はじめに

本辞典は語や語句の「スペリング」を調べて使うことに特化した辞典であ
る。この辞典はどんな時に役に立つのか？ 例えば、メールやレポート、論文
などを英文で書いているときに、ある単語が頭に浮かんでいるものの、うろ
覚えで綴りがあやしい (あるいは、語法を確認したい) ので辞典を引こうとす
るのだが、載っていない。恐らく、綴りが違っているのだろうと、考えられ
る様々な綴りで引くのだが、なかなかヒットしない。…といった経験はない
だろうか。海外のサイトに直接アクセスしたいときなどにも、肝心の検索ワー
ドが入力できず (間違っているため)、たどり着けない。ネイティブが言って
いたことで、部分的に分からないことがあって、その語の音を一生懸命思い
出して調べるのだが、辞典に載っていない、などなど。既存の辞典では〈ス
ペリング〉を調べるのは、時としてなかなか大変である。本辞典は、英語を
よく使う人ほど必要となる辞典ではないかと思われる。
本改訂版は、見出し語は 7 万 3276 項目。2003 年 4 月刊の初版に約 2 万項
目を追加し、必要に応じて修正を施したものである。
しかし、英語の音を正確に日本語のカタカナに移すのは至難の業である。
そもそもまったく成り立ちの違う言語同士なので、発音記号ではなく、カタ
カナで表記することにはかなりの無理がある。b と v、r と l、s と th などを
日本語では、特別な工夫をしない限り、きちんと区別して表現できないが、
あえて割り切った作り方を本辞典では行なった。いたずらに複雑化して引き
にくくなるのを避けるためである。よって、best も vest も「ベスト」、lace
も race も「レース」、sick も chic も thick も「シック」の項に登場する。
また、日本語と英語では、母音の数も種類も違う。flower (花) と flour (小
麦粉) などのように、本来、同音異義語である場合は、同じ「フラワー」の
項にあっても、なんの問題もないが、例えば、burn (燃える) と barn (納屋)
が同じ「バーン」の項に出ているからといって、同じ発音であるとは限らな
いので、運用には十分注意が必要である。
英米で違う発音をする単語 (例： direct の「ディレクト」と「ダイレクト」
など) や、１つの単語に複数の発音が可能な場合（例： depot の「ディー
ポー」と「デポー」など）や、日本語として表記の仕方に幅があるような場
合 (例: routine の「ルーチン」と「ルーティーン」など) は、同じ単語が違っ
たカタカナ表記で複数の箇所に登場する場合がある。ヒットする確率を高め
るためにあえて行なったが、どうか、ご理解をいただきたい。
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収録語は、中規模の英和辞典の英語見出しをほぼすべてカタカナ表記し、
さらに、IT 関連用語、科学、医学・薬学関連の専門語、ファッション、料
理、スポーツ、文芸、音楽、美術、映画、商品名、ブランド名、地名、各ジャ
ンルの人名（現役有名人も含む)などをかなり補強した。マスメディアを賑わ
す 「ロヒンギャ」
(
「ブレグジット」「アカハラ」「ドルチェ & ガッバーナ」「グ
ランピング」「エアロゾル」「サイトカイン・ストーム」といった) 世相語や
時事語は特に積極的に収録したつもりである。また、それらのなかには、英
語以外のフランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、
オランダ語、ロシア語といった言語も含まれている。インターネットで、海
外サイトへ直接アクセスする際などに大いに役立つものと期待する。
編集に際し、特に留意した点は以下のとおりである。
(1) 同じ項の単語は、できるだけ使われる頻度の高い方を先に挙げた。
明らかな頻度の差がある場合のみであるが、例えば、「ライス」であれ
ば、rice (米)、lice (シラミ) の順とした。
(2) カタカナ語で、日本語の慣用にしたがった省略である場合は、矢印
でクロスレファレンスを施した。例えば、
「ゼネコン」⇨「ゼネラル・
コンストラクター」とした。
(3) 一般的な人名は、姓と名を個別に立項したが、著名人の名前は、利
用の便を考え、フルネームで言われるときの形で挙げた。例えば、「ゲ
イツ」と「ビル」ではなく、「ビル・ゲイツ」とした。
(4) 一部の地名などには、現地綴りと英語綴りを併記した。例えば、「フィ
レンツェ」は、Firenze, Florence とした。
(5) 丸括弧 ( ) は、省略可能を表わす。例えば、「マングース」の mongoos(e) は、mongoos と mongoose の両方の綴りが可能であることを表
わす。
(6) ブラケット [ ] は、置き換え可能を表わす。例えば、「マグナ・カル
タ」の Magna Carta [Charta] は、Magna Carta と Magna Charta の
両方の表記が可能であることを表わす。
☆
本辞典の編集に当たっては、限られた時間のなかで最善を尽くしたつもり
であるが、今後、利用者の方々の声を反映させながら改善を図っていきたい。
ご支援とご教示をいただければ幸いである。
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