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◆最初はタイプライターだった
――定年退職を目前に控えて、これまでの研究の集大成とも言うべき辞書を

出版されました。おめでとうございます。町田さんの辞書以外にも、カンナ

ダ語、パンジャービー語、シンハラ語という3言語の辞書が同じ三省堂からシ

リーズで出ましたよね。いずれも大変な労作です。（写真1）

町田　2001年から5年間にわたって行われた「アジア書字コーパスに基
づく文字情報学の創成」（GICAS、ガイカス）という大型プロジェクト
があって、その中の一つに南アジアの言語の辞書を作る研究班があり
ました。その成果がようやく日の目を見たわけです。三省堂の編集者の
柳百合さんには最初から参加してもらいました。
――辞書作りはただでさえ大変だと思いますが、南アジアの言語の辞書とな

ると、インド系文字の問題もありますし、随分苦労されたのではないでしょ

うか？

町田　話せば長い物語になりますが、一番の難しさというのはいわゆる
アウトプットの印刷の部分でした。1994年にAA研に移る前は（東京外
国語大学の）外国語学部のヒンディー語教師でした。そこで教科書を
作る立場になって、デーヴァナーガリー文字の活字が利用できなくて、
困りました。
――パソコンのない時代ですよね。

町田　そう。タイプライターの時代です。タイプライターも結局特注で
すよ。当時私の研究室には世界に一台しかないタイプライターもありま
した。発音表記用のタイプライター、和文タイプライター、ヒンディー
語を書き表すデーヴァナーガリー文字のタイプライター2種を使って
作った教科書がこの『ヒンディー語の基礎』です。（写真2）

――きれいな印刷ですね。何年の本ですか？

町田　1983年です。私はこれが本当のデスクトップ・パブリッシングだ
と思っていたのだけれども（笑）　渋谷の東急ハンズに行ってカッター
マットやら接着剤、ピンセット、ゴミを取るためのラバークリーナー、
通称「ハナクソ取り」という道具やら、必要な道具をみんな買い込ん
でくるの。上司だった田中敏雄先生と2ヶ月ほどかけて研究室で切り貼
りをしました。
――日本語とヒンディー語が混在した文章をタイプライターと切り貼りで作

るのはかなり大変そうです。

町田　難しいですよ。次の文章が日本語だとして、その前にヒンディー
語を入れる場合、間隔を細かく計算して打つわけです。駄目だったら
打ち直しです。貼る段になったらピンセットを使って計算した通りに
貼っていきます。
――デーヴァナーガリー文字のタイプライターは、AA研で2015年にあった「ア

ジア諸文字のタイプライター」展で展示されていたあれですよね？（写真3）

町田　そうです。実はあのタイプライターは、AA研が特注で作ったチ
ベット文字タイプライターをもとに作られたものなんです。和文タイプ
ライターを改造した特注品で。
――なるほど、そういう経緯があったのですね。デーヴァナーガリー文字の

タイプライターなのに、チベット文字で「チベット文字タイプライター」と

書いたシールが貼ってありましたものね。

町田　今から考えてみると、これが僕の初めてのAA研との出会い。噂
を聞いて、すぐに業者を紹介してもらって、お願いしますといって作っ
てもらったんです。当時、何十万もしましたよ。学内で予算申請して
買ってもらってね。
――それが1983年のことだったんですね。

『ヒンディー語・日本語辞典』（三省堂、2016年）を刊行した町田和彦さん
に、辞書プロジェクトのはじまる遥か前の段階である「印刷」という大
問題への取り組みから、辞書の完成に至るまでの様々な仕事について、
2017年3月某日、退職直前のお忙しい中、研究室でお話を伺いました。

すべての道は辞書に通じる
イ ン ド 系 文 字 の 印 刷 か ら 辞 典 編 纂 ま で

町田和彦 
まちだ かずひこ / 東京外国語大学名誉教授、元AA研

聞き手──星 泉・髙松洋一（ともにAA研）
　構成──星 泉

インタビュー当日、町田研究室にて。
（撮影：髙松洋一） 
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◆ドットプリンターからレーザープリンターへ
町田　そう。その次にそろそろパソコンが研究費でも買えるような値段
になってきたわけです。当時ドットプリンターというのがあってね。ピ
ンをインクリボンに叩きつけてプリントする方式で、すごくうるさいん
だけど、インド系文字の印刷にぴったりなの。インド系文字というのは
子音字があって、その子音字は単独だと母音のaを含んでいます。例え
ばデーヴァナーガリー文字でカキクケコを書こうとすると、カは子音字
だけを書けばよくて、キクケコの場合はそれぞれの母音記号を子音字
「カ」の上下左右につけて書くんです。若干の例外はあるにしても、イ
ンド系文字は基本的にみんなそういう仕組みです。つまり、同じ部品を
組み合わせることによって音節文字ができるんですね。こうした特徴を
うまく使って、インド系文字共通の仕組みをなんとかコンピューターで
できないだろうかと思ったんです。
――それでドットプリンターを使ってやってみようと。

町田　そう。当時はフォントもなかったので、一からデザインして作り
ました。1989年にドットプリンターを使って作ったのがこれです。中
央にキーワードがあって、前後の文脈（コンテクスト）とともに出力し
た言語研究用の資料です。（写真4）

――当時これができたのは町田さんの研究室だけですか？

町田　おそらく世界で私の研究室だけでした。このドットプリンターを
使って印刷したものを切り貼りして、版下を作ったのが、岡口典雄さん
の『エクスプレス　パンジャービー語』（白水社、1988年）です。ドッ
トなのでグルムキー文字はあまりきれいではないけれど、ないよりはい
いだろうということでね。（写真5）　
――白水社のエクスプレスシリーズにはそんな裏話があったのですね。

町田　実はその頃、京セラからレーザープリンターが出たんですよ。す
ごくきれいに印刷できて、ドットプリンターの比ではないわけです。今
から考えれば解像度はまだ不十分なんだけれども、当時としてはもう画
期的。今度はレーザープリンターを制御すれば同じことができるのだ
な、ということで、制御するプログラムを自分で作ってやり始めたの。
それで作ったのが丹羽京子さんと共著のこの『エクスプレス　ベンガ
ル語』（白水社、1990年）です。切り貼りではなく、日本語部分も含め
てレーザープリンターで出力しました。（写真6）

――町田さんと田中先生の共著の『エクスプレス　ヒンディー語』（白水社、

1986年）もレーザープリンターですか？

町田　あれは世界でも珍しいデーヴァナーガリー文字の写植でした。
――常にインド系文字の出版技術の先頭に立っておられたんですね。

町田　ずいぶんいろんな人の本を作るのを手伝いましたよ。20冊は超
えるかな。私の恩師にラクシュミーダル・マーラヴィーヤさんという作
家がいるんですが、インドで出版された彼のヒンディー語小説も、僕の
研究室のレーザープリンターで出力した版下を使っています。
――インド系文字に共通する仕組みはコンピューターとも相性が良かったよ

うですね。

町田　実際のテキスト入力は、エディターでローマ字と日本語で入力す
るだけです。ここは大きいデーヴァナーガリー文字でとか、ここは均等割
付とか、決められたコマンドを入力するんです。有名な（ドナルド・）ク
ヌース先生の作ったTeX（テフ）という多言語に対応した組版処理シス
テムがありますけど、それを後から知って、「なんだ、同じじゃん」って
思いました。大変おこがましいのだけどね。クヌース先生のほどではない
けれど、印刷に必要なものはみんな作ってできるようにしてありました。

◀写真1　2016年8月に三省堂から
刊行された『ヒンディー語・日本
語辞典』。

写真3　世界に一台しかない特注のデーヴァ
ナーガリー文字タイプライター。本誌16号掲
載の「『アジア諸文字のタイプライター』展を
巡って」（荒川慎太郎）もあわせてお読みくだ
さい。（撮影：澤田英夫）

写真4　ドットプリンターで作ったヒ
ンディー語の研究用資料（1989年）。
フォントも手作り。

写真2　タイプライターを使って
作った教科書『ヒンディー語の
基礎』（1983年）。

インタビュー当日、町田研究室にて。
（撮影：髙松洋一） 
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◆いよいよ辞書作りの準備
――印刷が制御できるようになったら、いよいよ辞書作りになるんでしょうか。

町田　そう。辞書作りというのは、言語を学んだ人は誰でも一度は夢見
るものだと思うのだけれども、大変なわけですよね。どこから始めるか
考えるだけでも。ヒンディー語というのは一応大言語なものですから、
いい辞書はたくさんあるんです。でも、当然ながら不備もいろいろ目に
つく。私ならもっとこう直したい、というのがあるわけです。
　その中で、まず整備しなければならないと思ったのは、いわゆるデー
タベースです。ヒンディー語の良質な原文をできるだけ蓄積して、それ
を好きなときに好きな形で取り出すことができるような、そういうシス
テムを作らなければならないと思ったんです。
　いい辞書を選んで翻訳する、というやり方も行われているわけです
が、それでは作る本人としては面白くないなと思って、やはりオリジナ
リティを大事にしたかった。もちろん先達の辞書は大いに参考にはする
けれども、やはり例文も自分で選びたい。ちょっと気が遠くなるような
作業で、お金も時間も技術も必要だったわけなんだけれど、ちょうど先
に触れたGICASという大型プロジェクトの申請が認められたの。それ
で辞書を作るぞと決意をして、データを集めるのにお金を使わせてもら
おうと思ったわけ。
――GICASのプロジェクトが始まったのが2001年ですから、パソコンの技術

も相当発展していますね。

町田　その頃の一番大きな変化というのは、Unicodeが一般化しはじめ
たということです。パソコンを買うとUnicodeに準拠したフォントが最
初からバンドルされている時代になって。それを見たときに、僕が様々
なプリンターと格闘してきたようなことはもう必要なくなったんだと。
　でも、それまでやってきたことは徒労でもなんでもなくて。というの
も僕の持っていた大事な資産であるデータはそっくりそのままでいいわ
けですから。僕のヒンディー語のデータは全てローマ字で書かれてい
て、ヒンディー語の前後には、ここから始まり、ここまででお終い、と
いうタグが入っているので、そのタグの間の文字列をUnicodeに変換す
るプログラムを書けばいいだけになったんです。フォントはもうお任せ
することができたわけです。テキストは好きなエディターで日本語と
ローマ字を使って書くだけ。
　問題は出力の形式なんですが、僕は出力をHTMLにしました。

◆MS-Wordで組版してしまう
――それはどういうことでしょうか？　HTMLというのはウェブサイトを表示

するのに使われている言語ですよね？

町田　そうです。ローマ字でヒンディー語が書かれていても一般の人は
分からないですよね。エディターではローマ字で書くわけなんですが、
それをHTMLに出力するときにデーヴァナーガリー文字で出てくるよ
うに変換するんです。だからエディターで書いたもののチェックはウェ
ブブラウザでします。手元のエディターで修正して、HTMLに変換し
て、ブラウザを再読込して確認する、その繰り返しです。もう十年以上
この方式でやっています。
　ブラウザに出てきたものをコピーしてMS-Word（以下「ワード」）に
貼り付ければ、文字もきれいに出力されるんです。後はこっちの責任で
はなくてワードの能力とプリンターの性能次第ということになって、僕
はそういうものから全部解放されたわけです。
――町田さんがひとりで何から何までやっていた時代が終わったんですね。

町田　そう。中身に集中すればよくなったわけです。ここで問題なの
は、HTMLをワードにコピーしたときに、いわゆるレイアウトという
か、どの程度自動的にワードがやってくれるのかということね。つまり
辞書だから、例えばフォントの種類や文字のサイズが違ったり、イタ
リックだったり、いろいろな属性がありますよね。そういう属性をちゃ
んとワードの方で継承してくれないと困るわけですよ。属性を継承した
上で、さらに２段組みなどにするわけです。また、ページ番号を出力す
るときに、そのページの最初の単語が左肩に出て、終わりの単語が右
肩に出るみたいな、辞書の書式があるでしょう？　そうした機能はワー
ドが持っています。
　だから、まず辞書のオリジナルのテキストを作りますよね。そして、
それを変換してHTMLに吐き出して、それをブラウザで見る。見て、「う
ん、これでいいな」と思ったら全コピーしてワードに貼り付ける。だか
ら、ワード上では文字入力などの編集はしないわけですよ。ワードはあ
くまでも整形出力のためだけに使うんです。
――それは普通の人が思いつかない発想ですよ。でも、HTMLからワードにす

るところでは随分苦労されたのでしょうか？

町田　とにかく辞書の最終出力をワードにしなければならないので、ワー
ドに属性を継承したまま貼り付けるのに一番相性がいいのは、やはり
Microsoftのインターネット・エクスプローラーというブラウザでした。
　ですが、はっきり言ってワードというのは本当の組版ソフトではない
わけですよ。だからごまかしながらやるんです。なんせ千ページを超え
ますから、なるべく手をかけないで済むように考えました。まずまずの
見栄えで、なおかつなるべく自動で済ませるにはどうしたらいいか、小

写真5　ドットプリンター時代に作った『エクスプレス  パンジャービー語』（1988年）。 写真6　レーザープリンターで版下を作製した『エクスプレス  ベンガル語』（1990年）。
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手先の技を使ったところもあります。

◆辞書は構造が大事
――辞書の語義を記述するにあたってはどんな工夫をされたんですか？

町田　僕の場合、まず各項目を記述するための構造を決めました。言語
のタイプによって辞書の情報の持ち方が違うと思うんですよ。例えば、
語形変化のある言語か、ない言語かによって必要な情報が違う。その
記述の構造を決めたんです。一応ヒンディー語用ではあったんですが、
ある程度汎用性も考えて作りました。汎用性があるということは無駄が
あっていいということです。今使わなくても将来使うことになるかもし
れないしね。（写真7）

――辞書にはカタカナで発音表記が記されていますが、ここにはないですね。

町田　あれは三省堂から締切近くになってつけてほしいと言われて、ど
うしたものかと考えて、綴りからカナの発音表記を自動生成するプログ
ラムを作ったんですよ。

◆語源表記のこだわり
町田　僕がこだわったのは語源。ヒンディー語はペルシャ語、アラビア
語、サンスクリット語、英語、ポルトガル語など、さまざまな大言語か
ら借用しています。その情報をどう書くかという問題がありましてね。
普通の辞書はペルシャ語でもローマ字転写で書いてしまうわけ。でも
それをやってしまうと、そのローマ字からペルシャ語の原語にたどり着
くのが大変になってしまう。ローマ字で書かれたペルシャ語の本格的な
辞書というのはないですから。もう一つ重要なのは、そもそもどの時代
の発音を書こうとしているのかということ。ヒンディー語に入ってきた

ペルシャ語は中世ペルシャ語であって、今のペルシャ語とは発音が違う
んです。一方、文字は保守的ですから、ペルシャ文字で書けば昔も今
もそう変わらない。だから、語源を明記するときには原語の表記をその
まま使うことにしました。（写真8）

――そういう辞書は他にないですよね。開いてびっくりしたんです。ペルシャ

文字を使ってきちんとペルシャ語として語源を示していたので。

◆例文の海を自ら作る
町田　例文をどうやって集めたかという話もしましょう。とにかくいい
散文がほしかった。アジアの言語では意外と韻文が多いんですが、辞
書の例文としてはあまり役に立たない。文体も特殊ですし。というわけ
で、近現代のヒンディー語の散文の名手と言われる人たちの作品をたく
さん集めました。一番多く取ったのはプレームチャンドという有名な作
家の作品からです。非常に多作ですし、1936年に亡くなっていて著作
権も問題ないのでね。300近くにのぼる全作品を対象に、用例を検索で
きるシステムを作って、随分たくさんの例文を集めました。
――インターネットから用例を取ったりはしなかったんですか？

町田　こういう時代ですからもちろんあるんですが、ネットに載ってい
るようなヒンディー語はちょっと辞書に載せるような例文ではないんで
すよね。綴りのミスも多いですし、意外と役に立ちませんでした。ただ、
プレームチャンドの時代になかったもの、例えば人工衛星といった単語
の例文を使うとしたら、ネットにも頼りましたけど。
――町田さんの辞書が出る前に、大部な『ヒンディー語＝日本語辞典』（大修

館書店、2006年）が出ていますよね。

町田　古賀勝郎先生と高橋明先生の辞書ですね。やはりヒンディー語と
日本語の辞書なので、一番参考になりました。ただ、方針も編纂の仕
方も違うので、語義のまとめ方なんかは随分違うところがあります。
――だから双方オリジナルということなんですね。そういう大型の辞書が日

本に2つもあるというのはすごいことですね。

町田　そう。世界中にそんな国はないんです。アメリカには一つもない
ですから。アメリカでは辞書は研究業績にならないですから、少なくと
も大学人は辞書には手を付けないんです。それに比べるとヨーロッパで
は辞書は作られていて、特にイギリスは大英帝国でインドとは当然つな
がりが深いし、蓄積も多くあるわけですが、現状ではヒンディー語辞典
に関しては日本の方が上を行っていますから。不思議なことですね。
――1980年代から2010年代までの文字と印刷と辞書の編纂の歴史を一気に

駆け抜けるような刺激的なお話をどうもありがとうございました。

インドのアラーハーバード大学大学
院留学時代の一こま。中央が町田氏。
現地の著名な出版人、女流詩人とと
もに。（町田氏提供）

アラーハーバード大学で行われた
故・土井久弥先生の追悼集会での一
こま。スピーチをしているのが町田
氏。（同氏提供） 

写真6　レーザープリンターで版下を作製した『エクスプレス  ベンガル語』（1990年）。 写真7　辞典編纂に使っていたエディターの画面。
シンプルだが構造化された記述方法だ。

（撮影：髙松洋一）

写真8　『ヒンディー語・日本語辞典』。「←」の後に語源情報がある。例えば、「ペン」
を表す「カラム」という語がアラビア語からペルシャ語経由でヒンディー語に入っ
てきたことも分かるようになっている。


