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　ミャンマーは 2011 年の民政化以降、アジア最後のフロンティアとして今

後の経済成長に大きな期待が持たれていますが、外国資本の進出が始まるに

つれて様々な問題も起きつつあります。

　日系企業間では日本語通訳の奪い合いにより通訳料が高騰していると聞き

ますが、例えば「義足」を「偽の足」としか訳せないような専門用語に通じ

ていない通訳でも高い通訳料を要求されるケースもあると言われます。

　本書は日系企業に勤務し 30 年近く国際ビジネスに携わってきたウツカ・

ビジネス・サポートセンターの代表であるミャンマー人の宇塚れおんが、日

本語、英語の技術・ビジネスに関する専門用語がミャンマー語ではどう表現

するのかをその都度苦労して調べてきた経験から、上記のような問題によっ

てこれから大きな経済成長が見込まれるミャンマーが国際ビジネスで停滞し

ないために、まずはミャンマー、日本、世界のビジネスマン達に基本的な専

門用語がミャンマー語、日本語、英語ではどのように表現し、表現されるの

かを知ってもらいたいとの思いから発刊することになったものです。

　したがって本書は一般ビジネスにおいて慣用的に使われる単語表記を元に

して、宇塚れおんが 30年来の国際ビジネスで集積した、経済、貿易、機械、

医学など各分野での主な単語を拾い出して編集しておりますが、学術的検証

は行っておりません。

　このため語学の専門家からすれば不完全のご指摘を受ける可能性もありま

すが、ミャンマーの経済成長にともないこれから各分野毎にもさらに充実し

た専門用語辞典が求められることになるでしょうし、本用語集が僅かながら

でもその入り口になることを期待するものです。
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１．本書はビジネスの現場で遭遇した言葉の集積集であり、研究者の綿密な

研究に基づく語彙集でないとの認識に立ち、辞典式配列ではなく事典式

により、大項目として①経済貿易関連②機械関連③医療関連④その他に

分類してトビラをつけ、いずれも 50音順での用語配列とした。用語の

取捨は編著者のビジネスに関係するものを主にしており、各分野の用語

数にバランスは取れていないが、それが各用語の頻出度の軽重および重

要性を計るものではないことをまずお断りしておきたい。

２．日本語にはローマ字で読みをつけ、ミャンマー語には発音をカタカナで

表記した。これは本書を現場で使用してミャンマー人、日本人双方が理

解しあえることを想定している。

３．ミャンマー語でまだ広く一般化していない専門用語は日本語、英語に相

応する読みをカタカナ表記するとともに、意味の解説をミャンマー語で

記載してミャンマー人に理解できる内容となるよう留意した。

４．索引は全用語を日本語の 50音順で検索できるようにした。

５．意味の理解を優先しているためミャンマー文字の正式な書き順などにな

っていない場合もある。

６．ひとつひとつの言葉をまず日本語で理解し、次に英語、ミャンマー語で

理解して、どの翻訳が最もわかりやすく現場で役立つかを考慮して編纂

した。したがって語学の専門家からすれば、誤訳とのご指摘を受ける可

能性もありますが、まずはミャンマーと日本との今後の相互協力関係を

成長させるための初歩的ツールが出来たと受け止めていただければ幸い

です。

編集にあたって留意したこと
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Research and  
R&D (kenkyuukaihatsu) Development

solicit multiple  
aimitsu wo toru quotations

outsourcing outsourcing
autosooshingu ( )  

deficit
akaji

loss maker   ( )
akajibumon, akajiseihin

ADF Asian 
ajiakaihatsukikin(adf) Development

Fund

APEC ( )
Asia-Pacific

ajiataiheiyoukeizaikyouryokuk Economic
aigi(apec) Cooperation

Asian Currency
ajiatsuukakiki

ADB Asian 
ajiakaihatsuginkou(adb) Development

Bank
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development
kaihatsubu department

external  ( )
gaibu

open
kaihou

price
kakaku

chemical,
kagaku chemistry

 

chemical symbols 
kagakukigou

rating
kakuzuke

sales expansion
kakuhan

odds
kakuritsu probability

lending rate  
skashidashikinri

negligence
kashitsu

catalog
kaatarogu
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chemical bond 
kagakuketsugou

chemical structure
kagakukouzou

chemical formula (   )
kagakushiki

chemical plating,
kagakumekki electroless plating

supercharged  
kakyuuenjin engine

 

 

(chemical)  
kagoubutsu compound

compound (  ) 
kagoubutsuhandoutai semiconductor

leaf spring,
kasaneitabane laminated spring

  
 

 

number
kazu(suu)

gas
gasu
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permissible range,  ( )
kyoyouhani acceptable extent

distance
kyori

selector switch, ( ) 
kirikaesuicchi switching switch,

converting

switchrecord 
kiroku

recorder
kirokukei

metal
kinzoku

metallography (  )
kinzokugaku

 

metallic packing 
kinzokupakkin

 
  

  

gilding,
kinmekki plating (in gold)
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asiatic influenza,
ajia(gata)infuruenza asian influenza,

asian flu
 

 
( ( ) 

)

ankle
ashikubi

palm of foot
ashinoura

instep,
ashinokou top of the foot

volar,  ( )
ashi(te)nohirano palm of the hand

or the sole of the
foot

nitrites,
ashousanen salt of nitrous acid

aspirin,
acetylsalicylic acid

asupirin
(asechirusarichirusan)  

 

sweat
ase
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blood donation
kenketsu

scapula
kenkoukotsu

a medical
kenkoushindan examination

 
 

 
  

the result of
kensakekka medical check-up,

clinical result

clinical laboratory
kensashitsu

postmortem ( )
kenshi(kaibou)

resident  
kenshuui (Resident Doctor)

house surgeon  
kenshuugekai (Resident Surgeon)
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expect hope for
kitaisuru

to establish ( ) 
kizukiageru

worry,
kininaru to be on one's

mind,
to worry one,  
to care about  

   

basic
kihonteki

basic parts
kihonbubun

careful  
kimekomakana

associate  ( )
kyakuin(junkaiin)

antilogarithm Antilog
gyakutaisuu

caster
kyasutaa

(   
)
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where
dokoe

after new year
toshiake

city development  
toshikaihatsu

painting,
tosou coating,

coat with paint

suddenly
totsujo

which
docchi

causeway 
dotemichi

/ how long
donogurai(jikan/nagasa)

how many
donogurai(suu/ryou)

how far
donogurai(kyori)

how
donoyouni

friend
tomodachi
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aji teste

nice,  
oishii delicious ( )

not good
mazui (  )

sweet  ( )
amai

hot  ( )
karai

bitter  ( )
nigai

sour,  ( )
suppai acid

aromatic
koubashii

heavy
shitsukoi

salty ( )
shiokarai

rich
kokugaaru

thick,
koi strong

 

 ( )
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good morning (  )

good afternoon
The MINGALAPA word can be used all time.

good evening

sweet dreams

Hello / Hi

 
How do you do / Nice to meet you. (  )

How are you?

 
How are you doing?

I'm fine. And you?  

 
So-so.

Are you busy?




