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1 見出し語および発音記号から情報を読み取る

1.1. 見出し語の配置

語の配列順序は，たいていの英語辞典ではアルファベット順に

なっています。同じスペリングで小文字で始まる語と大文字で始

まる語がある場合，どちらを先に出すかは，辞書によって異なり

ます。たとえば，�ジーニアス英和大辞典�，�研究社 英和大辞

典�，�研究社 リーダーズ英和辞典�では，china（陶磁器）/ japan

（ウルシ）/ turkey（シチメンチョウ）のほうが，China（中国）/ Japan

（日本）/ Turkey（トルコ）よりも先に載っています。他方，�ランダ

ムハウス英和大辞典�では大文字のほうが先にきています（以下，

それぞれ，�ジ英大�，�研英大�，�リ英和�，�ラ英大�と略。その他の省略

形は p. 159f. 参照）。

同形異義語（語形が同じで意味・語源が異なる語）は，たとえば，

ear1（耳），ear2（穂）のように，語の後ろに上付きの数字を付けて

別の見出し語として扱われます。

語に数字が含まれる場合，数字はアルファベットでスペルアウ

トした英単語として扱われます。たとえば，3-D（あるいは 3D）/

4WD / 7-Eleven は，そ れ ぞ れ，three D / four WD / Seven

1

れている事項です。辞書に載っているのは，訳語と例文だけでは

ありません。辞書には，これまでの英語研究の成果が満載されて

いるのです。これらの成果を理解するためには予備知識が必要で

す。予備知識なしに辞書を引いたのでは，訳語を探すことだけに

終始して，宝の持ち腐れになりかねません。

本書の目的は，種々の英語辞典に盛り込まれているさまざまな

情報をどのように読み取るかを説明することです。本論では，

�ジーニアス英和辞典�（G4）を中心に据えて解説し，他の英語辞

典の記述法も理解できるよう�G4�以外の辞書（高校上級生レベル

以上；英英辞典を含む）の説明法もほぼ網羅的に取り上げます。

�G4�を主な対象とするのは，同辞典はほとんどの電子辞典に搭

載されているので，多くの人にとってもっとも身近な辞書と思わ

れるからです。本書を通読して英語辞典を引きこなすために必要

な知識を身につければ，いままで見落としていたことが見えてく

るはずです。英語の学習効率も飛躍的に伸びると期待されます。

OED の写真をご提供くださったオックスフォード大学出版

局，草稿を綿密に読んで批判・助言してくれた佐藤哲三氏，登田

龍彦氏，三輪伸春氏，および本書の編集と校正にご助力をいただ

いた開拓社の川田賢氏にお礼申し上げます。

本書が多くの人々にとって英語辞典を活用する手助けになるこ

とを祈っています。

2012年 4月

樋口 昌幸

vi

以下，辞書の記述をよりよく理解できるように，分節法の注意

事項について述べます。辞書によっては，次のように，分節の箇

所が異なることがあります。

(2)a.cor･re･spond･ence(ジ英大など)

b.cor･re･spon･dence(研英大など)

両方とも正しいのですが，英文を書くときはどちらかに統一しな

ければなりません。たとえば，レポートや論文を書いていると

き，ある箇所ではcorrespondで改行し，別の箇所ではcorrespon

で改行するようなことをしてはいけません。参照する辞書を決め

ておけば，このような不統一を避けることができます。

分節法としては正しくても，1字だけ次行にまわすのは避ける

のがふつうです。理由は，読みにくいし，見た目に格好悪いから

です。たとえば，veryの分節法はver･yですが，ver-で分割して

次行の先頭にyだけ書くのはきわめて変則的です。同様に，語の

最初の1字だけ上の行に入れて，残りを次行にまわすのも避けま

す。たとえば，a･bil･i･tyをa［改行］bilityとはしません。固有

名詞（人名・地名など）は行末で分割せず，まるごと次行にまわす

のがふつうです（ジャーナル等によっては例外もあります）。ページ

の最後では固有名詞以外の語も分割を避けて，同一の語が2ペー

ジにわたらないように配慮するのが一般的です。

�ジ英大�および�G4�（以下，両者をまとめて�ジーニアス�と呼

ぶ）では，音節の切れ目を2種類の方法で表示しています。分割

してもよい音節の切れ目と分割しないほうがよい音節
3
の切れ目

1見出し語および発音記号から情報を読み取る5

3
�分割してはならない�ということではありません。ちなみに，本書では

(1)a....theislandnationonFriday.It

registeredamagnitudeof8.9.

b.TheearthquakehittheislandnationonFriday.Itregistered

amagnitudeof8.9.（地震は金曜日にその島国〔日本〕を

襲い，マグニチュード8.9を記録した）(CNN)

c.TheearthquakehittheislandnationonFriday.Itreg-

isteredamagnitudeof8.9.

d.×TheearthquakehittheislandnationonFriday.Itregi-

steredamagnitudeof8.9.

(1a)では語間が広すぎるが，(1b)では狭すぎる，と思えば，

(1c)のように行末の語を分割して，一部をその行末に入れ，残り

を次行の先頭にまわすことになります。このとき，(1d)のよう

な区切り方をしては間違いです。英語では（というより，どの言語

でも）語の途中のどこで分割してもよいわけではなく，音節の切

れ目で区切らなければならないからです。
2
どこが音節の切れ目

かというと，辞書の見出し語で点(･)が打ってある箇所です。た

とえば，registerは，見出し語としてはreg･is･terと表示されてい

ます。これはregかregisの後でしか改行できないということを

示してます。bookやpenのような短い語（厳密には，1音節の語）

は途中では分割できません。このように語を音節に分けることを

�分節法�（または，分
ぶん

綴
てつ

法；syllabi()cation）といいます。

4

2
�音節�(syllable)＝�一まとまりに発音される最小の単位。ふつう，核と

なる母音があり，その前後に子音を伴う�（広辞苑；本章注6も参照）。�音節�
は�文節�（言語単位の一つ。文を読む際，自然な発音によって区切られる最小

の単位）と並行的に考えるとわかりやすいかもしれません。
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は し が き

本書は，英語辞典を有効に利用するための手引書です。ほとん

どの人は辞書なんて引けばわかると思っているでしょう。本当に

わかっているかどうか，次の問題に○×で答えてみてください。

1 dic･tio･nar･y（辞書）という見出し語中の点 (･) は，意味

の最小単位を表す。

2 not（...でない）のアメリカ式発音は，/nt/ と表記される。

3 形容詞の項目で�比較なし�と書かれていれば，more/most

を付けて比較級・最上級を作るので，-er/-estを付ける形

式がないことを表す。

4 Poor thing!（かわいそうに）中の poorは，辞書では�叙述�

と説明されている。

5 語源欄に IEという略語があれば，Indian Empire（インド

帝国）を指し，英国がインドを植民地支配していた期間中

に英語に取り入れられた語であることを表す。

（解答は p. 17）

どうでしょう？ ぜんぶ自信をもって答えることができたでしょ

うか。意味がわかればいい，という反論が返ってきそうですが，

問題 4 は意味の取り方と直接かかわっています。問題 4 がわか

らなかった人は，今まで形容詞の意味を取り違えていたかもしれ

ません。これからも戸惑うことがあるかもしれません。他の問題

も（問題 5は辞書によっては記述がありませんが）英和辞典で踏襲さ

v

Elevenとして配置されています（ただし，英英辞典には，数字で始ま

る語を本文の最初にまとめて載せているものもあります）。QE2（Queen

Elizabeth 2; 英国の豪華客船）の “2” は（secondではなく）twoと見な

し，F2F (face-to-face)/ P2P (peer-to-peer) の “2” は to として

扱います。A4（A4判(の））は A fourとして調べ，1 B4N (bye for

now) 中の “4” は for と見なします。007 は，�ラ英大�では

double oh seven，�ジ英大�では oh-oh-seven，の位置に載ってい

ます。

電子辞書で 9/11（2001年 9月 11日；同時テロの日）や 911（緊急

電話番号；日本の 110番 /119番に相当）を引こうと思っても，数字を

入力できません。それぞれ，nine eleven（“September eleven(th)”

ではない），nine one one と入力すれば（その辞書に項目があれば）

ちゃんと数字がでます。他の，3-Dなど数字を含む英単語も同様

です。

語にハイフン (-) あるいはスラッシュ (/)，ピリオド (.) が含

まれる場合，その記号は無視してアルファベット順に配列されて

います。たとえば，既述のように，3-D / 7-Eleven は three D /

Seven Eleven（ハイフンなし）として扱われます。c/o (care of) や

n/a (no account; not applicable [available]) は，coおよび naの

位置に置かれます（ただし，他の coおよび naより後まわしになりま

す）。A.M. や U.S.A. などピリオドを含む語も同様に，ピリオド

2

1�研英大�および�ラ英大�は，それぞれ，A4を A3の次に，QE2を QE

の次に，載せています。このように，アルファベット部分が共通のときは，数

字の若い順に並べられることがあります（典型的には，国王の名前）。ちなみ

に，�ジーニアス英和辞典（第 4版）�（G4）では，P2Pが PTSDの後に配置さ
れていますが，これは位置を間違えたものと思われます。
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を無視して配列されています。

Dvořák（ドボルザーク），Gdańsk（グダニスク），Göttingen（ゲッ

ティンゲン），naïveté（素朴さ），Napoléon（ナポレオン）など補助記

号付きの語も，配列順序としては補助記号を無視します。

語の最初に記号がある場合も，語頭の記号は無視します。たと

えば，アポストロフィ付きの’d(=had/would)，’m(=am)，’s

(=is/has)はd,m,sで調べ，.22(22口径ライフル［ピストル］）は

twenty-two(またはtwotwo）と見なします。$64,000Question

(6万4千ドルの質問)は，�リ英和�(プラス）では，sixty-four-

thousand-dollarquestionの位置にあります（�英辞郎�では，コン

ピュータ上での使用が前提なので，記号はそのまま入力してかまいませ

ん）。

“&”(ampersand)はandとみなします。手元の辞書でB&B

(bedandbreakfast),S&L(savingsandloanassociation),P&

P(postageandpacking)を引いてみてください。“＠,”“€”

（ユーロ），“₤”（ポンド）,“＄,”“￥”は（辞書に項目があれば），それ

ぞれ，a,E,L,S,Yと同様に扱われています。

1.2.語の区切り方

英語辞典の見出し語の多くは，語の途中に点(･)が入っていま

す。この点は，原則的に，その位置で語を区切ってよい，という

ことを表します。いま英文を書いていて，長い語が行末に入りき

らないので，次の行にまわさなければならない。しかし，語全体

を次行にまわすと語と語の間が空きすぎて間が抜けて見える，と

仮定してみましょう。たとえば，(1a)のような場合です。

1見出し語および発音記号から情報を読み取る3

を点(･)とハイフン(-)とで区別しています。ほとんどの人は

見落としていますが，(3)と(4)の表記法に注意してください。

�研英大�などほとんどの辞書では，(4)のように，“・”と“-”

の使い分けはありせん。

(3)a.a-bil･i-ty(4)a.a･bil･i･ty

b.cor･re･spond･enceb.cor･re･spon･dence

c.Shake-spearec.Shake･speare

d.ver-y

(ジーニアス)

d.ver･y

(研英大など)

近年はコンピュータが自動的に語と語の間隔を調整して両端揃

えにしてくれますが，分節法に関する上記の概説は常識として

知っていなければ，思わぬ恥をかくかもしれません。コンピュー

タが普及していなかったころ，語を行末ででたらめに分割してい

る論文をしばしば見かけました。分節法についてまったく知らな

かったものと想像されます。

最後に，複合語は，点ではなく，ハイフン(-)で結ばれていま

す（例：eco-friend･ly�環境にやさしい�）。ハイフンの後で改行する

ことには何ら問題ありません。

6

わかりやすいように，�ジ英大�中のハイフンよりも少し長めに表記していま

す。
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は し が き

本書は，英語辞典を有効に利用するための手引書です。ほとん

どの人は辞書なんて引けばわかると思っているでしょう。本当に

わかっているかどうか，次の問題に○×で答えてみてください。

1 dic･tio･nar･y（辞書）という見出し語中の点 (･) は，意味

の最小単位を表す。

2 not（...でない）のアメリカ式発音は，/nt/ と表記される。

3 形容詞の項目で�比較なし�と書かれていれば，more/most

を付けて比較級・最上級を作るので，-er/-estを付ける形

式がないことを表す。

4 Poor thing!（かわいそうに）中の poorは，辞書では�叙述�

と説明されている。

5 語源欄に IEという略語があれば，Indian Empire（インド

帝国）を指し，英国がインドを植民地支配していた期間中

に英語に取り入れられた語であることを表す。

（解答は p. 17）

どうでしょう？ ぜんぶ自信をもって答えることができたでしょ

うか。意味がわかればいい，という反論が返ってきそうですが，

問題 4 は意味の取り方と直接かかわっています。問題 4 がわか

らなかった人は，今まで形容詞の意味を取り違えていたかもしれ

ません。これからも戸惑うことがあるかもしれません。他の問題

も（問題 5は辞書によっては記述がありませんが）英和辞典で踏襲さ

v

Elevenとして配置されています（ただし，英英辞典には，数字で始ま

る語を本文の最初にまとめて載せているものもあります）。QE2（Queen

Elizabeth 2; 英国の豪華客船）の “2” は（secondではなく）twoと見な

し，F2F (face-to-face)/ P2P (peer-to-peer) の “2” は to として

扱います。A4（A4判(の））は A fourとして調べ，1 B4N (bye for

now) 中の “4” は for と見なします。007 は，�ラ英大�では

double oh seven，�ジ英大�では oh-oh-seven，の位置に載ってい

ます。

電子辞書で 9/11（2001年 9月 11日；同時テロの日）や 911（緊急

電話番号；日本の 110番 /119番に相当）を引こうと思っても，数字を

入力できません。それぞれ，nine eleven（“September eleven(th)”

ではない），nine one one と入力すれば（その辞書に項目があれば）

ちゃんと数字がでます。他の，3-Dなど数字を含む英単語も同様

です。

語にハイフン (-) あるいはスラッシュ (/)，ピリオド (.) が含

まれる場合，その記号は無視してアルファベット順に配列されて

います。たとえば，既述のように，3-D / 7-Eleven は three D /

Seven Eleven（ハイフンなし）として扱われます。c/o (care of) や

n/a (no account; not applicable [available]) は，coおよび naの

位置に置かれます（ただし，他の coおよび naより後まわしになりま

す）。A.M. や U.S.A. などピリオドを含む語も同様に，ピリオド

2

1�研英大�および�ラ英大�は，それぞれ，A4を A3の次に，QE2を QE

の次に，載せています。このように，アルファベット部分が共通のときは，数

字の若い順に並べられることがあります（典型的には，国王の名前）。ちなみ

に，�ジーニアス英和辞典（第 4版）�（G4）では，P2Pが PTSDの後に配置さ
れていますが，これは位置を間違えたものと思われます。
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を無視して配列されています。

Dvořák（ドボルザーク），Gdańsk（グダニスク），Göttingen（ゲッ

ティンゲン），naïveté（素朴さ），Napoléon（ナポレオン）など補助記

号付きの語も，配列順序としては補助記号を無視します。

語の最初に記号がある場合も，語頭の記号は無視します。たと

えば，アポストロフィ付きの’d(=had/would)，’m(=am)，’s

(=is/has)はd,m,sで調べ，.22(22口径ライフル［ピストル］）は

twenty-two(またはtwotwo）と見なします。$64,000Question

(6万4千ドルの質問)は，�リ英和�(プラス）では，sixty-four-

thousand-dollarquestionの位置にあります（�英辞郎�では，コン

ピュータ上での使用が前提なので，記号はそのまま入力してかまいませ

ん）。

“&”(ampersand)はandとみなします。手元の辞書でB&B

(bedandbreakfast),S&L(savingsandloanassociation),P&

P(postageandpacking)を引いてみてください。“＠,”“€”

（ユーロ），“₤”（ポンド）,“＄,”“￥”は（辞書に項目があれば），それ

ぞれ，a,E,L,S,Yと同様に扱われています。

1.2.語の区切り方

英語辞典の見出し語の多くは，語の途中に点(･)が入っていま

す。この点は，原則的に，その位置で語を区切ってよい，という

ことを表します。いま英文を書いていて，長い語が行末に入りき

らないので，次の行にまわさなければならない。しかし，語全体

を次行にまわすと語と語の間が空きすぎて間が抜けて見える，と

仮定してみましょう。たとえば，(1a)のような場合です。

1見出し語および発音記号から情報を読み取る3

を点(･)とハイフン(-)とで区別しています。ほとんどの人は

見落としていますが，(3)と(4)の表記法に注意してください。

�研英大�などほとんどの辞書では，(4)のように，“・”と“-”

の使い分けはありせん。

(3)a.a-bil･i-ty(4)a.a･bil･i･ty

b.cor･re･spond･enceb.cor･re･spon･dence

c.Shake-spearec.Shake･speare

d.ver-y

(ジーニアス)

d.ver･y

(研英大など)

近年はコンピュータが自動的に語と語の間隔を調整して両端揃

えにしてくれますが，分節法に関する上記の概説は常識として

知っていなければ，思わぬ恥をかくかもしれません。コンピュー

タが普及していなかったころ，語を行末ででたらめに分割してい

る論文をしばしば見かけました。分節法についてまったく知らな

かったものと想像されます。

最後に，複合語は，点ではなく，ハイフン(-)で結ばれていま

す（例：eco-friend･ly�環境にやさしい�）。ハイフンの後で改行する

ことには何ら問題ありません。

6

わかりやすいように，�ジ英大�中のハイフンよりも少し長めに表記していま

す。
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