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１ は じ め に

中国中古音を知るための基礎的な資料は陸

法言の『切韻』（６０１年）であろう。しかし，『切

韻』は現存せず，そのため切韻系韻書の最終

的な増補改訂版である『大宗重修広韻』（１００８

年，以下では『広韻』とする）が利用される

ことが多い。韻書である『広韻』では，漢字

の音は反切により示される。この反切を系聯

することで，中国中古音の枠組みを知ること

ができる。ただし，反切系聯法によって知る

ことのできる音の枠組みは，漢字相互の相対

的な関係であり，具体的な音ではない。具体

的な音を知るために『韻鏡』などの韻図が利

用される。数年来，この『広韻』・『韻鏡』を

コンピュータ上で利用可能にするため，その

データ化を行ってきた。その成果として，１９９７

年に BTRON用のデータをインターネット上

で公開した（http://www.gijodai.ac.jp/user/su-

miya/data.htm）。「JIS―X０２０８・０２１２」の 全 漢

字につき，その『広韻』での頁・行・反切番

号等を知るためのデータである「広韻索引／

T版」，および『広韻』のすべての反切に，反

切番号を付し，『韻鏡』での位置を加えたデー

タである「広韻反切并韻鏡／T版」がそれで

ある。さらに，これらのデータから「JIS―X

０２０８」の部分を抜き出したシフト JIS用の

データである「広韻索引／S版」・「広韻反

切并韻鏡／S版」もあわせて公開した。『広

韻』の序文では，その収録語数を２６０９４字と

する。しかしながら，上記のデータでは扱え

る文字の制約のため，その一部を扱ったに過

ぎない。これらのデータの公開から数年を経

て，BTRONも超漢字となり，対応する文字

数も多くなったことから，上記のデータも改

定した。さらに，今回は「広韻索引」「広韻反

切并韻鏡」を併合し，名称も「広韻・韻鏡デー

タベース」と変更して公開することとした。

２ 広韻・韻鏡データベース

「広韻・韻鏡データベース」は超漢字付属

のマイクロカードを用いて作成した。「広韻

・韻鏡データベース」は次の様に設計されて

いる。

項目名 ：データの種類

漢字 ：文字

頁 ：数値

行 ：数値
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行内番号 ：数値

韻目 ：文字

韻目順 ：数値

小韻順 ：数値

反切 ：文字

反切（校勘前）：文字

上字 ：文字

下字 ：文字

上字（校勘前）：文字

下字（校勘前）：文字

転 ：数値

七音 ：文字

七音（数値） ：数値

四声 ：数値

等位 ：数値

小韻番号 ：数値

備考 ：文字

２．１ 漢字

「漢字」の項目は，『広韻』で掲出された

漢字をその掲出順に並べたものである。同一

の漢字が複数の場所に掲出される場合は，そ

れぞれの掲出位置に並べてある。また，この

項目では TRONコード８面・９面の大漢和

辞典収録文字を用いている。ただし，字体の

問題で大漢和辞典収録文字以外の文字を用い

た部分が８字（異なり語数）ある。また，ふ

さわしい文字がないために２字の合字で表現

した文字が２２字（異なり語数）ある。なお，

合字は次のように用いている。

［女圭］ は 娃 を表す

｛亞土｝ は 堊 を表す

また，『広韻』としては『校正宋本廣韻』（藝

文印書館）を用いた。『校正宋本廣韻』には，

周祖謨『廣韻校勘記』（商務印書館，以下では

『校勘記』とする）での校勘も欄外に記載さ

れているが，この『校勘記』記載の漢字も採っ

てある。この場合，その漢字が『校勘記』記

載の漢字であることを示すため，漢字の後に

「（校勘）」と入れた。なお，この「校勘」の文

字は TRONコード１面の JIS第一水準・第二

水準相当文字を用いた（以下同じ）。『広韻』

掲出の漢字と『校勘記』記載の漢字とがとも

に大漢和辞典収録文字である場合，すなわち

ともに超漢字で表示可能な漢字である場合，

「漢字」の項目以外は全く同じデータとなる。

『校勘記』記載の漢字が大漢和辞典収録文字

であり，『広韻』掲出の漢字が大漢和辞典収

録文字でない場合は，その違いを「備考」の

項目に注記するのみで，『広韻』掲出の漢字

を合字等で表現することはしていない。『広

韻』掲出の漢字が大漢和辞典収録文字でなく，

また『校勘記』にも記載がないため，私に決

定した漢字が４２字（異なり語数）ある。この

ような場合，漢字の後に「（校）」と入れた。な

お，この「校」の文字も TRONコード１面

の JIS第一水準・第二水準相当文字を用い

た。

２．２ 頁

「頁」の項目は，「漢字」の項目に示され

た漢字の『校正宋本廣韻』での掲出位置の頁

数である（２２から５４６まで）。なお，ここでは

『校正宋本廣韻』での頁数を使用したが，「張

氏澤存堂本」であれば，この頁数を加減する

ことで，他の『広韻』でも利用可能である。

２．３ 行

「行」の項目は，『校正宋本廣韻』での掲

出位置の行数である（１から１０まで）。

２．４ 行内番号

「行内番号」の項目は，『校正宋本廣韻』の

各行での掲出順を数値で示したものである。

『広韻』での注文中に「又作」等として異体
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字の注記が含まれる場合がある。その場合，

「又作」等の注記を含む漢字の「行内番号」

の数値に小数点以下１・２・３を加えて，例

えば「３．１」「３．２」「３．３」として，そ

の異体字の位置を示した。また，注文中に「又

音」「又切」として別音を示すものの，その音

を示す小韻中にその漢字が含まれていない場

合がある。この場合，その小韻末尾の漢字の

「行内番号」の数値に小数点以下４・５・６

を加えて，例えば「５．４」「５．５」「５．６」

として，その別音の漢字を追加した。同じく，

注文中に「又音」「又切」として別音を示すも

のの，その別音の小韻自体がない場合もある。

この場合，その小韻が含まれるべき韻の末尾

の漢字の「行内番号」の数値に小数点以下７

・８・９を加えて，例えば「７．７」「７．８」

「７．９」のように示し，新たな小韻として

追加した。また，『校勘記』では４４２頁５行第

３字「�」の後に，「�」を追加している。そ
のため，この「�」の「行内番号」を「３．０１」
として特別に扱った。

２．５ 韻目

「韻目」の項目は，『広韻』での韻目であ

る。

２．６ 韻目順

「韻目順」の項目は，『広韻』で「東第一」

のように各韻目に付された数字を数値で示し

た。

２．７ 小韻順

「小韻順」の項目は，各韻での小韻の順序

を１からの連続した数値で示したものであ

る。この「小韻順」は新たな小韻として末尾

に追加した漢字にも付されている。

２．８ 反切

「反切」の項目は，『広韻』の各小韻の代

表字に付された反切である。ここでも TRON

コード８面・９面の大漢和辞典収録文字を用

いている。『校勘記』に記載のある反切につ

いては，『校勘記』記載の反切であることを

示すため，反切の後に「（校勘）」と入れた。な

お，「又切」の場合は，その反切を用いた。「又

音」の場合は，備考にその音を示し，「反切」

の項目にはデータが入っていない。

２．９ 反切（校勘前）

「反切（校勘前）」の項目は，「反切」の項

目が『校勘記』記載の反切の場合に，『広韻』

で記載されているもとの反切を示した。

２．１０ 上字・下字

「上字」「下字」の項目は，「反切」の項目

を上字と下字とに分けて示したものである。

なお，『校勘記』記載の反切に付した「（校勘）」

はここで付していない。

２．１１ 上字（校勘前）・下字（校勘前）

「上字（校勘前）」「下字（校勘前）」は，「反

切（校勘前）」の項目を上字と下字とに分けて

示したものである。

２．１２ 転

「転」の項目は，『広韻』の各小韻の代表

字の『韻鏡』での転次である（１から４３まで）。

なお，『広韻』での反切に従い『韻鏡』での

位置を決めた場合があるため，実際の『韻鏡』

で示されている漢字の位置とは異なるものも

ある。また，『広韻』の各巻末尾に「新添類

隔今更音和切」として掲出された漢字につい

ては，「漢字」「頁」「行」「行内番号」「反切」「上

字」「下字」の項目は採録したが，『韻鏡』で
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の位置付けはしていない。

２．１３ 七音

「七音」の項目は，『韻鏡』での縦の行を，

馬渕和夫『韻鏡校本と廣韻索引』（日本学術振

興会）に従い，片仮名で示した（ロからウま

で）。

２．１４ 七音（数値）

「七音（数値）」の項目は，「七音」の項目

をイロハ順に並べるためのものである（１か

ら２３まで）。

２．１５ 四声

「四声」の項目は，『韻鏡』での横の段を

『韻鏡校本と廣韻索引』に従い，数値で示し

た（１から１６まで）。なお，『広韻』の小韻の

なかには，他の小韻と同音であり，『韻鏡』上

で重複する位置となる場合がある。また，同

音ではないもの韻図の性質上，『韻鏡』上で

重複する位置となる場合もある。このような

場合，重複した漢字には「四声」の数値に小

数点以下１・２を加えて，例えば「８．１」

「８．２」のように示した。

２．１６ 等位

「等位」の項目は，『韻鏡』での等位を数

値で示した。（１から４まで）。「四声」が小

数点以下を含む場合であっても，ここでは１

から４までの整数で示した。

２．１７ 小韻番号

「小韻番号」の項目は『広韻』での各小韻

の代表字に対し，その出現順に１からの連続

した番号を付した（１から３８７４まで）。この

「小韻番号」は「広韻索引」・「広韻反切并

韻鏡」では「反切番号」としていたが，「又

音」「又切」として各小韻に追加された項目に

は，反切のないもの，代表字の反切とは異な

るものがあるため，「小韻番号」と変更した。

なお，『広韻』の各巻末尾に「新添類隔今更

音和切」として掲出された反切については，

「小韻番号」（これは「反切番号」がふさわし

い）として４００１からの連続した番号を付した

（４００１から４０２１まで）。さらに，各韻末尾の

「行内番号」の数値に小数点以下７・８・９

を加えて，新たな小韻として追加した項目に

ついては，「小韻番号」（これも「反切番号」が

ふさわしい）として５００１からの連続した番号

を付した（５００１から５０３０まで）。ところで，『校

勘記』では，２３１頁１０行第４字の「�」の項
目を，新たな小韻として独立させ，その反切

を「丘凡切」としている。この項目について

は「小韻番号」（これも「反切番号」がふさわ

しい）を６００１とした。

２．１８ 備考

「備考」の項目は，「又音」「又切」として

示された音，字形の注記，その他の雑多な内

容を備忘として，記入したものである。削除

することも考えたが，利用上多少の便があろ

うかと残した。

３ 諸橋轍次『大漢和辞典』と周祖謨『廣韻

校勘記』

以上は，『広韻』の掲出漢字を，周祖謨『校

勘記』の記載も参考として，データベース化

を行ったことの報告である。データベース化

にあたって，基本的には超漢字付属の TRON

コード８面・９面の大漢和辞典収録文字を用

いた。超漢字付属の大漢和辞典収録文字とは，

諸橋轍次『大漢和辞典』（以下，『諸橋大漢和』

とする）の文字を参考に作成された文字であ

る。『諸橋大漢和』は漢和辞典であり，『校勘

記』とは異なった目的で作成されたものであ

ることは，ここで言うまでもない。また，す
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でに知られているように，『諸橋大漢和』に

は異体字・譌字等を含め，様々な文字が収録

されている。そのため，『諸橋大漢和』収録

文字と『校勘記』の記載には微妙な違いが見

出される。例えば，上記２．１７において『校

勘記』では，２３１頁１０行第４字の「�」の項
目を，新たな小韻として独立させていること

を述べた。『校勘記』では，「匹凡切」の小韻

に含まれる「�」を誤りとして，『玉篇』に
従い「丘凡切」とし，新たな小韻として独立

させたものである。ところが，『諸橋大漢和』

では，『広韻』の「匹凡切」も，『玉篇』の「丘

凡切」も共に「�」の反切として認定してい
るのである。『諸橋大漢和』に従うならば，「�」
を新たな小韻として独立させる必要はなくな

るのである。（もちろん，『玉篇』の「丘凡切」

が，何故『広韻』には見出せないのかという

別の問題が生じるのだが。）

以上の例は，文字に付された反切の認定に

関する例であるが，文字のそのものの認定に

ついても，『諸橋大漢和』と『校勘記』とで

は，かなりの違いが見出される。『校勘記』で

誤りとし，別の漢字として記載された漢字が，

『諸橋大漢和』では収録されている場合があ

る。内容としては，雑多であり，分類が難し

いのであるが，おおよそ分類すれば，次のよ

うなものとなる。（実際に漢字の字体を示す

べきであろうが，印刷の都合上，文字数のみ

を示す。なお，文字数は異なり字数である。

また，具体的な字形については，稿を改めて

報告したい。）

『校勘記』で誤りとされた文字が，『諸橋大

漢和』では

１．『広韻』により正しい文字として収録さ

れているもの ４６字

２．『広韻』の記載により古字等の異体字と

して収録されているもの １０字

３．他書により正しい文字として収録されて

いるもの ２１字

４．他書の記載により俗字等の異体字として

収録されているもの ４４字

５．その他の理由により収録されているもの

９４字

６．『校勘記』と同じく譌字として収録され

ているもの ２４字

これらの漢字について，「広韻・韻鏡デー

タベース」としてどのように取り扱うべきか

は今後の課題となろう。

４ おわりに

以上，「広韻・韻鏡データベース」につい

て簡単に説明してきた。このデータについて

はインターネット上で公開を予定している

（http:/ /www.gijodai . ac . jp /user / sumiya /data .

htm）。

なお，このデータを作成するにあたり，岡

島昭浩氏作成の「反切解釈（広韻反切と韻鏡）」

（http://www.let.osaka-u.ac.jp/－okajima/ingaku/

jion.htm）を参考とした。また，工藤祐嗣氏

作成の「『大宋重修広韻』データベース（大漢

和包摂方式）」（http://members.at.infoseek.co.jp/

yunzukudo/download.html）により，いくつか

の誤りを訂正した。ともに，この場をかり，

お礼申し上げたい。




