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資料「複合語の切れ続き」について

この資料は、2004年に点訳者の皆様に配布し説明したものです。その後新たに点訳を始めた方

にも配布していますが、詳しい説明はされていないということで、火曜日と木曜日の勉強会でそ

の概略とポイントを解説しました。

『点訳のてびき』でも、複合語の分かち書きについてかなり詳しく述べられています（41～52

ページ）。とくに複合名詞の分かち書きの目安として、「意味の理解を助ける」、「発音上の切

れ目を考慮する」などと書かれていますが、これらだけでは分かち書きの基準としてはかならず

しも明確とはいえません。

この資料は、複合語の切れ続きについてより明確に判断できるようにと作成したものです。

複合語の切れ続きの原則は極めて簡単です。

原 則

・「切れる要素」同士が続くとき、マス空けする。

・その他の場合（切れる要素と続ける要素、続ける要素と切れる要素、続ける要素同士が続

く時）は、マス空けせず一続きに書く。

●切れる要素
・漢字２字以上の漢語

・３拍以上の和語

・２拍以上の外来語

・３拍以上の外来語の接頭語

・３拍以上の動詞転成

・４拍の形容詞語幹

●続ける要素
・漢字１字の漢語

・２拍以下の和語

・２拍の動詞転成

・３拍の形容詞の語幹

・接頭語・接尾語・造語要素

もちろん、意味の理解のしやすさや発音上の切れ目などを考慮して、上の「原則」から考えら

れるマス空けと異なる場合もしばしばありますので、詳しくは各項目を参照してください。



●追加説明
カタカナ書きで表記されていても、外来語とはかぎりませんので注意してください。

①「コンロ（焜炉）」のように、普通カタカナ書きされる語でも、本来漢字２字以上の漢語は

切れる要素として扱う。

ガスコンロ ［ガス◇コンロ］

②「ビラ（びら／片／枚）」はほとんどの場合カタカナ書きされているが、本来は和語と考え

られるので続ける要素として扱う。

宣伝ビラ ［センデンビラ］

中 点

「点訳のてびきの使い方」の中の「中点」の内容とほぼ同じです。一部補足しました。

原則として、原本通り中点を使用する。

ただし、次のような場合は中点を省いて１マス空けにする（マス空けなしで続ける場合もある）。

①年月日を示す数字の間の中点

2002･6･7 ［2002◇6◇7］

H20･11･4 ［H20◇11◇4］

②外国人名中の中点

ルイ・ブライユ ［ルイ◇ブライユ］

ジョン・スチュアート・ミル ［ジョン◇スチュアート◇ミル］

ジョン・Ｆ・ケネディ ［ジョン◇Ｆ◇ケネディ］

Ｊ・Ｆ・ケネディ ［Ｊ◇Ｆ◇ケネディ］

〔補足１〕人名をふくむ固有名詞などでは、中点を省かない。

ジョン・F・ケネディ国際空港 ［ジョン・◇ F・◇ケネディ◇コクサイ◇クーコー］

カール・マルクス通り ［カール・◇マルクスドオリ］

〔補足２〕２人以上の人名が中点で並べられている時は、中点を省かない。

カント・ラプラスの星雲説 ［カント・◇ラプラスノ◇セイウンセツ］

マルクス・レーニン主義 ［マルクス・◇レーニン◇シュギ］

〔補足３〕敬称と人名の間の中点は省かない。

ミスター・ポウル ［ミスター・◇ポウル］

『点訳通信』６２号 －3－



マザー・テレサ ［マザー・◇テレサ］

③アルファベットのつづり中の中点

「ナミ」はＮ・Ａ・Ｍ・Ｉとつづります。

［「ナミ」ワ◇Ｎ◇Ａ◇Ｍ◇Ｉ◇ト◇ツヅリマス。］

〔補足〕縦書きの場合、省略を示すピリオドは中点で表記されるが、その時の中点も省き続け

ます。

Ｐ・Ｔ・Ａ ［ＰＴＡ］

Ｎ・Ｈ・Ｋ ［ＮＨＫ］

④つづりで外国語が書いてあり、それに対応した発音がカタカナ書きされているとき

work house（ワーク・ハウス） ［“work ◇ house”◇（ワーク◇ハウス）］

made in Japan（メイド・イン・ジャパン）

［“made ◇ in ◇ Japan”◇（メイド◇イン◇ジャパン）］

How do you do?（ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ）

［“How ◇ do ◇ you ◇ do?”◇（ハウ◇ドゥ◇ユー◇ドゥ）］

〔補足〕上例の「ワーク・ハウス」「メイド・イン・ジャパン」は、直前に外国語のつづりが

なければ、原本通り中点を入れて点訳することになる。

⑤外国語の文や文章、書名や雑誌名がカタカナ書きされているとき

「オー・ノー！ギブ・ミー・ア・ブレイク」

［「オー◇ノー！◇◇ギブ◇ミー◇ア◇ブレイク」］

「ホワット・カラー・イズ・イット？（それは何色）」

［「ホワット◇カラー◇イズ◇イット？◇◇（ソレワ◇ナニイロ）」］

『ブルー・イン・ザ・フェイス』 ［『ブルー◇イン◇ザ◇フェイス』］

「ジャーナル・オブ・ポリティカル・エコノミー」

［「ジャーナル◇オブ◇ポリティカル◇エコノミー」］

「インターナショナル・ヘラルド・トリビューン」

［「インターナショナル◇ヘラルド◇トリビューン」］

⑥１音ごとに中点で区切って書いてあるとき。ただし、マス空けをふくむ文になっている場合

は、マス空けの箇所以外は続けても良い。

や・め・て ［ヤ◇メ◇テ］

「あ・た・り・まえだよう」 ［ア◇タ◇リ◇マエダヨー］

「は・な・せ・は・な・せ・はなしてよう」 ［ハナセ◇ハナセ◇ハナシテヨー］

〔補足〕次の例のように、固有名詞の場合は中点を入れたまま点訳したほうが良い。

アイ・ビー・エム ［アイ・◇ビー・◇エム］

さ・え・ら書房 ［サ・◇エ・◇ラ◇ショボー］
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「なくなる」のマス空け

「点訳通信」５２号の「なくなるのマス空けについて」とほぼ同じ内容です。

●続ける場合

「……が（は、も）なくなる」のように、「なくなる」が、主語に対する述語の関係に

ある場合

金が無くなる ［カネガ◇ナクナル］

金を借りる必要がなくなる ［カネヲ◇カリル◇ヒツヨーガ◇ナクナル］

もうめったに会うことはなくなった ［モー◇メッタニ◇アウ◇コトワ◇ナクナッタ]

出かける必要もなくなった ［デカケル◇ヒツヨーモ◇ナクナッタ]

君と僕とは関係なくなった｛関係＝関係が｝［キミト◇ボクトワ◇カンケイ◇ナクナッタ]

元気がなくなってしまった ［ゲンキガ◇ナクナッテ◇シマッタ]

元気さえなくなった ［ゲンキサエ◇ナクナッタ]

どうしようもなくなった ［ドー◇シヨーモ◇ナクナッタ]

手の施しようもなくなってしまった ［テノ◇ホドコシヨーモ◇ナクナッテ◇シマッタ］

元も子もなくなる ［モトモ◇コモ◇ナクナル]

味も素っ気もなくなる ［アジモ◇ソッケモ◇ナクナル］

アメリカとの違いはなくなった［アメリカトノ◇チガイワ◇ナクナッタ]

〔補足〕「あまり、ほとんど、まったく、すこしも、いくらも」などのような、後に否定的な

表現を誘導する副詞などは、「なくなる」のマス空けには影響しないこととする。

お金がほとんど無くなった ［オカネガ◇ホトンド◇ナクナッタ]

風邪であまり元気がなくなった ［カゼデ◇アマリ◇ゲンキガ◇ナクナッタ]

それ以来彼女と会うことはまったくなくなった

［ソレ◇イライ◇カノジョト◇アウ◇コトワ◇マッタク◇ナクナッタ]

お金がもうすこしでなくなる ［オカネガ◇モー◇スコシデ◇ナクナル］

●マス空けする場合

上記以外の場合（主語・述語の関係にない場合）

以下これに該当する例を示す。

①「……くなくなる」： 形容詞（形容詞型の変化をする助動詞「たい」もふくむ）の連用形

に続く場合

寒くなくなる ［サムク◇ナク◇ナル］

珍しくなくなる ［メズラシク◇ナク◇ナル］

会いたくなくなる ［アイタク◇ナク◇ナル］

歩きたくなくなる ［アルキタク◇ナク◇ナル］

【類例】

寒くはなくなる ［サムクワ◇ナク◇ナル］

食べたくもなくなる ［タベタクモ◇ナク◇ナル］
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②「……でなくなる」

必要でなくなる ［ヒツヨーデ◇ナク◇ナル］

元気でなくなる ［ゲンキデ◇ナク◇ナル］

丈夫でなくなる ［ジョーブデ◇ナク◇ナル］

【類例】

必要ではなくなる ［ヒツヨーデワ◇ナク◇ナル］

丈夫でもなくなる ［ジョーブデモ◇ナク◇ナル］

彼とはもう恋仲の関係ではなくなった

［カレトワ◇モー◇コイナカノ◇カンケイデワ◇ナク◇ナッタ］

省エネは必要なくなりました ｛必要＝必要で｝

［ショーエネワ◇ヒツヨー◇ナク◇ナリマシタ］

③「……するしか（ほか、よりほか）なくなる」

歩くしかなくなった ［アルクシカ◇ナク◇ナッタ］

そうするほかなくなった ［ソー◇スル◇ホカ◇ナク◇ナッタ］

逃げるよりほかなくなる ［ニゲルヨリ◇ホカ◇ナク◇ナル］

④「……そうに［そうで］なくなる」

雨が降りそうになくなる ［アメガ◇フリソーニ◇ナク◇ナル］

雨が降りそうでなくなる ［アメガ◇フリソーデ◇ナク◇ナル］

【類例】

雨が降りそうにはなくなる ［アメガ◇フリソーニワ◇ナク◇ナル］

生きながらえそうにもなくなる ［イキナガラエソーニモ◇ナク◇ナル］

⑤「……ない」で終わる形容詞が変化した場合

しかたなくなる ［シカタナク◇ナル］

心置きなくなる ［ココロオキナク◇ナル］

申し訳なくなる ［モーシワケ◇ナク◇ナル］

⑥その他

気分はもうなんでもなくなった［キブンワ◇モー◇ナンデモ◇ナク◇ナッタ］

なんともなくなる ［ナントモ◇ナク◇ナル］
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「なさい・なさる」のマス空け

【『点訳のてびき』38ページ参照】

●マス空けする場合

①「なさい・なさる」が独立した動詞として使われているとき

明日なさい ［アス◇ナサイ］

心配なさる ［シンパイ◇ナサル］

立ってなさい（＝立ってしなさい）［タッテ◇ナサイ］

見てなさい（＝見てしなさい） ［ミテ◇ナサイ］

聞いてなさる（＝聞いてする） ［キイテ◇ナサル］

しっかりなさいまし［シッカリ◇ナサイマシ］

栄転なされます ［エイテン◇ナサレマス］

ご旅行なさる ［ゴリョコー◇ナサル］

ご覧なすって ［ゴラン◇ナスッテ］

ご覧なさい ［ゴラン◇ナサイ］

御免なすって ［ゴメン◇ナスッテ］

〔補足〕「ごめんなさい」は、続けて書く。（辞書に連語として載っている。）ただし、「ご

めんなすって」のように活用している時はマス空けする。

②「なさい・なさる」が「お＋動詞の連用形」に続くとき

お喜びなさいました ［オヨロコビ◇ナサイマシタ］

お待ちなさい ［オマチ◇ナサイ］

お読みなさい ［オヨミ◇ナサイ］

お読みなさる ［オヨミ◇ナサル］

お黙りなさい ［オダマリ◇ナサイ］

お休みなされる ［オヤスミ◇ナサレル］

お帰りなさいまし ［オカエリ◇ナサイマシ］

〔補足〕「おやすみなさい」「お帰りなさい」は挨拶言葉として続けて書く。（辞書には連語

ないし感動詞として載っている。）ただし、「お休みなされる」「お帰りなさいまし」など

のように活用した時はマス空けして書く。

●続けて書くとき

①「なさい・なさる」が他の動詞の連用形に続いているとき

歩きなさい ［アルキナサイ］

読みなさい ［ヨミナサイ］

読みなさる ［ヨミナサル］

立ってなさい（＝立っていなさい） ［タッテナサイ］
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見てなさい（＝見ていなさい） ［ミテナサイ］

聞いてなさる（＝聞いていなさる） ［キイテナサル］

②「ごめんなさい」「おやすみなさい」「お帰りなさい」は続けて書く。

〔補足〕「……てなさい」「……てなさる」のマス空けについては、その「なさい・なさる」

が「する」の意味のときはマス空けし、「いる」の意味のときは続けることになりますが、

実際の文章中ではどちらか判断に迷うこともあります。そのような場合は続けておいて良い

でしょう。

「上、右、斜め」など、方向を示す語が連続した場合のマス空け

「上、下、右、左、前、後ろ、斜め、横」のような方向を示す語が連続する場合、次のよう

な場合にだけ続け、その他はマス空けする。

①「上」「下」が「右」「左」「斜め」の直後に来たとき

②「横」が「左」「右」の直後に来たとき

【例】

左上 ［ヒダリウエ］

斜め下 ［ナナメシタ］

左横 ［ヒダリヨコ］

右斜め上 ［ミギ◇ナナメウエ］

右斜め前 ［ミギ◇ナナメ◇マエ］

斜め右 ［ナナメ◇ミギ］

左前 ［ヒダリ◇マエ］

〔補足〕「事業が左前になる」「着物を左前に着る」のように、「左前」が特別の意味をもっ

た語として使われている場合には、［ヒダリマエ］と続けて書く。
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「……の字」のマス空けについて

「コの字」など「……の字」は、［……ノ◇ジ］とマス空けするのが原則です。

●マス空けする例

机をコの字に並べる ［ツクエヲ◇コノ◇ジニ◇ナラベル］

ハの字に並べる ［ハノ◇ジニ◇ナラベル］

テーブルを田の字に並べる［テーブルヲ◇タノ◇ジニ◇ナラベル］

ニの字の下駄の跡 ［ニノ◇ジノ◇ゲタノ◇アト］

大の字を書く ［ダイノ◇ジヲ◇カク］

大の字に手足を広げる ［ダイノ◇ジニ◇テアシヲ◇ヒロゲル］

会議室をロの字形式にレイアウトする

［カイギシツヲ◇ロノ◇ジ◇ケイシキニ◇レイアウト◇スル］

井の字の旗印 ［イノ◇ジノ◇ハタジルシ］

次のような場合は「……の字」を続けて書いたほうが良いです。

①「……の字」全体で特別な意味を持つものとして辞書の見出し語にも載っているような場合

大の字に寝る ［ダイノジニ◇ネル］

大の字になる ［ダイノジニ◇ナル］

川の字に寝る ［カワノジニ◇ネル］

口をへの字に結ぶ ［クチヲ◇ヘノジニ◇ムスブ］

背をくの字に曲げる ［セヲ◇クノジニ◇マゲル］

あの子にほの字 ［アノ◇コニ◇ホノジ］

額に八の字を寄せる ［ヒタイニ◇ハチノジヲ◇ヨセル］

出費がこの程度で済めば御の字だ

［シュッピガ◇コノ◇テイドデ◇スメバ◇オンノジダ］

米の字の祝い ［コメノジノ◇イワイ］

②「……の字」の直後に、2拍の和語など続ける要素が続いている場合

コの字型に並べる ［コノジガタニ◇ナラベル］

ロの字型の家 ［ロノジガタノ◇イエ］

のの字巻きののり巻き ［ノノジマキノ◇ノリマキ］

八の字ひげ ［ハチノジヒゲ］

八の字眉 ［ハチノジマユ］

しの字髷 ［シノジマゲ］

くの字点 ［クノジテン］

続けて書くかマス空けするか迷うようなときは、原則通りマス空けしたほうが良いでしょう。

次のような例もマス空けして良いです。

畳にのの字を書く ［タタミニ◇ノノ◇ジヲ◇カク］

茶筅でのの字を書く ［チャセンデ◇ノノ◇ジヲ◇カク］



『点訳通信』６２号 －10－

外字符か外国語引用符か

【以下の例文は、林 真理子 著 『美女は何でも知っている』より抜粋】

「MISS」「25ans（ヴァンサンカン）」といったお嬢様雑誌を読んでいたら、どちらも名古

屋特集をしていた。

私が書いた『anego』という小説が、今度日本テレビでドラマ化されることになった。ドラマ

のスタートの前に、「anego スペシャル」ということで、京都の旅番組を作る。それに原作者

も参加してほしいという要望があったのだ。

美女入門ＰＡＲＴ４『トーキョー偏差値』の何倍も売れた『ダイエット SHINGO』。この時

の慎吾クンの担当トレーナーが、アンアン編集部のホシノ青年を通じ、

「じゃ、そろそろ始めましょうか」

と鏡の前に案内された。ベッドに横たわるのかと思ったら、座ったままだ。そして「SUQQ

U」のクリームをたっぷり塗り、マッサージが始まった。

はっきり言って、顔全体の筋肉をこねくりまわしている感じ。こんな経験は初めてだ。

「今度 KAT-TUN のコンサートに行かせてね」

というのが精いっぱいの私であった。

その他：雑誌『ＰＯＰＥＹＥ』、音楽グループ Ｂ'z

【上の例文中の当該語句の書き方】

『MISS』 （外字符）

『25ans（ヴァンサンカン）』 （外国語引用符）

『anego』 （外国語引用符）

『anego スペシャル』 （外国語引用符）

『ダイエット SHINGO』 （外国語引用符）

『SUQQU』 （外字符）

『POPEYE』 （外字符）

PART4 （外国語引用符）

KAT-TUN （外字符）

Ｂ'z （外国語引用符）

●『点訳のてびき』での外字符、外国語引用符の説明（28ﾍﾟｰｼﾞ以降）

外字符：文字、略称

外国語引用符：語句や文、ローマ字書き

（備考）文脈上単語と略称の区別がつきにくい場合は、外字符を用いて書いてよい。
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●編集者からの補足

実際の点訳では、外字符を使うか外国語引用符を使うか、明確に決めかねる場合が多い。こ

れまでにも、点字に関する会議などで幾度かこの問題について提案があり議論されてもきたが、

うまい処理方法はまとまっていない。

上の例の「POPEYE」についても、例えば

「君はまるで Popeye のようだ」

では外国語引用符を用いるが、他の日本語の雑誌名とともに「POPEYE」とあれば、外字符の

ほうが自然に感じる。（『anego』の場合は、小文字の単純なローマ字書きなので、外国語引用

符で良い。）

『点訳のてびき』では、アポストロフィは数字あるいは英文の中で使う記号となっている。

アポストロフィをふくむアルファベットのつづりには、外国語引用符を使うことになる。

●編集者の印象

外国語引用符の中は、日本語ではない外国語。外字符は、その後はアルファベットだが、大

きくいえば日本語の中の一部のように感じる。

●まとめ

・日本の雑誌名や会社名・グループ名などは（そのつづりがある英単語などと同じであって

も）外字符で良い。

・ひとまとまりの日本語の中にごく短い英単語などが混じっている時は、外字符で良い（その

ほうが読みやすく感じる）。

・２語以上が連続して外国語であれば、外国語引用符が良い。

・略称と単語が結び付いている場合は、略称が先の場合は外字符、単語が先の場合は外国語引

用符が良い。

●追加例

地域 ICT 未来フェスタ2008in とくしま （外字符）

ミニＳＬフェスタ in Fukuchiyama 2008

（ＳＬ は外字符、 in Fukuchiyama 2008 は外国語引用符）

サロン de 通販 （外字符）

AERA （外字符）

anan （外字符）

Tarzan （外字符）

DAYS JAPAN （外国語引用符）

（上記 ４例は雑誌名）

DoCoMo （外字符）

BRIDGESTONE （外字符）

TOYOTA （外字符）

NISSIN （外字符）

SONY （外字符）

（上記 ５例は会社名）
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SMAP （外字符）

TUBE （外字符）

DREAMS COME TRUE （外国語引用符）

L'Arc-en-Ciel （外国語引用符）

（上記 ４例はグループ名）

IFLA/UNESCO （外字符）（組織名）

DOG-Multi （外字符）

TEN-100 （外字符）

PC-Talker （外字符）

Dot View （外国語引用符）

Vista （外国語引用符）

NetPLEXTALK （外国語引用符）

BASIC-D （外国語引用符）

MyNews （外国語引用符）

囲み記号、とくにカギ類とカッコ類の使い方

【『点訳のてびき』63～65ページも参照】

●使い方

カギ類：原則として①会話文・引用文、②強意・強調に用いる。カギ類で囲まれた語句が並ん

でいる時は、その間は１マス空け。カギ類で囲まれた独立した文が並んでいる時は、

その間は２マス空け。

カッコ類：原則として①説明や②挿入に用いる。説明の時は前に続けて書き、挿入の時は１マ

ス空けて書く。

〔補足１〕カッコ類の使い方としては、説明と挿入のほか、置き換えや省略可能な部分などを

示していることもある。

〔補足２〕カッコ類の直前のマス空けに関してこの説明だけでは分かりにくい。（ ）の直前

の語に係っている時は続け、そうでない時はマス空けすると考えても良い。また、（ ）の

後に助詞など続ける要素がきた時や読点や句点が続いている時は、ほとんどの場合直前の語

に続けて書いて良い。ただし、（笑）、（以下略）等では前をマス空けする。なお、外国語

引用符閉じの直後に（ ）が続くときはかならずマス空けする。
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●墨字の記号との対応

・カギ類

第１カギ 「 」

第２カギ “ ” 〈 〉

ふたえカギ 『 』 など

（実際の点訳では、《 》 ＜ ＞ ≪ ≫などにも第２カギを使っていることが多い）

・カッコ類

第１カッコ （ ）

第２カッコ 〔 〕

二重カッコ 《 》 など

（その他、［ ］ 【 】 〝 〟 などにもカッコ類が使われている）

［注意１］墨字では同じ囲み記号が様々な使われ方をしていることがある。点訳する時は、た

だ記号の形だけで判断するのではなく、それが実際の文脈でどんな意味合いで使われている

のかを見極めて、点字ではカギ類かカッコ類かなどどんな囲み記号にするかを決めてほしい。

例えば、《 》、〈 〉、＜ ＞ などはしばしば説明的な意味で使われている。

例：この年（大正5《1916》年）

蔵前（東京高等工業学校〈現・東京工業大学〉の俗称）

このような時は点字ではカッコ類の記号（上の２例ではいずれも二重カッコ）を使わなけれ

ばならない。

［注意２］第１カッコ閉じと第１カッコ開き、および外国語引用符閉じと第１カッコ開きの間

は、どんな場合もマス空けしなければならない。（『点訳のてびき』65ページ 参照）

例：すぐ（に）（副詞）日が暮れる。

Gold（金）の輝き

●カッコの使われ方の例

彼（女）が立ち寄るショップ ［カレ（カノジョ）］

水（分）を含んだ土 ［ミズ（スイブン）］

春（秋）分は昼夜の長さが同じ ［シュンブン（シューブン）］

または［シュン（シュー）ブン］

（海）水着 ［ミズギ（カイスイギ）］

にもかかわらず（あるいは、それゆえに）それが体現する全体性の観念は強固であり、…

（カッコの直前は続ける）

韓国人はなんとまあ大らかで（悪くいえば）大ざっぱな人たちであるなあ、……

（カッコの直前はマス空け）

●誤読のおそれがある場合の処理

カギ類またはカッコ類の内側に同じカギ類またはカッコ類を用いて、誤読のおそれのある場

合は、他のカギ類またはカッコ類に置き換える。

例えば、「 」内の「 」は『 』。（ ）内の（ ）は二重カッコ。
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〔補足〕誤読のおそれがない場合は（ ）内で（ ）を用いても良い。

例：（『社会福祉原論 （上）』）

（第１章の２の（１）を参照）

その他の記号類（コロン、スラッシュ）

1. コロン

・英文中では原本通りコロン（25の点）を使う。

・時刻を示すときに使われるコロンは、英文表記のときと同様に 25の点を使って良い（コ

ロンのあと数符は必要ない）。もちろん、○○時○○分と書き換えても良い。

・情報処理記号の中では、コロンは [5,2]の点で示す。数学の点訳でもコロンを[5,2]で表

している（直後は１マス空け）。

・１：２のように、コロンが「対」の意味を表しているときは、一般書では［１◇タイ◇

２］のようにカナ書きして良い。（理数系の本では [5,2]の点を用いる）

（『点訳のてびき』86ページ）

「コロンが小見出しを示すためなどに用いられている場合は、小見出し符類か棒線に置き換

えるか、その部分を２マス空ける。」

【例】

資料：『はじめての点訳』

（『点訳のてびき』99ページ）

【例】

問い合わせ先：住所 送り先に同じ 電話 (03)1234-5678

（『点訳のてびき』では上の２例は主に小見出し符を使っていますが、初めの例は２マス空

けあるいは棒線のほうが良いでしょう。）

〔注意〕コロンが見出しを示している場合、コロンをいつも小見出し符に置き換えないでくだ

さい。見出しの中身が短い時は、棒線か２マス空けのほうが適していることが多いです。

2. スラッシュ

英文中では 34の点。

例： He/She, his/her

ただし、英語の試験問題や参考書などで、いくつかの語句がスラッシュで並べられている場

合は、コンマなどに変えたほうが良い。
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（『点訳のてびき』28ページ）

「アルファベットで書かれた略称の間の「斜線」に限り、「／（34の点）」の記号を用いて書

く。」

DOS/V

詩行符として用いられているスラッシュは、２マス空けにするか行替えにする。（「点訳の

てびきの使い方」）

年月日がスラッシュで区切られている場合は、スラッシュを省いて１マス空けにする。

例： 08/11/30

（『点訳のてびき』86～87ページ）

「斜線が、語句と語句の間や、英語の単語と単語の間などに用いられている場合は、前後ろ

の語句の関係を損なわないように注意しながら、その部分をマス空けに代えたり、１語ごとに

外国語引用符で囲むか、または、中点やコンマ、カッコ類などの記号に置き換える。」

番号通知を「する／しない」の設定

ボタンを押すたびに on/off の状態が切り替わります。

〔補足〕以上のように『点訳のてびき』では斜線の処理の方法として５通りが示され、実際の

点訳例では２例とも１マス空けにしています。日本文中の斜線の処理としては、中点で並記

するのがもっとも汎用性があるようです。その他、２マス空けや１マス空け、ときには棒線

を使っても良いこともあります。

見出しの書き方

【『点訳のてびき』99ページ以降参照】

・見出しの大きさの段階として、『点訳のてびき』では３段階（小見出し符を含めれば４段

階）が示されている。

・見出しがそれ以上になる場合は、行頭から同じマス下げでも見出しの付け方を変えれば、見

出しの大きさを区別することができる。

（点訳例１）

◇◇◇◇◇◇◇◇ダイ１ショー◇◇……

◇◇◇◇◇◇１◇◇……

◇◇◇◇◇◇１．◇……

◇◇◇◇……
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（点訳例２）

◇◇◇◇◇◇◇◇ダイ１ブ◇◇……

◇◇◇◇◇◇◇◇ダイ１ショー◇◇……

◇◇◇◇◇◇１セツ◇◇……

◇◇◇◇◇◇１．◇……

◇◇◇◇……

◇◇◇◇「……」

●小見し出符の使い方

・小見出し符は、その直後で行替えする場合と、書き流しで書く場合がある。

・小見出し符で示される内容が数段落に及ぶ場合は、小見出し符の直後で行替えしなければ

ならない。次の小見出し符の前に行飛びを入れたほうが良い場合が多い。

・小見出し符の示す内容が１段落の場合は、小見出し符の後追い込んで書いて良い。

〔参考〕番号付きの見出しには小見出し符を付ける必要はありません。下の例のように、番号

付きの見出しの後、原本では追い込みで書かれていても、点訳では番号付きの見出しの後、

小見出し符を付けずに、行替えしたほうが良いです。

①点字の読み書きに慣れる： 円滑・正確に読み書きすることが点訳の第一歩である。……

（点訳例）

◇◇（１）◇テンジノ◇ヨミカキニ◇ナレル

◇◇エンカツ・◇セイカクニ◇ヨミカキ◇スル◇コトガ◇テンジノ◇ダイ１ポデ◇

アル。◇◇……

ただし、番号付きの見出しがごく短い場合は、その後２マス空けて書き流しにしても良いで

す。

●小見出しより小さな見出し

小見出し符で示される見出しよりも小さな見出し（項目）を示したい時は、

◇◇見出し◇棒線◇内容

◇◇見出し◇◇内容

などのようにすれば良い。（見出しは「 」や（ ）ではさんでも良い。）
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一般書での数学記号

（『点訳のてびき』91～92ページ）

①数式指示符

数式の初めには数式指示符 56の点を付ける。ただし、数符で始まる式や言葉を囲むカッコ

で始まる式の場合は不要。

例：

ax+by=c 無無外あふ＋いむーーう

(-5)+3=-2 無無外八－＃５ん＋＃うーー－＃い

5+3=8 無無＃５＋＃うーー＃８

長方形の面積＝縦×横

無無＝｀とーほーけいの無めんせき＝ーー＝たて＝か＝よこ＝

〔補足〕式中では、数字の直後のアルファベットには、a ～ j のときだけ56の点を付け、その

他のアルファベットには56の点は不用。

例：

2a+3b=c 無無＃い＄あ＋＃う＄いーーう

2x+3y=z 無無＃いふ＋＃うむーーま

②文章中の数式の前後のマス空け

文章中の数式の前後は普通は１マス空ける。

ただし、言葉を囲むカッコで始まる式の場合は、式の前は２マス空けにする。

また、イコールや不等号などの関係記号で結ばれている式、および数式中にマス空けがある

場合は、式の後は２マス空けにする。

例：

1
物体が落下し始めてから t 秒後の落下距離は － gt となる。2

2

無無・ふったい・か無らっか無しは・しめてから無、と無＾ほー・この無

らっか無￥こりわ無＃１や＃２、７とき無と無なる。

1
物体が落下し始めてから t 秒後の落下距離を s とすると s=－ gt となる。2

2

無無・ふったい・か無らっか無しは・しめてから無、と無＾ほー・この無

らっか無￥こりを無、の無と無すると無、のーー＃１や＃２、７とき無無

と無なる。
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長方形の面積は、縦×横である。

無無￥とーほーけいの無めんせき’、無無＝たて＝か＝よこ＝無・て無

ある。

点 (2, 3) は、直線 y=x+1 上にある。

無無てん無、（＃いっ無＃うん無無’、無￥とくせん無

、むーーふ＋＃あ無無ぎそーに無ある。無無

〔補足〕普通の点訳の仕方としては、１語中のアルファベットとカナの間はつなぎ符を入れて

続けて点訳することになっているが、理数系の点訳では、上例の「t 秒後」のように、アル

ファベットとカナの間は1マス空けて点訳している。

③数式中の言葉

数式中の言葉は、（ ）に入れて書く。また、単位中に言葉が使われている時も、その言葉

を（ ）に入れる。

〔補足〕単位がアルファベットのときは、その初めにかならず56の点を付ける。（単位を示す

アルファベットは正体で書かれているので、斜体で書かれている変数などを示すアルファベ

ットと区別できる。例えば、 2t の t は単位、 2t の t は変数）

例：

三角形の面積＝底辺×高さ÷２

無無＝＃うかくけいの無めんせき＝ーー＝ていへん＝か＝たかさ＝半

やや＃い

台形の面積＝（上底＋下底）÷２×高さ

無無＝・たいけいの無めんせき＝ぱ

ーー（＝＾そーてい＝＋＝かてい＝んやや＃いか＝たかさ＝

質量比＝燃料を積んだ時の全重量／燃焼が終了した時の全質量

無無＝しつ￥ろーひ＝ーー＝ねん￥ろーを無つん・た無ときの無

・せん＾すー￥ろー＝や＝ねん￥そー・か無￥すー￥ろー無した無

ときの無・せんしつ￥ろー＝

推定エネルギー必要量＝基礎代謝基準値(kcal/kg/日)×体重(kg)×身体活動レベル

無無＝すいてい無えねる・きー無ひつよー￥ろー＝ぱ

ーー＝きそ無たい￥さ無き＾すんち無

、なうあにやなれや、＝にち＝ゐ＝か＝たい＾すー無、なれ＝ぱ

か＝しんたい無かつ・とー無れ・へる＝
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21.5kcal/kg/日×70kg ×1.75≒2600kcal

無無＃いあっら＝、なうあにやなれや、＝にち＝ゐ＝ぱ

か＃７０＝、なれ＝か＃あっ７５・ー＃２６００＝、なうあに＝

④行移し

1つの式が点字１行に入り切らない場合は、イコールなどの関係記号あるいはプラス・マイ

ナスなどの演算記号の前で行替えし、行末に行末のつなぎ符6の点を書く。（ただし、言葉を

囲むカッコ内のマス空けの部分で行を換えざるをえない時は、行末のつなぎ符は必要ない。）

（上の例参照）

化学式などの書き方

化学分野の点訳では、墨字表記とかなり異なった、点字独自の簡易な方法が用いられている。

（『点訳のてびき』92ページも参照）

●化学式

化学式は、化学式の指示符 56の点で始め、最初のアルファベットにだけ大文字符を付ける

（その後は大文字符を省略する）。

元素記号の右下に書かれている原子数を示す数字は、数符なしの下がり数字で書く。

下がり数字：普通の点字の１から０までの数字を一段下げた形。

＊原子数がアルファベットで書かれているときは、右下添え字を示す56の点の後にそのアル

ファベットを書く。

化学式中のカッコには [126] [345] を使う。

例：

一酸化炭素 CO 無無＃あさんか無たんそ無無、ぱうた

塩化ナトリウム NaCl 無無えんか無なとりうむ無無、ぱつあうに

二酸化炭素 CO 無無＃２さんか無たんそ無無、ぱうたゐ2

水 H O 無無み・す無無、ぱりゐた2

硫酸 H SO 無無￥るーさん無無、ぱりゐのた。2 4

水酸化カルシウム Ca(OH) 無無すいさんか無かるしうむ無無、ぱうあきたりよゐ2

窒素酸化物 NOx 無無ちっそ無さんか・ふつ無無、ぱつた、ふ

●化学反応式

分子数を示す係数の直後では、化学式の指示符 56の点は省略し大文字符だけにする。

化学反応式が係数の付いていない化学式で始まっているときは、化学式の指示符 56の点と

大文字符が必要。その後の係数のない化学式には、化学式の指示符も大文字符も付けない。
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化学反応式中のプラスや矢印の前後は１マス空けにする。式が１行に入り切らないときは、

行末のつなぎ符 6の点を付けて矢印やプラスの前で行を替える。

例：

2H ＋ O →2H O 無無＃２ぱ８ゐ無＋無たゐ無ーた無＃２ぱ８ゐた2 2 2

C ＋ O → CO 無無、ぱう無＋無たゐ無ーた無うたゐ2 2

CaCO ＋2HCl → CaCl ＋ H O ＋ CO3 2 2 2

無無、ぱうあうたー無＋無＃２ぱ８うにぱ

ーた無うあうにゐ無＋無８ゐた無＋無うたゐ

〔補足１〕文章中では、化学式の場合は直前・直後とも 1マス空け、化学反応式の場合は、直

前は 1マス空け、直後は 2マス空けとなる。

〔補足２〕次の例のように、化学式がカッコに入っているときは、できるだけカッコを省いて

点訳したほうが良い（スムーズに読むことができる）。

例：

温暖化には、二酸化炭素（CO ）の増加が関係している。2

無無おん・たんかにわ無＃２さんか無たんそ無、ぱうたゐ無の無

・そーか・か無かんけい無して無いる。

〔注意〕次のような場合は、化学式ではないので、普通の数字で書くようにする。

例：

ビタミン B ・ひたみん無、ぱい＃あ１

ビタミン B ・ひたみん無、ぱい＃２2

H ブロッカー 、ぱ８＃２無・ふ０っかー2

●原子番号や質量数の書き方

原子番号（左下の添え字）は下がり数字、質量数（左上の添え字）は普通の数字で示す。

例：

O 、ぱた＃（8

C 、ぱう＃１４14

C 、ぱう＃！１４6
14

U 、ぱは＃２３５235

U 、ぱは＃をゐ２３５92
235
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その他

●囲みに使う枠線の使い分けについて

枠線の種類としては、32マス（全マス）、28マス（両側2マス空け）、24マス（両側4マス空

け）の３種があります。

このうち、もっとも使いやすく無難なのは28マス枠です。

段落と段落の間に枠囲みが入るときは、開き枠線の直前および閉じ枠線の直後でとくに行飛

びをする必要はありません。

表や図などで、４マス下げや６マス下げの見出しのあるものでは、24マスの枠線にしても良

いです。

一冊の本の中に、本文とは別に、長文の手紙や資料、年表や系図、表など様々なものがある

場合は、適宜32マス、28マス、24マスの枠線を使い分けても良いです。

●巻の終りの表示について

・本文がページの最終行で終わっている場合

12マス棒線、および「第○○巻終わり」という２行は必要ありません。

18行設定の場合で、本文が表ページの最終行で終わっているときも、裏ページに上記２行を

書かないようにしてください。

・本文が17行目（18行設定の場合）あるいは21行目（22行設定の場合）で終わっている場合

次のどちらかにしてください。

①最終行に、12マス棒線だけを入れる。

②最終行に、「第○○巻終わり」を棒線にはさんで入れる。（棒線は25の点2マスでも3マス

でも良い）

●２行飛びは必要か

６マス下げの見出しや４マス下げの見出しの前で２行飛びをしている点訳をたまに見かけま

す。少なくとも18行設定で点訳している場合は、2行飛びは必要ありません。（18行の行間隔

だと、2行飛びは空きすぎの感じがします。）

18行設定では、見出しの前は 1行飛び、ページ替え、用紙替え（奇数ページから）の３通り

になります。

22行設定では、見出しの前は原則としては行飛びとページ替えの２通りですが、6マス下げ

の見出しを追い込みで書きたいときなどは 2行飛びにしても良いです。

●そうろう（候）のマス空けについて

ずっと以前（1995年ころ）の「点訳通信」では、「そうろう」が動詞などの連用形に続いて

用いられている場合は続けて書くとされていました。

2002年の『点訳のてびき 第３版』では、典型的な古文の中では、

「動詞の連用形の後に敬意などを表す補助動詞が続く場合は、その前を区切って書くことが

できる。」（152ページ）
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となりました。そして典型的な古文の点訳では、連用形の後に続く「侍る(ﾊﾍﾞﾙ)」「給ふ(ﾀﾏ

ﾌ)」「申す(ﾏｳｽ)」「候ふ(ｻﾌﾞﾗﾌ)」などは、マス空けして点訳されるようになりました。

「そうろう」は、典型的な古文以外でも、時代物や少し古風な手紙文や公用文などでいわゆ

る「そうろう文」としてしばしば用いられ、そのマス空けについてはっきりしない状態が続い

ていました。

「そうろう」のマス空けについて、今後は、動詞などの連用形に続く場合もふくめ、すべて

前をマス空けすることとします。

例：

これあり候 ［コレ◇アリ◇ソーロー］

御座候 ［ゴザ◇ソーロー］

仕り候 ［ツカマツリ◇ソーロー］

致し居り候 ［イタシオリ◇ソーロー］

致したく存じ候 ［イタシタク◇ゾンジ◇ソーロー］

相成り候 ［アイナリ◇ソーロー］

相成るべく候 ［アイナルベク◇ソーロー］

申し上げ候 ［モーシアゲ◇ソーロー］

よくお越しくだされそうろう ［ヨク◇オコシ◇クダサレ◇ソーロー］

つまびらかには存じ申さずそうろう ［ツマビラカニワ◇ゾンジモーサズ◇ソーロー］

〔補足〕「候」の後に、「様」「間」「条」など、助詞ないし助詞的な使われ方をする語が続

くときは、続けて点訳してください。

七つまへ迄御かたり候様に御出可 被 成候レ レ

［ナナツ◇マエマデ◇オンカタリ◇ソーローヨーニ◇オイデ◇ナサルベク◇ソーロー］

平穏に暮らし居り候間御休心くだされたく

［ヘイオンニ◇クラシオリ◇ソーローアイダ◇ゴキューシン◇クダサレタク］

殊勝に候条、差し許すべく候

［シュショーニ◇ソーロージョー、◇サシユルスベク◇ソーロー］

一献差し上げたく存じ候まま、ご光来の程を願い上げ候。

［イッコン◇サシアゲタク◇ゾンジ◇ソーローママ、◇ゴコーライノ◇ホドヲ◇

ネガイアゲ◇ソーロー］

今後新たに点訳を始めるものからは、「そうろう」の直前はすべてマス空けするということ

でお願いします。


