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absorb /əbsɔ́ɚb, -zɔ́ɚb | -zɔ́ːb, -sɔ́ːb/
v. 吸収する、取り込む、同化させる、心を奪う、（企業などを）吸収合併する
⇨ 「あるものを元あった場所から引き離して呑み込む」というのが原義。呑み込まれ、取
り込まれたものは独立した存在ではなくなり、相手方に同化されることになる。観察力や
注意力などについて使われると、それらが一つの対象に集中していることを示す。

基本例文

☐ Children have an amazing capacity for absorbing new information.　
子供たちには新しい情報を取り入れる驚くべき能力がある。

☐ She is completely absorbed in trying to solve the puzzle.　彼女は難問を
解決しようと一心不乱に取り組んでいる。

☐ Th e movie is sure to absorb the viewers’ attention.　その映画は、見る人
を引きつけるはずだ。

☐ Adjacent towns were absorbed into the city.　隣接した町々がその市に合併
された。
関連語
absorption n. 吸収、同化　　absorption spectrum 吸収スペクトル
⇨ 用例はほかに「科学・技術例文」に示した。

absorptive adj. 吸収力のある、吸収性の
⇨ 用例は「科学・技術例文」に示した。

absorbent adj. 吸収性の　　absorbent cotton 脱脂綿　　absorbent paper 吸取り紙
absorber n. 吸収装置　　shock absorber緩衝装置
absorbance n. 吸光度

科学・技術例文

☐ Some toxic chemicals can be absorbed into the body through the skin.　
毒性化学物質の中には皮膚をとおして身体に吸収されるものがある。

☐ Black absorbs the most light because it absorbs all colors of light. White, 
on the contrary, absorbs the least amount of light because it refl ects 
all colors of light.　黒は、あらゆる色の光を吸収するため、吸収する光量はもっ
とも多い。逆に、白はあらゆる色の光を反射し、吸収する光量はもっとも少ない。

☐ Th e majority of digestion and absorption of food takes place in the 
small intestine.　食物の消化吸収はその大部分が小腸で行なわれる。

☐ When sound travels through an acoustically absorptive material, the 
sound energy is converted into heat and dissipated.　音が吸音材を通り
抜ける時、音のエネルギーは熱に変換されて散逸する。
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condense /kəndéns/
v. （液体の水分を減らして）濃縮する、（重要度の低い部分を除いて）密度を増す、
凝結させる、文章を要約する
⇨ 「気体を液化する」の意味もあり、その反対語は evaporate（⇨ EVAPORATE）。文章要約
の意味では compress, abridge に近い。consolidate は「複数のものを一つに集約する」、
compress は「圧縮して体積を減らす」（⇨ COMPRESS）。

基本例文

☐ Condense the speech down to a few important points.　スピーチをいく
つかの要点にまとめなさい。

☐ Due to the budget shortage, they condensed the three-year plan into 
a three-month plan.　予算不足で 3年計画を 3ヵ月計画に短縮した。
関連語
condensed adj. 濃縮した
condenser n. 凝縮器（気体を冷却して液化する装置）、集光レンズ、集光鏡、コンデンサ（キャ
パシタ）

condensation n. 凝縮、液化、縮合
condensation of moisture from the atmosphere on the metal surface 金属面で凝結し
た大気中の水分
⇨ 用例はほかに「科学・技術例文」に示した。

condensate n. 凝縮液

科学・技術例文

☐ Moisture will not condense on a surface that is warmer than the sur-
rounding air.　まわりの空気よりも温度の高い表面は結露しない。

☐ When water vapor rises and cools below the dew point, it condenses 
into tiny drops of water to form clouds.　水蒸気が上昇して露点よりも冷え
ると、凝結して小さな水の粒となり、雲を形成する。

☐ A condensation reaction occurs when two or more molecules of the 
same or diff erent substances join together to make a new molecule, 
with the elimination of some simple molecules such as water.　縮合反
応では、同種あるいは異種の二つ以上の分子が結合し、水のような簡単な分子の脱
離をともなって、新しい分子が生成される。
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differ /dɪ́fɚ | -fə/
v. （～とは）異なる、異論がある
⇨ disagree と似ているが、強いて言えば、diff er は「異論がある」、disagree は「異論を
出す」という差があるかもしれない。実際には these two don’t diff er signifi cantly と考え
てよいだろう。vary は「（状況によって）違いが出る」。　⇨ MODIFY, TRANSFORM, VARY

基本例文

☐ Th eir opinions diff er about ［on］ this matter.　この件について、 彼らは意
見が違う。

 ＝Th ey diff er in their opinions about ［on］ this matter.
 ＝Th ey have diff erent opinions about ［on］ this matter.　［opinion を単数
形で使う例もある］

☐ Let’s agree to diff er on ［about］ some of the issues.　いくつかの論点につ
いては、意見が違うことを認め合おう。［diff er の代わりに disagree も可］

☐ I beg to diff er.　（相手の発言に対して）それはどうでしょうね。
関連語
diff erent adj. ［diff erと同じく、あとに fromをつづけることが多い。ただし、thanを伴な
うことも現在では普通。Th e outcome was diff erent than I had expected.のような場合
は、かえって便利だとも言える。］　　⇨ 用例は「科学・技術例文」に示した。

diff erence n. 差異、差分、不和　　potential diff erence電位差
fi nite diff erence method 有限差分法（微分方程式を数値的に解く方法の一つ）
the diff erence of/in age between the two groups 両集団の年齢差
Th e two groups settled their diff erences.　両集団が対立を解消した。

diff erentiate v. 区別する、分化する、【数学】微分する
⇨ 用例は「科学・技術例文」に示した。

diff erentia n. 種差（同類の中で異種の区別になるような特性）
diff erential adj. 差をもたらす、差によって機能する　n. （分量や程度の）差、微分、差動装置

wage diff erentials 賃金格差　　diff erential equation 微分方程式
diff erential scanning calorimetry 示差走査熱量測定（試料と基準物質を同じ速さで加熱
した時の吸熱量の差から試料の物理化学的性質を調べる方法）

科学・技術例文

☐ Results from one laboratory may diff er from those of another depend-
ing on experimental conditions.　実験の条件により、別の研究所では異なる
結果が出るかもしれない。

☐ Th e embryo cells diff erentiate into specifi c types of cells so that they 
become somatic cells of diff erent tissues and organs.　胚細胞は特定の細
胞に分化し、さまざまな組織、器官の体細胞になる。
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observe /əbzɚ́ːv | -zə́ːv/
v. 観察する、（観察した結果）気づく、述べる、（法律などを）守る、（行為などを）
保つ
⇨ 「～に向かって注意を向ける」が原義。

基本例文

☐ I observed a fl ash of lightning in the dark.　暗闇の中にぴかりと稲妻が光
るのを見た。

☐ Th e doctor observed that she was well enough to leave the hospital.　医
者は、彼女はもう退院できる状態だと述べた。

☐ We must observe the traffi  c regulations.　われわれは交通法規を守らなくて
はいけない。
関連語
observation n. 観察、観測、判断、発言　　⇨ 用例は「科学・技術例文」に示した。
observance n. （規則・義務などを）守ること、習慣

His company has been well known for its strict observance of business ethics.　彼の
会社は商業倫理を厳守することで有名である。

observable adj. 観察できる、注目すべき、守るべき
⇨ 用例は「科学・技術例文」に示した。

observer n. 観察者、【制御工学】観測器、オブザーバ
observatory n. 観測所　　observable adj. 可観測な　　observability n. 可観測性

科学・技術例文

☐ During his stop at the Galapagos Islands, Charles Darwin observed 
that some fi nches had larger beaks than other fi nches.　ガラパゴス諸島
に立ち寄った際、チャールズ・ダーウィンは他のフィンチと比べて嘴の大きいフィ
ンチがいることに気づいた。

☐ Th e long-awaited total solar eclipse was observed in the southern part 
of Egypt on Th ursday morning, which lasted for nearly 3 minutes.　木
曜の朝、エジプト南部で待望久しい皆既日食が観測され、それはほぼ 3分もつづい
た。

☐ Careful observation of the movement of higher level clouds is essential 
in predicting the weather.　上層にある雲の動きを注意深く観察することは、
天気を予報する際に不可欠である。

☐ Th e test result shows that the drug has no observable depressive eff ect 
on the immune system.　試験の結果、この薬には免疫系を抑制する作用は観
測されなかった。
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