
凡 例

英 和 の 部

項目の配列や体裁など, 一般的にはふつうの英和辞典に準じる.

見出し語

1. 見出し語は太字の立体フォントで示し, アルファベット順に配列する.

2. 接頭辞および接尾辞を見出し語とする. 例: anti-, bi-; -able, -ply.

3. 略字も見出し語とする. 例: a.e., i.e.; OR; fn., func.

4. 人名は姓だけを大(太)文字とし, 第二文字以下をスモール・キャピタルとする.

品詞と語形変化

5. 品詞は見出し語ごとに, 略字や人名を除き, ふつうの辞典にみられる省略形で斜体活字

で付記してある. (次ページの略語表参照)

6. 同一語がいくつかの品詞として用いられる場合には, それぞれの品詞ごとに併記する.

7. 名詞の不規則な複数形については, その見出し語の直後に示してある. 例: index (pl.

-dexes, -dices); hypothesis (pl. -ses).

語義

8. 語義を列挙するさいに, 同義のいいかえ程度のものに限りコンマで区切り, 一般にはセ

ミコロンで区切る. 例: basic a. 基礎的な, 基本的な; 基底の.

9. 同一語の異なる品詞の間はピリオドで区切る.

10. 略字ないしは略記号の見出し語には, 由来する本来の綴りを示す. 例: pt. point; sup

＝supremum; COBOL COmmon Business Oriented Language.

11. 外来の見出し語に対しては, F. (フランス語), G. (ドイツ語), It. (イタリア語), L. (ラ

テン語) を括弧をつけて示し, 同義の英語があるときはそれを付記する. 例: faisceau n. (F.

＝sheaf.); Schmiegungsfunktion n. (G. ＝proximity function); id est (L. ＝that is.)

12. 英語と米語の相違の著しいものは, 区別を付記する.

13. 人名の見出し語には生歿年を付記し, ほぼ慣用のカタカナ読みを添える.

14. 同義語または反義語の参照は, 矢印⇨をもって示す. 例: flow ⇨ stream; increase ⇨

decrease; hyper-⇨ hypo.



用例と記法

15. 見出し語の大部分には, 引き続き用例としてそれを含む熟語を添えてある.

16. 各用例に含まれる見出し語の部分は記号〜で代用し, 用例は全体としてアルファベット

順に配列する. 例: 見出し語 accelerationの用例 〜 vectorは acceleration vector, angular 〜

は angular accelerationを表す.

17. 用例の多くは, それを構成する単語を見出し語とする箇所に重複してあげてある. 例:

見出し語 almostの用例として 〜 everywhere, 見出し語 everywhereの用例として almost 〜.

18. 用例(ならびに見出し語)において, その語義で省略してもよい文字または語句は記号

( ) で示す. 例: 見出し語 algebraicの用例 〜 complexの語義が ‘代数(的)複体’ とあるのは,

‘代数的複体’ あるいは ‘代数複体’ のいずれでもよい意. また, 見出し語 star(-)likeは star-like

または starlikeの意; 見出し語 simplyの用例にある 〜(-)connectedは simply-connectedまた

は simply connectedの意.

19. 用例ならびに見出し語の語義において, 直前の字句と可換な字句は記号 [ ] で示す.

例: factorizationの語義が ‘因数[因子]分解’ とあるのは, ‘因数分解’ あるいは ‘因子分解’ の意.

20. 用例において, スペースを節約するために, 同類のものを併記するさいの ｢それぞれ｣

の意味にも記号 [ ] を用いる. 例: 見出し語 differential の用例のうちに ‘holomorphic

[meromorphic] 〜 正則[有理型]微分’ とあるのは, ‘holomorphic 〜 正則微分’ と ‘mero-

morphic 〜 有理型微分’ を併記したもの.

21. 見出し語にはなっていないが本辞典記載の熟語(フレーズ)による同義の言い換えを, 等

号 ＝ をもって表す.

略 語 表

a. …………… adjective (形容詞)

ad. …………… adverb (副詞)

conj. ………… conjunction (接続詞)

def. art. ……… definite article (定冠詞)

indef. art. …… indefinite article

(不定冠詞)

n. …………… noun (名詞)

pl. …………… plural (複数形)

pref. ………… prefix (接頭辞)

prep. ………… preposition (前置詞)

pron. ………… pronoun (代名詞)

rel. pron. …… relative pronoun

(関係代名詞)

sing. ………… singular (単数形)

suf. ………… suffix (接尾辞)

v. …………… verb (動詞)

vi. …………… intransitive verb (自動詞)

vt. …………… transitive verb (他動詞)

注: 分類 “a” は現在分詞の形容詞的用法も含む.
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和 英 の 部

項目の配列や体裁など, 一般的にはふつうの和英辞典に準じる.

見出し語

1. 見出し語(読み)はゴシック体フォントで示し, 原則として五十音順に配列し, 見出し語

が該当する術語表記や日本語表記を添える.

2. 外来語が仮名書きのまま見出し語となる場合には, 片仮名をもって五十音順の該当箇所

に配置する. ただし, 長音記号 ‘ー’ は無視して配置するものとする.

3. 同名異義の見出し語は別項目として併記する. 例: たい 体 body; solid / たい 体 field;

(G.) Körper. ｢しゃこう｣の見出しには三項目あり, 斜高／斜交／斜航.

4. 接頭辞および接尾辞も見出し語とする. 例: へん- 偏, -ばい 倍.

5. 人名はその形容詞が慣用されるものを見出し語とする. 広範囲の人名については, 英和

の部を参照されたい.

訳語

6. 見出し語はなるべく名詞の形であげ, その形容詞, 副詞ないしは動詞の形は引き続く用

例で示す. 訳語を列挙するさいには, 原則としてセミコロンで区切る.

7. 名詞の不規則な複数形については, 該当する訳語の直後に示す. 例: えんかん 円環

annulus (pl. -li, -luses); circular ring.

8. 外来語の訳語に対しては, F., G., L. などを括弧をつけて示す. 例: アデール (F.)

adèle / たとえば 例えば for instance; for example; (L.) exempli gratia; e.g.

9. 同義語または反義語の参照は, 矢印⇨をもって示す. 例: ない- 内 internal; interior;

intra-; inner. ⇨内(うち); 外(がい-).

用例と記法

10. 見出し語の大部分には, 引き続き用例としてそれを含む熟語を添えてある.

11. 各用例に含まれる見出し語の部分 (括弧内を除く) は記号〜で代用して配列する. 例:

見出し語 ‘ぼすう 母数 modulus (pl. -li)’ の用例 ‘〜の’ は ‘母数の’, ‘周期〜’ は ‘周期母数’ を

表す. また, 見出し語 ‘せいじゅん 正準(の) canonical’ の用例 ‘〜方程式’ は ‘正準方程式’ を

表す.

12. 用例の多くはそれを構成する単語を見出し語とする箇所に重複してあげてある. 例: 見

出し語 ‘きゅうめん 球面’ の用例として ‘〜三角形’, 見出し語 ‘さんかくけい 三角形’ の用例とし

て ‘球面〜’ がある. 別に独立にも ‘きゅうめんさんかくけい 球面三角形’ がある.
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13. 行末のハイフンが単なる切れ目を示す場合は, ふつうのルールにしたがう. 例: 行末が

func- となり, 次行が tionと続く場合は, 行末で切れなければ functionとなる.

14. 本来ハイフンをもつ合成語のハイフンが行末にある場合には, 次行のはじめにハイフン

を反復する. 例: 行末が skew- となり, 次行が -symmetricと続く場合は, 行末で切れなければ

skew-symmetricとなる.

15. 見出し語に添えた術語表記や日本語表記が用例に直結するように, その格を表す語尾を

括弧 ( ) に入れたものがある. 引き続く訳語は括弧内を含めている. 例: ‘だいいち 第一(の)

first; primary’ における訳語は ‘第一の’ に対するものであり, その用例 ‘〜象限’ は ‘第一象限’

を表す.

16. 省略してもよい文字または語句は記号 ( ) で示す. 例: ‘ごうけい 合計’ の訳語のうち

‘total (amount)’ とあるのは, ‘total amount’ または ‘total’ を表す. ‘ごかん 互換(性)’ とある

のは, ‘互換’ または ‘互換性’ を表し, その用例 ‘〜的な’ は ‘互換的な’ を表す. また, ‘ごさ

誤差’ の用例で ‘〜(の)伝播’ とあるのは, ‘誤差伝播’ または ‘誤差の伝播’ を表す. ‘ほしがた-

星型’ の訳語で ‘star(-)like’ とあるのは, ‘star-like’ または ‘starlike’ を表し, ‘たんれんけつ 単連

結(性)’ の用例の訳語で ‘simply(-)connected’ とあるのは, ‘simply-connected’ または ‘simply

connected’ を表す.

17. 直前の字句と可換な字句は記号[ ]で示す. 例: ‘せつぞく 接続’ の用例のうち ‘解析〜’

の訳語に ‘analytic continuation [prolongation]’ とあるのは, ‘analytic continuation’ または

‘analytic prolongation’ を表す. ‘どくりつ 独立(性)’ の用例のうち ‘一次[線形]〜な’ とあるの

は, ‘一次独立な’ または ‘線形独立な’ を表す.

18. 同類の用例を併記するさいの｢それぞれ｣の意味にも記号 [ ] を用いる. 例: ‘ベクトル

vector’ の用例のうち ‘接[法]〜 tangent [normal] vector’ とあるのは, ‘接ベクトル tangent

vector’ と ‘法ベクトル normal vector’ を表す.
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