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索　　引   263

初出一覧   267
本書における表記法

（1）　本文中の引用例と図表の番号は，各章ごとに通し番号でつける。

（2）　 引用例の中で，直接の分析対象となっている語は下線 　　　 で示し，それ
以外の問題となる言語形式は下線 　　　 で示す。
  例：　塗料がよく伸びる。

（3）　 本文中の引用例の容認度に用いた「○」は，その表現が自然であることを表し，
「*」はその表現が非文であることを表す。また，「?」はその表現が非文では
ないが，容認度が低いことを表し，「??」は「?」よりもさらに容認度が低いこ
とを表す。
  例：　*（水に浸して）ワカメを返す。
  　　   ○ （水に浸して）ワカメを戻す。

（4）　 引用例の容認度と，引用例の中で分析対象となっている 2つ以上の語同士が，
それぞれ置き換えが可能かどうかについての判断は，日本語母語話者による
ものである。
  例：　うっかり（* うかうか）コンピュータをこわしてしまった。

（5）　各語の意味特徴及び意味に関わる特性は，〈　〉で括って示す。
  例：　「荷物」の意味：〈運搬や運送をするための〉〈物〉
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