
ま え が き
本書は，ドイツ語授業を受けはじめた高校のときから，今日に至るまでに，

高校･大学･大学院での授業･講義，ドイツでの企業研修，大手製鉄会社勤務，
ドイツ駐在，ISO事務局，翻訳業務で得た経験･知見・技術を基に，科学技術
の分野でよく使われる科学技術ドイツ語について，『科学技術和独英大辞典』
としてまとめてみた．

科学技術文献･特許の翻訳の際に，迷ったとき，「あ，そうか！」と納得し
ていただけたら，幸いである．本書で挙げた語は，筆者が実際に遭遇した，ま
たは使用した生きた科学技術ドイツ語･文で，有用と思われるもののみを集め
たものであるので，実際の業務･翻訳で役立つことを確信している．科学技術
ドイツ語辞典については，国内で最近刊行されることがなく，科学技術の進展
に適応できていないのが現状である．また，著者をはじめとする団塊の世代の
幅広い経験・技術の伝承の面からもこの種の辞典が望まれていた．本書が現在
では古くなっている専門辞典との懸け橋となって，科学技術ドイツ語の理解の
一助となれば，著者の幸いとするところである．

なお，本書で取り上げた文章のうち，短い文については，一般的に使われ，
著作権的に意味がないと思われるものについては，出典を示さなかったが，長
文については，その都度出典を書き添えた．また，利便性を考え，できるだけ
英語も併記した．しかし，読者にとっても煩雑となると思われる，あまりにも
初歩的な単語などは，独英語ともに省いた．略語については，英語であっても
そのままよく使われるもの，重要と思われるものについては採用した．さらに
文法については，本書が実用に処することを目的にしていることから，ある程
度文法は習得されていることを念頭に置き，できる限り最小限に抑えた．

さらに，本書では主に，技術論文，技術系雑誌，特許などでよく用いられる
語ほかについて，実用上の観点からまとめてみた．本書は和独辞書であるので
和独翻訳などで日本語から引くときはもちろんであるが，“独和翻訳”の際に，
本書を使って関係・関連する語を引き，そこからヒントを得て，独語の適切な
日本語訳を見い出すうえでも大いにお役に立つことができるのではと考えてい
る．また，本書は，従来の和独辞書にありがちな，短く切った断片的で単発的
な単語のみならず，ドイツ語に特有の長いひとまとまりな単語・合成語，並び
に文章成分なども，現実に即して積極的に採り上げ，読者のドイツ語に対する
理解が幅広く拡がりを持って進み，利便性が高まるように努めた．

2018年新春　軽井沢の山荘にて
町村 直義

書籍のコピー，スキャン，デジタル化等による複製は，
著作権法上での例外を除き禁じられています．
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凡　例

1.見出し語以下の説明については，次の
配列に従って行なった．
1）見出し語（現代かなづかい，平仮名と

片仮名で表示）－通常表記和文単語
（和文別名，類義語，関連語など，必
要により語の説明または補足）－独訳
語－独語類義語・同義語，関連語・
反対語－英訳語－「；」で仕切り用例な
ど－専門分野別略語表示

2）略語が対象の場合：見出し語（現代か
なづかい，平仮名と片仮名で表示）－
通常表記和文単語（和文別名，類義語，
関連語など，必要により語の説明また
は補足）－対象略語＝独語全文または
英語その他言語全文＝英語全文また
は独語その他言語全文－「；」で仕切
り用例など－専門分野別略語表示

【具体例】
ホスホグリセリンアルデヒドだっすい
そこうそ　ホスホグリセリンアルデヒ
ド脱水素酵素（高エネルギーリン酸結
合形成に関与），PGADH ＝ Phosphog-
lyzerinaldehyddehydrogenase ＝ phos-
phoglycerin aldehyd dehydroge-
nase 化学 バイオ 医薬

2.見出し語は，現代かなづかいを用いて
次の順序により配列した．
1）五十音順
　冗長に過ぎない範囲で発音にできるだ

け沿った記述とした（例えば，長音が
続く「セパレーター」は「セパレータ」と
する）．

2）清音・濁音・半濁音の順
3）促音・拗音・直音の順
4）和語・漢語・外来語の順
5）通常表記和文単語で，漢字表記のあ

るときは，① 漢字の字数が少ないも

のが先，② 字数が同じときは，1 字
目の漢字の画数が少ないものが先，
③ 1 字目の漢字の画数が同じときは，
2 字目以下の画数による．

6）外来語で同じ見出しのときは，原語の
綴りのアルファベット順とする．

7）英字・数字を含む見出し語は，その
発音により配列した．

8）ギリシャ文字の接頭記号を持つ見出し
語については，その発音により配列し
た．ギリシャ文字以外の D-，L- など
については，その発音により配列した．

9）長音は「あ行」のかなに置き換えた位
置に配列した．

10）平仮名と片仮名のみの通常表記和文
単語は，見出し語と同じくなるので
省略した．

3.和文別名，類義語，関連語などでの，
必要による語の説明または補足
通常表記和文単語の次にくる “和文別名，
類義語，関連語など，必要により語の
説明または補足 ”については（　）を用い，
読者が望むと思われる語について，ほ
かの日本語との関係，表示独語の意味
するところを，より広く的確に理解を
深めていただけるように表示した．

4.独語類義語・同義語，関連語・反対語
独訳語の次には，独語類義語・同義語，
関連語・反対語などを示し，読者が重
要な科学技術独訳語の位置づけを把握
しやすくなるように努めた．

5.括弧表示は（　　）とし，二重括弧
となる場合は［（　）］とした．

6.類義語・同義語，関連語・反対語，
用例の和訳は（　）括弧に入れた．

7.コロンとセミコロンの使い分けは以
下の通りとする．
：（コロン）は，「つまり」「すなわち」
と前文（語）とイコールに近い場合に用
いる．

；（セミコロン）は「一方」「それと」「だ
けど」など，前文（語）とは切れ目の比
重が大きい場合に用いる．

8.漢字の読みについては，必要により
［　］にて示した．
9.次項に示す 英 英語表示・独 ドイツ
語表示について
英独で，形容詞，動詞の場合などは，
同じ綴り，もしくはわずか違いなどで
判別がしにくいことから，英 独 をで
きるだけ，あえて表示し，読者の便を
図った（heploid，orbital など，頭文字
が独語でも小文字のため）．単語または
略語で，それが英語（圏）起源または英
語である場合には，和独辞書の性格上
読者の理解の助けになるよう 英 の表
示をいれた．ただし性が示されている
独語名詞の直後に英単語が配置される
場合には，明確に判別できるため 英

をはぶいた．その他読者のわかりやす
さを念頭にできるだけ 英 独 を付加表
示した．

10 . 符号・記号・略語
男 男性名詞
女 女性名詞
中 中性名詞
複 複数形
類 類義語・同義語
関 関連語・反対語
etwas 事物の 4 格
etwas（3） 事物の 3 格
etwas（2） 事物の 2 格
+2,+3,+4 上付き数字は格支配を示す．
他 他動詞
自 自動詞
再 再帰動詞　 4 格の再帰代名詞を必要
とする再帰動詞には sich を，3 格のそれ
を必要とする再帰動詞には sich（3）を添え
て示した．
英 英語表示
独 ドイツ語表示

仏 フランス語表示
ラ ラテン語表示

11 . 専門分野別略語（五十音順）
安全 労働安全，労働災害，労働衛生，
安全教育，食の安全
医薬 医学，薬学，医薬品
印刷 印刷，印刷用紙，製紙
エネ エネルギー，省エネルギー，熱
音響 音響学，音響
海洋 海洋
化学 化学，化学工学，化学プラント，
石油化学工学，石油化学プラント，石油，
分析
環境 環境，環境保護，自然保護，エコ
ロジー
機械 機械全般，自動車，自転車，機械
設計，製図
規格 規格関連，基準
気象 気象，天候，気象学
軍事 軍事全般，兵器，核兵器
経営 経済社会全般，経営，労働，労務
原子力 原子力，原子力発電
建設 建設，建設工学，建築，建築工学，
土木，土木工学，橋梁，橋梁工学，コ
ンクリート，コンクリート工学
光学 光学，レーザー，レーザー機器，
プラズマ
航空 航空機，航空工学，宇宙工学，宇宙，
天体，人工衛星
交通 鉄道，鉄道工学，電車，交通工学，
交通全般，地理
材料 分塊，圧延，鍛造，材料，加工，
熱処理，表面処理，性質，品質，品質
管理，製品，材料全般
雑貨 雑貨，その他の工業製品
社会 社会全般，社会問題
食品 食品，食品工業，栄養
数学 数学
製銑 製銑，製銑原料，焼結，コークス炉，
高炉，製錬
製品 製品
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精錬 溶銑処理，溶解，精錬，転炉，電
気炉，炉外精錬，製鋼，非鉄精錬，造
塊
設備 設備，装置
繊維 繊維工業，織物，布，裁縫，ミシ
ン
船舶 船舶工学，船舶
全般 科学工学全般，研究，研究開発，
教育
操業 操業，運転
組織 協会，連盟，学会，団体，組織，
公共機関，政府機関，国際組織，EU
単位 単位，単位系
地学 地学，土壌，採掘，採鉱，鉱物，
鉱物資源，鉱床，石炭
鋳造 鋳造，鋳物，造塊，鋳鉄
鉄鋼 鉄鋼全般
電気 電気，電子，通信，コンピュータ，
計測，分析，電気・電子材料，半導体，

発電，発電設備，プラズマ，磁気
統計 統計
特許 特許関連
バイオ バイオ，動植物，農業，生理学
非金属 非金属材料全般，セラミックス，
耐火煉瓦，スラグ
非鉄 非鉄金属全般，非鉄材料，非鉄金
属製造法，非鉄精錬
品質 品質，品質管理
物理 物理，気象，地震，火山，磁気，
プラズマ
物流 物流，物流システム，倉庫，倉庫
システム
放射線 放射線，放射線治療
法制度 法律，制度，規則，条例，国際
条約，制度
溶接 溶接，溶接施工，溶接冶金
リサイクル リサイクル，リサイクル技術・設備
連鋳 連続鋳造

あ
アークあんていそうち　アーク安定装置，
Lichtbogenstabilisator 男，arc stabiliz-
er 溶接 電気 機械 精錬

アークほうでん　アーク放電，Lichtbogen- 
entladung 女，arc discharge 電気 精錬
機械

アークようせつ　アーク溶接，Lichtbo-
genschweißung 女，arc welding 溶接
機械

アークようだん　アーク溶断，Lichtbo-
genschneiden 中，arc cutting 溶接 機械

アークろ　アーク炉，Lichtbogenofen 男，
arc furnace 精錬 電気 材料

アース　Erdung 女 電気
アースせつぞくターミナルブロック　アー
ス接 続ターミナルブロック，Leiteran-
schluss -K lemmblock 男，termina l 
block for earth connection 電気

ア ー チ き ょ う　 ア ー チ 橋，Gewölbe-
brücke 女，arched bridge 建設

アーチこうはいせつごうぶ　アーチ後背
接合部（アーチと前壁間）クラック，Rü- 
ckenfugenriss 男，crack in arch rear ex-
terior side connecting part 建設

アーチじょうりゅうめん　アーチ上流面
（アーチ背面），Krümmungsaußenseite 女，
extrados，exterior curve of an arch 建設

アーチそとがわのきょくせん　アーチ外
側の曲線（アーチ背面），Krümmungs- 
außenseite 女，extrados，exter ior 
curve of an arch 建設

アー チはいめん　アーチ背面，Krüm-
mungsaußenseite 女，extrados，exteri-
or curve of an arch 建設

アーチはいめんせりもちだい　アーチ背
面迫持台，Gewölbekämpfer 男，spring-
ing of extrados 建設

アーチファクト　［（生体電気計測で障害
となる）雑音成分，障害陰影，人工物，
人為構造］，英 artifact 化学 バイオ 医薬
電気

アーチリング　Gewölbering 男，arch ring 

建設
アーバ　Dorn 男，類 Spindel 女，arbor 
機械

アーバーサポート　Traglager des Dorns 
中，arbor support 機械

アール・イー・エヌプログラム　REN プ
ログラム（無尽蔵にあるエネルギー源を
使った，エネルギーの合理的な使用と，
そこからの受益に関するプログラム），
REN-Programm ＝ Programm“Ra-
t iona l le Energirverwendung und 
Nutzung unerschöpf licher Energi-
equelle” エネ 環境 機械

アール・ピー・エフシステム　RPF シス
テム（繰り返し機構付きフィードバック
フィードフォアワッド制御系），RPF-Sys-
tem＝ 英 repetitive programmed con-
troller feedforward/feedback computer 
system 電気 機械 設備

アールフィコエリスリン　R フィコエリスリ
ン（蛍光色素，フローサイトメータで使う
蛍光標識物質），RPE＝R-Phycoerythrin 
光学 化学 バイオ

アイ・イー・シー60825-1　IEC60825-1
［レーザー製品の安全性を規定した IEC
（国際電気標準会議）の規格（safty of la-
ser products）］電気 規格 組織

アイ・エ ス・オー かん ど　ISO 感 度，
ISO-Filmempfindlichkeit 女，iso film 
speed 光学 電気

アイがたかたざい　I 形形材（I 形断面），
I-Profil 中，I-profie 材料 鉄鋼 非鉄 建設

アイが た こう　I 形 鋼，I-Profil 中 材料
鉄鋼 建設

アイがただんめん　I 形断面（I 形形材），
I-Profil 中 材料 建設

アイコン（ボタン），Symbol 中，類 Icon 中，
icon 電気

アイコンバー　Symbolleiste 女，icon bar 
電気

あいぜんごして　相前後して，hinterein-
ander 設備 全般
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アイソセンター アクリルさんメチルアクチュエータ あそびぐるま

ああ アクリルさんメチル　アクリル酸メチル（主
にアクリル樹脂の原料として使用されてお
り，ほかの樹脂の共重合原料などにも用
いられる．出典：製品評価技術基盤機構，
2008，p.3），Methylacrylat 中，英 meth-
yl acrylate 化学 材料

アクリロニトリル・ブタジエンきょうじゅ
うごうゴム　アクリロニトリル・ブタジエ
ン共重合ゴム，NBR＝英 nirile-butadien 
rubber 化学 材料

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
さんげんきょうじゅうごうたい　アクリロ
ニトリル ･ブタジエン･スチレン三元共重
合 体，ABS ＝Acrylnitril-Butadien-Sty-
rol ＝ acrylonitrile-butadiene-styrene 
terpolymer 化学 材料

あ さ が お　 朝 顔，Rast 女，bosh，notch 
製銑 設備 機械 非鉄

あさんかちっそ　亜酸化窒素，Stickstoff- 
oxydul 中，類 Distickstoffmonoxid 中，
N2O，dinitrogen monoxide，nitrous ox-
ide 化学 バイオ 医薬

あしおきだい （オートバイなどの）足置き台，
Fußraste 女，foot rest 機械

あしかけだい　足掛け台（ラッチ，キャッ
チ），Raste 女，foot rest，latch，catch，
notch 機械

あしくびかんせつじょうぶ　足首関節上部，
OSG ＝ Oberes Sprunggelenk ＝ upper 
ankle joint 医薬 電気

あし ば　 足 場，Rüstung 女，scaffolding，
scaffold 建設 設備

アジピンさん　アジピン酸（ナイロンの原
料として工業的に重要），Adipinsäure 女，
adipin acid 化学 材料

アジマスかく　アジマス角，Azimutwin-
kel 男，azimuth angle 電気 機械

アジャストメント　Anordnung 女，ad-
justment 機械

あしゆび　足指，Zehe 女，toe 医薬
あしょうさんえん　亜硝酸塩，Nitrit 中，
nitrite 化学

アシルきてんいこうそ　アシル基転移酵
素（脂肪酸転移反応を触媒する酵素の総
称．出典：日本光合成学会ホームページ），

Acyltransferase 女，acyltransferase 
化学 バイオ

アスパラギンさんアンモニアリアーゼ　
アスパラギン酸アンモニアリアーゼ，As-
partatammoniatiklyase 女，aspartate 
ammonia-lyase（E.C.4.3.1.1）化学 バイオ

アスパラギンさんキナーゼ　アスパラギ 
ン酸キナーゼ，Aspartatkinase 女，as-
partate kinase（E.C.2.7.2.4）化学 バイオ

アスペクトひ （タイヤの）アスペクト比，
Höhe zu Breite Verhältnis 中，aspect 
ratio 機械

アスペルギルス・アワモリ　泡盛麹，As-
pergillus awamori 男， 英 Aspergillus 
awamori 化学 バイオ

アスペルギルス・オリーゼ （米麹菌，コウ
ジ），Aspergillus oryzae 男，英 Asper-
gillus oryzae 化学 バイオ

アスマンつうふうかんしつけい　アスマン
通 風 乾 湿 計，Assmann’sches Aspira-
tionspsychrometer 中， 英 Assmann 
aspiration psychrometer 化学 環境 気象

アセチルシスティン　［パラセタモール（ア
セトアミノフェン）の過剰摂取の治癒，嚢胞
性線維症や慢性閉塞性肺疾患などにみ
られる多量の粘液分泌の緩和に使用され
る医薬品である．出典：The American 
Society of Health-System Pharmacists，
ウイキペディア］，NAC ＝N-Acetylcys- 
tein＝N-acetyl Cystein バイオ 医薬

ア セ チ ル ペ ニ シ ラ ミ ン　NAP ＝
N-Azetylpenicillamin ＝ N-acetyl-D，
L-penicillamine 化学 バイオ 医薬

アセテーター　Acetator 男，acetator，
vinegar fermenter 化学 バイオ 設備

アセトアニリド　Acetanilid 中，acetani-
lide 化学

アセトン　Aceton 中，acetone 化学
アセンブリー　Satz 男，assembry 機械
アセンブリげんご　アセンブリ言語，As-
semblersprache 女，assembler lan-
guage 電気

あ そ び　 遊 び，Spiel 中，backlash，side 
play，play 機械

あそびぐるま　遊び車，Losrad 中，類

アイソセンター　Isozentrum 中，isocen-
ter 化学 バイオ 放射線

アイ・ディートークン　IDトークン（識別
子トークン），英 ID-Token，英 identifi-
er -token 電気

あいてがわフォームフィッティングけつご
うの　相手側フォームフィッティング結合
の，gegenformschlüssig， 英 mating 
form-fitting connection 機械

あいてがわプラグ　相手側プラグ，Gegen-
stecker 男，mating plug 電気

アイドリング　Leerlauf 男，idling，run-
ning without load 機械

アイドリングこんごうき　アイドリング混
合気，Standgas 中，idling mixture 機械
環境 エネ

アイドリングロス　Leerlaufverluste 男，
複，losses in idle 機械

アイドルタイム　Nebenzeit 女，類 Still-
standszeit 女，idle time，down time 
操業 設備 機械

ア イ・ ピ ーア ド レ ス　IP アド レ ス，
IP-Adresse ＝ 英 internal protocol 
adress 電気

アイフック　Ösenhaken 男，eyehook，
eyelet，clevis hook 機械

アウトカップリングまど　アウトカップリ
ン グ 窓，Auskoppelfenster 中，outcou-
pling window，coupling-out window 
光学

アウトソーシング　Fremdleistung 女，
類 Fremdvergeben 中，out sourc -
ing 経営 操業

アウトバウンド　OB ＝ outbound＝aus-
laufend 物流 製品

あえんきダイキャストごうきんのしょうひ
んめい　亜鉛基ダイキャスト合金の商品
名（米国），ZAMAK＝Zink+Aluminium+-
Magnesium+Kupfer Legierung 鋳造
材料 機械

あおりど　煽り戸，Klappe 女，flap door 
機械

あかがね　赤金（銅，あかがね，アカガネ，
レッドメタル），RM＝Rotmetall＝ red 
metal 非鉄

あがり（ ぶ い）　 揚 がり（ 部 位 ），Erhe-
bung 女，elevation，rise 機械 特許

あ が りど め　 揚り止め，Erhebungsan-
halt 男，elevation stop 交通 機械

あきだか　あき高（内法の高さ），lichte 
Höche 女，clear height，upper clear-
ance 交通 機械 建設

あきゅうせいさいきんせいしんないまく
えん　亜急性細菌性心内膜炎，SBE ＝
subakute bakterielle Endokarditis ＝
subacute bacterial endocarditis バイオ
医薬

あきょうしょうの　亜共晶の（＜4.3C％），
untereutektisch，英 hypo-eutectic 材料
製銑 精錬 鋳造 鉄鋼 非鉄

あきょうせきの　亜共析の（＜ 0.85C％），
untereutektoidisch， 英 hypo-eutectoid 
材料 製銑 精錬 鋳造 鉄鋼 非鉄

あくせいこうたいおんしょうこうぐん　悪
性高体温症候群，MHS ＝ malignes Hy-
perthermiesyndrom ＝ malignant hy-
perthermia syndrome 医薬

あくせいひんけつ　悪性貧血，PA＝ per-
niziöse Anämie ＝ pernicious anemia 
医薬

アクセサリー （コンピュータなどのアクセ
サ リ ー），Zubehör 中，accessory 機械
電気

アクセ ス か んり　 アクセス管 理，Zu-
griffssteuerung 女，access control，AC 
機械 電気

アクセ ス けん　 アクセス 権，Zugriffs-
recht 中，right to access 電気

アクセスタイム （メモリー上のデータの読
み 見 出 し に 要 す る 時 間 な ど ），Zu-
griffszeit 女，access time 電気

アクセスのしやすさ　Zugänglichkeit 女，
accessibility 電気

アクセルペダル　Gaspedal 男，accelera-
tor pedal，gas pedal 機械

アクチベータいでんし　アクチベータ遺伝
子，A k t i v a t o rg en 中，ac t i v a t o r 
gene バイオ 医薬

アクチュエータ　Stellantrieb 男，類 An-
trieb 男，acutuator 機械 電気
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ターニングセンター　Wendemaschine 女，
turning center 機械

タービンいりぐちおんど　タービン入口
温 度，Turbineneintrittstemperatur 女，
turbine inlet temperature，TIT 機械
エネ 操業

ターボジェットエンジンのしょうみすい
りょく　ターボジェットエンジンの正味推
力，Turbienendüsentriebwerks 男，
net thrust of turbojet engine 機械 航空

ターボジェットエンジンのせいのう　ター
ボジェットエンジンの性能，Leistung 
des Turbienendüsentriebswerkes 女，
performance of turbojet engine 機械
エネ 航空

ターボジェットのせいしすいりょく　ター
ボジェットの静止推力，Standschub des 
Turbinendüsentriebwerks 男，static 
thrust of turbojet 機械 航空

ターボチャージャー　Turbolader 男，
turbo-charger 機械

ターボプロップエンジン　PTL ＝Pro-
peller-Turbinenluftstrahltriebwerk ＝
Turboproptriebwerk ＝ propeller tur-
bine atmospheric jet engine 航空 機械

ターミナル （クランプ），Klemme 女，関
Schelle 女，Einspannung 女，Bügel 男，
Schäckel 男，Zwinge 女，clamp，termi-
nal 機械 電気

ターミナル （端末，端子），Terminal 中，
terminal 電気；ターミナル（空港などの）
Terminal 男，terminal 航空 交通 設備

ターミナルクランプ　Klemmbügel 男，
terminal clamp 電気 機械

ターミナルストリップ （接続片，クランプ
バー），Klemmleiste 女，terminal strip，
clamping bar 電気 機械

ターミナルボックス　Klemmkasten 男，
terminal box 電気 機械

タールぶんりき　タール分離器，Teerab-
scheider 男，tar-separator 化学 設備

ターンアップアセンブルぶい　ターンアッ

プアセンブル部位，Aufrichtbauteil 中，
turn assemble part 機械

ターンオーバーひんど　ターンオーバー頻
度（触媒活性点で，単位時間に分子が化
学反 応する回数），TF ＝ 英 turnover 
frequency ＝ Umschlagshäufigkeit ＝
Umsetzungshäufigkeit 化学

ターンバックル （ねじ締め金具），Spann-
schloss 中，類 関 Vorreiber 男，Spann-
schraube 女，tension lock，tightener，
turnbuckle 機械

ダイ　Stempel 男，die 機械
たいアークせい　耐アーク性，LBF ＝
Lichtbogenfestigkeit ＝ arc resistance 
溶接 材料 電気 機械

たいあつぼうばくこうぞう　耐圧防爆構
造，EX-d（規格），explosionsgeschützte 
und druckfeste Sicherheitsstruktur 女，
pressure - res i st ance and explo -
sion-proof structure 電気 規格

ダイアフラム　Diaphragma 中，関 Mem-
bran 女，diaphragm 機械 操業 設備 化学
建設

ダイアフラム　Membran 女，関 Diaphrag-
ma 中，diaphragm 機械 電気 化学 バイオ
医薬 建設

ダイアルゲージ　Messuhr 女，dial gauge 
機械 電気

ダイアログボックス　Dialogfenster 中，
dialog box 電気

たいいきじょきょフィルター　帯域除去
フィルター（帯域阻止フィルター），Sperrfil-
ter 男， 類 Bandsperre 女，band elimi-
nation filter，BEF 電気

たいいきせいせい　帯域精製（ゾーンメル
ティング，ゾーン溶融，帯域融解，ゾー
ン融解，帯域溶融法），Zonenschmel-
zen 中，zone melting，zone refining 
精錬 材料 化学 物理

たいいきはば　帯域幅（スリット），Band-
breite 女，bandwidth 電気 機械 操業
設備

だいいちだんげんそくそうち　第一段減
速装置， Vorgelege 中，intermediate gear，
countershaft lay shaft，primary reduction 
gear 機械

たいいん　退院，die Entlassung aus dem 
Krankenhaus 女，leaving hospital，dis-
charge from hospital 医薬

たいおうしきれない　対応しきれない（う
まく機能しない，欠陥がある，役に立た
ない），versagen，fail 全般

たいおうするもの　対応するもの（相応す
るもの），Entsprechendes 中，accordance，
correspondence 全般

ダイオードアレイけんしゅつき　ダイオー
ドアレイ検 出 器，Dioden-Aray-Detek-
tor 男，diode-aray-detector 電気 機械

たいか　退化（変性），Degeneration 女，
degeneration 化学 バイオ

たいがいしょうげきはけっせきはさいほ
う　体外衝撃波結石破砕法，extrakor-
porale Stoßwellenlithotripsie 女，ES-
WL，extracorporeal shock wave litho-
tripsy 医薬 音響 物理

たいがいとうせきようけつえきかいろ　
体外透析用血液回路，extrakorporaler 
Blutkreislauf 男，extracorporeal blood 
circuit 医薬

たいがいぶっしつ　体外物質，körper-
fremde Substanzen 女 複，exogenous 
substances，foreign substances 化学
バイオ 医薬

たいかく　対角，gegenüberliegender Win-
kel 男，opposite angle 機械 数学 統計

だいがくがいの　大学外の，außeruni-
versitär， 英 extra-university 全般
組織

たいかくきょり （ねじの）対角距離，Ge-
windegrundlöcher 中 複，width-across 
corners 機械

たいかくせんの　対角線の，diagonal，
英 diagonal 数学 機械

たいかざい　耐火材（耐火物，耐火材料），
feuerfeste Materialien 中 複，refracto-
ry materials 非金属 製銑 精錬 材料 エネ
建設

たいかざいりょう　耐火材料（耐火物，耐
火 材），feuerfeste Materialien 中 複，
refractory materials 非金属 製銑 精錬
材料 エネ

たいかしけん　耐火試験，Prüfung auf 
Widerstandsfähifkeit gegen Feuer 女，
fire resistance test 機械 化学 材料 建設
非金属

ダイカストかながた　ダイカスト金型（ダイ
キャスト金型），Druckgusswerkzeug 中，
die 鋳造 機械

たいかど　耐火度（耐火性），Feuerfes-
tigkeit 女，fire resistant quality，re-
fractoriness 製銑 精錬 材料 エネ 非金属

たいかねつざい　耐過熱剤（耐加圧剤，
抗焼付き剤），Anti-Seize-Mittel 中，an-
ti-seize 機械 化学

たいかぶつ　耐火物（耐火材料，耐火材），
feuerfeste Materialien 中 複，refracto-
ry materials 製銑 精錬 材料 エネ 非金属

たいかりょく　耐荷力（装入重量，荷重），
Besatzgewicht 中，loading capacity 
製銑 精錬 機械

たいかれんが　耐火煉瓦，feuerfester Zie-
gel 男， 類 Schamotteziegel 男，Schamot-
tenstein 男，refractories，firebrick 非金属
製銑 精錬 連鋳 材料 鋳造 エネ 鉄鋼 非鉄
化学 設備 操業

たいかんかくせいゆうはつでんい　体感
覚性誘発電位（体性感覚誘発電位，体性
知覚誘発電位），SEP ＝ somatosensorisch 
evoziertes Potenzial ＝ somatosensory 
evoked potential 医薬 電気

たいきおせんぼうしにかんするぎじゅつ
ししん　大気汚染防止に関する技術指針，
TA-Luft ＝Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft ＝The Technical 
Instructions on Air Quality Control＝
Technical Guideline for Air Pollution 
Control 環境 法制度 特許 規格

たいきしている　待機している （スタンバ
イしている），stehen in Betriebsbereit-
shaft， 英 in stand-by 操業 設備

たいきちゅうプラズマようしゃほう　大
気中プラズマ溶射法（雰囲気プラズマ溶射
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top 機械
バーナー　Brenner 男，burner 溶接 材料
機械

ハーフナット　Halbmutter 女，half nut 
機械

パーフルオロアニリン　p-フルオロアニリン，
PFA＝英 p-fluoroaniline 化学 バイオ

パーフルオロアルコキシ （ポリテトラフル
オロエチレン PTFE と似た性質を持つフ
ルオロポリマーの一種），PFA＝英 per-
fluoroalkoxy 化学

パーフルオロエラストマー　FFKM＝
Perfluorkautschuk ＝ perfluorinated ru-
ber 化学

パーフルオロオクタンさん　パーフルオロ
オクタン酸（乳化性能に優れるが，環境残
存性有），PFOA＝英 perfluoroctanacid
＝ Perfluoroctansäure 化学 バイオ 医薬
環境

パーフルオロオクタンスルホンさん　パー
フルオロオクタンスルホン酸（界面活性剤
として用いられる），PFOS ＝Perfluorooc-
tylsulfonat ＝ perfluorooctanesulfonate 
化学 バイオ 環境

パーフルオロケロシン （テトラフルオロエ
チレンの溶剤などに用いられる），PFK
＝Perfluorkerosin＝perfluoro-kerosine 
化学 材料

パーライト　Perlit 男，pearlite 材料 鉄鋼
物理

はい　胚，Embryo 男，embryo バイオ
バイアス　Vorspannung 女，prestress-
ing，bias，pretension，prestressing 機械
電気

はいあつ　背圧，Gegendruck 男，back 
pressure，counter pressure 機械 エネ

はいあつタービン　背圧タービン（炉頂圧
タービンなど），Gegendruckturbine 女，
類 Gichtgasentspannungsturbine 女，
back -pressure turbine 製銑 機械 電気
エネ 設備

はいあつべん　配圧弁（分配弁），Vertei-
lungsventil 中，類 Verteilerventil 中，
distribution valve 機械 化学

はいいし　配位子（リガンド），Ligand 男，

ligand 化学 バイオ
はいいはいち （異性体置換基などの）配
意配置，Konfiguration 女，arrangement，
configuration，structure，molecular 
configuration 化学 バイオ 機械 電気

はいえき　廃液，Abwasser 中，類 Ef-
fluent 中，effluent 環境 リサイクル 化学 バイオ

はいえん　肺炎，Pneumonie 女，類 Lun-
genentzündung 女，PN，pneumonia 
医薬

は い え ん き ゅ う き ん　 肺 炎 球 菌，
Pneumokokken 男，pneumococcus バイオ
医薬

はいえんすいかく　背円錐角，Rücken-
kegelwinkel 男，back cone angle 機械

は いえ んす いきょり　 背 円 錐 距 離，
Ergänzungskegellänge 女，類 Rücken-
kegellänge，back cone distance 機械

はいえんはいねつそうちのほんたいこう
ぞうぶ　排煙排熱装置の本体構造部，
RWA-Beschläge ＝ Rauch-Wärmeab-
zugsanlage-Beschläge 機械 設備 エネ
バイオ 医薬

ハイオク （加鉛ガソリン），verbleiter Kraft-
stoff 男，leaded gasoline 機械 化学

バイオス　BIOS ＝英 basic input output 
system＝grundlegendes Input/Output 
System 電気

バイオスタット　バイオスタット，Biostatt 
女，bioplace バイオ 環境

バイオねんりょう　Biosprit 男，bio fuel，
bio gas エネ バイオ 環境 化学 機械

バイオマス （量的生物資源），Biomasse 
女，biomass バイオ 地学

はいがさいぼう　胚芽細胞，Keimzelle 
女，germinal cell，gamate バイオ

はいガスきせいおうしゅうきかく （ドイツ
の規格に合わせてモディファイした）排ガス
規 制 欧 州 規 格，Euro4/D4-Abgaslimits 
für Schadstoffemisssion 中 複 規格 環境
機械 化学

はい（き）ガスさいじゅんかん　排（気）ガ
ス再 循環，AGR＝Abgasrückführung
＝exhaust gas recirculation＝EGR 機械
環境

は
パーキンソンびょう　パーキンソン病，
Parkinsonkrankheit 女，英 Parkinson's 
disease 医薬

パークアンドライドほうしき　パークアン
ドライド方式（都市との境界で車を駐車さ
せ，公共交通で都心部まで行く方式），
P+R ＝ 英 park and ride ＝ Parken an 
der Stadtgrenze und Weiterfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 交通 機械
社会 環境

パークロルエチレン （有機溶剤の一種 
で，洗剤としてはドライクリーニングなど
に使われる），PER＝Perchlorethylen＝
perchlorethylene 化学

バ ーコ ードリー ダー　Strichcode -Le -
segerät 中，bar code reader 電気 機械

パージライン　Spülleitung 女，flushing 
supply line 機械 設備 化学

パージングガス　Formiergas 中，inert 
gas，purging gas 製銑 精錬 化学

は あたり　 歯当り，Tragbild 中，gear 
contact pattern，tooth contact 機械

バーチカルポンプ　Vertikalpumpe 女，
vertical pump 機械

バーチャルリアリティ （仮想現実），virtu-
elle Realität 女，virtual reality 電気

ハードコート （突き固めた場所），Tennen-
platz 男，hard court，tamped area 地学
建設

ハードディスクメモリー　Festplattenspei- 
cher 男，hard disc memory 電気

ハードトップ　festes Verdeck 中，hard 
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mouth 製銑 精錬 操業 設備 エネ 機械
ノックダウンいでんし　ノックダウン遺伝
子，KD ＝英 knock-down 化学 バイオ

ノッチ（ボッシュ）　Rast 女，bosh，notch 
機械 製銑

ノッチ　Raste 女，latch，catch，notch 機械
ノッチダイ　Ausklinkenrad 中，notching 
die 機械

ノッチディスク　Rastenscheibe 女，notched 
disc，slotted disc 機械

ノッチをいれた　ノッチを入れた，eingekerbt，
英 notched 材料 機械

ノッチをいれること　ノッチを入れること，
Einkerbung 女，to notch，to groove 機械

のどあつ　 のど 厚，Nahthöhe 女， 類
Nahtdicke 女，Kehlnahtt iefe 女，
throat thickness，throat depth，
throat 溶接 機械

のどえん　のど円，Kehlkreis 男，gorge 
circle 機械

のどぶ　のど部，Kehle 女，throut，fi l-
let，channel 機械

ノニフェノールポリエトキシカルボンさ　
ノニフェノールポリエトキシカルボン酸，
NPnEC ＝ 英 nonylphenol polyethoxy 

carboxylic acid 化学 バイオ
ノニルフェノール （表面活性剤の製造に
用いる），Nonylphenol 中，nonylphenol 
化学 バイオ

のび・ヴェーラーカーブ　伸び・ヴェーラー
カーブ，DWL ＝Dehnungs-Wöhlerlinie 
材料 機械

のびている　延びている，verlaufend，
英 passing 機械 化学 バイオ

ノモグラム　Nomogramm 中 数学 統計
の り　 糊，Stärke 女，starch 機械 材料
化学 バイオ 医薬

のりのような　糊のような，pastös，英

paste-like 化学 バイオ 機械
の り め ん　 法 面，Böschung 女，slope 
機械 建設

ノルジヒドログアイアレチンさん　ノルジ
ヒドログアイアレチン酸，4,4'-（2,3-ジメチル
-1,4-ブチレン）ジピロカテコール，NDGA
＝nordihydroguaiaretic acid＝n-Dihyd-
roguajaretsäure 化学 バイオ 医薬

ノルロイシン （化粧品，ほかに用いられ
る），Nle ＝Norleucin＝ norleucine 化学
バイオ 医薬

は
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ロックそうち ワーレンモータ

わ

410
ろしょう ロックそうち

ろ

中，blast furnace hearth 製銑 設備
ろしょうけ い　 炉 床径，Gestelldurch-
messer 男，hearth diameter 製銑 精錬
機械 設備

ろじょうそうこうしゃ　路上走行車，
Straßenfahrzeug 中，road vehicle 交通
機械

ろしんようゆう　炉心溶融，Reaktor- 
kernschmelzen 中，nuclear reactor 
core meltdown 原子力 放射線 物理 設備

ろしんようゆうぶつ　炉心溶融物，Cori-
um 中，corium 原子力 放射線 物理

ロストコア（ちゅうぞう）ほう　ロストコア
（鋳造）法（溶融中子法），Gießen mit 
verlorenen Kernen 中，casting with 
lost core 鋳造 化学 材料 非鉄

ロストワックスほう　ロストワックス法，Voll- 
formgießverfahren 中， 類 Wachsaus- 
schmelzverfahren 中，waste wax pro-
cess，lost wax casting process 鋳造
機械 設備

ロスのある （不可逆の），verlustbehaftet，
英 lossy 化学 バイオ

ロスのない （可逆の），verlustfrei， 英

lossless 化学 バイオ
ロターブ レ ード　Rotorblatt 中，rotor 
blade 航空 機械

ロ－タリーエンジン　Drehkolbenmotor 
男，rotary enjine 機械

ろチャンバ ーな い おん ど　 炉 チャン 
バー内 温 度，Ofenraumtemperatur 女，
furnace chamber temperature 材料
鉄鋼 非鉄

ろちょう　炉頂，Gicht 女，furnace throat，
furnace top 製銑 鉄鋼 非鉄 設備

ろちょうあつ　炉頂圧，Gegendruck an 
der Gicht 男，back -pressure 製銑 エネ
電気

ろちょうあつタービン　炉頂圧タービン
（背圧タービン），Gegendruckturbine 女，
類 Gichtgasentspannungsturbine，back 
-pressure turbine 製銑 機械 エネ 電気
設備

ロッカーアーム　Kipphebel 男，類 Kulis-
senhebel 男，Schlepphebel 男，Schwing-

hebel 男，tilt control lever，rocker arm 
機械

ロッカーガイド （リンク案内），Kulissen-
führung 女，rocker guide 機械

ロッカープレート　Kulissenplatte 女，
rocker plate 機械

ろっかくス パナ　六角スパナ，Sechs-
kantschlüssel 男，hexagonal wrench，
hexagonal spanner，hexagon key 機械

ろっかくナット　六角ナット，Sechskant-
mutter 女，hexagon-nut，hex-nut 機械

ろっかの　六価の，sechswertig，英 sexi- 
valent，hexavalent 化学 バイオ

ろっかんくう　肋間腔，ICR＝Intercos-
talraum ＝ intercostal space，IKR，
ICS 医薬

ロック （止め），Arretierung 女，類 関
Verriegelung 女，Blockieren 中，An-
schlag 男，Zusetzen 中，Schloss 中，
locking device，locking system 操業
設備 機械

ロックアップクラッチ （直結クラッチ），
Überbrückungskupplung 女，lock up 
clutch 機械

ロックレンジ （テレビのロックレンジ；引き込
み周波数レンジ），Mitnahmebereich 男，
lock in range，pulling-in range 電気

ロックウエルかたさ　ロックウエル硬さ，
Rockwellhärte 女， 英 Rockwell hard-
ness，RH，HR 材料 鉄鋼 非鉄 機械

ロックかいじょりょく　ロック解除力，
Schlossöffnungskraft 女，lock opening 
force 機械

ロックカム　Sperrnocken 男，lockking 
cam 機械

ロックされた （クローズした），verschloss 
機械

ロックしきあんぜんサポート　ロック式 
安 全 サ ポ ー ト，arretierbarer Si-
cherungssteg 男，lockable safety sup-
port，lockable safety bar 機械

ロックシステム　Schleusensystem 中，
類 Sperrsystem 中，lock system 機械
電気 操業 設備

ロックそうち　ロック装置，Verschlussvor-

richtung 女，lock device 機械
ロックプラグ （ストッパー），Verschluss- 
stopfen 男，locking plug，stopper 機械

ロックベアリング　Verschlusslager 中，
lock bearing 機械

ロ ッ ク ポ ー ル　Verschlussklinke 女，
lock pawl 機械

ロット　Grundstück 中，類 関 Partie 女，
lot 操業 材料 製品

ロ ット サ イ ズ　Losgröße 女，lot size 
連鋳 材料 操業 設備 製品

ロットせいさんほうしき　ロット生産方式，
losweise Fertigung 女，lot production 
system 操業 製品 経営

ろっぽうさいみつじゅうてん　六方最密
充填［ちゅう（稠）密六方］，hcp ＝英 hex-
agonal close packed ＝hexagonal dich-
teste Packung 材料 機械 非鉄 物理 化学

ろていたいせきぶつ　炉底滞積物（サラマ
ンダー，べこ），Ofensau 女，salamander，
furnace sow，accreation 材料 エネ 鉄鋼
非鉄 化学 非金属

ろてん　露点（水蒸気を含む空気または他
の期待を冷却していくと，ある温度で水
蒸気が飽和蒸気圧に達して凝縮しはじめ
る，そのときの温度を指す），Taupunkt 
男，dew point，DP 化学 物理 機械 気象

ろとうえんかんボイラー　炉筒煙管ボイ
ラ ー，Flammrohr-Rauchrohr-Kessel 男，
flame pipe-flue tube-boiler 機械 エネ
設備

ろな い あつ せ いぎょ　 炉 内 圧制 御，
Feuerdrückregelung 女，in-chamber 

pressure control 製銑 精錬 エネ
ろのそうぎょうほう　炉の操業法（炉の
操業の柔軟性，炉の操業パラメータ），
Ofenfahrweise 女，the method of fur-
nace operation，furnace parameter 
材料 製銑 精錬 鉄鋼 非鉄 化学 操業 設備

ろのふか　炉の負荷（炉の配置），Ofen-
belegung 女，furnace occupancy，fur-
nace allocation 機械 エネ 材料

ろ の ラ イニ ン グ　 炉 の ライニング，
Ofenauskleidung 女，furnace lining 
材料 製銑 精錬 鉄鋼 非鉄 化学 機械 非金属
操業 設備

ろのライニングはいざい　炉のライニン 
グ廃材，Ofenausbruch 男，furnace lin-
ing waste material 材料 エネ 環境 鉄鋼
非鉄 化学 非金属 リサイクル

ろほう　濾胞（小胞），Follikel 男，follicle 
化学 バイオ 医薬

ろほうせいリンパしゅ　濾胞性リンパ腫，
follikuläre Lymphome 中 複，follicular 
lymphoma 化学 バイオ 医薬

ロボットプログラミングげんご　ロボッ 
トプログラミング言語，RPL ＝英 robot 
programming language ＝Roboterpro-
grammiersprache 電気 機械

ろめんでんしゃしゃりょう　路面電車車両
（ライトレール車両），LRV＝英 light rail 
vehicle＝ Straßenbahnwagen 交通 機械

ろをでたあと　炉を出た後，nach Ver-
lassen der Öfen 中，after exiting the 
furnace 材料 機械 操業 設備

わ
ワーキンググループ （共同事業体），Ar-
beitskreis 男，working group 経営

ワーキングドラフト （素案；国際標準化
機構の規格制定プロセスの一つ），WD
＝英 working draft 規格

ワークサンプリング （アクティビティー 
サンプリング），Multimoment-Studie 女，
work sampling，activity sampling 数学

統計 操業 機械 化学 バイオ
ワ ー ク シ ート　Arbeitsblätter 中 複，
worksheets 電気

ワークステーション　Workstation 女，
workstation 電気

ワーレンモータ （隈取線輪形誘導電動機），
Warren-Motor 男，Warren-type syn-
chronous motor 電気 機械

ろ
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