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あらまし：

中期インド・アリアン諸語。!fiddleIndcトAryan)

で書かれたジャイナ教（アルダ・マガダ語）古文

献等の解析のために計算機リソースを開発して

きた．これまで，ジャイナ教聖典の5冊の聖典

に関するマッキントッシュ版電子ブックを数年

前に作成済みである．この電子ブックには，当

該研究に必須の基礎資料，電子化テキスト ・韻

律図式と解析結果・詩脚の正順索引と逆順索

引・語棄の正順索引と逆順索ヲ｜が収録されてい

る．最近のウインドウズマシンの使用状況から

みて，電子ブックをこのマシン上でも読むこと

ができるならば，その有用性は大幅に上昇する

であろう．特殊フォントを使用しているため

に，従来のツールではウインドウズ用電子ブッ

クを作成することができなかったが，最近不十

分ながらもそのツールが提供されるようになっ

た．ウインドウズ用電子ブック作成とその問題

点について議論する．

Summary: 

We investigated computer analysis of the canonical 

texts in Prakrit (called Ardha-Magadhi), that is, the 

early Jainist ones in Middle lndo-Aryan (MIA) . By 

using Macintosh we have already published the elec-

tronic books for the five important canonical texts 

on WWW. This book contains the essential data on 

the study of MIA, that is, the electronic text, metre 

analysis, pada index and word index. Recently Win-

dows PC is used for the study of MIA. It would be 

very useful if we could produce the electronic book 

on Windows. New computer tool made us prepare 

this electronic book on Windows. We will discuss 

how to produce this book in detail. 

キーワード：中期インド・アリアン，アルダ・

マガダ語，ジャイナ教，パーリ語，初期仏教，

電子ブック

Key words: Middle Indo-Aryan, Ardha-M孟gadhi,

Jain, Pali, early Buddhism, Electronic Book 

1 .はじめに
中期インド・アリアン諸語（MiddleIndo-

Aryan）で書かれた古文献は，仏教（パーリ語）と

ジャイナ教（アルダ・マガダ語）の聖典がその例

に挙げられるように，世界の文化の貴重な宝庫

であり，現代文明の重要な源流の一つである．

初期仏教・ジャイナ教は厳格なカースト制度の

バラモン教に対抗する形で同時期に発生したた

め，相互に関係を持ちながらその教理等を深化

させてきた．それゆえ，今日では初期仏教を研

究をする上でジャイナ教の研究は不可欠で、あ

り，その逆も真なりであると認識されている．

しかしながら，これらの諸聖典は難解な言語で

書かれていること，さらに質的・量的にも膨大
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であることもあって，今後，厳密な研究成果が

待たれる分野である．

このような状況下にあって，我々は中期イ

ンド・アリアン諸語に関する正確な知識を有す

る研究者と情報科学の研究者との密接な共同研

究により，図 lのような 5つの計算機リソース

を開発した．

I.アルダ・マガダ語又はパーリ語のローマ字

化システム構築（これをPali96フォントと

呼ぶ）．

I I.ローマ字化テキスト作成：ジャイナ教の重

要な 5つのテキスト（Uttar勾jhiiyii，λyiiranga,

Siiyaga~a, Dasaveyiiliya, Isibhiisiyiiirμ）及び仏

教の 4聖典（Dhammapad a, Theragii th ii, 

Therigiithii, Suttanipiita）等をPali96フォント

をf吏ってマッキントッシュに収S表した．
I I I.聖典の韻律解析プログラム：電子化テキ

ストファイルが韻律解析の入力として使用

される．

IV.語棄の正順索引・逆JI頂索引とパーダの正順

索引・逆順索引の作成プログラム．

v.聖典の文法解析プログラム．

これらのツール等は，当該分野の研究において

極めて重要な役割を果たす基礎資料を作成する

に当たって，威力を発揮する．中期インド・ア

リアン諸語の文献の研究を飛躍的に進展させる

ためには，韻律解析・文法解析・語棄と構文論

等の系統的な研究が不可欠で、ある，と認識され

ている．テキストの韻律解析は批判的校訂本作

成に不可欠で、あり，語棄の索引は翻訳に当たっ

ての手助けとなる．また，語棄の逆順索引は文

法構造解析に必要で，パーダ（詩脚）の正順ま

たは逆順索引はテキストの正しい読みの確立と

並行詩脚を見いだすのに重要で、ある．

上記のツーを使用して作成されたデータ

図1.計算機リソースと研究組織

は，各出版杜から単行本等して出版されたもの

【l］と，ウェブ上で公開しているものがある

(http: I /www. senda i -ct. ac. jpF ousaka）【2].

ウェブ上で公開している計算機リソース（フォ

ントシステム・電子ブック・プレインテキスト・

逆順索引・特殊フォント用エディタ）を表1に

まとめである．

表に示しているように，マッキントッシュ

版電子ブック（ジャイナ教聖典の 5冊の電子

ブック（Eブック））は既に作成済みである．こ

の電子ブックには我々の作成した特殊フォント

Pal i96を使用して作成された電子化テキスト・

韻律図式と解析結果・詩脚の正順索引と逆順索

引・語棄の正Jil買索引と逆順索引が収録されてい

る．最近のウインドウズマシンの使用状況から

みて，電子ブックをこのマシン上でも読むこと

ができるならば，その有用性は大幅に上昇する

であろう．

表1.我々のウェブサイトにアップロードさ
れたデータ． 表中の記号O，×は該当す
る計算機システムで使用可能なデータと使用
不可のものを示している．

マッキン ウイン
データ トγシュ ドウズ

特殊フォントPali96と 。 。キーボード入力法

ジャイナ教の5冊の聖典 。． のコンビュータブ’ック

ジャイナ教の5冊の聖典 。 。のプレインテキスト

初期仏教聖典の語重量の逆 。 。
順索引

特殊フォントPali96用筒
× 。易エディターEDISANと

その使用書

第一次基礎資料出版
4つの索引は吾集と詩脚の正順

と逆順索写 I)

電子出版
テキスト ・索リ I.査員律解析

インターネットによる
データ公開

白、

ε 



特殊フォントを使用しているために，従来

のツールではウインドウズ用電子ブックを作成

することができなかったが，最近不十分ながら

もそのツール（Acrobat4.0）が提供されるよう

になった．表 1の中で，．の部分，ウインドウ

ズ上のジャイナ教聖典の 5冊の電子ブック（E

ブック），つまり PortableDocument File(PD町は，

このツールを用いて最近作成されたものであ

る．本論文では，なぜ、このウインドウズ用電子

ブックを作成するのが遅れたのか，この作成に

関連した問題点について議論する．

当該問題の理解には，既に作成している

マッキントッシュ版電子フ守ツクとの比較が不可

欠である．第2節では，この比較を主眼点にし

て，問題の原因となっている特殊フォント及び

電子ブックに収納された内容について議論す

る．第3節ではウインドウズ版電子ブック作成

及びその問題点について述べる．第4節では今

後の課題等についてふれる．

2.マッキントッシュ版電子ブック

ここでは，最初に特殊フォント Pali96の

特’性について述べ，次いでマッキントッシュ版

電子ブックについて議論する．

2 .1 フォントシステム， Pali.96 

計算機解析に当たって，各聖典の刊行本を

そのままコンビュータ処理することが出来れ

ば，それが最良の方法である．しかし，デーヴア

ナーガリ一文字（党字，卒塔婆等に使われてい

る文字）で書かれたテキストを，自動的に読み

込むコンビュータツールが存在しないために

現時点ではこれは不可能である．デーヴァナー

ガリ一文字テキストからローマ字化テキストへ

の変換には膨大なタイプ入力が要求され，多大

な時間と経費が要求される．この作業中に，予

期できないタイプミス等がローマ字化テキスト

に忍び込み易い．また，種々の索引を作成した

場合，その校正には膨大な時間を要する．以上

のことから，認識性の高い高品質の中期イン

ド・アリアン諸語の為のローマ字化フォントを

作成できるかどうかが，その研究を遂行する上

で重要な役割を果たすことになる．さらに，適

切に構築されたフォント体系はテキスト解析ブ

ログラムの作成を容易にする．これらの条件を

全て満たすようなローマ字化フォント（表2参

照）を作成した．この表には，通常のローマ字

フォントに無い特殊文字（例えば‘m’等）のみ

を掲載している．特殊フォントは全て lバイト

コ ドに割り当てており，拡張アスキーコード

上に定義されている．

この拡張アスキーコード上に定義された

キャラクタの属性保持が，このフォントの取り

扱いでは最も肝要で、ある．マッキントッシュ上

では，全てのワープロソフト等でこの属性を正

確に保持しているが，ウインドウズシステムで

は基本的にこの属性が保持されていない．この

ことが，原因でウインドウズ用電子ブックが作

成されなかった．

ウインドウズシステムではワープロソフト

等でも当然同様なことが発生している．このた

め，我々はマッキントッシュで作成したテキス

トを，ウインドウズでも使用できるようにする

ために，このフォント属性を保持できる簡易エ

ディタ EDISANを作成している．

表2には，ウインドウズ、マシンにおける特

殊フォント Pali96のアスキーコードへの割り

当てと共に，キー操作法を示している．この

フォント系は，基本的にはマッキントッシュの

場合と殆ど同一の入力法を採用している．つま

り，マッキントッシュの Optionkeyを，ウィ

表2. ウインドウズPCにおけるパーリフォ
ントPali96のキー操作法とアスキーコード割
り当て． 記号＜A＞，くS＞はそれぞれAltkey, 

Shift keyを示している．正規の文字は通常
通りにタイプできる。特殊文字はAlt
key, Shift keyと通常のキーを組み合わせる
ことにより入力できる．第3列と 6列の数字
はアスキーコードを表している．

a <A>+n 136 l <A>+t 160 

a <A>+a 140 !b <S>+<A>+y 231 

I くA>+<S＞＋、 147 d くA>+d 182 

I <A>+i,i 148 c;lh <A>+i, u 243 

u <A>+e, u 156 n くA>+n,n 150 

u <A>+u, u 159 th くA>+y 180 

m <A>+m 181 dh くA>+z 189 

kh くA>+k 251 ph <A>+p 185 

gh <A>+9 187 bh <A>+b 186 

Ii. <A>+g 169 l くA>+I 194 

ch <A>+c 141 I <A>+<S>+l 241 

jh <A>+j 198 長＜A>+s 167 

n <A>+<S>+i 246 ~ <A>+x 197 
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図2. マッキント ッシュ版電子ブ、ツク

ンドーズマシンではAIt keyに置き換えている

だけであり， Shiftkeyの使い方は全く同じで

ある．また，アスキーコード割り当ては両方の

計算機で同じにしている．このことにより，基
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本的には，マッキントッ シュで作成したテキス

トは，ウインドーズマシンでも同一コードで表

現できることになる．実際，ウインドウズマシ

ン用のジャイナ教プレインテキストは，マッキ



ントッシュ用テキストをウインドウズ、マシン用

に変換して，作成している．（マッキントッシュ

とウインドウズマシン用のフォントは共にTrue

Typeフォントの形式で作成され，我々のウェブ

サイトにアップロードしである．）

2.2 電子ブック

ジャイナ教の重要な 5つのテキスト

(Uttar司1jhay孟，λyara白ga,Siiyagaqa, Dasaveyiiliya, 

Isibhasiyairp.）及び仏教の4聖典(Dhammapada,

The raga血a,Therigath孟，Suttanipata）等を Pali96 

フォントを使ってマッキントッシュに収録し

た．仏教の4聖典の電子化テキストはパーリ文

献協会の前会長ノーマン氏より提供されたもの

であり，ノーマンフォントで作成されている．

このテキストを我々のフォントで書き換え，索

引作成に活用できるようにした．著作権に抵触

するため，電子化テキストは残念ながら公表す

ることができない．

一方，ジャイナ教の聖典には著作権に関す

る制限がないので，電子化テキスト（図 2(d) 

参照）のみならず，韻律解析結果（図 2(e）参

照）・詩脚の正順索引（図 2(f)参照）と逆順索

引・語葉の正順索引と逆順索引を全て電子ブッ

クに収録した．この電子ブックは， Voyagerの

日本語版ExpandedBookツールを使用して作成

している．このツールでは，文字指定を細かく

できる．この指定は煩雑で、はあるが，図 2(a) 

より分かるように，特殊フォントも正常に表示

されていることが分かる．細かいことを言う

と，このツールを使った検索機能のダイアログ

ボックスに特殊フォントを表示できず文字化け

が起こる欠点がある．これは，この機能に対し

て通常フォントのみが使用できるようになって

いる，ことによる．しかし，基本的には殆ど問

題ないと言える．

言語研究上必要な基礎資料がテキスト資料

と共に， l冊の電子ブックにまとめられている

ので，非常に有効な電子化ツールである．この

電子ブックもフォントと同様，我々のウェブサ

イトから自由にダウンロードして使用できる．

3 .ウインドウズ版電子ブック

ウインドウズ版電子ブックを作成するために

は，これまで議論してきたように特殊フォント属性

を保持する処理がまず第一に必要となる．これは，

我々の作成した簡易エディタ EDISANにより実行さ

れる．最初にこのエディタについて述べ，その後に

Acrobat4目Oを使用して作成される PDFについて議論

する．

3 .1特殊フォント Pali.96用簡易エディタ，

EDIS AN 

これまで，我々はプラークリット語・パーリ

言吾・サンスクリット語用のフォント” Pali96” 

をマッキントッシュ上で、作成してきた．この

フォントは，拡張ASCIIコード上で定義された

フォントである．これを元に，中期インド・ア

リアン聖典の解析ツールの構築等をマッキン

トッシュを使用して行ってきた．

これらの研究ツールをウインドウズマシン

でも使用できるように拡張中した．最初に，特

殊フォントをウインドウズ用TrueType Fontに

拡張し，その後このフォントを使って作成され

たテキストを移植した．

日本語版ウインドウズ OS を搭載してい

るパーソナルコンピュータ上で，適当なワード

プロセッサーを使用してこのテキストを読んで

みると文字化けを起し，正確に読むことができ

ないと言う厄介な事態が発生した．これは， 2

バイトコードフォントを標準にする日本語ワー

ドプロセッサーには，特殊フォントを表示する

のに不都合な点があることに起因する．

このパグPを回避できたら，印刷と画面上の

表示が一致する，所謂WYSIWYG(what you see 

is what you get）表示のテキストを利用できるこ

とになり，言語学的な研究の能率も向上し， l

バイトの特殊フォントを基に作成された大事な

基礎資料を有効に活用することができ，さら

に，語棄の索引作成等のプログラム開発も容易

にできるという，多くの利点がある．なお，我々

のフォントと同種の特殊フォントとしては

Norman Fontがあるが，これに対しでも同様な

状態になっている．

ウインドウズマシン上では特殊フォント

(Pali96 or Norman）の簡便な入力法がなく（入力

法がない文字もある）不便であるということか

ら， 3年ほど前に，特殊フォント用の簡便なテ

キストエディタ（EDISANl.0）を初めて開発し
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た．その後改良を重ね，現在はEDISAN3.0であ

る．

EDIS AN開発用のツールは特殊フォントを

全て正しく表示できるVisua!C＋＋を使用してい

る. C＋＋上での文字コードは普通のアルファ

ベットにはASCIIコード，日本語にはsnsコー

ドを使っており， 2バイト文字である日本語を

表示させたいときは，文字コードの前後にsns
コードであることを示すコードを書くことに

なっている．つまり， Visua!C＋＋では 2バイト

コードがlバイトコードよりきちんと分離され

ており， 12 7～ 2 5 5番目の拡張ASCIIコー

ドを含めて， 0～25 5番目のすべてのコード

上の 1バイト文字を正常に表示できるように

なっている．この結果，拡張ASCIIコード上に

定義されている特殊フォントをVisua!C＋＋で、は

正常に表示できる．

マイクロソフト社より，ある程度のワープ

ロ機能を備えたWordPadのプログラムが公開

されている．我々はこのWordPadに，特殊フォ

ント入力機能等の必要機能を付加した．この方

法により， WordPadの通常の機能を活かした

上で，簡易エディタを迅速に作成できた．

図3にエディタの構成画面を示している．通常

のワープロソフトの画面とほぼおなじであり，使用

方法も殆ど同じである．このエディタを使用して，

リッチテキスト形式のマッキントッシュファイルを

読み込むことにより，ウインドウズ用の特殊フォン

トの属性を固定したファイルを作成できる．このエ

ディタも我々のウェブサイトに掲載しである．

3.2 ウインドウズ用 PDF作成

ウインドウズ用にも Voyagerより Expanded

Bookツールが発売されている．マッキントッシュ版

で作成された電子ブックが，このツールを使って見

ることができるならば，ウインドウズ用にわざわざ

作成し直す必要がない．しかしながら，このウイン

ドウズ用ツールでは特殊フォントを使ってマッキン

トッシュでイ午成された電子ブックを聞くことができ

なかった．これはウインドウズ用ツールでは，拡張

アスキーコード上に展開された特殊フォントの取り

扱いが正確に定義されていないことによる．

これに代わる PDF作成ツールも又これまで提

供されていない．今年になり， Adobe社よりウイン

ドウズ版及びマッキントッシュ版Acrobat4.0が提供

された．両版のツールを購入し，チェックしてみた
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図3. 簡易エディタEDISAN3.0
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ところ，大きな違いがあった．

マッキントッシュ用では，特殊フォントで作成

されたファイルのPDFを作成したところ，画像とし

て取り扱われてしまった．その結果， PDFのメモリー

は数十倍も大きくなってしまった（メモリーが数十

倍になったことから，この現象に気が付いたのであ

るが）．同じ操作を，ウインドウズ版でも確かめ

てみた．この場合は，正常にPDFを作成でき，

ファイルサイズは数十%程度縮小できた．その

結果は，不思議にもヴアージョン4.0のマッキ

ントッシュ版Acrobatで、も正常に読むことがで

きた．

以上のように同一ヴァージョンでも，マッキン

トッシュとウインドウズ版では極端な違いが現れた．

Adobe lこ問い合わせたところ，どちらのAcrobatと

も，特殊フォントを正確に取り扱えるようには設計

されておらず，ウインドウズ版ではたまたまよい結

果になったのであり，動作保証はできない，とのこ

とであった．なお，マッキントッシュ版Acrobatの

以前のヴァージョンでは，少なくとも画像化される

ことはなかったのに，新ヴァージョンでは画像化さ

れるようになった．

その後，ウインドウズ、版Acrobatで作成さ

れたPDFの動作を何種類かのぞれぞれのマシン

で調べたところ，何ら異常が現れなかった．そ

れゆえ，このファイルを作成し，ウェブ上に

アップロードして公開することにした．

特殊フォントで書かれたウインドウズ版

ファイルのPDF作成は以下のように行う．＠電

子ブック作成用データ（図2に示された全ての

ファイル）はマッキントッシュ上で、作成されて

口 Doso.pdf 

｜しおりてω トぷ＼ 、
口T町LE トー

口PREFACE

白CONTENTS

0 TEXT PREPARA TAION 

0TEXT 

口METRESCH副 E

0METREANALYSIS 

口PADAINDEX 

白REVERSEPADA INDEX 

白'M)RDINDEX 

口日EYERSE WRD  

いるが，全ファイ jレをMS-Wordのリッチテキス

ト形式で保存する．この操作は，マッキントッ

シュ上で千Tう．＠次に，ウインドウズ、マシンで

の操作を行う．＠で作成されたファイルを，簡

易エディタ Edisan3.0で読む．そのとき，フォ

ントを Pali96に指定しておく．その後，ファ

イルをそのままセーブする．この結果，拡張ア

スキーコード上のフォントの書式が正確に保持

される．これは，前小節で議論したように，リッ

チテキスト形式のファイルを作成したことによ

る効果である．この後，適当なワードプロセッ

サを使ってPDF表示形式のファイル内容に整形

して， PDFを作成すればよい．なお，この整形

されたファイルで、は各行末で、のハイフネーシヨ

ンに注意する必要がある．このことについては

次節で議論する．

図4はジャイナ教聖典DasaveyiiliyaのPDF

を示している．図の左側のしおりより分かるよ

うに，電子化テキスト，韻律解析・詩脚索引・

語葉索引等の必要な基礎資料を全て収録してい

る．このしおりは目次の機能を果たしていると

同時に，各項目へのジャンプ（リンク）機能を

も兼ねている．この結果，このPDFは比較的使

いやすいものとなっている．なお，詩脚の逆順

索引表示においては，その性質から，詩脚部分

の表示には後揃えタブが適し，ライン情報には

前揃えタブが適している．図5から分かるよう

に，このPDFではこのようなタブ揃えを実現し

ている．マッキントッシュの ExpandedBook 

ツールではその機能がないので，このようなタ

ブ揃えは不可能である．又，図6は韻律解析結

回目

． 
園霊

DASAVEYAl.IYA 

M川 iichiYAMAχAKI‘anJ Yumi 0じSAKA

Ve円』いn1.2 (Iリリ7.\-ta~· ） 

図4. ジャイナ教聖典のPDF例
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果である．この例からも，特殊フォントが正常 後，この欠陥の解消について考察する．

に表示されていることが分かるであろう．現

在，ジャイナ教の重要な 5つのテキスト 謝辞

(Uttarajjhiiyii, Ayiiranga, Siiyagaqa, Dasavey孟liya,

Isibhiisiyiiif!l）のPDFを作成し，ウエブ上にアッ

プロードしている．

この研究遂行に当たって適切な助言をして

いただいた，山崎守一博士と宮尾正大教授（室

蘭工大）に深く感謝いたします．この研究は 20 

0 0年度文部省・科学研究費補助金，基盤研究（B）の

ロ ＇＂・pd!
四回 助成の下に遂行したことを付記し、深謝致します。
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図6. PDFの韻律解析例

4. 討論

回目

前節の最後から 2番目の段落で， PDF作成

直前のファイル表示において，行末で、のハイフ

ネーションに注意を要すると指摘しているが，

これは本質的に，簡易エディタ Edisan3.0の機

能的欠陥に起因すると推測される．この現象

は，既に図3に明示されている．図3の， Aで

示される部分から分かるように，水平ルーラー

の右端よりも更に右側にテキストが表示されて

いる．これはテキストの l行分を，表示可能画

面の l行分におさめる機能が正確に動作してい

ないことを示す．この結果，恐らく，単語とし

ての認識も正確に処理されないのであろう．今
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