
2003/07/06 1994a. 「これからのスペイン語辞典」『京都産業大学国際言語科学研究所所報』15,2, pp.21-46. 

これからのスペイン語辞典 
上田博人 

 １ はじめに 
 英語やドイツ語・フランス語にくらべてスペイン語の辞典は，最近まで種類が非常

に限られていた（１）．ところが，この２・３年の間に次々と本格的な辞書が出版され，

ようやく日本のスペイン語教育にも語彙の面での基盤が出来上がりつつある．内容

的にも語数，収録語彙の新しさ，さまざまな工夫，語義の明示化など多くの点で著

しい進歩が感じられる．そして，従来は個人，またはきわめて少人数のスタッフによ

る献身的な努力の成果であったものが，今では大きなチームワークによる分担作

業となり，まさに家内工業から大工業生産の時代になったという感がある（２）． 
 今日，辞書は単に「言葉の意味を知るための道具」ではなく，学問的にも立派な

研究対象となる語彙の科学的な記述であると考えられるようになった．そこに辞書

学（lexicografía）という科学が成立し，すでに多くの研究成果がある（３）．そして，

その成果は新しい辞書の編纂や改訂の作業に生かされてきた．このように，辞書と

辞書学は相互に依存し合う関係にあり，その中で各々が発展してきたのである． 
 本稿の目的は日本のスペイン語辞書の発展の歴史を扱うことではなく，また，現

在発行されている辞書の批評を試みることでもない．むしろ，近い将来に望まれる

辞書のありかたや辞書編纂の方法を，すでに現在進行中の各研究分野や各辞書

の編纂の動きとも照らしながら論じることにしたい．私の個人的な経験も交えること

になるが，これもなるべく客観的に見るようにしたい．もとより，辞書編纂というテー

マはあまりに多くの内容を含むので，ここでは，将来のスペイン語辞典を考える上

でとくに注目したい３点，すなわち構想としてのトランスリンガル・アプローチ，資料

収集に必要な現地調査とネットワーク，そして編集の実際の作業におけるコンピュ

ーターの利用を取り上げて論じることにする． 
 

２．辞書編纂の構想 ― トランスリンガル・アプローチ 
 辞書という場合，ここでは，とくに断わらない限り二カ国語辞書，そして，具体的に

はスペイン語-日本語辞書（西和辞典：Diccionario Español-Japonés）を指すことに

する．それでも多くのタイプの辞書が存在し得るし，また基礎語彙集なども含めると

種類も多い．それぞれの目的が異なるので，内容を単純に比較することはできない
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ので，ここではさらに絞って学習辞書の編纂という観点から考察をはじめてみよう． 
 外国語（スペイン語）の辞書を編纂すると決定されたとき，まず，編纂者の個人的

な知識に頼るようなことはしない．自分の知っている単語を思いつくまま書きためて，

それをＡＢＣの順に並べてもほとんど役に立たないからである．そこでふつうは資料

としてスペインで発行されたスペイン語辞典を数種選ぶことになる．また，すでに出

版されている二カ国語辞典（西和辞典）の記述も参考にされる．机の上に数種の辞

典が並ぶと，比較の作業が始まり，得られた情報が自らの原稿の上に写されること

になる．このようなことは多かれ少なかれ，すべての辞書の編纂で行なわれている

ことである（４）． 
 しかし，ここで留まっていては辞書の記述内容や記述方式の発展はあまり望まれ

ないであろう．先行の辞書を書き写しているだけでは，それを越えるものができない

からである．また母国語話者にとって必要なことであっても，外国人のわれわれに

はあまり必要でないこともあるし，逆にわれわれが必要としている情報が母国語話

者にはそう感じられないこともある（５）．こうしたギャップがあるために，ただスペイン

のスペイン語辞典を翻訳したものでは，学習者がとまどうことが多いのである．そし

て，このことに学習者は気づかないでも，ある程度経験を積んだ教師であればいく

らでもこうした辞書の不備をつくことができる（６）． 
 それでは，このギャップを埋めるにはどうしたらよいであろうか．外国語の母国語

辞典をもとにした辞典では，どうしても日本語との比較という視点が欠けていること

になる．しかし，これは重要である．学習者の母国語（われわれの場合は日本語：Ｌ

１と略す）と学習の目標言語（スペイン語：Ｌ２と略す）を比較する方法論として対照

研究があり，これは多くの成果をあげてきている（７）．Ｌ１とＬ２を比べることで，両者

に共通のもの，Ｌ１にだけあるものと，Ｌ２にだけあるものを分類し，そこから学習上

の困難点を理論的・演繹的に予想することができる（８）． 
 こうした対照研究の辞書編纂への応用を先行の英語の辞書で見てみよう．たとえ

ば，次は多くのＬ１（日本語）の表現に唯一のＬ２の形式が対応する例である． 
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   Ｌ２              Ｌ１ 
               （服・シャツなどを）着る 
               （ズボン・スカート・靴などを）はく 
               （帽子・ヘルメットなどを）かぶる 
   put on         （眼鏡などを）かける 
   （身につける）     （ネクタイなどを）しめる 
               （手袋・指輪などを）はめる 
               （襟巻き・腕時計・化粧などを）する 
               （香水・リボンなどを）つける 
 

            （研究社『ライトハウス英和辞典』s.v. put） 
 

 逆に１つのＬ１に複数のＬ２が対応する例もある． 
 

     Ｌ２      Ｌ１ 
     rabbit 

             うさぎ 
     hare                          （同．s.v. rabbit） 
 
 

 そして，次は，それぞれのカテゴリーにずれがある例である． 
 

     Ｌ２      Ｌ１ 
     city 

             市 
     town 

             町 
     village 

                     村 
     hamlet                           （同．s.v. city） 
 

 これらは，日本語（Ｌ１）との対照分析の結果得られた英語（Ｌ２）の区分である．ス

 3



ペイン語でも，このような観点に立って分析を進めれば多くの知見が得られるであ

ろう．また，言葉ではなく図で示せば効果が上がる場合もある．たとえば次の４つの

スペイン語のうち，sartén は「フライパン」であるが，他の３つはどれも「なべ」に対応

する．これらは言葉では説明しにくい（１０）． 

 
『新スペイン語辞典』s.v. cacharro 

 

 理論的な対照研究とは異なり，教育現場で現実に観察される多くのエラーを分

析して，そこから学習者の固有の問題点を把握しようとする実際的方法もある．これ

は，学習者の実際のエラーデータから出発して，学習途上の「中間言語」の体系に

到達しようとする試みで，方向がちょうど逆である（帰納的である）． 
 このように研究の方法論は異なってはいるが，どちらも学習者の問題点を探ること

では一致している．そして，そこで得られた知見を辞書の編纂に生かすことも考え

られる．理論的にであれ，実際にであれ，学習者がおかしやすい（と予想される）間

違いを予め辞書に記述しておけば，それを回避することができるだろう．しかし，実

はこれには大きな問題がある．それは，辞書に記述されるのは普通は肯定的な情

報で，大まかに言えば「Ａの意味はＢであり，Ｃのように使われる」という内容になっ

ているが，そこに対照研究やエラー分析の成果を入れれば，「Ａの意味はＢであっ

てＢ’ではなく，Ｃのように使われるのが正しく，Ｃ’のように使うのは誤りである」とい
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う内容になるだろう．辞書のスペースは限られているので問題は深刻であるが，そう

した形式の問題とば別に内容面に目を向けてみよう．ここで扱われているのは否定

的な情報である．Ａというスペイン語の形式の意味や用法を知りたいと思っている

学習者にＢ，ＣだけでなくＢ’，Ｃ’という否定的な情報も教える必要があるであろう

か．そうすると，記憶の負担が２倍になるし，ＢとＢ’，ＣとＣ’の内容が逆転して記憶

されてしまう危険さえある． 
 対照分析やエラー分析の成果は貴重であるが，どうしても直接の形では辞書に

生かすことはできない．それでは，まったく捨て去ってしまうべきものであろうか．先

に触れた「日本人の視点」を生かすことができないのであろうか．ここで提案したい

のは第３の方法である．これをトランスリンガル・アプローチと呼ぶことにする．これ

は，対照研究ともエラー分析とも異なって，Ｌ１の視点でＬ２を分析するというもので

ある（９）．図式で示すならば次のようになる． 
 

 対照分析：     Ｌ１ ← ＊比較 → Ｌ２ 
 

 エラー分析：    Ｌ１ → ＊中間言語 → Ｌ２ 
 

 トランスリンガル： Ｌ１ → 中間言語 → ＊Ｌ２ 
 

 ここで＊印をつけた部分が分析の目標である．目標言語（Ｌ２：スペイン語）の研

究は数多くあるが，日本人の中間言語との比較をした上でのスペイン語の問題点

は未だ報告も少なく，とくに語彙の分野ではこれからの発展が望まれるところである． 
 日本人学習者のおかすエラーの例を見てみよう．たとえば，次のような日本人の

スペイン語作文がある． 
 
 He comprado los *materiales para preparar la paella. 
 

 これは，「私はパエーリャを作る材料を買いました」という意味である．ここで「材

料」というときに materiales ではなく，ingredientes を用いなければならない．ここ

では，次のような情報が有用であろう． 
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  Ｌ２             Ｌ１ 
  ingrediente     （料理などの）材料 
  material        （建築・工作・教育などの）材料 
 

 これは，日本人の中間言語というプリズムを通して判明したスペイン語の語彙区

分である．それぞれの語の適用範囲を括弧の中で適切に示せば，教育的な効果

が上がるものと思われる．これはエラー分析のようにけっして否定的な情報（「…の

意味にはならない」，「…のようには使わない」）ではなく，それぞれの見出し語に記

述されるべき肯定的な情報（「…の意味である」，「…のように使う」）なのである．こう

した言語資料の収集方法については後で述べることにする． 
 

３．辞書編纂のための資料 ― 現地調査とネットワーク 
 言語研究にはフィールドワークは欠かせない．言語研究者は質問の仕方，テー

プレコーダーの使い方や録音の要領などはよく心得ているものである（１１）．フィー

ルドと言っても別にその言語が話されている地方や外国に限らない．トランスリンガ

ル研究では授業の行なわれている教室がフィールドとなるし，またネーティブスピ

ーカーを招いて質問法による調査をするときは自分の研究室や喫茶店でもかまわ

ない．しかし，言語のもっとも自然な観察はやはり現地調査によるしか方法がない

ので，次にその方法と問題点を考察することにしよう． 
 先にも述べたように，これからの辞書は先行の辞書を書き写しただけの情報では

なく，独自の内容や新しい情報と方法を提示したものでなければならない（１２）．そ

こで，望まれるのが現地調査であろう．理想的にはスペイン語圏全体について，広

範な調査が行なわれるべきである．しかし，スペイン語圏と一口に言ってもスペイン

とラテンアメリカ，そして赤道ギニアなどを加えれば実に広大な面積を有するので，

個人や少数の研究者グループの仕事ではほとんど不可能に近い．そこで，代表的

な地点を絞って，そのスペイン語のバリアントを集中的に調査するという方法が考

えられる．また，情報の少ない現代語彙にとくに注目するならば，都市のスペイン

語を取り上げるべきであろう．（１３） 
 国内での試験的な調査や外国の文献などによれば，スペイン語圏の主要な地域

とその代表都市は次の５つとなる（１４）． 
 

 １）スペイン          … スペイン（マドリード） 
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 ２）メキシコ・中米       … メキシコ（メキシコシティー） 
 ３）カリブ海地域        … キューバ（ハバナ） 
 ４）アンデス地域        … ペルー（リマ） 
 ５）ラプラタ地域        … アルゼンチン（ブエノスアイレス） 
 

 すべての都市を網羅することはできなくても，これらの拠点都市の情報が得られ

ればその周辺はある程度類推することができる．そこで録音機，カメラ，メモ帳，質

問表を携えて現地に赴くことになる．前もって現地の研究者とも連絡をつけてヒアリ

ングやインフォーマントの紹介なども依頼しておくことも忘れてはならない． 
 京都産業大学のパートナー，高垣敏博教授と私は今年（１９９３年）の３月～４月

にかけてメキシコシティーに３週間滞在し，メキシコのスペイン語を多く取材した（１

５）．ここでは，今回の現地調査の経験を未だ鮮明な記憶のあるうちに述べておくこ

とにしたい． 
 現地では人とのアポイントメントや予約された移動の予定以外はかなり柔軟に構

えていたほうがよい．これは，調査項目そのものについても言えることである．音韻

や文法項目ならばいざ知らず，元来オープンな体系を有する語彙を対象にするな

ら，科学的な実験のようにあらかじめ限定した材料を選んだり，厳密な調査範囲や

方法を採用しても，その範囲において一貫性が保たれるだけであって，複雑で多

様な現実（生活：vida）を前にしてはほとんど無力である（１６）． 
 今回は，集中的に都市に観察されるスペイン語の材料を集め，街角，空港，駅，

公園，大学の看板や掲示をメモし写真にとったが，直接のアンケート調査は時間の

点で限られたものだけにした．ここでも一般的なオープンな観察が主体で，限定し

た質問表によるものは参考程度にとどめたのである．デパート，スーパーマーケット，

一般の店舗，伝統的な市場から露店に至るまで，とにかく見ることにした．得られた

材料は，このままでは raw materials の状態なので，ネーティブチェックを繰り返し，

再確認した上で語彙集にまとめられる．これが将来のスペイン語辞書の編纂にあ

たって利用されればよいと思っている（１７）． 
 このような現地調査には真夏は向かない．１日歩き回るので消耗が激しいからで

ある．二人で歩くと互いに励まし合うことになって，どうにか午前と午後３時間ずつ

やりとげることができたが，それも涼しい季節が幸いしたからだと思う．疲れてくると

観察もにぶり勘違いも多くなるので頭をしっかりさせておかなければならないが，同

様に，または，それにも増して大切なのは脚力である．コンピューターを使った言
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語研究を computer-assisted arm-chair linguistics と言った人がいるが，脚でかせ

ぐデータが必ずしもコンピューター・コーパスに入っているとは限らないので，苦しく

てもフットワークによる言語研究も避けてはいられないのである． 
 次はメキシコシティーで撮影した写真資料の例である． 
 

        

tope                               poncharse 
 

 日本でも自動車のスピードを強制的に落とさせる道路上の突起（tope）があるが，

メキシコの都市にはいたる所で見られる．これなどは辞書で言葉による説明よりも

写真や挿絵のほうがわかりやすい．横に立っている表示には  Reduzca su 
velocidad. 「スピード落とせ」とあるので，tope と関連した場面の脈絡がよくわかる．

右の poncharse は「パンクする」という意味である．「ここで駐車するとパンクします

よ」という脅し文句である．スペインでは pincharse なので，地理バリアントを示す

例でもある． 
 しかし，こうした現地調査を複数の都市で行なっても，やはり広大なスペイン語の

海を前にしては非常に限られた定点観測に過ぎない．国内のグループ研究や海

外とのネットワークによる相互の情報交換が必須である．つぎに現地とのネットワー

クによる国際研究プロジェクトの方法について触れたいと思う．これも高垣氏と共同

で進めているものであるが，要するに，現代都市語彙について３０名を越す現地の

研究者からの報告を日本に集中させ，総合化したデータを再び参加者に発信する

というものである．１９９３年の４月に発足し，１２月に第１回の研究成果が出た（Ueda 
y Takagaki, 1993）． 
 日本からは明示的な質問表が各地に送られる．始めは自由回答によって言語形

式を伝えてもらい，次に各地の言語形式を集めたものをあらためて確認のために

選択方式で回答してもらう，という２段構えである．こうすることによって，より精度の
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高い報告が得られるものと期待できる． 
 収集された資料には，語彙集の形での内容分析と，意味と地域と語形の３次元マ

トリックスの統計処理による総合的な把握が行なわれる（図-１）．この結果が参加者

に返送され，それぞれの研究に役立てるという構想である．これが軌道に乗れば，

少しずつではあるが，現代のスペイン語の実態が地理分布，文体差，社会言語学

的要因，新旧の別，等の特徴とともに明らかにされていくことであろう（これを「内容

分析」と呼ぶ）（１８）．さらに総合的にはスペイン語圏全体を見渡す多変量解析が

可能となる．［図-２］に示すのは，その１つの手法であるクラスター分析による現代

語彙による１４都市の分類である． 

 

           ［図-１］意味／地点／語形のデータ 
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［図-２］１４都市のクラスター分析 

 

 また，スペイン語の言語地理学者，方言学者，辞書学者からの報告はすべてファ

イルされなければならない．現地の研究者による方言語彙の発表は興味深いが，

それにも増して重要なのは大きな地域を視野に入れ相対化された語彙比較研究

である．たとえば，ドイツの G. Haensch の一連の研究（1980, 1982a, 1982b, 1983, 
1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1991）やメキシコの Moreno de Alba 氏の最近の論文

［mimeo］や著書 [1992]，B. Steel の辞書［1990］，そして M. Sala et al. の文献

（二次資料）にもとづく語彙目録［1982］は注目に値いする 
 これは国際的なネットワークであるが，先のトランスリンガル・アプローチによるデ

ータについても，国内のネットワークで独自に集めるという計画がある（１９）．また，

国内には『研究用スペイン語テキストデータベース』というネットワークがある．現在

３３名が加入しており，これが各地の研究会で言語コーパスとして大いに利用され

ている（２０）．このような研究者のネットワークが構築されれば，そこからは多くの成
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果が生まれ，将来のスペイン語辞書にも貢献できるデータが集積されてくるであろ

う． 
 また，辞書は発行された時点から多くの問い合わせを受けるものである．これは

実際の使用者からの貴重な報告なので，１つ１つ返答し，中には専門的な知識を

有する人（通訳や翻訳家など）からの意見もあるので，改訂版に組み込むための修

正用ファイルに収められる．このように，辞書という出版物を通して多くの人のつな

がりが形成され正確な情報が得られれば，それは建設的に生かされなければなら

ない． 
 

４．辞書編纂の実際 ― コンピューター化 
 辞書の構想が生まれ，材料が集められると，そこで実際の編纂の作業が始まる

（２１）．普通は編集会議というものが開かれて，内容や形式について，出版者と製

作者，および編纂者や執筆者の間で合意がなされる．そこで，出版者は，執筆者

に原稿用紙を送る段階に至るわけである．私の個人的な経験では，これは行なう

必要がまったくなかったのである．つまり，全体的な構造化，材料収集から，入力，

出版に至るまですべてがコンピュータ化されていたので，編集会議すら必要がなく，

もちろん原稿用紙もなく，すべてが磁気ディスク上で処理された．こうしたコンピュ

ーターによる辞書編纂は比較的新しい試みなので，ここで紹介する意義は多少な

りともあるだろう．失敗も含め私の経験から，将来のスペイン語辞典編纂におけるコ

ンピューター利用のありかたもいくつか提示できるものと思う． 
 辞書は構造化されている．これは，当然のことなので改めて述べる必要もないと

思われることだろう．しかし，実際の編集にあたって，各種の先行辞書の方法を調

べてみると，この当然の理解が生かされていなかったようである．たとえば，執筆分

担についてＡからＣまでをＸ氏が行い，ＤからＦまでをＹ氏が…ということがある．こ

れでは形式の統一がとれず，Ｘ氏もＹ氏も他の人たちがどのように執筆しているか

知らないまま，独自に進めていかなくてはならないことになる．そのために頻繁に編

集会議を開く必要があるが，これも時間と労力がかなりいることである．そして出来

上がった原稿をまた見直して原形をとどめないまで修正し，最後にどうにか統一化

（構造化）された形にまで仕上げるのえある． 
 ここで気づくのは，この統一化（構造化）というプロセスが最後に置かれている点

である．これには多くの無駄がある．コンピューターによって情報化された辞書編

纂法によれば，この構造化はすべてのプロセスのはじめに置かれる（２２）．このよう
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に発想がまったく逆なのである．そして，仕事のロットはＡＢＣという仕上がりの順で

なく，植物名，動物名，地名，人名，化学元素名，…，前置詞，最重要語，重要語，

挿入項目（図版，表，写真など），付録，…というようにカテゴリーに分けられる．そ

こでは，毎日の執筆は２０語や，５０語といったアルファベット順の数量（語数）では

なく，カテゴリー全体を一気に仕上げるのである．これには少なくとも２つのメリット

がある．１つは記述方法の統一化が最初から保証されているということ，そして，もう

１つは作業の能率である．同じ形式の作業ならば同時に進行させたほうがずっと効

率的になるはずである．さらに付け加えるならば，執筆者の意欲にもかかわる点が

あげられるだろう．たとえば，ＡＢＣのなかで植物名を責任をもって執筆しても，他の

執筆者の分担となっているＤ以下の植物名の状態が最後までわからないのは執筆

者の大きなフラストレーションになる．それに対して，植物名に関しては全体的なサ

ーベイができれば，安心や責任感につながるのでやりがいのある仕事になる． 
 コンピューターによる辞書編纂にあたっては，当初から辞書の形式が出来上がっ

ているわけではない（２３）．いちばんはじめには，せいぜい，様々なカテゴリーに分

かれた部分的なファイルの見出し語がある程度である．この状態から統一化された

ファイルがディスク上に仕上げられていくのであるが，そこでは厳密に「規則」（ルー

ル）と「目録」（リスト）の概念が区別されなければならない．両者を混同すると無駄

や失敗に終わる恐れがある．「規則」とは，一律に行える作業である．たとえば，ス

ペイン語の場合，綴り字から発音記号やシラビフィケーション（分綴）は，少数の例

外を除けば，一義的に導き出せるので，プログラミングによって解決すべきである

（２４）．これを一つ一つ文字にしていくと，時間と労力の点で無駄であるし，間違い

も避けられない．逆に，個々の単語の例文などはルールでは導き出せない個別的

なものであるから目録による作業，つまり手作業となる（２５）．このように，ルールとリ

ストは相反する概念であり，実際にはプログラムによる一貫処理か，手作業による

個別処理の選択の問題となる． 
 また，付け加えると，これら２つの中間の性質をもつ作業もある．たとえば，語の派

生関係を扱うときに基本となる語から派生語の記述に移るときは，重複する部分が

多いので，その部分はルールによりコピーしてから，個別の情報を加えるという作

業に移る（［図-３］．これらなどはルールとリストの処理の両方が最適化されてかか

わっている． 
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［図-３］ 
 

 また，情報化ということは，各種のファイルの関係化とも大きな関わりがある．一応

独立して存在するファイルも共通部分―ふつうは見出し語になる―を通じて連絡

が行なわれる．テキストデータベースに蓄積された語彙または連語のデータは例

文として辞書の中に組み込まれる．ここで注意すべき点は用例の位置づけである．

従来用例は定義（語義）の妥当性を示すものとされてきたが，コンピュータファイル

にもとづく辞書編纂においては意味の実例としてではなく，「辞書編纂者の定義の

出発点」（Dubois, 邦訳．p. 78）ともなるものである．ここから，これまでにない新しい

語義の発見が期待されるのである（２６）．［図-４］はコンピュータによるコンコーダン

スの例である．キーワードが中央に配置され，直前と直後の文脈，およびファイル

のページ［番号］と行番号が左に示されている． 

 

［図-４］コンコーダンス 
 

 また，辞書そのものもデータベース化されれば，コンピューターの検索機能を用

いて全体に関わる事項を選びだし，それを囲み項目として辞書の一定の部分に掲

 13



載することができる（［図-５］． 
 

 
［図-５］ 

 

 コンピューターによる情報化には他にも多くのメリットがある（２７）．記述の統一の

チェックや，ミススペルの検索，相互参照項目の引き合わせ，イラストや表のレイア

ウトのシミュレーション，出来上りページ数の予想，総見出し語，重要語，熟語の総

数の計算…などのこまごまとした，しかし必要な編集作業は比較的簡単なプログラ

ミングで解決できる． 
 また，これらに劣らず大きなメリットとして出版段階の簡素化が挙げられる．フロッ

ピーディスクが完全に仕上げられていれば，赤字を入れる校正作業が必要でなく

なる．実際には印刷された文書（ハードコピー）のチェックが何度か行なわれるが，

それでも原稿用紙からの作業を思えば能率は大きく違うはずである（２８）． 
 将来は，コンピューター・ネットワークによって複数の執筆者の仕事が同時進行す

る辞書編纂方式が採られるだろうと予想される（２９）．私たちのグループも一部でこ

れを試みたが，実行には移せなかった．ハードウェア（機器類）とソフトウェア（利用

方法）の問題は現在ではほとんど解決されているのに対して，いちばん大きな問題

点は何と言っても「人」とその「生活」であった．辞書編纂は現在では，専門的にす
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る人はほとんどいなく，多くは大学などの教員である．そのためどうしても本務（教

育・研究・学内の管理／事務）を優先させなければならない．ソフトウェア工場のよ

うな時間を拘束したワークステーションによる作業は不可能である．この問題の解

決は将来の課題となるだろう． 
 また，すでに英和辞典や国語辞典で実現している電子化辞書は，スペイン語辞

典についても技術的には完全に可能である．障害は未だ市場が限られているとい

う点だけである．スペイン語辞典の使用者が増大するか，少部数であっても出版の

採算がとれるようになるか，のどちらかが実現するならば，スペイン語の辞書の世界

も大きな転換期を迎えることになるだろう．そのためにも，編纂段階でのコンピュー

ター化は欠かせないのである（３０）． 
 

４．おわりに 
 スペイン語はヨーロッパ，南北アメリカ大陸，そしてアフリカという広大な地域に分

布し，世界の言語の中で使用人口の第４位を占めている（３１）．また，ている．日本

では，英語，ドイツ語，フランス語と比べると学習人口はまだまだ少ないが，たとえ

ば合衆国では最も多くの人に学ばれている言語である．世界のコミュニケーション

にとってこれほど重要な言語を理解するための辞書の有用性は文法書や日常会

話の教材にもけっして劣らない．いや，その必要性がほとんど学習の全過程に関

わる点で，辞書の重要性はさらに強調されなければならない．それにもかかわらず，

つい最近まできわめて少数の辞書しか出版されていなかったのは，その作成に多

くの困難があったためである．仮に辞書を作ろうと決定しても，そこには幾多の問題

点があった．経費，時間，協力者，労力，採算，…など，さまざまなことをすべて解

決しなければならない． 
 こうした困難にも関わらず，私は辞書編纂はやりがいのあることだと思っている．こ

れには２つの理由がある．第一に，辞書はこれからますます必要となる外国人との

コミュニケーションを成立させるための強力な道具となるからである．これは実用上

の理由である．また，辞書学は言語の実態のほぼ全体を網羅するというスケールの

点で大きな意義のある研究だと言えるだろう（３２）．これが第二の研究上の理由で

ある．しかし，「やりがいがある」という信念だけでは，困難点を乗り越えることはでき

ない．２１世紀に近づこうとしている現代では，今までには考えられなかった多くの

ことに光が見えてきた．これからの辞書編纂はけっして個人の献身的な努力による

暗いイメージをもった仕事ではなくなってきた． 
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 ここまで，辞書編纂にかかわるさまざまな問題の中で，３つのテーマにしぼって述

べてきた．構想の段階でのトランス・リンガルの発想，資料収集に欠かせない現地

調査とネットワーク，そして具体的な作業の中でのコンピューター化（情報化）であ

る．これらの中には一部すでに実現しているものもある．そして実現していないこと

でも，近い将来に実現可能であると思われるものだけにテーマを絞って論じてきた．

このような展望に立つと，私はこれからのスペイン語辞典の前途は明るいものにな

ると思う（＊）． 
 
 

注 
 

（１）高橋正武編『西和辞典』（東京：白水社，１９５８；増訂版，１９７８）．日本のスペ

イン語界に長い間君臨したこの偉大な辞書は高橋正武氏個人のものである．また，

多くの図版を組み入れた点でユニークな瓜谷良平監修の『絵入スペイン語辞典』

（東京：大学書林，１９６９）も執筆は柳沢豊氏と二人だけである．さらに古く遡れば

やはり個人の執筆による村岡玄編『西和辞典』（東京：日本出版貿易）がある．私の

所有するのは１９５７年版である（新増補第二版）であるが初版は１９２７年とある）． 
 （２）現在最も語数の多い西和辞典である桑名一博編『西和中辞典』（東京：小学

館，１９９０）は編集委員６名，執筆２９名，校閲３１名，協力者１９名という大所帯で

ある．また，宮城昇・山田善郎編『現代スペイン語辞典』（東京：白水社，１９９０）も

二人の外国人の校閲者と２０名の執筆者が名を連ねている．カルロス・ルビオ・上

田博人編『新スペイン語辞典』（研究社，１９９２）は執筆者は少数（５名）であるが，

３６名のインフォーマントを数える． 
（３）Manuel Alvar Ezquerra [1990], p. 71 y sigs. 
（４）先行の英和辞典でも，拠り所とするのは外国（イギリス／アメリカ合衆国）で発

行された英英辞典である．中尾啓介「辞書の編集・作成：実際的な問題点」，『辞書

学論考』（p. 52）．しかし，現在では「辞書編纂の準備として従来のように既成の辞

書，用例の収集ということもさることながら，意味論に基づいた個々の研究成果・報

告などを集め，整理し，適正な検討・評価の上で常に参照し，基礎資料として活用

できるような態勢を準備しておくことが必須のこととなりつつある．」（同，p. 58）.スペ

イン語（西西辞典）でもこれまでの多くの辞典はスペイン王立アカデミーの

Diccionario de la Lengua Española を拠り所としてきた．例外としては Samuel Gili 
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Gaya [1980], María Moliner [1978], Francisco Marsá. [1982] Diccionario Planeta 

de la lengua española. Barcelona: Planeta. などが挙げられる（Cf. Günther Haensch 
[1982], pág. 558）． 
（５）中尾，同書，p. 52-53．小島［1984］には英英辞典と学習辞書（英和辞典）にお

ける意味記述に関して多くの示唆がある． 
（６）極端な場合には生徒に辞書を使わないよう「指導する」ことさえある．辞書の不

備の問題と，辞書の使用と学習の効率の間の関係については別に論じるべき問題

であろう． 
（７）しかし，音韻や文法面での対照研究が多く，残念ながら語彙についてはまだ

少ない．少数の例外（たとえば，Hotta [1993] など）も個別の語の対照分析に限ら

れる．Cf. Spiller, Bernd. [1991]. 
（８）たとえば，Robert P. Stockwell et al. [1965], p. 282 y sigs. 
（９）詳細は上田（国立国語研究所：出版準備中）で述べてある． 
（１０）辞書においてイラストがどのように使われてきたかは早川 [1993] が参考にな

る． 
（１１）フィールドワークの実際については Samarin [1967] が詳しい．日本人のフィ

ールドワーカーの体験記としては青木（１９７２）や梶 [1992]，そして月刊『言語』の

1978 年９月号の特集「野外調査の言語学」に収められた各氏（柴田，野元，土田，

北村，青木）の論文が挙げられる． 
（１２）Haensch [1991] は，ラテンアメリカ・スペイン語の辞書がスペイン王立アカデ

ミーの辞書を参照しているため多くの不備が見つかることを綿密に論じている． 
 （１３）方言学や言語地理学ではインフォーマントはその土地（地方）の「はえ抜き」

の人に依頼し，あまり旅行をしていない老人が好ましいとされている（Manuel Alvar 
[1959] pág. 28）．しかし，現代語彙調査ではむしろ都会に住む教養人／中流から

上流家庭の人のほうが適している（Ueda [1993]）． 
（１４）上田［1992, 1993a, 1993b］． 
（１５）メキシコには合わせて１カ月滞在したが，当初の目的は①メキシコシティーの

スペイン語の観察，②メキシコのスペイン語学界の現状の把握，③国際プロジェク

ト『世界のスペイン語』の開始，④第１０回『ラテンアメリカ言語学・文献学会』の参加

があった．これらについてはつぎの発表を予定している．①上田／高垣［1994 予

定］，②高垣／上田［1994 予定］，③Ueda|Takagaki [1993]，④高垣／上田 [1993]． 
（１６）同じことは一定の言語コーパスに基づいた研究についても言える．そうした研
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究の分析結果には，一般に知られているはずの言語事実が，たまたまそのコーパ

スになかった，という理由で排除されてしまうのである（Cf. Kühl de Mones [1993]）． 
（１７）未だネーティブチェックを済ませていない段階であるが，現行の辞書に掲載

されていない語や，見出し語にあっても語義の説明がないものが多数収集できた．

また，連語のレベルでも多くの例が見つかり，やはり現地での新しい語彙の収集が

必要であることがわかった（上田／高垣［1994 予定］）． 
（１８）辞書に生かすべき言語地理学研究の成果については  Alvar [1982]. 
Haensch [1985] は，語のバリエーションを明示するマーク（marcaje）として，次のも

のを挙げている．地理バリエーション（marcaje diatópico）, 社会層バリエーション

（m. diastrático）, 専門バリエーション（m. diatécnico）, 文体バリエーション（m. 
diafásico）, 外来／借用バリエーション（m. diaintegrativo）, 通時バリエーション（m. 
diacrónico） , 規範バリエーション（m. dianormativo） , 頻度バリエーション（m. 
diafrecuente）．さらに付け加えるならば，「商標の浸透度」（grado de osmósis de las 
marcas registradas）も考慮すべきであろう（marcaje diaosmótico）．たとえば，「透明

粘着セロファンテープ」はスペインで celo といい，メキシコでは diurex であるが

両者とも普通名詞化されている． 
（１９）早稲田大学の乾英一氏が中心となって進めている『言語コーパスとエラーア

ナリシスによる日西語彙の対照研究』．これについては１９９３年８月の国立国語研

究所の公開研究会『日本語とスペイン語の対照言語学的研究』で発表した（「日西

対照研究とエラーアナリシス：トランスリンガル・アプローチ」現在出版準備中）． 
（２０）現在のセンターは東京外国語大学の川上茂信氏が世話役となっている． 
（２１）S. Landau [1984], 邦訳第６章． 
（２２）これも確定的なものではなくフレクシブルであるが，この点については後述す

る． 
（２３）F. Knowles. [1983] （Hartmann 編／木原他訳 p. 245）によれば，辞書中の

項目は次に示すような辞書的情報のカテゴリーから構成される（「言語学と辞書学

のためのデータ構造化機構」）．見出し語／発音／ハイフン付与／屈折コード／品

詞／確率／語源／定義／主題の場／追加事項．この複雑な構造はコンピュータ

プログラムによって組み立てることができる． 
（２４）H. Ueda [1989]. 
（２５）これは必ずしもコンピュータ化しないということではない．コンピュータによるコ

ンコーダンス方式については後述する． 
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（２６）フランスの Trésor de la Langue Fran˛aise に用いられたコーパスの規模は 2 

億 5 千万語，イギリスの COBUILD のものは 2 千 6 百万語，スペインの Vox 
は 6 百万語である．研究社の『新スペイン語辞典』で使ったコーパスこれらと比べ

て小さくわずかに 50 万語である． 
（２７）S. Landau [1984], p. 265 y sigs. 
（２８）Quemada [1990] によれば，辞書作成におけるコンピュータ利用は大きく以下

の３つの伝統的な編纂段階に対応する：１）資料収集（documentation），２）執筆

（rédaction），３）出版（publication）．までは１）と３）は７０年代のものであり，２）の段

階が年代的に最も新しいという． 
（２９）S. Landau [1989], p. 265. 
（３０）辞書編纂と深い関わりのある理論的研究（辞書学）の立場から論じた（辞書と

は別の）「語彙データベース」のあり方については，Muller [1985] や  Nistrup 
[1990] が 参 考 に な る ． 今 日 で は 「 辞 書 の な い 辞 書 学 」 （ lexicographie sans 
dictionnaire）という概念さえも通用しはじめている（Quemada [1990], p. 173; M. 
Alvar Ezquerra [1990], p. 74）． 
 （３１）次は『ワールドアルマナック』（1992 年）による言語の使用人口の統計である． 

 
（３２） M. Alvar Ezquerra [1990], p. 72-73. 
 

（＊）本稿は１９９３年１０月３０日に京都産業大学で行なわれた『ロマンス語研究会』

のシンポジウム『これからのロマンス語辞書』での講演（「これからの辞書学―スペイ
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ン語辞書の見地から」）を文章にしたものである．時間の関係で触れることのできな

かった部分を多少補ってある．主催者になられた京都産業大学の高垣敏博教授，

ディスカッションに参加された柏岡珠子（甲南女子大学），宮下明信（京都産業大

学），荒井文雄（京都産業大学），東森勲（京都女子大学）の各氏に謝意を表した

い． 
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