
◆◆◆　ドラヴィダ系数字　Dravidians　◆◆◆

ドラヴィダ系数字とは、インド南部のドラヴィダ諸語（ドラヴィダ語族）に属する言語で使われる

数字を用いる方法で、現在も利用される書き方です。

（「語族」とは民族ではなく、言語についての大分類で、言語学での用語です。）

（「ドラヴィダ系数字」は電卓用にまとめたもので一般的な呼称ではありません。）

インドは多言語社会で、連邦公用語となっているヒンディー語が属する中部から北部の「インド語派」と

南部の「ドラヴィダ語族」の２つに大きく分かれます。

インド語派の言語と同様、ドラヴィダ語族の言語もいくつかありますが

ここでは（現状では） タミル語 および マラヤーラム語 での数値表現についてのみ対応しています。

　これらの言語の数字は「数字」ページにも「タミル数字」および「マラヤーラム数字」として

　用意していますが、これらの言語には [0]～[9] だけでなく [10][100][1000] の数字もあるため

　一般的な位取り記数法を表現する「数字」ページでは、これらの数字を使った表現はできていません。

　ここでは、よく使われる タミル語の数値表現 および マラヤーラム語での数値表現 に対応します。

表現可能な数値の上限は、特にありません。

ここでは小数部は無視されます。分数の表現もありますが、電卓では対応していません。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）

ドラヴィダ系数字は「記数法２」ページで設定します。

次の例は、電卓で [1,987]の値を入力して表示したものです。

Tamil : タミル語の表現

Malayalam : マラヤーラム語の表現
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タミル語とマラヤーラム語には [10][100][1000] の数字があります。

このため伝統的に、ゼロを示す数字はありませんでした。（現代ではゼロも使われます。）

　　　　　タミル語　マラヤーラム語

（　 0　　　　௦ ൦　）

　　 1　　　　௧ ൧

　　 2　　　　௨ ൨

　　 3　　　　௩ ൩

　　 4　　　　௪ ൪

　　 5　　　　௫ ൫

　　 6　　　　௬ ൬

　　 7　　　　௭ ൭

　　 8　　　　௮ ൮

　　 9　　　　௯ ൯

　　10　　　　௰ ൰
　 100　　　　௱ ൱

　1000　　　　௲ ൲

古典語のサンスクリットの時代から、現代も使われるタミル語には、多数のフォントが対応しています。

マラヤーラム語は「タミル語の妹」ともいわれますが、タミル語に比べて対応フォントがやや少なく

[10][100][1000] の数字にまで対応しているフォントには Code2000 などがあります。

以下ではほとんどの例示でタミル語の数字を用いて説明します。

（[10][100][1000] の数字を使わず、アラビア(算用)数字のようにゼロの数字を用いる

　「位取り記数法」の表現には、桁区切りを含めて「数字」ページにて対応しています。）
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【基礎】

■[10][100][1000] の数値では、先頭の [1] は明記されません。

このため [10000] 未満の数値については、ちょうど日本語でおこなわれる

漢数字の [十][百][千] を使った書き方と同じようになります。（中国語では使い方が異なります。）

　　例　（タミル語） 　　（日本語） 　　（参考・中国語）

　　　　　 12　→　௰௨ 十二 十二

　　　　　 20　→　௨௰ 二十 二十

　　　　　 21　→　௨௰௧ 二十一 二十一

　　　　　101　→　௱௧ 百一 一百零一

　　　　　110　→　௱௰ 百十 一百一

　　　　　123　→　௱௨௰௩ 百二十三 一百二十三

　　　　　213　→　௨௱௰௩ 二百十三 二百一十三

　　　　　256　→　௨௱௫௰௬ 二百五十六 二百五十六

　　　　 1001　→　௲௧ 千一 一千零一

　　　　 1234　→　௲௨௱௩௰௪ 千二百三十四 一千二百三十四

　　　　 2234　→　௨௲௨௱௩௰௪ 二千二百三十四 两千二百三十四

　　　　 6408　→　௬௲௪௱௮ 六千四百八 六千四百零八

　　　　 9999　→　௯௲௯௱௯௰௯ 九千九百九十九 九千九百九十九

　　例　（マラヤーラム語）

　　　　 6408　→　൬൲൪൱൮ 六千四百八 六千四百零八
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■[10000] 以降の数値には、[万]や[億] などの文字はありません。

このため、[10,000]や[100,000] については

単純に [10] または [100] の数字に [1000] の数字を組み合わせて、２文字で書きます。

（これまで説明してきた日本語の漢字の使い方とは異なる部分です）

　　　例

10の乗数

　 0 　　　　1　→　௧ 一 　←　一

　 1 　　　 10　→　௰ 十 　←　十

　 2 　　　100　→　௱ 百 　←　百

　 3 　　1,000　→　௲ 千 　←　千

　 4 　 10,000　→　௰௲ 十千 　←　万

　 5 　100,000　→　௱௲ 百千 　←　十万

[100,000]より先では [10][100][1000] の数字の使い方に２種類があるため

数値表現が異なる「現代風の書き方」と「伝統的な書き方」とに分かれます。

これらは「桁数の区切り方の違い」として考えると、わかりやすくなります。

また、どちらを使ってもいいようです。

10の 5乗までの書き方も、上記のように共通しています。
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●「現代風の書き方」では

　西洋式３桁の桁区切りを [1000] をあらわす数字 [ ௲ ] で表現します。

[10] または [100] の数字と、３桁のゼロを示す [1000] の数字を組み合わせて書きます。

この書き方は、３桁ごとで区切る、英語などの西洋式の表現(short scale)に近いものです。

　　　例　（アラビア(算用)数字の桁区切りは３桁です）

10の乗数 　　（英語）(short scale)

　 0　　　　　　　　　　　　　　　　1　→　௧ one

　 1　　　　　　　　　　　　　　　 10　→　௰ ten

　 2　　　　　　　　　　　　　　　100　→　௱ one hundred

　 3　　　　　　　　　　　　　　1,000　→　௲ 　 one thousand

　 4　　　　　　　　　　　　　 10,000　→　௰௲ 　 ten thousand

　 5　　　　　　　　　　　　　100,000　→　௱௲ 　 one hundred thousand

　 6　　　　　　　　　　　　1,000,000　→　௲௲ 　　　one million

　 7　　　　　　　　　　　 10,000,000　→　௰௲௲ 　　　ten million

　 8　　　　　　　　　　　100,000,000　→　௱௲௲ 　　　one hundred million

　 9　　　　　　　　　　1,000,000,000　→　௲௲௲ 　 one billion

　10　　　　　　　　　 10,000,000,000　→　௰௲௲௲ 　 ten billion

　11　　　　　　　　　100,000,000,000　→　௱௲௲௲ 　 one hundred billion

　12　　　　　　　　1,000,000,000,000　→　௲௲௲௲ 　　　one trillion

　13　　　　　　　 10,000,000,000,000　→　௰௲௲௲௲ 　　　ten trillion

　14　　　　　　　100,000,000,000,000　→　௱௲௲௲௲ 　　　one hundred trillion

　15　　　　　　1,000,000,000,000,000　→　௲௲௲௲௲ 　　　　 one quadrillion

　16　　　　　 10,000,000,000,000,000　→　௰௲௲௲௲௲ 　　　　 ten quadrillion

　17　　　　　100,000,000,000,000,000　→　௱௲௲௲௲௲ 　　　　 one hundred quadrillion

　18　　　　1,000,000,000,000,000,000　→　௲௲௲௲௲௲ 　　　one quintillion

　19　　　 10,000,000,000,000,000,000　→　௰௲௲௲௲௲௲ 　　　ten quintillion

　20　　　100,000,000,000,000,000,000　→　௱௲௲௲௲௲௲ 　　　one hunderd quintillion

　21　　1,000,000,000,000,000,000,000　→　௲௲௲௲௲௲௲ 　　　　 one sextillion

（西洋式の命数法はさらに続きますが、この説明では次項との比較が目的ですので割愛しています。）
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次の表は「現代風の書き方」を色分けしたものです。

power English (short scale) 3 digits separators Modern Tamil

0 one 1 ௧

1 ten 10 ௰

2 one hundred 100 ௱

3 one thousand 1,000 ௲

4 ten thousand 10,000 ௰௲

5 one hundred thousand 100,000 ௱௲

6 one million 1,000,000 ௲௲

7 ten million 10,000,000 ௰௲௲

8 one hundred million 100,000,000 ௱௲௲

9 one billion 1,000,000,000 ௲௲௲

10 ten billion 10,000,000,000 ௰௲௲௲

11 one hundred billion 100,000,000,000 ௱௲௲௲

12 one trillion 1,000,000,000,000 ௲௲௲௲

13 ten trillion 10,000,000,000,000 ௰௲௲௲௲

14 one hundred trillion 100,000,000,000,000 ௱௲௲௲௲

15 one quadrillion 1,000,000,000,000,000 ௲௲௲௲௲

16 ten quadrillion 10,000,000,000,000,000 ௰௲௲௲௲௲

17 one hundred quadrillion 100,000,000,000,000,000 ௱௲௲௲௲௲

18 one quintillion 1,000,000,000,000,000,000 ௲௲௲௲௲௲

19 ten quintillion 10,000,000,000,000,000,000 ௰௲௲௲௲௲௲

20 one hundred quintillion 100,000,000,000,000,000,000 ௱௲௲௲௲௲௲

21 one sextillion 1,000,000,000,000,000,000,000 ௲௲௲௲௲௲௲
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●「伝統的な書き方」では、南アジア系の言語で現在も多用される

　「lakh, crore   方式」を、数字表記にも取り入れた書き方が用いられます。

　 　• [lakh] は、10の５乗    [1,00,000]　［ ௱௲ ］(十万) をあらわします。

　 　• [crore]は、10の７乗 [1,00,00,000]［ ௱௱௲ ］(千万) をあらわします。

　　　例　（アラビア(算用)数字の桁区切りは [2-2-3桁] にしています）

10の乗数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(インド英語)

　 0　　　　　　　　　　　　　　　　　1　→　௧ one

　 1　　　　　　　　　　　　　　　　 10　→　௰ ten

　 2　　　　　　　　　　　　　　　　100　→　௱ one hundred

　 3　　　　　　　　　　　　　　　1,000　→　௲ one thousand

　 4　　　　　　　　　　　　　　 10,000　→　௰௲ ten thousand

　 5　　　　　　　　　　　　　 1,00,000　→　௱௲ one lakh

　 6　　　　　　　　　　　　　10,00,000　→　௰௱௲ ten lakh

　 7　　　　　　　　　　　　1,00,00,000　→　௱௱௲  　one crore

　 8　　　　　　　　　　　 10,00,00,000　→　௰௱௱௲ 　ten crore

　 9　　　　　　　　　　　100,00,00,000　→　௱௱௱௲ 　one hundred crore

　10　　　　　　　　　　1,000,00,00,000　→　௲௱௱௲ 　one thousand crore

　11　　　　　　　　　 10,000,00,00,000　→　௰௲௱௱௲ 　ten thousand crore

　12　　　　　　　　 1,00,000,00,00,000　→　௱௲௱௱௲ one lakh crore

　13　　　　　　　　10,00,000,00,00,000　→　௰௱௲௱௱௲ ten lakh crore

　14　　　　　　　1,00,00,000,00,00,000　→　௱௱௲௱௱௲ 　one crore crore

　15　　　　　　 10,00,00,000,00,00,000　→　௰௱௱௲௱௱௲ 　ten crore crore

　16　　　　　　100,00,00,000,00,00,000　→　௱௱௱௲௱௱௲ 　one hundred crore crore

　17　　　　　1,000,00,00,000,00,00,000　→　௲௱௱௲௱௱௲ 　one thousand crore crore

　18　　　　 10,000,00,00,000,00,00,000　→　௰௲௱௱௲௱௱௲ 　ten thousand crore crore

　19　　　 1,00,000,00,00,000,00,00,000　→　௱௲௱௱௲௱௱௲ one lakh crore crore

　20　　　10,00,000,00,00,000,00,00,000　→　௰௱௲௱௱௲௱௱௲ ten lakh crore crore

　21　　1,00,00,000,00,00,000,00,00,000　→　௱௱௲௱௱௲௱௱௲ 　one crore crore crore

[lakh](ラーク) や [crore](カロール または クロー) は、ヒンディー語・インド英語の言い方です。

この方法は「桁数が多い場合」向けに捉えやすく工夫された「命数」的な「まとめ方の単語」によって

桁数を効率良く把握するもので、南アジアの広い地域で伝統的に使われてきたものです。

言葉としてはインド全体で現在も多用されますので、数値表現としては通じやすい側面があります。

この「まとめ方」を、言葉だけでなく、紙の上で「数字」として表記できるのは

[10][100][1000] の数字を持つ、タミル語およびマラヤーラム語の数字だけとなります。
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次の表は「伝統的な書き方」を色分けしたものです。

power South Asian English 2-2-3 digits separators Traditional Tamil

0 one 1 ௧

1 ten 10 ௰

2 hundred 100 ௱

3 thousand 1,000 ௲

4 ten thousand 10,000 ௰௲

5 one lakh 1,00,000 ௱௲

6 ten lakh 10,00,000 ௰௱௲

7 one crore 1,00,00,000 ௱௱௲

8 ten crore 10,00,00,000 ௰௱௱௲

9 hundred crore 100,00,00,000 ௱௱௱௲

10 thousand crore 1,000,00,00,000 ௲௱௱௲

11 ten thousand crore 10,000,00,00,000 ௰௲௱௱௲

12 one lakh crore 1,00,000,00,00,000 ௱௲௱௱௲

13 ten lakh crore 10,00,000,00,00,000 ௰௱௲௱௱௲

14 one crore crore 1,00,00,000,00,00,000 ௱௱௲௱௱௲

15 ten crore crore 10,00,00,000,00,00,000 ௰௱௱௲௱௱௲

16 hundred crore crore 100,00,00,000,00,00,000 ௱௱௱௲௱௱௲

17 thousand crore crore 1,000,00,00,000,00,00,000 ௲௱௱௲௱௱௲

18 ten thousand crore crore 10,000,00,00,000,00,00,000 ௰௲௱௱௲௱௱௲

19 one lakh crore crore 1,00,000,00,00,000,00,00,000 ௱௲௱௱௲௱௱௲

20 ten lakh crore crore 10,00,000,00,00,000,00,00,000 ௰௱௲௱௱௲௱௱௲

21 one crore crore crore 1,00,00,000,00,00,000,00,00,000 ௱௱௲௱௱௲௱௱௲
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【「lakh, crore 方式」について】

[lakh](ラーク) や [crore](カロール または クロー) は、ヒンディー語・インド英語の言い方です。

インド英語とはイギリスの植民地時代が長く続いたインドで独自に発展した英語のことをいいます。

「lakh, crore 方式」は一般的な呼称ではありません。

ここではわかりやすくするため象徴的に呼んでいるものです。

代表的に使われる [lakh]や[crore] 以外にも、インドでは多くの命数が使われます。

(arab, kharab, neel, padm, shankh 等)

これらは多言語社会であるインドでは言語ごとに多様な言い方があり

サンスクリットなど古代語においては表現する桁位置が違う場合もあるようです。

(シャンク、マハーシャンク等)

この説明に登場した各言語での実際の表記(言い方)は、次の通りです。

　[lakh]　　　[1,00,000]→［ ௱௲ ］

　　タミル語： லடட்சமட்　(latcham)

　　マラヤーラム語： ലകക　(lakṣham)

　　中国語： 拉克/洛叉

　[crore]　[1,00,00,000]→［ ௱௱௲ ］　　(=100 lakh)

　　タミル語： கககோட　(koṭi)

　　マラヤーラム語： കകകോടട　(koḍi)

　　中国語： 克若爾/克若尔/俱胝

なお、サンスクリットに由来する [洛叉]や[俱胝]の語は「仏典の数詞」にも含まれています。

(使う漢字は仏典に拠ることになるので、[俱胝]の漢字としては[  俱  ]  が正しく[倶]は誤字のようです。)

[lakh]と[crore] は、出現順序などで前後してもかまわないようです。

　 　• 10の 12乗(one lakh crore)＝[one crore lakh] などの表現もされるようです。

　 　• 10の 10乗を [ 1,00,000,00,000 ] と捉えて [one lakh lakh] と表現もされることもあるようです。

先の例では、下位の桁から [crore] を優先して用いています。

（桁数が多くなるほど、桁数を多く取れる [crore] が下位から多用されるようになり

　桁数的に短い [lakh] は、[crore] に満たない先頭側のまとめに使っています。）

なお「lakh, crore 方式」を用いる「インド英語」を使った言い回しについては

電卓では別項「英語」にて対応しています。
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【ご注意】

タミル語とマラヤーラム語のどちらも [10][100][1000] の数字を持つ点では共通していますので

ここでは「ドラヴィダ数字」としてまとめています。

タミル語の数字で確認していますが、マラヤーラム語では実例が少なく不十分な面があります。

マラヤーラム語では正しい表現から逸脱している可能性がありますのでご注意ください。

ドラヴィダ数字では、「現代風の書き方」を選んだ場合でも

ゼロの数字は「数値自体がゼロ」のときにしか使っていません。

これは [10][100][1000] の数字を使うことにより、自然にそうなります。

[10][100][1000] の文字を使わず、アラビア(算用)数字のようにゼロの数字を多用する

「位取り記数法」の表現には、桁区切りを含めて「数字」ページにて対応しています。

【備考】　カタパヤーディ記数法 (Katapayadi, Katapayadiya)

インドにはマラヤーラム語など各地の文字で書かれる「カタパヤーディ」などの記数法もあります。

「カタパヤーディ」は、数値を文字で覚えやすく表現する（日本語の語呂合わせのような）形式で

ひとつの数値について複数の書き方ができる可能性を持っています。

それらの点においては「アリヤバータ  の記数法」とも共通していることになります。

電卓では別項にて「カタパヤーディ数字」として対応しています。
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◆◆　画像例　◆◆

タミル・現代風　[1,000,000,000,000,000,000,000]

タミル・伝統的　[1,000,000,000,000,000,000,000]

タミル・現代風　[123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789]

タミル・伝統的　[123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789]
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