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〈 凡　例 〉
収録される見出し語のローマ字表記を検索の便を考慮して現代仮名遣いに準じて仮名表記にあらためた。細部の

方針は以下の 1～ 5によった。

1. 原則として，収録されている見出し語のローマ字表記を現代仮名遣いによって示した。配列は五十音順にした
がった。

• 仮名見出し…現代仮名遣いによる
• 漢字表記…見出し語に収録される漢字表記を載せる
• 見出し語…ローマ字表記で示される見出し語をそのまま挙げる
• 掲出順…収録される順に［1］から［6736］まで付す
• ページ…本書の翻字の欄外 （囲み線）のノンブルを示す

2. 誤記や訛音などにより，検索が不能であったり，難解であったりする見出し語については，原文の見出し語の
仮名遣いを適宜あらため，索引の検索語とした。その際にはあらためる前の仮名遣いを矢印（←）の右側に記した。
ただし，検索が可能なものはその限りではない。また，原則として字音の異なりによる現代との読みの違いはそ
のままとした。

• 長音などにかかわるものは必要に応じてあらためた。
例　Gorei　ごうれい←ごれい

• Iu-は原則として「ゆう」で統一した。
例　Iuhits　ゆうひつ←いうひつ

• その他（合拗音，連声，音便，直音化，清音・濁音の別，また誤りと思われるものなど）についても，検索
の便を考え，標準的と思われる語形にあらためたものがある。
例　Henk’wa　へんか←へんくゎ

3. 複数の活用形がある場合には，終止形で代表させた。ただし，原文に終止形が示されていない活用語は収録さ
れるもので示した。

• 特に形容詞は古典語のイ音便なのか，現代語なのか判然としないものもあり，－イと－シが共存する場合に
は－イを優先した。

4. 見出し語のみで語義がなく，意味するところが判明しないものがある。
5. 斜線や取り消し線などによって削除された見出し語も含めた。ただし，漢字表記だけが削除されたものについ
てはその限りではない。




