ{(から、)}>/今度だけは/許そう。
その他
ている場合
日本語の重文複文を構成する２つの述部がコンマで区切って並べて訳出されるタイプ。
コンマ
野生の/トウモロコシの/仁は/<小さく{(て)}>/堅かった。
英語の主節の内容の一部（主に名詞）がコンマで区切られて別の表現に言い換えられているタイプ。

We are always busy, particularly at the end of the year.
Ten were injured{,} three of them seriously.
You can not go by rule{;} you must use your discretion in the
Give your own opinion{, not} somebody else's.
You're apologizing so profusely {--} I'll forgive you just this once.

コンマ
名詞, 名詞、"命令形, 命令形"など文法的に同等な表現のペアがコンマで区切られた形で訳出されるタイ
プ。

She is so aggressive, {I mean,} assertive.

彼女は/<攻撃的>/すぎる{(というか、)}/自己主張が/強すぎるんだ。

修辞的な表現。"名詞, 無駄が/<なけれ{(ば)}>/不足も/ない。
名詞"、"命令形, 命令
形"など様々なタイプが
決まった表現を含み、文法的な観点での分類を越えて別の観点でグループ化をしているタイプ。

Wild corn had a small{,} hard kernel.

Waste not{,} want not.

コンマ

その他
挨拶

M59705
M59706
N

英語側が２文に分かれ おみこしが/<来ます{(から)}>/道を/あけてください
ている場合
コンマが用いられてい 試験を/<済まし{(て)}>/帰省した
るが、意味的には２文
に分割できる場合。（た
コンマ
だし、2つの節の動詞
が共通している場合、
一方が省略されている
コンマ、コロン、セミコロン等を用い、英語の主節の内容を補足説明をする形で訳出されるタイプ。
コロン
コンマ
セミコロン
, not

L55602

L58

五十人/<及第し{(て)}>/僕も/その/数に/入っている
家を/{ペンキで/<塗りかえ}なけれ(ば)>/いけ(ない)
その/戸{を/<開ける(と)>}/台所{へ/出る}
ここから/駅まで/{<歩い(て)>/１０分}です
そんな/こと/<し{(て)>/何に/なる}。
{どこから/<見(ても)>}/軍人だ。

ピリオド

L54701

L55

上記以外で、個別的に英語でよく使用される言い回しを含むタイプ。
〜を含めて（ex. myself among the
人 among 〜
〜を〜しなければならない(ex. My
need + 現在分詞
〜を空けると〜に出る
open to/lead to
歩いて〜(時間|分|秒)
時間 + walk
修辞疑問文
〜したってしょうがない（What is the
その他の個別表現
英語側では、記号を用いた表現になっているタイプ。
英語側では、２文に分割されて訳出されるタイプ。ピリオドで区切られたタイプだけではなく、コンマで区切ら
れているが、内容の独立度が高く、意味的に２文に分解することも可能だと思われる場合も含む。

意訳・個別的表現
意訳・個別的表
現

日本語側が"〜てありがとう"や"〜てすみません"に代表されるような構造をもち、さらに英語側で"thank you
〜"、"sorry 〜"という形で訳出されるタイプ。
〜して申し訳ありません
sorry
〜してありがとうございます。
thank you
日本語の重文複文の骨格部分を英語の特定の箇所に対応付けできないタイプ。意訳のものや日英の文の
構造の変換が個別的であり、特定のタイプに分類するのが難しいもの、日本語の２つの述部を含んだ範囲で
英語の一部と対応している場合などがある。
日本語の重文複文の骨格を意識した形で、日英を対応付けるのが難しい意訳の表現。または個別的な表
現。

突然/<押し掛けてき{(て>/すみません)}。
Sorry {to} burst in on you.
弊社の/ＣＤ−ＲＯＭを/<お買い上げいただき>{()}/ありがとうございます。 Thanks {for} purchasing one of our CD-ROM titles.

彼女は/私の/忠告[を/<聞い{(て)}>/いい/顔を/しなかっ]た

18 / 18 ページ

She didn't welcome my advice.

