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パソコン用地学がな漢字対応表の作成と

ワｰプロ辞書としての利用について

野呂春文･村田泰章･佐藤岱
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はじめに

パソコンワｰプロや日本語フロントエンドプロセッ

サｰを用いたプログラムでの入力作業の能率は“かな"

漢字変換辞書がどれだけ充実しているかで決まるといっ

ても過言ではありません.購入したばかりのワｰプロ

ソフトについている辞書ではまったく不十分で必要

た単語を追加Lてはじめて使いものにたるのがふつ

うです.そのためパソコンワｰプロの上手た人と

は辞書登録をどんどん気楽にやる人のことだと言われ

るほどです.

とはいえ辞書登録を系統的におこたうことは大変

めんどうで退屈た作業です･“かな"漢字変換辞書の

充実が大事であることはわかっても個人ではたかな

か十分たものが作れたいのが実状でしょう.

地質情報解析室ではすでに工業技術院共同利用研究

庸報ツステム(RIPS)のFACOMメインフレｰム用に

“かた"漢字変換辞書を作成していましたので(佐藤ほ

か1987)その成果をもとにしてパソコンワｰプロ

の辞書を充実させるための作業に着手しこのたび一応

の完成をみました･ここにその作業過程使用法等を

公開してみなさんの参考に供したいとおもいます･

あいのうらがた,相浦型,1

あいのうらそう,相浦層,1

あいのさわそう,合ノ沢層,1

あいのしまたい,相ノ島帯,1

あいのしまたい,相島帯,1

あえん,亜円,1

あえんがんたい,亜沿岸帯,1

あえんはく,亜鉛白,1

あおいし,青万,ユ

あおがしま,青ガ島,1

図1パソコン用地学がな漢字対応表のファイル

形式､

一行が一つの単語のよみがな漢字

属性を表現している.属性の項はr一太郎｣

特有のもので数字1は普通名詞を意味して

いる.他のワｰプロソフト他のコンピュ

ｰタで地学がな漢字対応表を使う場合は

ファイル形式の変更が必要である.

且.どのようなものを作ったか

作ったのは図1のような形式のMS-DOSのテクス

トファイルです.一行が一つの単語の“かた"と漢

字の対応を表しています･各行はまず単語の読み

のひらがた全角のコンマ漢字表記全角のコンマ

そして全角の数字からできています.

このようた形式にしたのは実はワｰプロソフト

｢一太郎Ver.3｣の一括辞書登録機能を利用するため

たのです.一太郎Ver.3では図1のようだ形式の

ファイルを用意しておけば7千語までの単語が一度

に辞書登録できます.ただし後でも述べますがこ

の“かた"漢字対応表はわずかた変異で他のワｰプ

ロソフトに対応できます.決して｢一太郎｣専用では

ありません.

“かた"漢字変換辞書の形式はワｰプロソフトごとに

まったく異なっています.そのためすべてのワｰプ

ロソフトごとの辞書を作るようたことは一研究室の能

力を越えています･Lかも特定のワｰプロソフト用

の辞書を作った場合そのコピｰを他の人にあげること

が使用許諾権契約で禁止されていることが多いので

す.せっかく辞書を作っても他の人が使えたいのでは

意味がありません.そこで上のようだ単純た“か

た"と漢字の対応表を作成Lたわげです･各自この

対応表を現在使っているワｰプロソフトの辞書に組み

込んで辞書を作成していただくという考えです･

この“かた"漢字対応表の単語の総数は約2万8千

語です.しかし上で述べたように一太郎の一括辞

書登録機能を利用する場合は7千語が限度ですので

一太郎用に単語総数を7千語におさえた“か次"漢字

対応表も作成しました.それは(1)地学用語(chiga-

ku.dic)5,683単語(2)地名(chimei.dic)4,141単

語(3)国土地理院発行図葉名(｡umei.dic)1,858単

語(盈)山川等の自然地名(yamakawa,dic)5,689単

語の4つのファイルです.

この“かた"漢字対応表に収録している単語の範囲に
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/あいのうらがた/相浦型/

/あいのうらそう/相浦層/

/あいのさわそう/合ノ沢層/

/あいのしまたい/粗ノ島帯/

/あいのしまたい/相島帯/

/あえん/亜円/

/あえんがんたい/亜沿岸帯/

/あえんはく/亜鉛白/

/あおいし/青石/

/あ拒がしま/青ガ島/

図2東芝AS3000シリｰズunixワｰクステ

ｰションで辞書登録を行う場合の“かな"

漢字対応表の形式.一行が'/'で始まり

よみカミな'/'漢字そして'/'で終

わる.'/'は半角でも全角でも良い.

ついては佐藤ら(1987)にくわしく述べられています

のでここでは簡単に説明するにとどめます･

まず地名です.地名には自然地名と行政地名と

があります.行政地名は大方のワｰプロの辞書では

村のレベルまで収録されていることが多いのでこの

“かた"漢字対応表では山川湖岬などのいわ

ゆる自然地名を主にして収録しています.また国土

地理院発行の地形図の図葉名も収録しています.

地球科学用語は事典の見出し語から選択Lていま

す･よほど特殊た単語は別にして国内発行の学会誌や

書物にあらわれる単語のほとんどを網羅していると思い

ます.

2.ワｰプロ辞書として利用する

パソコンワｰプロの辞書として“かな"漢字対応表を

使う方法の一例を紹介します.ここでは一太郎の例

しか紹介できませんが他のワｰプロソフトでも同じよ

うたことができるかもしれません.使っているワｰプ

ロソフトのマニュアルをよく見てください.

一太郎の場合一つの辞書に1で紹介した4つの“か

た"漢字対応表全部を登録することはできませんので

必要に応じてひとつかあるいは総数7千語を越え

たい範囲でいくつかを選んで辞書登録をおこたうこと

にたります.

辞書登録の手順は以下のとおりです.

(1)初期化の済んだフロッピｰディスクを2枚用意しま

す.

(2)その一枚に現在使用中の辞書(ATOK,DIC)と

一太郎用“かた"漢字対応表(chigaku.dicその他)を

コピｰします.

1988年7月号

(3)もう一枚のフロッピｰディスクは新辞書用ディス

クとLてあとで使いますのでそのままにしておきま

す.

(4)Aドライブに一太郎についてくる｢ユｰティリティ

ｰディスク｣をセットしてUT(またはut)と入力

します｡あとは指示にしたがって作業を進めれば

新しい辞書ができあがります.地学用語(chigaku.

dic)約5千7百単語を登録した場合だいたい1時間

かかります.

(5)できあがった新しい辞書を現在使用しているフロ

ッピｰディスクまたはハｰドディスクにコピｰして

作業終了です.

繰り返しにたりますがこの“かな"漢字対応表の利

用は一太郎のみに限られるわげではありません.

r新松｣等地のパソコンワｰプロソフト多くのuniX

ワｰクステｰションでは一括辞書登録機能を持ってい

ますのでその仕様に合わせて“かな"漢字対応表の形

式を変更すれほそれらの計算機で利用できるでしょ

う.

東芝AS3000シリｰズワｰクステｰションの場合漢字

コｰドを拡張unixコｰド(後述)に変換して図2のよ

うだ形式の“かた"漢字対応表を用意すれほ簡単に辞

書の拡張ができます.

SONYのNEWS京都大学数理解析研究所から公開

されているGMW(萩谷1987)のフロントェソドであ

るWm(桜川1987)などでも多少変更すれぼこの

“か放"漢字対応表が使えると思います.

“かた"漢字対応表はMS-DOSのテクストファイル

ですから通常のテクストエディタｰで単語“読

み"の修正追加削除ができます.ワｰプ回ソフ

トでもこの作業ができたいことはありませんがファ

イルが大変大きいのでエディタｰを使ったほうが楽で

しょう.

“かた"漢字対応表を他のワｰプ回ソフトやシス

テムに対応させるには仕様に合わせた簡単たフィル

タｰに通すだげでできます.フィルタｰとはファイ

ルを読んでなんらかの加工を施してからふたたびフ

ァイルに書き出す仕事をするプログラムのことです.

一例として付録にJEF漢字コｰドをシフトJIS漢

字コｰドに変換するためのフィルタｰプログラムを載せ

ておきますので参考にしてください.�
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図3バソコソ用地学がな漢字対応表の作成過程.

四角の箱の中は7アイルの所在と漢字コｰド

を示す.楕円の中は作業を円の中はそのた

めに用いられたプログラム名をそれぞれ示

す.

作業はそれぞれ(1)RIPS上のJEFコ

ｰドのファイルをPCに転送する(2)PC

上でJEFコｰドからシフトJISコｰドに変

換する(3)PC上で単語を削除するで

ある.

3.どのようにして作ったか

“かた"漢字対応表をどのようにして作ったか簡

単に説明しましょう(図3).

工業技術院筑波研究センタｰの共同利用計算機(RIP

S)のFACOMM380で利用できる形の“か肢"漢字

変換辞書が情報解析室の佐藤らによって約2年がか

りで作られました(佐藤ほか1987).

この“かた"漢字変換辞書(以降これをオリジナル辞

書と呼びます)が今回作成した“かた''漢字対応表の母

体です.オリジナル辞書の詳細については佐藤ら

(1987)を参照していただくとしてここでの要点は

それが(1)共同利用メインフレｰムの上にあること

(2)漢字コｰド体系がJEFコｰドと呼ばれるFACOM

独自のものであること(3)登録単語の総数が地学用

語約1万3千地名関連約1万5千計2万8千という

膨大なものであることです.

というわけでオリジナル辞書をパソコンに移植する

にはいくつかクリアすべき関門があります.どのよ

うな関門をどうクリアしたか順に述べてみましょう.

まず最初の関門はメインフレｰムからパソコソヘ

のファイル転送です｡

オリジナル辞書の大きさは約5百キロバイトありま

す.それだけの大きさのファイルをメインフレｰムか

らパソコン端末に誤り無しに転送するのは簡単ではあ

りません.通常のタｰミナノレエミュレｰツヨン等に用

いられる公衆電話回線経由の無手順垂れ流し通信では

ほとんど不可能です.しかしさいわいなことに最

近物理探査部の中塚によってファイル転送プログラ

ムが開発され(中塚1987)それを利用してまったく

誤りなLのファイル転送ができました.

ファイルがパソコンに移ったところで次は漢字コ

ｰド体系の違いが重要た問題にたります.

FACOMメインフレｰムはJEFコｰドという呼び

名の独自の漢字コｰドを採用しています･一方パソ

コンのMS-DOSはシフトJISコｰドと口乎ばれる漢

字コｰドを採用Lています･また近ごろさかんに

導入されているuniXワｰクステｰションでは拡張

unix漢字コｰド(16進表現はJEF漢字コｰドと同じです.

地質ニュｰス407号�
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い).JISコｰドとシフトJISコｰドとの変換につい

ては井上ほか(1987)をご覧ください.

JEFコｰドからJISコｰドヘの変換は各バイトから

80H(16進の8010進では128です)を引くだけの単純た

作業です(図4).この作業はパソコンでおこない

ました.これでJISコｰドによる“かな"漢字対応

表ができました.

JEFコｰドからシフトJISコｰドヘの変換はかたり

複雑ですので手続きの説明は省いて付録に変換プロ

グラムを載せておきます.図5は“かな"漢字対応

表の一部を16進数のJEFコｰドJISコｰドツフ

トJISコｰドで表現したものです.

����

JEF･code

整�

図4各種漢字コｰドの間の関係.シ

フトJIS漢字コｰドJEF漢字コ

ｰド拡張unix漢字コｰド(EUC

コｰド)等がJIS漢字コｰドから派

生していることをしめす.

JIS漢字コｰド(2バイト)の各

1バイトに80H(16進)を加えると

JEF漢字コｰドその他になる.

JIS漢字コｰドからシフトJIS

漢字コｰドヘの変換は少カこみい

っているので文献を参考にしてい

ただきたい.

DEC漢字コｰドATT漢字コｰド等も同様です)が多く

採用されています(石田1986).いずれにLろこれ

らのいろいろた漢字コｰドはJIS漢字コｰドをもとに

してそれを一定の手続きにしたがって変換して得るこ

とができます.したがって“かな"漢字対応表を広い

範囲の計算機に移植するにはJEFコｰドからJISコ

ｰドあるいはシフトJISコｰドヘの変換が必要です(漢

字コｰドの変換については図4および付録をご覧くださ

このようにしてオリジナル辞書がバソコソのMS-

DOSで利用できるかたちにたりました.最後に辞

書の大きさの問題を解決したけれぼたりません･

1.でもふれましたがオリジナル辞書は地名関係

15,003単語地学用語12,707単語合計27,710単語を含

む膨大たものです･一方代表的たワｰプロソフトで

ある｢一太郎｣では辞書の一括登録は7千語までに制

限されています･単語の削除が必要です･

オリジナル辞書では変換効率を重視してかたり長

い複合単語が含まれています･最長の単語はr八方

尾根超塩基性岩体｣で漢字10文字にたります･これ

らの単語は削除が可能です･また｢一太郎｣付属

の辞書を使って簡単に“かな"漢字変換できる単語も削

除します(“簡単に"というのがクセモノですが変換キｰを

23回押せば変換できるのを“簡単"ということにしていま

す)｡

この方針で単語の削除を行った結果地学用語は

5千7百程度まで減らすことができました･しかL

残念ながら地名関連用語は削除の余地が少なく最終

的に約1万2千単語となりまLた｡そのため｢一太

郎Ver.3｣用の“かた"漢字対応表としては1で述.

べたとおり(1)地学用語(chigaku.dic)5,683単語

(2)地名(chimei.dic)4,141単語(3)国土地理院発行

べつとぶ,別

JISコ←ド:245924432448245621244A4C

JEFコｰド:A4DgA4C3A4C8A4D6A1A4CACC

シフトJIS:82D782C182C682D4814395CA

コドド

図5パソコン用地学がた漢字対応表の一行をJEF漢字コｰドJIS漢字コｰド

字コｰドのそれぞれでどう表現しているか示す.表記は16進数である.

1988年7月号
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図葉名(｡umei.dic)

名(yamakawa.dic)

た.

1,858単語(4)山川等の自然地

5,689単語の4つを作成しまし

盈.地学がな漢掌対応表の提供について

以上紹介してきました地学がな漢字対応表を広く

公開Lて多くの地学関係者に使っていただきたいと思

います.提供できるのは(1)メインフレｰム用オリジ

ナル辞書を図1の形式に変換して得られたファイル(2)

｢一太郎｣でそのまま一括辞書登録できるように単語

の削除を行ったファイルです.ファイルの形式は

MS-DOSのテクストファイルで1メガバイトフロッ

ピｰディスクが2枚にたります.MS-DOSシステム

ワｰプロソフトワｰプロソフト用辞書等は当然だが

ら含みません.

提供の方法提供に際してのノレｰル等については所

内で検討中ですので詳しく述べられませんがこの地

学がな漢字対応表の入手を希望される方は担当者まで

ご連絡くだされぽお答えします.

連絡先は下記のとおりです･

郵便番号305茨城県つくほ市東1-1-3

工業技術院地質調査所地質情報解析室

野呂春文村田泰章または佐藤岱生

引用文献

B.W.カｰニハソD.M.リッチｰ(1978)プログラミング言

語C(石田晴久訳)共立出版.

井上尚司大野浩之柳楽直樹民田雅人池田けんしろう

(1987):UNIXワｰクステｰションNEWS,アスキｰ.

石田晴久(1986):日本語機能も定まった最近のUNIX事情

�琬癯�������

萩谷昌己(1987):GMWウィンドウシステムについてbit,

癯��������

中塚正(1987):ファイル転送ソフトウエアXTERM･RIPS

(工業技術院共同利用研究情報処理システム)共用ソフト登

録中.

桜川貴志(1987):開かれた日本語入力システムWnn,bit,

vo1.19,no.9,13-23･

佐藤岱生･村田泰章･青木光子(1987):地学用がな漢字変換辞

書の作成地質ニュｰスN0,394,42-49･

付録

/*jeftosj.c一一JEF漢字コｰドのデｰタファイルを*

*シフトJIS漢字コｰドのファイルに*

*変換するためのプログラム*

*注意2バイト漢字コｰド以外の処理は*

*考慮していない*/

#inc1udeくstdio.h〉

m･i･O

�

楮瑫��搬��楳�

汯湧�����

������瑯�景���

捨��晦敲嬲そ�

/*ファイルの準備*/

printf("JEF漢字コｰドのファイル名:");

…nf("%S",b･ffer);

if((from=fopen(buffer,"rb"))==0)/*バイナリｰ*/

exit(Printf("fi1e%snotチ｡und\n",huffer));/*オ←フン*/

printf("出力ファイル名:");

･…f("%･",h･ff･･);

if((fto=fopen(buffer,"w止"))==O)/*同上*/

�

{Cl…(fr㎝)1

･･it(P･1･tf("川･%･…It･p㎝\･",b･ff･･));

whi1e((c=getc(from))!=EOF)/*ファイノレの終わりまで*/

{/*1バイトずつ処理する*/

����
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if(c==Ox40);/*JEFの埋め草を*/

/*捨てる*/

elseif(c==OxOa11c==OxOd)/*CR/LFはそのまま*/

Putc(c,ft0);/*ファイルに出力*/

��

�

cjis=c-Ox80;/苧JlEF二>JISの変換*/

if(comt%2==1)/*第一バイトの処理*/

�

k=cjis`Ox20;/*区数を求める*/

if(kく=62)/*一区から六十二区なら*/

�

if(k%2==1)/*奇数区なら*/

･k=(k+1)/2+O･80三

敬�

sk=k/2+Ox80;/*偶数区なら*/

紀

e1Se/*六十三区以上なら*/

�

i{(止%2==1)/*奇数区*/

･良=0xe0･十(良一62)/2;

e1se/*偶数区*/

･}=0xeO+(k-63)/2;

紀

putc(sk,fto);/*第一バイトをファイルに*/

}/*出力する*/

ξlse/*第二バイトの処理*/

{二

if(k%2==1)/*第一バイトが*/

{/*奇数区なら*/

���猫���

if(st〉=0x80)/*未使用領域の*/

st=st+1;/*補正*/

紀

else/*第一バイトが*/

st=cjis+Ox7e;/*偶数区なら*/

putc(st,fto);/*第二バイトをファイルに*/

}/*出力する*/.

紀

紀

fclose(from);/*ファイルを閉じて*/

fC10Se(ftO);/*後始末*/

�

JEF漢字コｰドをシフトJIS漢字コｰドに変換するためのフィルタｰプログラム

JEF漢字コｰドで表現されたテクストファイルをシフトJIS漢字コｰドのテクストファイルに変換するためのフィルタｰプ

ログラムです.

このプログラムはJEF漢字コｰドの処理のみ行います.通常のEBCICコｰドは正常に処理されません.

標準的なC(カｰニハソリッチｰ1978)で記述してありますので現在市場に出回っているMS-DOS用のCコンパイラ

ｰの大都分でコンパイノレできると思います.unixマシンのCでも正常に動きます､

1988年7月号�


