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１．はじめに

　一般に少数言語を母語とし、その母語をも

とに教育を受けた理系学生が日本に留学した

時の困難は並々ならぬものであることは想像

に難くない。日常会話としての日本語の習得

は必須であることは論を待たないが,それは

逆に日々の生活の中で必要最小限の言葉の習

得は可能である。一方専門領域では英語が共

通言語であり、そのため学術論文や専門書を

読む際は、日本語は必ずしも必要ない。その

ため英語でコミュニケーションできるから

と、専門領域での日本語習得は必ずしも重要

視されていない節がある。しかしながら、彼

らの専門領域においてのコミュニケーション

が英語で事足りるかというと必ずしもそうで

ないことは、日常的に留学生と接している

人々は気付いているであろう。特に実験室内

におけるコミュニケーションは普通日本語で

行われ、実験に実際使う器具類、操作は日本

語を用いることが多い。日本人がいざ留学生

に実験操作を説明しようとしたとき、例えば

「三角フラスコに溶液を入れてください」と

いうような単純な操作も、とっさには

Erlenmeyer flaskという単語が出てこず、

言葉に詰まることは珍しくない。このような

時、実験室内で多用される用語、試薬、器具、

装置、方法などに関する日本語－母国語－英

語用語辞典があれば留学生にとってのみなら

ず、共同実験する日本人学生、指導者にとっ

て有用でコミュニケーションは相当に容易に

なるはずである。

　また、少数言語を母語とする学生が母語で

教育を受けていた場合、英語が相当に理解で

きる学生でも、母語の化学用語の概念をスト

レートに英語の化学用語に変換できない場合

が間々ある。そう意味では、実験室で多用さ

れる用語のみならず、すべての用語について

の日本語－母国語－英語用語辞典が最終的に

は望ましい。

　お茶の水女子大学は2002年にアフガニス

タンの女子教育のための女性指導者の支援を

目的として、五女子大学コンソーシアム（あ

いうえお順にお茶の水女子大学、津田塾大

学、東京女子大学、奈良女子大学、日本女子

大学）を結成した。以来、種々の活動を行っ

てきたが、その一環として、毎年主としてカ

ブール大学の教員を最初の半年間は研究生と

して、以後大学院学生として受け入れてい

る。最初に来日した学生は現在博士後期課程

学生1年生として研究にいそしんでいる。彼

女らとの交流がもととなり、著者らは少数言

語留学生のための第一段階として、漢－ダリ

－英語化学用語辞典を作成することを試み

た。現在までに約400語の用語、カタカナが

語頭に来る用語200語、計600語の用語、略

号110語を収録し, 冊子として制作した。た

だし、持ち運びやすさを考慮し、英語部分は

省いた。

　さらに付録として、種々の数値表、実験器
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表１　漢－ダリ辞典の一部 表２　「へん」ないし「つくり」から目的の

漢字をさがす。

具の図、試薬ビンのラベル等を載せた。図の

ほうが具体的で分かりやすい場合があるこ

と、実験室で数値を参照したい場合があるこ

とを考慮して付録に掲載する項目を選択し

た。

２．辞典作成の経過

　辞典の作成に当たり次のようなことを前提

とした。化学ないし生物化学を専門とする留

学生を対象とし、留学生がひらがなとカタカ

ナは理解しているが漢字は必ずしも理解が十

分でないこと。用語は実験室内で多用される

実験室用語として選定した。また言葉だけで

は不十分なことも考慮し、数値や、図を仲立

ちに議論できるよう実験室で多用する定数

表、図を載せた。

第一部

　第一部は漢字－ダリ辞典である．用語の画

数をカウントし、その画数が掲載されている

頁を参照することにより、用語を見つけ、読

み方およびダリ語での意味を見つける。たと

えば塩化銀のダリ語を知りたいときは以下の

手順を踏む。塩の画数は13画、化は4画、銀

は14画である。13画の塩、4画の化、14画

の銀のそれぞれの項目に塩化銀という用語が

収録されている。したがって、塩、化、銀の

三つのどの漢字からでも対応するダリ語を知

ることができる。今の場合最も簡単で、画数

の数え間違いのない漢字は化（4画）である。

4画の頁を参照すると化を用いる次のような

用語が収録されている。（表１）この中から

塩化銀の用語を見つければよい。

　しかしながら用語が画数の多い漢字からば

かりで構成されていると目的の用語を見つけ

るのは格段に難しくなる。まず画数の数え間

違いの可能性がある。また画数が多くなるほ

ど、同じ画数の漢字が増え、多くの漢字の中

から探すことになる。しかし多くの場合複雑

な漢字はいくつかの「へん」と「つくり」か

ら構成されているので、この問題は解決でき

る。たとえば先ほどの塩化銀を例に取ると塩

の左側は土という「へん」である。「へん」や

「つくり」で構成されている漢字を最初に一

覧表に示してある。（表２参照）表の土「へ

ん」のつく漢字のなかから塩の画数を見つけ

て探せばよい。

　もし銀に着目するなら金が銀の左側にあ

る。同様に金の表から銀の画数を調べる。も

うひとつ例を挙げよう。遠心機の場合、遠は

「しんにょう」と「袁」で構成されている。そ

こで[しんにゅう]を見て、遠の画数を探す。

　また読み方を誰かに教えてもらい二部の和

－ダリ辞典から探すこともできる。
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表３　和－ダリ辞典の一部

表４　ダリ－和辞典の一部

二部：二部は用語があいうえお順に収録され

た和－ダリ辞典とその逆のダリ－和辞典から

なる。一部に収録されている用語及びカタカ

ナが語頭にくる場合の用語が収録されてい

る。使いかたについては、説明の必要はない

であろう。いかに和－ダリとダリ－和の一部

をそれぞれ表３、表４に示す。

三部：三部は英語の略号である。たとえば

ATP (adenosine triphosphate)は ,通常A,

T，Ｐと発音され、アデノシン３リン酸と呼

ばれることはまれである。そのため日本語訳

はつけず、単に略号の英訳のみのせた。略号

110語を収録した。
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付録：付録は実験室内で言葉のコミュニケー

ションを助けるために、重要な定数表、実験

器具の図など、下記のようなものを付録とし

て掲載した。

表

付録－ Appendices

　　　　目次－ Contents

Tables

Table 1  Mathematics formula

Table 2  Multiplying prefixes

Table 3  SI units

Table 4  SI-derivative units

Table 5  Comparison of electromagnetic unit

system

Table 6  Basic constants

Table 7  1 H - N M R  c h e m i c a l  s h i f t s  o f

organic compounds

Table 8  13C-NMR chemical shifts of organic

compounds

Table 9  Characteristic IR absorption bands

Table 10 Standard electrode potentials

Table 11 Dissociation constants of weak acids and

weak bases

Figures

Figure 1  Typical analytical reagents

Figure 2  Chemical structures of  polymers

Figure 3  Twenty protein-constituting amino acids

Figure 4  Disaccharides and  polysaccharides

Figure 5  DNA and RNA components

Figure 6  DNA

Figure 7  RNA

Figure 8  Experimental kits (glass ware)

Figure 9  Experimental kits (apparatus)

Figure 10 Labels of reagent bottle

Figure 11 Photos of experimental kits

３．考察

　本辞典ははじめての試みであるため当然な

がら完成から程遠い。まず第一に挙げられる

のは、用語の選択の統一性がないことであ

る。その理由は下記のとおりである。この辞

典作成にあたった日本人はダリ語を、アフガ

ニスタン人は日本語を理解できない。そのた

め翻訳に当たっては、用語の英語訳をダリ語

に翻訳する方法を取った。ところが英－ダリ

科学用語辞典があるにもかかわらず、翻訳は

必ずしもスムースではなかった。それはひと

つの英語用語にいくつかのダリ語が存在する

場合があり、どれがもっとも良い選択である

かどうかを明確にするため、一つ一つの用語

の意味を確認する必要があった。さらに英語

の用語に対応するダリ語が必ずしも存在しな

いことも大きい。これは宇田川榕庵がオラン

ダの化学書の翻訳書「舎密開宗」の翻訳作業

に当たったときと事情が似ている。彼は日本

語に存在しない用語を新たに作らなければな

らなかった。今回は宇田川榕庵のようには翻

訳だけに専念できなかったこと、時間的制約

の二点から、当初予定した用語の６０％程度

しか収録できなかった。また、持ち運びやす

さを考え、印刷に当たっては、対応する英語

の単語は載せなかったが、今後はより一般的

なものとして、10月末にＨＰ上に日本語－

ダリ－英語の３ヶ国語の辞典として載せるた

めに、現在編集中である。また、この形式を

とることにより、ダリ語を他の少数言語に置

き換えることが容易である。

４．項目選択と参考文献

　項目の選択では、偏りがないことが必要で

ある。基本的には、大学の理系分野で行われ

ている化学概論などで扱われる化学用語と専

門分野の入門部分、下記のようなどの化学実

験室にも装備してある定番的辞典類をもと

に、本学のカブール大学からの留学生が実験
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室におけて日常的に使う化学用語を確認しな

がら項目を決定した。

理化学辞典　久保亮五編　岩波書店

化学辞典　大木道則編　東京化学同人

生化学辞典　日本生化学会編　東京化学同人

イラストで見る実験の基礎知識　飯田隆ほか　丸

善

学術用語集化学編（増訂２版）文部科学省　日本

化学会　南江堂

漢和辞典　赤塚忠ほか編　旺文社

A Dictionary of Science  J. Danintith, E. Martin Eds.

OXFORD University Press

付記：なお、希望者される方にはお申し出が

あれば辞典をご送付いたします。下記

の連絡先まで。

E-mail:umezawa.kayoko@ocha.ac.jp

または fujieda.shuko@ocha.ac.jp


