
Toccata MARC の 
日本語アクセスポイント 

�

― ローマ字・片かな表記法, 大文字使用法, 区切り記号法 ― 

 

1.  序文 
�

1.1.  適用範囲 
�

この規定は��Toccata MARC��に入力する日本語データのアクセスポイントに適用する���漢字かな混じり文
で表記される日本語には��検索・排列のために「読み」と呼ばれる１バイト・データが付加される���また��全体と

しては表意文字体系である日本語には��句読点を除き��語を区切るという伝統がないため��このままではキー

ワード検索ができない���この欠点を補うのも単語をスペースで区切る「読み」の重要な役割である��

�

1.2.  この規定の典拠 
�

この文書は��下記の諸規則に準拠している���Toccata MARC��のアクセスポイントは�������	��
	�	�

等の世界規模の目録データと互換性を持たせている���この目的は��これらの����	�と�Toccata MARC��
を一緒に検索する際の混乱を未然に防止ことにある���日本語データをアクセスポイントとする際の「読み」も��

この原則の例外ではない���日本国内には国立国会図書館や���	���という国内標準と呼ぶべき「読み」

に対する規則が存在するが��これらの標準をあえて使用しないのは��このような原則・目的によるものである���

ただし��これらの国内標準と一致しないケースは少ないことも事実である��

�
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�-���%�� ��"����# �"��*��*� ���"�- ��� ".� ��-���/�"��� �� ���

�����  ���� 0�!����1��2(��
!�� 片かな表記法� ����日本目録規則 �� 2年版�  付則�� 片かな表記法�

�(��アクセス・ポイントのかな表記要領��国立国会図書館��参考資料����

�

2.  ローマ字表記法 
�

ローマ字表記法は研究社新和英辞典��第３版以降��で用いられている改定ヘボン式を使用する��音節主

音の鼻音には｢�｣｢-｣｢�｣の前でも常に｢�｣を用いる��外来語のローマ字表記はアメリカ国家標準���-���%�

����"����#��"��*��*����"�-�����".����-���/�"���������������������0�!����1��2(��注3����4年�)

月5日に行政上の理由で廃止���を用いる��

�

ベトナム� &�"���-'�



ヴェトナム� 6�"���-'�

�

3.  片かな表記法 
�

タイトル等のアクセスポイントとなる半角片かなを��日本目録規則 �� 2年版�
 付則��

 片かな表記法によっ

て表記する��本規則中で「ハイフンで結ぶ」と規定している読みは��片かな表記法では「分けて表記する」と読

み替える��

�

4.  読み 
�

日本語の読みは標準的な国語辞典で用いられている標準的な慣用に従う��読みは新しいものを原則として

選ぶが��特定の名称や図書のタイトルに特別の読みが定着している場合は定着している方を選ぶ��もし��さま

ざまな読みがあるときは国語辞典に最も多く現われるものを選ぶ���

�

｢日本｣は特別の読みが定着しているもの��7����������8��9�9'��������:�%.������������"��'���等��を

除き｢��.��｣と表記する��

�

国立国会図書館で作成している「統一読みカナ表記実例集」に収録されている統一読みを��このマニュアル
の規定と矛盾しない限り採用する��
�

5.  大文字使用法 
�

5.1.   個人名�

�

個人名の各語頭は序詞の｢��｣を除いてすべて大文字にする��

�

管原孝標女 �'��;�������8�9��'������'�'-� 

�

称号や尊称の語頭は大文字にする��ただし��2�4�(�!�のケースは例外とする��

�

弘法大師 <=�=�7���.� 

�

5.1.1.   地名�

�

地名を分かち書きする場合はすべての語頭を大文字にする��

�

横浜� >�9�.�-��

日本列島� ��.�����""=�



有楽町� >?��9'1%.=�

太平洋� 8��.���=�

房総半島� �=�=�@��"=�

東洋� �=�=�

�

5.1.2.   団体名�

�

序詞や接続詞を除いて��分かち書きされる語の語頭をすべて大文字にする��

�

戦争を記録する会� ����=���<���9'�'�'�<���

日本陸軍� ��.�����9'�'��

�

5.1.3.   文書および出版物�

�

出版物��図書��雑誌��シリーズなど��のタイトルの最初の語の語頭は大文字にする��

�

徒然草� 8�'��/'���'���

中央公論� 	.?=�9=����

�

文書名��法規��規則等��の最初の語頭は大文字にする��

�

労働組合法� �=*=�9'-���.=�

労働委員会規則� �=*=����9���9���9'�

�

5.1.4.   歴史上の事件および時代�

�

歴史上の事件名はすべての語頭を大文字にする��

�

第二次世界大戦� 7����A����9���8������

二・二六事件� ������9'���9���

明治維新史� ���A���.����.��

�

歴史上の時代名は最初の語頭を大文字にする��

�

縄文時代� �=-���A�*���

六朝時代� ��9'%.=�A�*���

平安朝� @����%.=�



昭和期� �.=;�9��

�

5.1.5.   民族・言語�

�

民族名・言語名の語頭は大文字にする��

�

日本人� ��.��A���

アメリカ人� �-���9�A���

日本語� ��.�����

英語� B����

�

5.1.6.   宗教・宗派�

�

宗教名・宗派名の語頭は大文字にする��

�

仏教� &'99�=�

キリスト教� <����'"�9�=�

神道� �.��"=�

禅宗� 0���.?�

�

5.1.7.   固有名からの派生語�

�

地名や宗教名から派生した語は固有名とは考えずに小文字にする��

�

日本刀� ��.��"=�

日本酒� ��.���.'�

日本画� ��.�����

仏画� �'"�'���

和室� ;��.�"�'�

和服� ;��'9'�

洋酒� �=�.'�

九谷焼� 9'"�����9��

古九谷� 9�9'"����

漢字� 9��A��

漢方� 9���=�



漢薬� 9��:��9'�

禅寺� /��*����

禅僧� /���=�

キリスト者� 9����'"��.��

�

�注��別の固有名を含んでいる固有名は�2�4���の例外を見よ��

�

6.  区切り記号法 
�

6.1.  中点｢・｣ 
�

語句を分割するために用いられる中点｢・｣は��ローマ字化された語の意味が明確になるときにだけコンマにして

表記する��

�

中国・四国の民芸� 	.?��9'��.�9�9'����-������

ポール・クローデル� C=�'�<'�=*��'�

松本清張・山本周五郎集� ��"�'-�"�����%.=��>�-�-�"���.?���=��.

?�

�

6.2.  鈎かっこ｢...｣ 
�

引用符として用いられる鈎かっこ｢���｣は引用符�D���D�にする��

�

7.  分かち書き 
�

7.1.  漢語 (音読み) の熟語 
�

�注��熟語は２文字以上の漢字��漢字と仮名��または仮名のみからなる語で��辞書等で慣用化されて

いるものもいないものもある��

�

7.1.1.   ２字の熟語 (すなわち, 2 文字の漢字) は１語として表記する.�

�

一言一行�

�%.������99=�

六朝時代�

��9'%.=�A�*���

日本国政事典 ��.���9�9'����A�"�� 

国民主義 9�9'-����.'�� 



経済論集 9��/�������.? 

印度哲学史要 �*��"�"�'��9'��.��= 

東洋学会 8=�=�E�99�� 

慶応義塾大学経済学部 <��=�E�A'9'�7����9'�<��/���E�9'�' 

東京大学教養学部 8�9�=�7����9'�<�=�=�E�9'�' 

�

7.1.2.   ３字からなる熟語・派生による熟語�

�

３字からなる熟語��または派生による熟語は２以上の熟語を含まない限り１語として表記する��

�

経済的� 9��/��"�9��

生物学� ����'"�'��9'�

人生観� A�����9���

唯物論� �'��'"�'����

健康法� 9��9=.=�

大人物� *��A���'"�'�

大往生� *��=A=�

耳鼻科� A���9��

古生物学� 9�����'"�'��9'�

法社会学� .=�.�9����9'�

新幹線� �.��9�����
 

�注��

旧体制� 9�?"�����
 

�注��

�

�注�新��旧などの字で始まる語は��それが語の一部なのか続く語や語句の接頭辞なのかを最新の辞書

で調べる必要がある��2�!���を参照�� 接頭辞でなければ本項を適用する��

�

１文字を追加してできた疑似熟語は１語として表記する��
�

業思想� �=�.��=�

核戦争� 9�9'����=�

核家族� 9�9'9�/�9'�

寮生活� ��=���9�"�'�

新建築� �.��9��%.�9'�

大辞典� *��A�"���



大発明� *��.�"�'-���

�

ただし���文字が引用符や同等の目的で使用されている鈎かっこ「」に囲まれているときは��5�(�を適用する��

�

「仁」思想� DA��D��.��=�

「核」論争� D9�9'D�����=�

�

7.1.3.   擬似熟語が 1 文字の集合からなる場合は 1 語として表記する.�

�

都道府県� "�*=�'9���

市区町村� �.�9'%.=����

市町村� �.�%.=����

士農工商� �.��=9=�.=�

衣食住� ��.�9'A?�

�

7.1.4.   変音部分を含む熟語群はハイフンで結ぶ.�

�

女中奉公� A�%.?1�=9=�

文芸読本� �'����1*�9'.���

株式会社� 9��'�.�9�1����.���注��

合資会社� �=�.�1����.��

�

�注��固有名の場合は�<��'�.�9��<���.��とする����例3����������*=�.��<��'�.�9��<���.���

�

7.1.5.   同じ名詞を修飾している１以上の文字はハイフンで結ぶ.�

�

小・中学校� �.=1%.?��99=�

小・中・高等学校� �.=1%.?19="=���99=�

小・中規模企業� �.=1%.?9����9���=�

上・下水道� A=1���'�*=�

農山漁村� �=1���1�������

農・工・鉱業� �=19=19=��=�

文・史・哲学� �'�1�.�1"�"�'��9'�

明治三十七・八年� ���A�����A'�.�%.�1.�%.�����

�



ただし修飾語が２字か３字の熟語である場合は��2�����または�2���(�に従う��

�

中小企業� %.?�.=�9���=�

文理学部� &'����E�9'�'�

理化学辞典� ��9���9'�A�"���

動植物実験� *=�.�9'�'"�'�A�99���

�

7.2.  和語 (訓または重箱読み, 湯桶読み) の熟語 
�

7.2.1.   名詞�

�

複合名詞は１語として表記する��

�

我々� ;���;����

我輩� ;���.���

霧雨� 9�����-��

手足� "���.��

大和魂� ��-�"�*�-��.���

水杯� -�/'��9�/'9��

浮世絵� '9�����

茶の間� %.���-��

茶の湯� %.����'�

心有顔� 9�9����������

嫌がらせ� ����������

小奇麗� 9�������

理屈道り� ��9'"�'*=���

�

熟語の一部でない修飾語は分けて表記する��

�

我が誇り� ;����.�9����

わが息子� ;����-'�'9��

我が町� ;����-�%.��

我が郷土� ;����9�=*��

�



判断できない場合は分ける��

�

我国��わが国�� ;����9'���

我が子� ;����9��

我友��わが友�� ;����"�-��

父母��ちちはは�� %.�%.��.�.��

兄妹� �����-="��

あれこれ� ����9����

�

熟語を修飾する訓読みの１文字は分けて表記する��

�

女絵かき� ������9�9��

味自慢� �A��A�-���

琴合奏� 9�"������=�

水資源� -�/'��.�����

米騒動� 9�-���=*=�

男相手� �"�9����"��

�

7.2.2.   動詞�

�

序詞を伴なった活用形の動詞は１語として表記する��

�

支配する� �.�.���'�'�

ドライブする� *�����'�'�'�

読み得る� ��-�'�'�

なし得ない� ���.������

関する� 9���'�'�

思い出す� �-��*��'�

�

動詞は副詞や形容詞とは分けて表記する��

�

どう考える� *=�9������'�

ああしたい� F��.�"���

そうする� �=��'�'�



こうなる� 9=����'�

強くなる� "�'��9'����'�

美しくなりたい� '"�'9'�.�9'�����"���

生きていた� �9�"���"��

帰って来る� 9��""��9'�'�

やってみよう� ��""��-��=�

戴いていきます� �"�*��"���9�-��'�

�

敬語の助動詞��可能を示す助動詞��できる�できない��は��動詞の他の部分とは分けて表記する��

�

お送り致しましょう� ��9'����"��.�-��.=�

お出かけ遊ばしますか� �*�9�9��������.�-��'�9��

我慢出来るか� ��-���*�9��'�9��

我慢出来ません� ��-���*�9�-�����

�

7.2.3.   形容詞�

�

活用した複合形容詞は１語として表記する��

�

微妙なる� ��-�=���'�

如何なる��いかなる�� �9����'�

魅力ある� -����9'��'�

抵抗なき� "��9=��9��

堂々たる� *=*="��'�

恐るべき� ����'��9��

誤った作法・誤り易い作法� ���-�""����.=�����-������'����.=�

�

7.2.4.   複合形の副詞および接続詞�

�

複合形の副詞および接続詞は１語として表記する��

�

特に� "�9'���

並びに��ならびに�� ���������

共に� "�-����



遂いに��ついに�� "�'����

如何に��いかに�� �9����

直ぐに��すぐに�� �'�'���

又は��または�� -�"�;��

或いは��あるいは�� ��'�;��

�

7.2.5.   助詞�

�

助詞は常に他の語��他の助詞も含む��とは分けて表記する��

�

幸福への道� 9=�'9'������-�%.��

絵は誰にでも描ける� ��;��*�������*��-��9�9��'�

そういう本を読むのが楽しい� �=��?�.�������-'�������"�����.���

あなたとわたしと� ���"��"��;�"��.��"��

雲の上に� 9'-�����'�����

あなたの為に� ���"�����"�-�����

呑気な小父さん呑気に構える� ���9������A��������9�����9�-���'�

ユニークな存在� �'�G9'�������/���

�

7.3.  接頭辞・接尾辞など 
�

7.3.1.  １文字の接頭辞が続く漢語や和語を修飾している場合は分けて表記する. 

�

前首相演説集� /����.'�.=���/�"�'�.?�

故社長回顧録� 9���.�%.=�9��9���9'�

新送りがな� �.����9'�������

新植民値主義� �.����.�9'-��%.���.'���

旧道徳律� 9�?�*�"=9'��"�'�

旧土人社会� 9�?�*�A����.�9���

大人名事典� *���A��-���A�"���

小文学辞典� �.=��'���9'�A�"���

超先進国� %.=�����.��9�9'�

超現実主義� %.=����A�"�'��.'���



反戦争運動� .�������=�'�*=�

反戦争論� .�������=����

各時代� 9�9'�A�*���

各都道府県� 9�9'�"�*=�'9���

各無産政党� 9�9'�-'�������"=�

非文化的� .���'�9�"�9��

非差別社会� .������"�'��.�9���

一図書館員� �%.��"��.�9��:���

一記念写真� �%.��9������.��.���

�

7.3.2.   通常は片仮名で書かれる外国語を修飾したり, または修飾されたりする１文字の語はハイフンでつ

なぐ.�

�

省エネルギー� �.=1����'�G�

核エネルギー� 9�9'1����'�G�

脱エネルギー� *�"�'1����'�G�

省エネ� �.=1����

エネルギー源� ����'�G1����

カロリー表� 9���G1.�=�

イラストレーション的� ����'"��H�.��1"�9��

�

ただし��長く定着した語や団体名は�語として表記する��

�

アメリカ人� �-���9�A���

キリスト者� 9����'"��.��

サイエンス社� ������'�.��

サービス業� �F���'��=�

�

7.3.3.   接尾辞の「等, など」, 図書の部編を示す「編, 篇」, 抜粋や注釈を示す「抄」, 論文や草稿を示

す「考, 稿」, および展覧会・展示会の「展」は漢語を形成していない限り, その前にある語とは分けて表記

する (例) 前編, 私考, 草稿, 特別展.�

�

共同危険行為等の禁止違反� 9�=*=�9�9���9=��"=����9���.���.���

今日この頃思い出すことなど� 9�=�9���������-��*��'�9�"����*��



戦前戦後編� ���/���������.���

日本食肉史抄� ��.����.�9'��9'�.���.=�

日本印書考� ��.������.��9=�

日本書誌学稿� ��.����.��.���9'�9=�

東西美術交流!))年展� 8=/�����A'"�'�9=��?�!))1����"���

�

7.3.4.   音や訓の熟語に修飾される 1 字の文字は, 前の語の一部として表記する.�

�

落穂集� �%.����.?�

古今集� <�9���.?�

古今和歌集� <�9���;�9���.?�

文化人名録� &'�9��A��-����9'�

日本政府行政機構図� ��.�������'���=����9�9=/'�

日露外交十年史� ��%.�1������9=�A?����.��

学校図書館法� E�99=�"��.�9��.=�

国分寺資料調査報告書� <�9'�'�A���.���=�%.=���.=9�9'�.��

明治大正文学史� ���A��8���.=��'���9'�.��

鹿児島県風物誌� <����.�-�19����?�'"�'�.��

自然科学者� �.�/��19���9'�.��

耳鼻咽喉科� A������9=9��

兄弟姉妹たち� 9�=*����.�-��"�%.��

労働基準局� �=*=�<�A'�9��9'�

朝日新聞社� ���.���.���'��.��

日本文学研究会� ��.���&'���9'�<��9�?9���

�

ただし��これらの語が意味不明となる場合は��前の語とハイフンで結ぶ��

�

日本軍国主義下� ��.����'�9�9'1�.'��9��

発展途上国� .�""��1"�A=9�9'�

�

7.4.  固有名詞 
�

7.4.1.   固有名詞や図書の書名は, 装飾語や被修飾語とは分けて表記する.�



�

リンカーン伝� ���9F��*���

丹羽文雄集� ��;��I'-����.?�

源氏物語抄� E��A��-�����"�����.=�

清時代� �.���A�*���

明清時代� �����.���A�*���

杜詩抄� 8���.���.=�

日本史� ��.����.��

米国史� &��9�9'��.��

東洋史論� 8=�=��.�����

�

例外�

�

����他の固有名詞を含む固有名詞��団体名を含む��は��2������2���(��2�(����2�!�4��に従う���
�

江戸城� ����=�

四条河原� �	
�=��;����

蘇峰会� ��	=9���

小野組� �����
�

現代日本史研究会� �����
��
	���	
������?9���

�

�(��１字の一般用語を伴う歴史時代名は１語として表記する��

�

清朝� �	
��	=�

明治期� ��
�
�
�

�

�!��船名の接尾辞��丸��号など��は前の語と分けて表記する��

�

浅間丸� �����������

はやぶさ号� ����������=�

プレジデント・ウイルソン号� �����
������ 
�������=�

�

�4��固有名詞のあとにつく��的��型��式��流��産��製��派��系��本��版��などの文字はハイフンで結ぶ��

�

日本的� �
	��!���
�



香港型� ������!����

田中千代式� �������"	
��!�	
�
�

宝生流� �#�	#!��$�

北海道産� �����
�#!����

台湾製� ��
%��!��
�

田中派� ������!	��

中曽根系� ��������!��
�

神田本� �����!����

金沢文庫版� ����&�%�������!����

�

7.4.2.   称号や尊称などの用語は個人名とは分けて表記する.�

�

7.4.2.1.   個人名の前の称号は分けて表記する.�
�

聖サビエル� ��
����
����

�

7.4.2.2.   個人名の後に続く称号や尊称が 2字ないし 3字の熟語である場合は, その個
人名とは分けて表記する.�
�

明治天皇� ��
�
�����#�

侍賢門院� ��
�������'
��

北白川の宮様� �
���	
����%������
�������

日蓮上人様� �
�	
�����	#�
������

竹沢先生� ����&�%�������
�

�

7.4.2.3.   個人名の後に続く称号や尊称が 1 字か, または「さん, さま, ちゃん, くん」など
の仮名である場合はハイフンで結ぶ.�
�

芭蕉翁� ���	#!#�

覚信尼� �����	
�!�
�

後鳥羽院� ������!
��

お菊さん� ��
��!����

中村君� ��������!����



太郎ちゃん� ���#!�	���

ノンちゃん雲に乗る� ���!�	���������
������

左氏� ��!�	
�

�

7.4.3.   地名.�

�

7.4.3.1.   自治体名や町名・街路名などの一部になっている総称語はハイフンで結ぶ.�
�

東京都� �#��#!���

千代田区� "	
����!���

有楽町� ($����!�	#�

山口県� (�����	
!����

横浜市� (���	���!�	
�

小川町� ��%�!���	
�

小笠原村� ����%���!�����

�

例外�

�

����総称語が漢語の熟語である場合は分けて表記する��
�

小笠原村長� ����%��������	#�

小川町史� ��%���	#�	
�

千代田区立� "	
��������
����

横浜市政� (���	�����	
��
�

東京都民� �#��#����
��

山口県報� (�����	
����)#�

�

�(��国��9�9'��は国名の一部として表記する��
�

日本国� �
	�������

満州国� ����	$�����

韓国� ��������

�

�!��国が地方名の中で「の」に続く場合は�9'���として分けて表記する��
�



武蔵国��武蔵の国�� �����	
�������
�

�

7.4.3.2.   同一の地名を区別する修飾語句が自治体名の一部である場合は, 名称の一
部として表記する.�
�

東伊豆町� �
��	

&�!�	#�

上北山村� ���
�
������!�����

�

修飾語句が自治体名の一部でない場合は分けて表記する��

�

南山城� �
���
�(����	
���

東南アジア� �#������
��

�

7.4.3.3.   合併を示していたり, より大きい地名を含む複合名は 1語として表記する.�
�

宇治山田市�  �
������!�	
�

会津若松市� �
&�%��������!�	
�

�

7.4.3.4.   地名に続く「駅」や「港」などの総称語名はハイフンで結ぶ.�
�

東京駅� �#��#!��
�

横浜港� (���	���!�#�

�

ただし��総称語が漢語の熟語である場合は分けて表記する��

�

東京駅長� �#��#���
�	#�

横浜港湾� (���	�����#%���

�

7.4.3.5.   地勢の総称語名は名称の一部として表記する.�
�

隅田川� ���
���%��

浅間山� ����������

琵琶湖� �
%����

信濃路� �	
�����
�

サイパン島� ��
)���#�



�

ただし��総称語が漢語の熟語である場合は分けて表記する��

�

琵琶湖畔� �
%����	���

浅間山麓� ��������������

�

7.4.4.   短縮形.�

�

7.4.4.1.   短縮された固有名詞からなる, または, それを含む語は 1語として表記する.�
�

濃尾平野� �#�
���
���

京浜工業地帯� ��
	
���#�#��	
��
�

名神高速道路� ��
�	
���#������#���

信越線� �	
�'��������

欧米人� *��
�
��

留欧学生� ��$#������
�

英詩文� �
�	
����

対日貿易� ��
�
�	
��#��
�

記紀歌謡� �
�
����#�

日華大辞典� �
������
�
����

日中関係� �
��	$������
�

�

ただし��通常省略されるもの以外の短縮された国名や言語名からなる熟語はハイフンでむすぶ��

�

日露外交十年史� �
�	
!+���
�#��$����	
�

日英独医語小辞典� �
�	
!�
!,����
���	#�
����

鮮満叢書� ���!�����#�	��

�

7.4.4.2.   短縮された複合固有名は 1語として表記する.�
�

中共重要文献集� "	$��#��$�#��������	$�

満鉄地方行政史� ����������	
	#��#��
�	
�

ソ連の日本研究� ����������
	��������$�

北支事件の経過� �����	
�-
���������
���



沙翁物語� ��#���������
�

福翁百話� .���#�	����%��

�

7.5.   数詞�

�

7.5.1.   100 未満の基数および 100, 1,000, 10,000, 100,000 などの数がアラビア数字以外の文字で綴ら

れている場合は 1 語として表記する. 100 以上の数字はハイフンで結ぶ.�

�

千九百八十三年� ���!��$	����!	��	
�$!�������

�

7.5.2.   序数の接頭辞「第」, 分数の分子, およびその他の接尾辞が綴られた形であれば, 隣接する数字

の一部として表記する. それらが修飾する語句とは分けて表記する.�

�

第三勢力� ��
������
������

第二次世界大戦回顧録� ,�
�
�
�����
���
������
�������

�

7.5.3.   アラビア数字で置換可能な, 文字による慣用的数字表現は, この規定を適用する.�

�

����下記の用語については��この規定の適用外とする� 

 
零��壱��弐��参��伍��陸��捌��玖��拾��一��二��三��四��五��六��七��八��九��十��十一��十二��二十��三十��百

��百一��百二十��千��万��萬��億�����J等K 

 
�(��下記の文字が実際に数字である場合にはアラビア数字に変換する��数字でない場合には読みで

表記する� 

�

 
一 
〇 

 
一 
一 

 
二

一

 
五 
一 

一 
〇 
〇 

一

〇

一

一 
九 
一 
八 

五 
〇 
〇 
〇 

 

 
一〇

 

 
二〇

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ����J等K 

�) �� (� ,� �)) �)� ��� ,))) �) ()  

�

ただし��下記の場合を除く 

�

二・二六事件�

������9'���9���

�

�注��１～９までの数と等しいアラビア数字がないものには項目�����を適用する��ただし��それらの文字が

日付に使用されている場合を除く� 

�



一九八一年七月十二日 �� �1����21��"�'��(1��%.��

�

�例外��日付が本タイトルの最初にある場合には読みで表記する� 

�

八月二日，天まで焼けた @�%.���"�'��'"�'9���"���-�*����9�"� 

�

�!��団体名中またはタイトル中のアラビア数字はそのまま表記する� 

�

２０世紀 ()1���9� 

１９８１年 �� �1��� 

経済局第3課 <��/��9��9'�7���!19��

�

アラビア数字が慣用句として用いられている場合には読みで表記する� 

�

週休２日制 �.?9�?��'"�'9���� 

�
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