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Ｃ凡例（2018 年 5 月改訂版）

※古い凡例は、混同をさけるために破棄すること！

（記号 ▼…要注意項目 ▽…統一処理済項目）

○翻刻の仕方

01▼ 1999.06.15
基本的考え方

翻刻凡例の基本は「役者評判記集成 第二期」にある。不明の場合は、まず、第二期の凡例と事例を

参照すること。

02▼ 2007.02.02
文字入力

ユニコード文字は絶対使用不可。ユニコード文字を使った場合、その文字が「?」に置き換えられて
しまうことはもちろん、その文字以外の文字も文字化けしてしまうことがある。翻刻はメモ帳や秀丸

などのテキストエディタでの作業が望ましい。（テキスト文書であっても、一太郎やワード上で作業

すると、ユニコード文字を受け付けるので、要注意！。※ユニコード文字のチェック方法：文字パレ

ットを使うときは「メモ帳」などで確認をする。ユニコード文字ならば、「メモ帳」上では「?」と表
記される。）

03▽ 1999.06.15
役名・役者名等の箇所による齟齬

挿絵と本文、見出と本文などにおける役名、役者名等の齟齬については、統一する必要はない。ただ

し、気付いた点は、注記すること。

04▽ 2008.08.08
レイアウト上のスペース

役者目録・挿絵などで、役者と座名、役名と役者名の間など、内容上の区別のある語の間には空白を

入れる。迷う場合は、37「一字アキを入れるかどうか迷う例の統一基準」参照。

05▽ 2007.02.02
内容上の区切り目

題簽、開口、役者目録、評文、挿絵、刊記、尾題など大きく内容が変わる時は一行あける。「大芝居」

と「中芝居」「子供芝居」などの区分がある時は一行あける。丁の途中に続く死亡記事や「○此所に

て御断～」、広告などは一行アキ不要。

06▽ 2007.02.02
役者目録の区切り目

役者ごと、部立ごと、座ごとには一行あけない。ただし、「大芝居」と「中芝居」「子供芝居」などの

区分けがある時は一行あける。
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07▽ 1999.06.15
評文と評文の区切り目

見やすさを考慮して、一行アキにすること。

08▽ 2007.02.10
丁付の前の区切り目

一行アキは不要。ただし、内容上の区切り目に相当するときは、丁付記号∥○△オ∥の前を一行あけ

る。

09▼ 1997.12.22
句読点の代替としての空白が必要な場合

句点に当るところに全角空白を入れる。

10▽ 1997.11.03
丁付の位置

丁替りの冒頭に入れる。（索引作業の関係で、末尾には入れない。）

11▽ 1998.04.18
挿絵の丁の翻刻

画中の文字はすべて翻刻すること。但し、役者の紋の文字は不要。

12▼ 2012.11.24
挿絵の丁の翻刻方法

二段組と見て、上段の右から左、下段の右から左の順に翻刻する。上下どちらに翻刻するか迷うもの

は、適宜判断する。開口については二段組処理は不要、段組に関係なく右から左に翻刻する。役名・

役者については、この単位で翻刻し、改行する。役名と役者名の間は、「～ニ」があってもなくても

全角空白を一文字入れる。割り付けは原本を反映しなくてよい。見開きの場合、中央の丁替りは示さ

ない。丁替わりにちょうど座の区切り目が来ても丁の区切り目は入れず、∥九 9ウ∥〔挿絵第一図〕」
∥十 10 オ∥〔挿絵第二図〕」の形で一連のものとして扱う。座の区切り目は一行アキとする。なお、
開口の挿絵などは、一連の詞書単位で改行して翻刻すること。挿絵丁の翻刻は【 】で囲む。【 】

の冒頭に、挿絵のキャプションを示す。例えば【挿絵第一図@挿絵第二図¥ 挿絵丁の翻刻本文】、【挿

絵第一図@¥ 挿絵丁の翻刻本文】のように処理する。

13▽ 2007.02.02
複数に掛る位付・所属座など

役者目録や本文の見出し等で、複数の役者に対し、位付、座名、「狂言作者」などが一回しか記され

ていない場合、該当する最初の役者の上あるいは下に位付、座名、「狂言作者」などを入れ、どの役

者までかかるかを注記すること。レイアウトを考え、実際に位付、座名、「狂言作者」などのある役

者の上あるいは下にそれを置く必要はない。丁をまたぐ場合も同様に、最初の役者の上あるいは下に

記す。

例（「複雑なレイアウトの処理」図版参照）：

▲狂言作者之部」
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都座＄(7) 増山金八」

勝俵蔵」

笹竜胆助」

田名円八」

栄井三輔」

田島此輔」

勝木源次」

木村園次」

桐座＄(8) 並木五瓶」

∥八オ∥

河竹文次」

並木英蔵」

木村兎助」

筒東作」

並木陸六」

並木新作」

曽根正吉」

松井由輔」

＄(7)「都座」は「増山金八」から「木村園次」までの八人にかかる。レイアウト注意。
＄(8)「桐座」は次丁にあるが、「並木五瓶」から「松井由輔」までの九人にかかるためにここ
に置いた。レイアウト注意。

14▽ 2008.08.08
書誌の記載

「書誌書式凡例」（2008年 8月改訂版）に従うこと。

15▽ 2007.02.02
題簽の翻刻

記号：∥題簽∥

翻刻本文の冒頭に、∥題簽∥としたあと、本文と同じ翻刻凡例により翻字する（ルビも同様）。題簽

欠如の場合は「∥題簽∥」も不要（∥一 1 オ∥より開始）。異本で補える場合は、補った上、「書誌」
に記すこと。

16▽ 2007.02.02
後人の墨書・貼込み

翻刻しない。ただし、書込み・貼り紙で有効な情報は「書誌」に記す。なお、後日の書誌調査に有効

と思われる書込み・貼り紙などの書誌情報については、事務局まで御報告下さい。

17▽ 2007.02.02
書誌および作業メモの区切り

記号：===========
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書誌と翻刻本文の区切り目、および翻刻本文と本文末の注記事項（＄＆？☆の説明）との区切り目に

イコール半角の連続記号======を入れる（区切り目の最後に鉤括弧は不要）。

○文字の扱い

18▼ 1997.08.12
文字サイズ

小字・並字・大字など文字サイズの区別はしない。捨て仮名以外の小字カタカナは、すべて並字であ

る（60・61参照）。

19▼ 2016.03.07
字体

基本的に通行の新字体に統一する。「異体字処理原則 第６版」(2016 年 3 月 8 日版)参照の上、「異
体字処理付表 第６版」(2016 年 3 月 8 日版)参照のこと。問題のある場合は「要事務局検討」と注
記に記しておく。

20▼ 2016.03.07
通用字

当て字ないし慣用の久しい通用字は改めない。例：地走（≠馳走としない）、百性（≠百姓としない）。

問題のある場合は「要事務局検討」と注記に記しておく。

通用字の例：「百性」「寐所」「舟頭」「出情」「上落」「元録」「此斯」「蜜事」「神詫」「玄番」

21▼ 1997.08.12
並字の「ハ」「ミ」「ニ」「ヘ」

平仮名にする。

22▼ 1997.08.12
小字の「ハ」「ミ」「ニ」「ヘ」

並字のカタカナにする。

23▼ 2018.05.12
「江」「茂」「者」「与」「而」

仮名として用いられる「茂」「者」「与」は、原状の大小に関らず並字の「も」「は」「と」として翻刻

する。「而」は原状の大小に関らず並字の「而」とする。助詞の「江」は「江」のまま、右寄せの場

合は＄レイアウト注記を付す。

24▼ 2018.05.14
漢字・仮名の判断

字母の原義が生かされていると判断できる場合は、漢字を用いる。例：ふき屋町→ふき屋町、屋くし

や→やくしや。「みる/見る」は原義がある場合は、「見る」を使う。但し、「不」については例外処理
とする。「14文字処理・漢字処理」参照。

25▼ 1999.06.15
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「顔見世」「顔見せ」

迷う時は、基本的に「顔見せ」が無難である。

26▼ 2015.03
「右衛門」「右門」「左衛門」「左門」

衛の字がないように見えても、「右衛門」「左衛門」とする。「衛門」を「右衛門」とはしない。

27▼ 1999.06.15
「兵へ」「兵衛」

原本が「兵へ」の場合、「兵へ」とし、「兵衛」とはしない。

28▼ 2012.02.04
「ツ」「つ」

字の大小により区別。大字はひらがな、小字はカタカナとみなす。大字でカタカナか迷うものは、文

脈や形から判断するが、それでも迷うものは三画とも離れているものをカタカナとみなす。

※一つの言葉で他の字が平仮名なら平仮名、片仮名なら片仮名。

例：「つイ」→「ツイ」

29▼ 1999.06.15
「計」「斗」

「ばかり」と読む場合の字は、「計」とする。

30▼ 1999.06.15
「ケ」「ヶ」

「三ヶ津」のような「ヶ」の場合、「箇」の略字である小字「ヶ」を使う。

31▼ 1999.06.15
外字のカオ（白）＋（ハ）

「皃」で代用する。

32▼ 2007.02.02
濁点と句読点の区別

文字の濁点にみえるが、明らかに句読点として使われている場合は、句読点として翻刻する。

○編集記号

33▽ 2007.02.02
括弧

記号：^/^ () [] <>

括弧（^/^()[]<>）は「」以外は半角に統一

34▽ 2007.02.02
洋数字
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洋数字は半角に統一

35▽ 2007.02.02
記号

記号：？＄＆％＃＋！

記号（？＄＆％＃＋！）は全角に統一

36▼ 2007.02.02
スペース

スペースは全角一字アキに統一（文字化けの可能性があるため、半角 2 文字にしない）。レイアウト
を考えての複数のスペースや行頭の字下げのためのスペースはつけない。

正：

▲立役之部」

○見立月の異名による左のごとし」

真上上吉 中山文七 芳沢座」

此人を見にむれつゝ来たる.花見<はなみ>月」

誤：

▲立役之部」

○見立月の異名による左のごとし」

真上上吉 中山文七 芳沢座」

此人を見にむれつゝ来たる.花見<はなみ>月」

37▽ 2008.08.08
一字アキを入れるかどうか迷う例の統一基準

(例 1)、見立評文末の見立の前は一字アキ不要
正：此人を見にむれつゝ来たる.花見<はなみ>月」
誤：此人を見にむれつゝ来たる .花見<はなみ>月」

(例 2)、(紋)の前後は、全角１文字ずつスペースをあける形に統一。
「上上 (紋) 」、「上上吉 (紋) 」。

(例 3)、「名代」「座本」の下は１つスペースをあける形に統一。

(例 4)、書籍広告の書名と冊数の間は１つスペースをあける形に統一。
例：古今いろは評林 全二冊」

(例 5)、「作者自笑」とあるとき（開口末、本文末、広告）は間に一字アキ
例：作者 自笑」

(例 6)、姓と名の間にはスペースを空けない。
例：都伝内座」
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(例 7)、「住所 板元名」の間は１つスペースとし、１行扱い。肩ツキにみえても２行にみえても

１行扱い。「板元」の文字がある場合も１字あけて１行に続ける。

例（「複雑なレイアウトの処理」図版参照）：板元 さかい町 辰巳屋清七」

(例 8)、刊年月日の間は、見た目に空白や改行があっても改行・スペースを入れない。

(例 9)、死亡記事の戒名と下の割書きの間は１つスペースをあける。「俗名」と名前の間、「行年」
と年齢の間、「寺は」と寺名の間、寺の住所と寺名の間は一字アキ不要。

例：.一乗院宗芳日園<いちぜうゐんさうほうにちゑん> ^俗名芳沢あやめ/行年五十五才^」

(例 10)、一つ書の「一」の下に一字アキは不要 (42に示した役者目録の役者名のケース以外)
正：

口上」

一去秋より因幡薬師寺内にて

誤：

口上」

一 去秋より因幡薬師寺内にて

38▽ 1997.05.05
位付

例：上上白半吉

白抜きや不完全文字による位付けの表現については、「位付記入要領」（プリント）参照。画の不足、

白抜きについて、それぞれ不完全な場合に「半」と修飾する。「半」は次の文字を修飾する。部分文

字（「士」、「口」、「一」など）は使わない。

39▽ 2008.08.08
位付「一上 」の扱い

Ａ２段階では「一上 」「一 上 」双方の表記がみられたが、「一上 」に統一。「一白上 」も一

部にあるが、これも間に一字アキを入れない形に統一する。

40▽ 2008.08.08
位付「一 」の扱い

役者目録の位付のない時の「一」の下は一字アキ。間に役名や音曲の役割などが入る場合は、「一」

の下、役者名の上の双方にスペースを入れる。

・「一 役名 役者名」

・「一 音曲役割 役者名」

41▼ 2007.02.02
本文中の位付

例：上上吉＄(5)
注記の位置に「＄(5)現況は白抜き文字」「＄(5)現況は不完全文字」などと表記する。



- 8 -

42▼ 2007.02.02
紋

記号：(紋)

役者目録や評文見出の紋に使用する。(紋)の記号の前後は一字アキ。但し、挿絵の中に描かれた紋は

採用しない（たとえば、挿絵丁の外題上の座紋など）。本文中の紋には(紋)を使わず、(絵)を使う（た

とえば、「(絵)＄(3)組」→「＄(3)絵は助五郎の紋」）。文字の紋（助五郎の仙、市松の同など）は翻
刻しない。

43▼ 2007.02.02
挿絵丁以外の絵

記号：(絵)

挿絵丁以外の絵はその丁の中の最もふさわしい位置に(絵)と入れて、注記に絵についての簡単な説明

を添える。例：「＄(3)評者の(絵)は結綿。」絵が何か判別できない時は注記にその旨を説明し、？（疑
問番号）を作らない。例：「＄(4)絵は判別不能。」A2 段階では(地図)(絵図)(図)(印)などの創作記号
が複数のファイルにみられたが、(紋)(絵)以外の記号を作らず、この範囲で処理すること。

44▽ 2007.02.02
評者・話者の枠

[]で囲む。評者枠の内部は割書きになっている場合でも、割書にはしない。ただし、スペースを考え

ての割書ではない場合は割書扱い。例：「[^嵐/沢村^組]」[頭取]

45▽ 1997.08.12
割書きの始め、折返し、終り

記号：^/^
割書き中に行替りがあり、二行にわたる場合は、折返し記号は不要。

46▽ 1997.12.22
肩付き

例：^惣巻軸/^、^ほうび/^

47▽ 2007.02.02
スペースの都合による割書き

評文末、広告、端役の短評など、スペースの都合による割書きについては、割書きとしない。

48▽ 2008.08.08.
上演外題・死亡記事の年月日

上演外題や死亡記事に併記される年月日は、肩付きにみえても一行扱い。肩付きにはしない。

例１：外題に付される年月日

∥廿三ウ廿四オ∥(挿絵)

.白梅源氏廓鉢木<はくばいげんじくるわはちのき> ^姉川座/三本つゞき^」
辰十一月廿六日より」
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例２：死亡記事に付される年月日

享和三年亥五月二日 行年七十二才」

.慈法院木誉密厳鉸海居士<しほうゐんほんやうみつごんしゆんかいこじ> 俳名来芝」

寺は京都寺町錦小路上ル町 了蓮寺」

49▽ 2008.08.08
割書・肩付きで迷う事例

「複雑なレイアウトの処理」に複数の事例があるので参照のこと。そのいずれにも該当せず、迷う事

例があれば、割書・肩付の処理をしておいて、注記には「レイアウト要検討のこと」と必ず記すこと。

50▽ 2007.02.02
三行割書き

※書式の例は、山下吉五郎の下に、役名が三行割書き。このように複数の役名の併記の場合は割書扱

いとする。ただし、一つの役名がスペースの都合で途中改行されている場合は一行に続ける。

例：山下吉五郎^平八母しゆん/まききぬ/なかと^

51▼ 2018.05.12
丁付の表記

二重縦棒（全角）で丁付（漢数字）、実丁数（洋数字）、オ・ウを挟む。洋数字は半角、オ・ウは全角。

表表紙見返しに本文（広告等）がある場合、実丁数（洋数字）を入れず、「表見返し」の語で示す。

後表紙見返しは実丁数を記す。判読不能な丁付は「★」「＃」で記す。丁付がない場合は実丁数のみ

となる。丁付にある「九了」の「了」などは記入しておく。柱題や巻名は不要。丁付に関する注記事

項には個別に注記（＄）をつけず、「書誌」にまとめて記す。ノドに丁付がある場合は、丁付の位置

に記すのではなく、解題に記す。ノド文字が少ない例は、サンプル集「04-042-782茶臼芸」「07-076-795
恵宝参」、ノド文字が多い例は「03-033-780贔屓升」「04-036-781江戸桜」を参照のこと。

例：∥六 6ウ∥、∥ 15ウ∥、∥廿一 25オ∥、∥三十五了 37オ∥

52▼ 2007.02.02
原本強制改行

記号：」

全角一重鉤括弧。評文の見出の末尾、評文の末尾、役者目録の一項目末尾、-----(縦罫線)末尾などに
使う。電子データとしての処理に使うものであり、レイアウトを考えての行変えは不要である。つま

り、目録の散らし書き、版元や刊年など二行にわたる刊記は行替え不要（「複雑なレイアウトの処理」

参照）。ただし、本文中の和歌や発句、死亡記事など、行替えや字下げがあるときは、強制改行記号

により行変えはするが、字下げなどのレイアウトは無視して詰めてよい。迷う事例は「要事務局処理」

と注記に記す。【Ｃ：鉤括弧が落ちているものが多数あるので要チェック！】

53▽ 2008.08.08
評文中の改行

二名以上の評文が▲印で続くとき改行は不要だが（▲の前に一字アキも不要）、明らかな改行は改行

する。

例１：改行がない場合
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上 (紋) 中村八重八 芳沢座」

上 (紋) 中村吉之介 同座」

[長鼻曰]御一所に評致ませう 八重八どのは千代づる役よし 物ぐさのお国ごぜんのやうに大

役を引受てなされよ 直をなよい仕出じやぞ▲吉之介どのは竹部源蔵妹小なみ役 しほらしい

こと其まゝの鯉長じやと申ます 其外の色子衆は口の目録にのせました」

例２：改行がある場合

上 (紋) 中村八重八 芳沢座」

上 (紋) 中村吉之介 同座」

[長鼻曰]御一所に評致ませう 八重八どのは千代づる役よし 物ぐさのお国ごぜんのやうに大

役を引受てなされよ 直をなよい仕出じやぞ」

▲吉之介どのは竹部源蔵妹小なみ役 しほらしいこと其まゝの鯉長じやと申ます 其外の色子

衆は口の目録にのせました」

54▽ 2008.08.08
評文略の際の改行

目録のみで評文を略したとき、改行がない場合は改行不要だが、明らかな改行は改行する。一行アキ

にする必要はない。

例１：改行がない場合

上上半白吉 (紋) 沢村長十郎 森田座」

[頭取曰]顔みせ第壱ばんめ弐立目 頭の中将泰経？(3)にて 左大将朝方に連判状に血判せよ

といわれなんきの場 片岡八郎にたすけられ 大詰は武蔵坊弁慶にて かすやの藤太又太郎

∥四ウ∥

とそとは引の荒事[わる口]角力とらふならヱイ[頭取曰]なんの事た●春蔵殿より連名之衆 口

の目録にのせました 随分こゝ？(4)も情出し給へ」

例２：改行がある場合

上上半白吉 (紋) 沢村長十郎 森田座」

[頭取曰]顔みせ第壱ばんめ弐立目 頭の中将泰経？(3)にて 左大将朝方に連判状に血判せよ

といわれなんきの場 片岡八郎にたすけられ 大詰は武蔵坊弁慶にて かすやの藤太又太郎

∥四ウ∥

とそとは引の荒事[わる口]角力とらふならヱイ[頭取曰]なんの事た」

●春蔵殿より連名之衆 口の目録にのせました 随分こゝ？(4)も情出し給へ」

55▽ 2007.02.02
ルビ

「.<>」はいずれも半角（<>は大小記号。山括弧〈〉は使わない）。ルビは原本通りとし、現代仮名遣
いに直さない。一語単位に配分する。例：「.御愛敬<ごあいけう>」、「.延紙<のべ>の.書置<かきをき>」、
「.一盃<いつはい>.引請<ひきうけ>た.酒<さけ>」、「.臥薪嘗胆<がしんしやうたん>」、「御.愛<あい>敬」、
「.和<わ>田の義.盛<もり>」
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56▽ 2007.02.02
丁をまたがるルビ

ルビは丁変りに関係なく付けること。

例：「.御愛∥六ウ∥敬<ごあいけう>.」

57▽ 2007.02.02
漢文（ないし漢文調）につくルビ

一語単位での区切りに無理がある場合、フレーズ毎に適当に区切る。例：「いでや花.飛鳥去月行<と
ひとりさりつきゆき>もみぢ」「.大哉乾元萬物資始<おゝいなるかなけんげんばんふつとつてはじむ>」

58▽ 2007.02.02
送りがなまで含んだルビ

ルビ「みがはり」が「身替り」の「り」にかからない場合も「.身替り<みがはり>」とする。例：「身
替り」全体に「みがはり」とルビがある場合→「.身替り<みがはり>」

59▽ 2007.02.02
不完全なルビ

「.芝居<ばい>」「.花紫<はなむ>」など上下が不完全であってもママ扱い（＆）にしない。語中の脱字
の場合はママ扱いとする。例：「.慮外<りよぐ＆(1)い>」。

60▼ 2016.03.07
捨て仮名

「二人ﾘ」「夫ﾄ」「一ッ艘」など。ルビの一部として処理すること。「夫ﾄ」の場合、よみがな「おっと」

の一部と判断し、夫の横下にトがくるように「空白＋ト」とする。並字のカタカナで捨て仮名と判断

できる場合は同様に処理する。例：「夫ﾄ」→「.夫< ト>」、「一ﾂ艘」→「.一< ツ>艘」。

61▽ 1998.04.18
捨て仮名とルビの混在

「一本ﾝ杉ｽｷﾞ」→一.本< ン>.杉<すぎ>

62▽ 2007.02.10
二段組の始め、折返し、終り

記号：＝（始め）、＝＋（折返し）、＝！（終り）

全角イコールで二段組行の始め、全角イコールと「＋」で折返し、全角イコールと「！」で終りを示

す。したがって、翻刻上は、二段組にならず、上段・下段のまとまりごとに翻刻する。

63▽ 2008.08.07
三段組

三段組については、二段組の各記号は使わない。開始箇所に＄記号を付し、注記で説明する。例:＄(1)
「大谷運蔵」から「さの川左蔵」までは三段組。レイアウト注意。

64▽ 1997.06.05
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縦罫線

記号：----------
半角マイナスの連続（長音記号の半角ではありません）。一行の文字数に合せると、見やすい。

65▽ 2007.02.02
横罫線

翻刻は不要。注記で「横罫線あり」などと説明する。

66▽ 2007.02.02
複雑な罫線（系図や位付の引合いなど）

翻刻は不要。注記で説明する。「複雑なレイアウトの処理」参照。

67▼ 2007.02.02
ママ

記号：＆(ママ番号)

＆全角、()と数字は半角。一文字単位に、該当する文字の直後に入れ、本文の最後に＆(ママ番号)と

正しい文字を記す。ママ番号は、一冊ごとに通し番号とする。欠刻などで別字に見える場合も無理に

欠刻箇所を補って判断しない。例：原本に「とて」とあるが、「にて」であるべきとき→該当箇所に

「と＆(3)て」として、本文の最後に「＆(3)に」と記す。原本に「ほめが」とあるが、「ほめるが」
とあるべきとき→「ほめ＆(4)が」として、本文の最後に「＆(4)める」と記す。わかりにくい場合は、
適宜、必要な説明を加える。【Ｃ：欠刻の扱い再周知すること。注記（＄）扱いの人もいるので要訂

正！】

68▽ 2007.02.02
注記

記号：＄(注記番号)

＄は全角、()と数字は半角。「レイアウト注意」「罫線あり」などの説明が必要な場合につける。該当

箇所に＄(注記番号)を入れ、本文の最後に＄(注記番号)を記した上で、文章で説明する。例：「＄(3)
評者の(絵)は結綿。」注記番号は、一冊ごとに通し番号とし、個別に立項する（「＄(6)～(20)レイア
ウト注意。」などのように複数の注記をまとめない）。

69▽ 2007.02.02
作業メモ

記号：？(疑問番号)

？は全角、()と数字は半角。疑問、不審箇所については、本文中の該当箇所に？(疑問番号)を入れる。

本文の最後に？(疑問番号)を記した上で、疑問箇所と内容を説明し、一項ごとに(署名)すること。一

冊ごとに通し番号とし、個別に立項する（「？(6)～(20)よいか？」などのように複数の注記をまとめ
ない）。

○文字記号

70▼ 1997.08.12
「．」「。」などの区切り記号
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記号：「、」「。」

文の切れ目、意味の切れ目での句読点の区別ではなく、版面上で「．」の場合に「、」（読点）、「。」の

場合に「。」（句点）を使う。（第一期第二期の「．」は使わない）。

71▼ 1997.12.22
一文字の踊り字

漢字の後は「々」（但し、底本が「／＼」の場合はそのまま「／＼」を使う）、平仮名の後は「ゝ」「ゞ」、

片仮名の後は「ヽ」「ヾ」を用いる。

72▼ 1997.05.05
二文字以上の踊り字

記号：／＼

73▼ 1997.12.22
二文字以上の踊り字（濁点がある場合）

記号：／"＼
注意！濁点は、半角ダブルクォーテーションマークです。ひらがなの濁点は使わないこと。

74▼ 1997.12.22
漢字の濁点

漢字の次に濁点記号（半角ダブルクォーテーションマーク！）を付ける。例：「分"」

75▼ 2007.02.02
山括弧（唄括弧）

記号：％

76▼ 2007.05.06
合字

＜合字表＞参照。

「こと」「より」「さま」などの合字は使わない。

77▼ 1997.08.12
漢文の返り点

該当箇所に入れる。

レ＝ν、一＝α、二＝β、上＝γ、中＝δ、下＝ε

78▼▼ 2007.02.02
漢文の音読・訓読記号

記号：「-」「_」
熟語の音読・訓読記号を「-」「_」。「-」はマイナス記号の半角、「_」は「Shift」＋「ろ」の半角。例
：「.一-門<いちもん>」「.不_忍_池<しのばずのいけ>」【Ｃ：新しい凡例！ 現在、注記事項（＄）や

疑問事項（？）扱いのものもあるので、翻刻要訂正！】
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79▼▼ 2007.02.02
漢文の送り仮名

小字は捨仮名の処理をする。並字の場合は並字のままとする。

80▼ 2013.9.14
闕字

記号：〒

基本的にはＥ作業で入力するが、Ｄ作業で気づいた場合には入力しておく。

81▼ 1997.05.11
判読不能文字（作業中）

記号：★

82▼ 2007.02.02
判読不可文字（虫食等）

記号：＃

諸本でも補えない場合は「＃」を文字数分記す。諸本で補える場合は補った上、「書誌」に参考本を

記す。補った箇所の個々には注記（＄）をつけない。

83▼ 2007.02.02
外字

記号：☆(外字番号)

☆は全角。()と数字は半角。一文字単位に、該当する文字の直後に入れ、本文の最後に☆(外字番号)

と文字の説明を記す。外字番号は、同じ外字が出てきても一冊ごとに通し番号とする（「☆(2)～(4)
口＋罷。」などのように複数の注記をまとめない）。例：「☆(4)口＋罷」「☆(5)祇の氏の下に横棒あり」

○異版・改版・別版

84▽ 1997.08.22
完全な別板の場合

別に翻刻する。

85▼ 2012.11.24
部分の異版・改版の場合

記号「≠」「♀(異同番号)」「♂(異同番号)」

翻刻本文を異同記号「≠」「♀(1)」「♂(1)」で挟み（数字は異同件数の連番）、注記の末尾に異同
内容を簡単に記載する。改刻がある場合は、改刻前の本文の開始位置に「≠」を付し、改刻後の本文

を「♀(1)」「♂(1)」で挟む。
例：底本では「あい」とあるが、諸本では「うえお」と改刻されている場合

≠あい♀(1)うえお♂(1)
また、追加丁など後から増補された部分がある場合、増補部分を「♀(1)」「♂(1)」で挟む。
例：「あいうえお」の後に「かきくけこ」が増補されている場合

あいうえお♀(1)かきくけこ♂(1)
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もともとあった本文が後から削除されている場合、「♀(1)♂(1)」のように記号を続けて示す。
例：「さしすせそ」の「すせそ」の部分が後に削除された場合

さし≠すせそ♀(1)♂(1)


