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「難破した水夫の物語」の  

179行5番目の文字の判読案   

一神官文字原資料の検討－  

永井 正勝†   

0 はじめに  

中エジプト語の文学作品の1つ「難破した水夫の物語」は写本の欠損箇  

所が少なく、書写された文字も丁寧である。それゆえ、全体を通して異読  

が少ない資料だといえる。しかしながら、その179－180行目の文を巡って  

は、以下のような異なる見解が認められる。  

（1）「難破した水夫の物語」178－179行の訳の比較   

a．［私は】彼の奴隷が与えられた。  

（［Iwas］endowedwithserfbofhis．）（Lich血eim1973：214）   

b．【私は］200名の召使が与えられた。  

（【Iwas］granted200servantS．）（Simpson2003：53）  

ニのように、Lichtheim，M．が「his」と訳出した箇所に関してSimpson，W  

は「200」という訳を与えている。この相違は翻訳上の表現の違いではな  

く、原資料の1つの文字を巡る判読の違いに由来するものである。そこで  

本稿では、原資料の文字を検討することにより、問題の文字の判読案を提  

示することにしたい。  

†筑波大学大学院人文社会科学研究科一貫制博士課程   
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1従来の見解の整理  

1．1 資料の概要   

「難破した水夫の物語」は文学作品に与えられた通称であり、その資料  

の正式名称はエルミタージュ国立美術館所蔵の「パピルス・エルミタージ  

ュNo・1115（PapymSHermitageNo・1115）」である1oこのパピルスは1881年  

に巻子本の状態でエルミタージュ国立美術館にて発見され、同年、学芸員  

のGolinishe托Wによって翻訳が公表された（Golinisheff1881）。   

本写本は神官文字と呼ばれる筆記体の文字で書かれており、縦書きを含  

む書字方向と字形の特徴から、中王国時代の第12王朝（紀元前1976－1793  

年頃）に書写された資料だと推定される（Burkard＆Heinz2003；Parkinson  

2002：299）。   

l．2中エジプト語の文字   

古代エジプトの中王国時代において、文書は主に聖刻文字と神官文字で  

表現された。聖刻文字は「鳥」や「山」などの事物を象形の原理で表現し  

た文字であり、字形の1つ1つを見て、それがかたどっている対象を理解  

することがおおむね可能である。それに対して神官文字は筆記体であり、  

それがかたどっている対象を理解することは、多くの場合において容易で  

はない。   

神官文字の字形の多くは聖刻文字の筆記体に由来するが、神官文字は聖  

刻文字とは別々の体系として独自に発展していった。したがって、両者の  

違いは書体の違いではなく、字体の違いとして捉えられるべきものだとい  

える2。  

1ニの作品は通称で示されることが多い。∫ そこで本楯で車Ji虚称を用いているい   

2本稿では「字体」、「字形」、「書体」に関して、『裁外漢字字体衷』（平成12年12月8日 国  

語審議会答申）の定義に従うことにする．以下にその定義を引用する、「字体については、常  

用漢字表に示されている「字体は文字の骨組みである」という考え方を踏準する1文字の骨  

組みとは、ある文字をある文字たらしめている点画の抽象的な構成の在り方のことで、他の  

文字とび〕弁別にかかわるものである。字体は抽象的な形態上の観一合であるから、ニれを可視  

的に示そうとすれば，山一定のスタイ／レを持つ具体的な文字として出現させる必要がある。ニ  

の字体の具体化に際し、視覚的な特徴となって現れる両産のスタイルの体系が番体である特  

例えば、番体の一つである明朝体〝）場合は、縦画を太く横画を細くして横画の終筆部にウロ  

コという三角形の装飾を付けたスタイ′レで統仙山一されている。すなわち、現実の文字は、例外   
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聖刻文字と神官文字は、文書のジャンルによって使い分けられており、  

例えば王の遠征碑文や神殿における宗教儀礼の様子は聖刻文字で石材に  

表現されていた。また、文学作品や経済記録などの文書は神官文字でパピ  

ルスに書写されていた（CruZ－Uribe2001：196）。したがって、文学作品が聖  

刻文字で書かれることもなければ、王室の遠征碑文が神官文字で公示さ  

れることもなかった4。   

しかしながらエジプト学では、神官文字で書写された資料を研究する際  

に、聖刻文字に翻字5されたテキストを使用することが多い。たとえば、『中  

エジプト語の資料一第1巻神官文字で書かれた文学資料－（A舷地  

上な岬血〃払は抱山肌eノ．エ如rαヴ7放ね加めe昂erα如助ゆり』とのタイトル  

を持つZo血oven（2001）に掲載されている資料はすべて聖刻文字への翻字  

テキストとなっており、神官文字は1文字も掲載されていない。また中王  

国時代の文学作品の翻訳集であるQuirke（2004：71）は神官文字原典では  

なく聖刻文字テキストのBlackman（1932）を底本としている。更に、中王  

国時代の文学作品の研究書であるParkinson（2002：299）においても「難破  

した水夫の物語」のテキスト（text）としてBlackman（1932）のみを紹介し  

ている。このように、エジプト学では聖刻文字の翻字テキストを「原資料」  

のように取り扱う傾向が強く、その反対に神官文字原資料への関心が低い。  

だが、すでにW血te，E．が指摘しているように、古代エジプトの「書記は  

神官文字のテキストを書く際に、神官文字の元となった聖刻文字を想定す  

ることなど、絶対に行ってはいなかった」（Wente2001：208）ということを、  

現代のエジプト学者は理解しておく必要がある。  

なく、骨組みとLての字体を具体的に出現させた書体として存在しているものである。審体  

には、印刷文字で言えば、明朝体、ゴシック体、正櫓書体、教科書体等がある。また、字体、  
書体のほかに字形という語があるが、これは印刷文字、手番き文字を問わず、目に見える文  
字の形そのものを総称して言う場合に用いる」（国語審議会2000：6）。   

3中王国時代と新王国時代の文学作品はすべて神官文字で書かれている（Altenm餌1er2005：  

20）。′   

4だが、「カメス王の第一碑文」の筆記版（CamarvOn＆Carter1912：pls．XXVII－XXVHI）のよ  
うに、王室の歴史文書の「下書き」が神官文字で記されることがあった。しかしながらこれ  

らはあくまでも下書きであり、正式な公示文書ではない。   

51つの文字体系を他の文字体系に書き換える作業や、あるいは書き換えられたものを翻字  
（traJISliteration）と呼ぶ（Coulmas1999：510－512）。   
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1．3 翻字資料の検討   

「難破した水夫の物語」は神官文字で書写されているが、1．2で述べた  

ように、エジプト学では聖刻文字への翻字テキストが「原資料」のように  

扱われている。そこで最初に、エジプト学で使用されている翻字テキスト  

の内容を検討することにしたい。なお、問題となる文字は179行5番目の  

文字であり、この箇所を以下ではL179－LetO5と表現する6。  

表1：L179－LetO5の翻字の一覧  

参考文献  翻字された文字   

出版年   著者   もー   

1906  Goほnishe庁■   ＋  

1906  Eman   ＋  

1912  Goほnishe打   ＋  

1913  Goほnishe仔   ＋  

1932  Blackman   ＋  

1941  deBuck  ＋   

1948  deBuck  ＋   

1988  Foster  ＋   

1992  Zonhoven  ＋   

1993  Borghouts  ＋   

1995  Lapidus  ＋   

1996  Hoch  ＋   

1998  Foster  ＋   

2001  Zonhoven  ＋   

2003  Chiofh＆LeGui1loux   ＋  

2005  LeGuilloux  ＋   

2005  Ockinga   ＋  

6っまり「L行番号－Let行頭からの数えた文字の順番」を指す。LOOトLetOlはrl行目の1  

番目の文字」、L189－Let16は「189行目の16番目の文字」を指す。   
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表1はL179」止tO5の翻字を出版年ごとに示したものである7。表1を見  

てわかるように、L179－Le105の翻字は屯－か耶の2種類に限られる。  

kはⅠ9という文字コードgで整理されている文字であり、この箇所では3  

人称男性単数形の接尾代名詞ギ「彼の」で理解される。また閂はVlと  

いう文字コードで整理されている文字（電）が2つ併置されたものであり  

（以下、これをVl＊2と表記する）、この箇所では基数詞「200」を指す。こ  

のように、Ⅰ9とするのかVl＊2とするのかという文字の判読の違いによっ  

て、それが示す語までもが異なることになる。したがって仮にⅠ9の判読  

が正しいのであれば、7種類の翻字テキストのみが正しく、残りの10種  

類は誤りを含む翻字テキストだと判断されることになる。反対に、Vl＊2  

が正しい場合には、10種類の翻字テキストが正しく、残りの7種類は誤  

りを含むものとなる。   

最後に、翻字テキストの学史上の変化を整理しておくと、1906年の翻  

字テキストの公表からしばらくはⅠ9の文字で理解されていたが、deBuck  

（1941）の翻字テキストが公開されてから、L179－LetO5をVl＊2として理解  

する説が支配的になった、といえるであろう。とはいうものの、Ⅰ9と判断  

する見解がなくなったわけではなく、2000年以降の研究を見ても、Ⅰ9と  

Vl＊2の解釈が並立した状況にある。このように、最初の翻字が示されて  

から1世紀以上が経った現在でも、L179－LetO5の判読を巡る見解が定まっ  

ているわけではない。  

1．4翻訳の検討  

1．3では翻字テキストを確認したが、次に、翻字テキストを掲載してい  

ない翻訳集や研究書における翻訳を確認する（表2）。   

翻字の見解の変遷と同様に、翻訳の場合も「彼の」という説から始まり  

やがて「200」と訳出されるようになるという変化を見いだすことができ  

る。2000年以降の翻訳においても、「彼の」と翻訳しているものと「200」  

と翻訳するものとが並立した状況にある。   

7なお、表1に掲載した参考文献のうち、Hoch1996，Foster1998，Ockinga2005は原資料の全  

文を翻字したものではなく、－一部を省略したも瑚こなっている。   
g文字コー ドはGardiner（1927）に従う。   
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表2：Let179－LetO5の翻訳の一覧  

参考文献  
翻訳   

出版年   著者   彼   200   

1881  Gol血ishe甜   ＋  

1923  Eman   ＋  

1965  Brunner－Traut   ＋  

1968  Kaster  ＋   

1972  Simpson  ＋   

1973  Lichtheim   ＋  

1976  Leftbvre   ＋  

1992  Foster  ＋   

1993  Burkard  ＋   

1997  Parkinson  ＋   

2001  Foster  ＋   

2003  Simpson  ＋   

2004  Quirke   ＋  

2 原資料の字形の検討  

1．3では17種類の聖刻文字の翻字テキストを検討したが、原資料は聖刻  

文字ではなく神官文字で書写されたものである。その唯一の出典は  

Gol血ishe仔（1913）であり、その著作に神官文字資料の写真と聖刻文字の  

翻字テキストが掲載されている。Golinisheff（1913）自身はLet179－LetO5  

を「彼の」として読んでいるが、本節では神官文字資料そのものの検討を  

行なうことにしたい。  

2．1分析資料   

すでに述べたように「難破した水夫の物語」の神官文字資料の唯一の刊  

行はGol血ishe仔（1913）である。だが、これはモノクロ写真の掲載であり、  

文字の細部を確認しようとする場合、必ずしも優れた資料だとはいえない。  

そこで本稿の筆者は、エルミタージュ国立美術館にて写本の調査を行い、   



言語学論革特別号（2009）  101  

写真輯影を行なった。  

［パピルス写本調査］  

実施日：2006年3月17日  

実施場所：エルミタージュ国立美術館  

協力者‥Dr．AndreyO．BoIshakov（エルミタージュ国立美術館学芸員）  

加藤百合（筑波大学助教授）  

内容：パピルス写本の実見と写真撮影  

以下、この調査によって得た写真を使用して、文字の検討を行なう。  

2．ユ 原資料の字形の検討   

図1はL179－LetO5の写真である。  

図1：L179－LetO5  

この文字が19とVl＊2のどちらであるかを検討するわけであるが、その  

基準として、神官文字の字形の基本書であるM611er（1927）のリストを用  

いることにしたい9。   

りなお、本稿で使用しているGardiner式の文字コードは「アルファベット＋数字」となって  

いるが、M61ler（1927）では独自の文字コード（通し番号）が使用されている。M611er（1927）に  

おいて、Ga血iller式の19はNo．263、Vl＊2はNo．633となる。   



言語学論串特別号（2009）  102   

日蛮寵豪雪  
図2－1：Ⅰ9を示す神官文字（M611er1927：No．263）  

図2－2：Vl＊2を示す神官文字（M811er1927：No．633）   

M611er（1927）で掲載されている字形を見てわかるように、Ⅰ9とVl＊210は  

字形が互いに類似しており、これがL179－LetO5の解釈の差を生じさせる  

要因となっている。しかしながら、細部の違いにこだわって両者を比較し  

てみると、次のような違いを認識することができる。  

（2）Ⅰ9とVl＊2の神官文字の違い  

a．上部の2本線が共に左に傾いていればVl＊2となり、右側の  

線の上部が右に傾く場合にはⅠ9となる。  

b．上部の2本線が大きく表現されていればVl＊2となり、小さ  

く表現されている場合や上部が1本の線で表現される場合には   

Ⅰ9となる。  

M611er（1927）で掲載されている字形と照合させた場合、L179－1etO5は  

「上部の2本線が共に左に傾いて」おり、また「上部の2本線が大きく表  

現されて」いるように思われる。このような特徴から、L179－1etO5をVl＊2  

として判断するのが妥当であるように思われる。  

10なお、聖刻文字のVl＊2はVlを2つ表記したものであるが、神官文字におけるVl＊2は  
一部を除いてVlを2つ書いたものではなく、Vl＊2そのものが1文字となっている（図2－2）。   
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2．3Ⅰ9の文字の検討   

2．2において、M611er（1927）による字形のリストを基準にL179－LetO5の  

文字の判定を行なった。そのなかで（2a）の「上部の2本線が共に左に傾  

いて」いる点は図1から判断することが可能だとしても、（2b）に掲げた  

「上部の2本線が大きく表現されて」いるという特徴は、Ⅰ9と比較した場  

合に了解される特徴であるといえる。そこで次に、「難破した水夫の物語」  

で使用されているⅠ9の文字の字形を検討することにより、当該箇所の判  

定を行なうことにしたい1l。  

Ⅰ9は「角蛇」をかたどった文字であり、（D右上から左下に向かう頭部か  

ら胴体にかけての部分と、②左上から右に向けて短く書かれる角の部分と  

に分かれる。このような字形のうち、胴部の屈折の有無に着目するとⅠ9  

の字形を大きくA類とB類に区分することができる。また、A類とB類  

に該当しない字形をC類としておく（表3）。  

表3：19の字形分類  

この分類のうち、胴部に屈折のないA類では頭部がしっかりと表現さ   

‖なお、「難破した水夫U）物語」ではVl＊2U）文字がL179－LetO5以外に存在しておらず、本  

資料の内部でVl＊2であると考えられる文字と比較することはできないじ   
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れるものが多く（特にAl類）、また逆に胴部に屈折のあるB類では頭部の  

角が省略される（特にBl類）。Vl＊2の文字は頭部が大きく表現され、ま  

た頭部には2本の線が明瞭に見えている。この字形と19の字形を比較す  

るのであれば、Ⅰ9のAl類に着目すればよいことになる。   

次に、拶がどのような語で使用されているかを確認しておく。Ⅰ9の使  

用を語の種類ごとに述べると次のようになる。   

＜接尾代名詞、あるいは按代名詞を含む語＞1ヱ   

接尾代名詞3人称男性単数形＃「彼」［69例］   

接尾代名詞3人称男性双数形〒舟「彼」［3例］   

小辞J・＝才「そして」［6例］   

＜接尾代名詞以外の語＞   

指示形容詞男性形〆「あの」［1例：L152↓etO9］   

指示形容詞女性形げ「あの」［1例：L154－Let27］   

前置詞研一br「前で」［2例：L144－LetO6，L176－Let13］   

動詞肋ガ「遅れる」［l例：LO701et12］   

動詞βi「持ち上げる」［2例：LO34－LetO8，LlO3－Let12］   

動詞所「捧げる」［2例：L144－Let25，L185↓et14］   

動詞好「露呈する」［1例：LO60－Let12］   

名詞glげ「猿」［1例：L165－bt15］   

名詞rf「誤り」［1例：L149－Let22］   

名詞頑∴r「良き物」［1例：Ll16－LetO9］   

名詞好如「蛇」［2例：LO6l－LetO9，L127－Let16］   

形容詞頑・「良い」［4例：L134－Let13，L159－Let17，L165－Let30，  

L182－LetO8］  

L179⊥etO5の分析において、それが接尾代名詞3人称男性単数形ギ「彼  

の」としての19であるのか、あるいは基数詞200としてのVl＊2であるの  

かが問題となっていた。だとすれば、接尾代名詞ギの69例が直接の考察  

12これらの語の該当箇所は図3－1～図5－3で示す（つ   
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対象となる。だが、字形の確認という点では、接尾代名詞以外の語で使用  

されているⅠ9にも着目しておく必要がある。   

表4は語の種類ごとにⅠ9の字形分類を整理したものである13。ただし、  

接尾代名詞以外の語は「その他の語」として一括した。表4に従えば、  

Vl＊2と比較されるべき対象は、接尾代名詞3人称男性単数形ギのAl類  

に属する48例を中心に、接尾代名詞3人称男性双数形〒舟の3例、小辞  

J｛〒′の1例、その他の語で使用されている10例、合計62例のAl類とな  

る。  

表4：Ⅰ9を使用した語とⅠ9の字形分類  

Ⅰ9の字形分類  

Ⅰ9を使用した語  Al  C  
田 口  

類   

計  

接尾代名詞3人称男性単数形ギ  48   7   13  69   

接尾代名詞3人称男性双数形功  ′ヽ J  3   

小辞ノ一＝才   4  6   

その他の語   10  7   19   

合計   62   2   14  18   97   

次に、97例のⅠ9の事例をすべて掲載する14。  

13c類の1例は所・「良い」の語で使用されたものである（図ふ4）。Ⅰ9の字形としては特殊  

であるように感じられるが、「雄弁な農夫の物語」のJ酔の表記においても同様な字形が見ら  

れる（Lepsius1859：Bl．113，1ine9＝Parkinson1991：B2，131）。  

14なお、掲載の都合上、写寒の縮尺を一定にすることができなかった。   
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図3－1：〒′のAl類  

図3－ユ：〒／－のA2頓  

図3－3：＃■のBl頗   
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図3－4：ギのB2類  

図4－1：功のAl類  

図5－1：′■ギのAl壊  図5－2：r＝才のA2類   
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図5－3：J・＝プのB2類  

図6－1：その他の語のAl類  

図6－2：その他の語のBl類   
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図6－3：その他の語のB2類 図6－4：その他の語のC類  

以上に掲載した図のなかで、図3－1，図4－1，図5－1，図6－1がAl類を示  

したものである。そこに見られる62例のⅠ9を図l＝L179－LetO5と比較し、  

図1がⅠ9であるのか否かを判断することになる。   

筆者の考えでは、図1のように「上部の2本線が共に左に傾いて」おり、  

また「上部の2本線が大きく表現されて」いる字形は、図3－l、図4－1、  

図5－1、図6－1のAl類には見られない。つまり、字形の上では、図1の  

文字をⅠ9として判読する積極的な根拠を見出すことができない。したが  

って、すでに2．2で指摘したように、図1のL179－LetO5をVl＊2と判断す  

るのが妥当であるといえる。  

3 類例表現の検討   

2節における字形の検討により、L179－05をVl＊2として認定する字形  

上の根拠が示されたかと思う。さらに本節では表現上の類例を指摘し、字  

形上の解釈の妥当性を補うことにしたい。   

L179－LetO5を含む文は178行目の末から始まっており、その箇所を示す  

と次のようになる15。  

（3）「難破した水夫の物語」178－179行  

∫碑－たw  m  申  200  

付与された一私   が   人（DトAトBl－Z2）  200   

「私に200名の人が（褒美として）付与された」16   

一5mN文は「転写記号、グロス、訳」の順で掲載する。転写記号はGardiner（1927）に従う。  

lる申200の部分は「名詞＋基数詞」であり、神官文字の表記でもこの語順になっている。基  

数詞の表記に関する伝統的な理解では、文字表記の語順と読み方の語順が鵬致するというも  

のである（たとえばGardiner1927：192）。だがその一方で、表記の語順とは異なり、統み方   
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この文の中の申「人」（Hannig2006：2673）の語を文字コードで示すと  

Dl－Al－BトZ2となる17。このうち、語義と音を示す部分はDlで、残りの  

AトBl－Z2は限定符である。Dlが示す基本となる語義は申「頭」（Harmig  

2006：2665）であるが、やがて語義が拡張されて「人」という意味の語が  

生じるようになった。そもそも、エジプト語で「人」を意味する語には、  

「∫」（Hamig2006：2025）や「n叫」（Hannig2006：1417）があり、ゅが使用  

される場合には、後ろに基数詞を伴うことが多い。研は日本語における「頭  

数（あたまかず）」という表現を彷彿とさせる語である。以下、「¢，＋基数  

詞」の例を紙幅の許す限り紹介する川。  

（4）「役人イアフメスの自伝碑文」（Sethe1907：4，12）   

（加7♂ィ  申  4  

合計  人（Dl）  4  

「合計4名の人」  

（5）「役人イアフメスの自伝碑文」（Sethe1907：6，7）  

≠明．J乃  ＝帥   かィdg．JJ7＝～  申  ∫  

過去  人  与える 私に  人（DトAl）  5  

「人が私に5名の人を与えた＞私に5名の人が与えられた」  

（6）「役人イアフメスの自伝碑文」（Sethe1907：6，15）  

巧「．〃  r誹  〃＝∫  申  j  

そして  与えられた  私に  人（DトAl）  3  

「そして、私に3名の人が与えられた」  

の言馴熟は「基数詞十名言札1となる〝）ではないかと直税が授ホされている（たとえばAllen  

2000：100，Grandet＆Mathieu1997：23l－233）（‥」基数詞表現小話腑憧成る見解u）柏適については  
今後の検討が必要だと思われるが、本稿では便宜的に「名詞＋基数網」ゾ絹釧貞で捉えておく。  

17Dl－Al－BトZ2の表記を本稿では単数形岬として捉えている。つまり、本稿ではAトBl－Z2  

を集合名詞に付く表記形態素として考えている。だが、ニぴ）語を複数形隕Wとして捉える解  

釈もあり得る、実際、Chio餌＆LeGui1loux2003：66，Quirke2004：75，Zonl10Ven1992：234は複  
数形として捉えている。なおBo喝houts（1993）では申（Ⅰ：51；ⅠⅠ288）と隕W叩：286）が混在し  

ており、単数形と複数形のどちらを想定しているのか判然としない。   

柑註17で述べたように、申「人」の表記が単数形か複数形かについては解釈に差が見られ  

る。そこで、以下の例文では申の部分に文字コードを併記しておくノ」   
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（7）「トトメス3世の遠征碑文」（Sethe1907：731，2）  

申  6タJ  

人（Dl－Zl－Al－Bl）   691  

「691孝一の人」  

（8）「レクミラーの碑文」（Sethe1907：1102，13）  

〃Ⅵ柁．W  椚  申  j  

連れて来られた  が  人（Dl－Zl）   3  

「3名の人が連れてこられた」  

（9）「雄弁な農夫の物語り」（Lepsius1859：Bl．113，linell＝Parkinson   

1991：B2，136）  

物1乃  g〝1．君  ギ  申  6  

そして  発見した 彼  人（DトZl－Al－Bl－Z2）   6  

「そして彼は6名の人を発見した」  

このうち、（5）と（6）の文は「陛下（毎朝」から褒美として人が与えられ  

たことを述べたものであり、これは「難被した水夫の物語」の178－179行  

＝（3）と類似した表現である。また、これらの文の中で聖刻文字で書かれて  

いるものが（4）～（8）、神官文字で書かれているものが（9）であるが、この（9）  

における 申の綴り（Dl－Zl－Al－Bl－Z2）は、（3）における 申の綴り  

（Dl－AトBトZ2）と類似している。  

（4）～（9）の6例をもって「難破した水夫の物語」の該当箇所を「申＋基  

数詞」とみなす完全な証拠が得られたということにはならないが、類例が  

幾つか存在しているという状況は、本稿の見解の傍証になるであろう。  

4 結論  

「難破した水夫の物語」の179行5番目の文字の判読は、細字の公開か  

ら1世紀以上が経過した現在でも未だ解決されていない問題であった。本  

稿ではこの問題を解決するた捌こ神官文字の検討を行ない、「難破した水  

夫の物語」の179行5番目の文字をVl＊2として判断するという見解に至   
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った。   

エジプト学における言語研究では、神官文字の原資料を見ずに、翻字さ  

れたテキストを「原資料」として扱う傾向が見受けられる。だが、本稿で  

の検討によって翻字テキストを用いる際の危険性が示されたことであろ  

う。文献資料の研究の基礎は、虚心坦懐に原資料と向き合うことにある。  
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