
Journal of the Faculty of Management and Information Systems,
Prefectural University of Hiroshima
2018 No.11 pp. 33 - 45

論 文

英文解釈における省略等による誤訳の是正に関する一考察　増補版

錦　織　昭　峰

Consideration on correcting wrong translations caused by omitted words
in English sentences　　Enlarged edition

Akimine Nishikori

Abstract

When an infinitive, a gerund, or a participial construction is used in an English sentence, a subject and a 
being verb are omitted. In such cases, its interpretation is sometimes misunderstood. This paper presents 
how to correct wrong translations. In the technique, each phrase in a sentence is translated. All of them 
are gathered and then the interpretation of the overall sentence is completed. In the business world, the 
translation division in a company often makes a mistaken interpretation. For instance, there is a misreading 
of the sentence which contains a formal subject or object, i.e., the word “it.” Occasionally, the verb which 
seems to be the past tense is really the past participle. In this case, a being verb is omitted. The terms 
pointed in this paper are about the ellipses, e.g., the repetition by the word “that” and a relative pronoun 

“that.” The other ellipses are on nouns, verbs, prepositions, and the subjects of sentences, etc. The 
attentions and warnings are also described. Concerning the lecture of my university, the active learning that 
is called “Perfect Education” is introduced.

 1 章　はじめに

　科学あるいは工学の伝達手段としての英語を習得するために，伝達手段として必須の基本原則

は重要である。情報過多の今日において，学術文書を読者に的確にざっと読みやとばし読みをし

てもらうためには，文章の構造をどのようにすべきかについて考察することは意義がある［1］。

　出版物となった英文にミスがあれば，著者ではなくて，出版社が批判を受ける。そのために，

出版社が英文の文法・構造を厳格に点検・修正して全く間違いがないようにしてあり，厳密な訳

文ができることになっている。

　難しい単語の意味は，辞書を引けば分かる。しかしながら，学術的な内容は直ぐには分らない。

その際には，文の構造を見きわめて，それぞれの単語の意味を割当てると，何を説明しているか

が分かってくる。つまり，文の構造から訳文を作り出すことになるので，文の構造をハッキリと
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理解する必要がある。正しい訳文であるかどうかは，前後の文章と比較して内容が合えばよい。

文の構造及び前後の状況の両方により，訳が正しいかどうかの確認をしていることになる。

　本論文は，翻訳者の誤訳に対して，それを読む者に注意を喚起するためであり，文献［1～5］

の例文を参考にしている。また，学術文書を読む際に特に頻繁に見受けられて，解釈が難しくな

る「分詞構文・不定詞・動名詞」を考察している。更に，大学の講義「外国書講読」のための学

習用にも使用できるように，簡単な事項も記載している。

　本論文［6］の内容は次のとおりである。　2 章では，外国書講読では内容が直ぐに分からないの

で，割当訳語のつなぎ訳の仕方を述べる。前の方から数ワードずつに区切って日本語を割当てる

「割当訳語のつなぎ」による翻訳を説明する。　3 章では，ビジネスの社会においては翻訳課が間

違えた訳文を作ることがあり，形式主語と形式目的語について，他者による誤訳の見分け方を考

察する。 4 章では，多数の動詞を含んでいる一文の訳において，一か所だけが過去形になってい

ると思うならば，それは誤訳と考えることを考察する。 5 章では，学術文書は単文ではなくて複

文や重文が多くなり，このようなときに使用する分詞構文・不定詞・動名詞を考察する。 6 章で

は反復単語などの省略， 7 章では翻訳のための注意事項， 8 章では考察を述べる。 9 章では，ア

クティブ・ラーニングのためのパーフェクト教育を説明する。10章では宗教と暦について述べる。

2章　割当訳語のつなぎ訳

　良い日本語訳を考える前に，記述されている内容を正しく理解する必要がある。外国書講読で

は，内容が直ぐに分からないので，最初にこのような訳語の割当てを行ってみる。そのために，

前の方から数ワードずつに区切って日本語を割当てる。「割当訳語のつなぎ」による翻訳である。

　実際に初見で英訳をしていくときには，前の方から数語ずつのフレーズで区切って訳を作って

行く。それで一文の最後まで訳したら，全文の訳が分かることが多い。もしその訳が分かり難い

ならば，今度は一文の全体を見直して，どこで間違えているかをもう一度考えてみると正しい訳

が分かってくる。（一文には主語と動詞があり，他動詞ならば目的語が必要である。）

　次の文の訳は，省略をした主格 he を表す所有格 his を用いている。日本語を母国語にしない

外国人にもハッキリと分かるように，最初は「私は，彼のここへ来る（であろう）ことを，確信

している」と訳をした方がよいでしょう。

I am sure of his coming here.　　　（I am sure that he will come here.）
ここで，he（主格，～は，～が），his（所有格，～の），him（目的格，～を，～に），his（所有

代名詞，～のもの）である。

　次の英文［1］を，割当訳語でつないでみる。

Although it has higher utility costs (by 75%） and a higher initial capital cost (by 300%), it generates 
annual income―from the sale of argon, from increased ammonia production, and from reduced natural gas 
requirements elsewhere in the plant―that is 160% greater than that generated by the hydrogen process.
（最初の it は argon process を指しており，最初の that は（先行詞 income の）関係代名詞，次の

that は（annual income）の反復の代名詞 that である。反復の that は 6 章を参照。）

　それは，75％だけ高い利用の費用，および，300% だけ高い初期の資本の費用を持っているけ

れども，それは，アルゴンの販売から，増加させているアンモニアの生産から，および，そのプ

ラントの中の他のどこかで，減少させている天然ガスの必要量から，水素プロセスによって生み
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出される毎年の収入よりも160% だけ大きい，毎年の収入を生む。

　このように，他に訳本もない場合にも，翻訳を間違えないようにするために，割当訳語をつな

いで文意を理解してから，日本語らしい訳文にする「 2 ステップ翻訳」を行う。文の構造と比較

しているので，文意の点検ができる。英語を母国語にしている人々は，文の前から順に意味を考

えている。

3章　形式主語と形式目的語の誤訳

　ビジネスの社会において，翻訳課が間違えた訳文を作ることがある。例えば，it の「それは」

（または「それを」）が何を指しているのか分からないので，「それは」をそのまま書き残してい

る。「それは」の訳を「～であること」の訳と入れ替えると誤訳に気づくことがある。

　元々，it は天候，時間，明暗，距離などを指したり，状況を指す it がある。これ以外には，文

中の to 以下，～ing 以下，that 以下を指すことがある。いわゆる，形式主語（仮主語），形式目

的語の it である。これには，訳語「～することは（が）・・・」，「～することを・・・」を当てる。

下記のような例がある。（最後の例は強調構文である。）

It is hard to speak good English.
よい英語を話すことは難しい。

It is no use crying over spilt milk.
こぼされた牛乳を泣くことは無駄だ。覆水盆に返らず。（太公望が述べた言葉）

（太公望に「釣れますか，などと文王（が）そばにより」）

It is assumed that buffers between processors have unlimited capacity.
プロセッサの間にあるバッファは，限界の無い容量を持つことが仮定されている。

I found it difficult to catch up with him.
私は彼に追いつくことを難しいと分かった。

It was the book that (or which） I bought at that store yesterday.
私が昨日あの店で買ったのは，その本だった。

4章　過去分詞形の誤訳

　一文に動詞が三つ以上あると，全体の意味が分かり難い。一般普遍の真理ならば現在形を使う

ので，訳文で一か所だけが過去形となっていると思うならば，誤訳と考えた方がよい。（先生が

間違っていると，一か所だけ過去形があるという間違った教育をしていることになる。）その周

りで全部が現在形ならば，それは過去形ではなくて過去分詞形である。例外は，「（過去に）～し

たと（現在）述べている」場合や，次の例のように仮定法の if を使っている反語的表現などがある。

If I were a bird, I would fly to you.
もし私が鳥であるならば，私はあなたのところへ飛んで行くのに（そうではない）。

　ところで，「一般動詞の現在分詞形」は，be 動詞と伴に「～している」または「～し続けてい

る」の「現在（過去）進行形」を作る。「一般動詞の過去分詞形」は， be 動詞と伴に「受け身（受

動態）」を作るので，「～される」または「～されている」と解釈する。その文の時制（現在また

は過去）は，be 動詞で分かる。なお，have (has, had) と伴に「一般動詞の過去分詞形」で作る「現
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在（過去）完了形」がある。例えば，

He had done something. 
have には，次のような使役の「～させる」の意味がある。

He had something done.
　一般動詞において，過去形の「～した」の訳を，過去分詞形の「～される」と訳を入れ替える

と誤訳に気づくことがある。「～される」を「～した」と誤訳すると，立場が逆になる。すなわ

ち，A と B がいて，A が「～した」と述べると，その行為は A がしたことになるけれども，実

際は A が「～される」であるから，その行為は B がしている。例えば，ビジネスにおいて「支

払われる」を「支払う」と解釈すると，「お金を貰う」が「お金を出す」になって，金銭授受で

逆の契約となる。企業間の契約で起こると，重大なミスとなる。

　関係代名詞 that（または which, who）及び be 動詞が省略されていることがある。この際には，

（動詞が現在形の場合には）that is または that are を補って「先行詞の名詞＋ that ＋ are, is ＋過

去分詞形」として，「～される」という訳を考える。（that だけを省略して be 動詞を残すならば

being になる。

A good paragraph fits in with the overall structure of points being made in the text as a whole.）
これが正しいかどうかを判定するには，その場の状況と比較して，妥当な内容になっているかど

うかを検証する必要がある。be 動詞が省略されて，過去分詞形が過去形のように見える例には，

下記がある。

Made in Japan：This (or It） is made in Japan.
Registered mail：This (or It） is registered mail.
All seats reserved：All seats are reserved.
All rights reserved：All rights are reserved.
Optimal solution found.：The optimal solution is found.
ABC variable not defined.：The ABC variable is not defined.
Italics added.：Italics are added.
（他の文献を引用してその一部を変更したときには，イタリック体にしている。）

5章　分詞構文・不定詞・動名詞

　学術文書は，文語体であり，意味に紛れがない分かり易い文にする必要がある。学術文書は，

単文ではなくて，複文や重文が多い。学術文書は内容が込み入っていて，同じ内容を「すなわち」

として，別の表現でもう一度説明することが多い。このような場合には，同じ主語が繰り返し出

てくるので，主語を省略した表現にする。このような場合に用いられるのは，分詞構文，不定詞，

動名詞である

　文の構造が一見明らかでないときには，文頭に現在分詞または過去分詞があれば分詞構文と考

えた方がよい。分詞のある箇所が「従属節」であり，分詞の前にある接続詞，主語，be 動詞な

どが省略されていることがある。省略された従属節の主語や時制は，「主節」と一致しているこ

とが多い。

　目的，理由，原因，結果などの不定詞の副詞的用法は，英文にすると分かり難い。この場合に

は，主語を objective, purpose, aim, reason, cause, results などとして明確に記述した方が良い。例え
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ば，The purpose is ～ である。

　過去分詞形と現在分詞形を形容詞として名詞を修飾する表現は，分かり難いことがある。省略

した単語があるとしても，名詞の直前と直後に付いている動詞は，過去分詞形または現在分詞形

であり，（主語と伴に一文を構成する）過去形や現在形ではない。すなわち，動詞が名詞の前に

形容詞のように付くときには，現在分詞形または過去分詞形であり，過去形ではない。例えば，

It is no use crying over spilt milk.
は，（spilt は形容詞という解釈もあるけれども，）spilt は過去分詞形であり，「こぼされている」

ミルクである。（擬人化して自ら）こぼれているミルクならば（自動詞により）spilling milk であ

り，過去形の spilt ではない。「こぼされた（こぼされている）」とハッキリと訳に出すことが要

求される。（なお，「（目的語）を～する」のように（他の）目的語を伴うのが「他動詞」であり，

その動詞自らだけで文を構成できるのが「自動詞」である。）

　「～するときに，～である。」は，When や In case of などで始まる従属節を伴った主節で一文

を表現することがある。これには，以下のように In を使うこともある。

In driving a car in Japan, you must keep to the left.
日本で車を運転する場合には，左側通行をしなければならない。

　以下の二文は，「煙草を吸うために立ち止まった」と「煙草を吸うことを止めた」で異なって

いる。前後の状況によっては，to smoke は「吸うこと」という訳になるかもしれない。

I stopped to smoke.　I stopped smoking.
　主に，文献［3,2］から引用した， 1 ．不定詞， 2 ．動名詞， 3 ．分詞構文の例を以下に示す。

参考文献に記載された文をそのまま使用している例が多いけれども，和訳は割当訳語のつなぎ訳

に変更している。

 1 ．不定詞

　不定詞では，to の次は動詞の原形である。

　名詞的用法の名詞句には，訳語「～すること」を当ててみる。括弧の中に記した語句として使

用されている。

To learn English is not so difficult.（Learning English is ～ の方が，文頭では分かり易い。）

英語を学ぶことはそんなに難しくはない。 （主語）

It is hard to speak good English.
よい英語を話すことは難しい。 （形式主語）

He wants to study English.
彼は英語を勉強することを望んでいる。 （目的語）

He wants me to study English.
彼は私が英語を勉強することを望んでいる。 （目的語）

I helped him (to） find his things. 
私は彼が彼の物を見つけることを手伝った。 （目的語）

To live is to suffer.
生きることは苦しむことです。 （補語）

　形容詞的用法の形容詞句には，訳語「～するための」を当ててみる。

Give me something to eat.
食べるための何か（何か食べ物）を私にください。
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I have no house to live in.
私は住むための家（住むべき家）を持たない。

She seems to be very happy.
彼女はきわめて幸福であると思われる。

　副詞的用法の副詞句には，訳語「～するために」，「～するので」を当ててみる。ただし，結果

用法では無理である。括弧の中に記した用法で使用されている。

He came to see me.
彼は私に会うために来た。 （目的）

He must be a fool to say so.
そんなことを言うので，彼は馬鹿にちがいない。 （理由）

I was shocked to hear the news.
私は，その知らせを聞いたので，びっくりした。 （原因）

He worked hard only to fail.
彼は熱心に勉強をして，結果は失敗だった。 （結果）

2．動名詞

　動名詞には， 訳語「～すること」を当ててみる。括弧の中に記した語句として使用されている。

Teaching is learning.
教えることは学ぶことです。 （主語）

I like walking.
私は歩くこと（散歩）を好む。 （目的語）

Smoking cigarets is harmful.
紙巻きタバコを吸うことは有害です。 （複数の単語により構成された「名詞句」の主語）

His doings do not agree with his sayings. 
彼のすることは，言うことと一致しない。（彼の言行は一致しない。） （動名詞の複数形）

3．分詞構文

　分詞構文においては，省略されている接続詞を適当に補って訳を割当てることになる。その接

続詞の意味を括弧の中に記している。時，理由，条件などと幾つもあるので，その場の状況に合

わせて選んで訳してみる。

Walking along the street, I met a friend of mine.
街路に沿って歩いていたときに，私は友達に会った。 （時）

Being sick, she could not go to school.
病気だったので，彼女は学校へ行くことができなかった。 （理由）

Turning to the left, you will find the hospital.
左へ曲るならば，あなたはその病院を見つけるでしょう。 （条件）

Admitting what you say, I still think you are in the wrong.
あなたの言うことを認めるとしても，未だに私はあなたが間違っていると思います。 （譲歩）

Opening his mouth wide, he shook hands with me.
口を大きく開けながら，彼は私の手を握った。 （付帯状況）

　次は，接続詞を明記した例である。

While travelling in Europe, I called on her.
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ヨーロッパで旅行をしていた間に，私は彼女を訪ねた。

　分詞構文の否定形は，次のとおりである。

Not knowing what to do, I asked for his advice.
何をしてよいか分からなかったので，私は彼の助言を求めた。

　分詞構文を用いた一文において，分詞を伴う箇所は従属節であり，その他の箇所が主節である。

従属節の動詞の時制は，主節の時制と一致する。

Felling hot, we left the windows open.　（As we felt hot）
暑かったので，私たちは窓を開けたままにしておいた。

　従属節の主語は，主節の主語と同じときには，省略できる。

 ［Being］ seen from a distance, the house looks like an old castle.　（When it is seen ...）
遠くから見ているときに，その家は古い城のように見える。

　従属節の主語は，主節の主語と同じでないときには，明記する。

The sun having set in the west, I started for home.
太陽が西に沈んだので，私は自宅に向かい始めた（帰途についた）。

　従属節の主語は，主節の主語と同じでなくても，省略されても分かる際には省略できる。

Standing on the bridge, the island looked dark.
橋の上に立っていたときに，その島は黒く見えた。

 

6章　単語などの省略

　同じ単語を連続して使用する際には， 2 度目には省略することがある。この例文を以下に挙げ

る。括弧の中に記した使い方である。

The population of Tokyo is larger than that of Osaka.  （反復の that (those)）
The total cost of Ex. 2 with an upper bound is larger than that of Ex. 1 without upper.
The pattern of development used in this opening sentence is one of classification-division. 
 （反復の名詞の one）

In the directed graph, nodes correspond to tasks and arcs to precedence constraints. Arcs represent tasks 
and nodes time events. （反復の単語の省略）

　以下に省略の例を挙げる。

the proposed method 　 the method that is (or was） proposed 
Some definitions concerning task preemptions and precedence constraints among tasks are given.
 （関係代名詞 that の省略）

arriving soon（電停の表示）　　The street car （or It） arrives soon. （主語の省略）

Number of problems solved （in a figure or table）　　The number of problems that are solved 
 （図・表中の説明文で冠詞の省略）

That way, you’ll satisfy the reader’s expectations and ~ .
（That way は，前置詞を省略した副詞句である。時，方向，様態などの副詞句においては，前置

詞を省略することがある。前置詞を省略すると名詞句のように思われるけれども，名詞句が文全

体を飾ることはない。）

「That is,」は「That is to say,」「すなわち」の省略形である。
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　例えば三つを並記する際に付けるコンマの位置は，「A, B, and C」である。二つの項目 A と B
がある場合には，both A and B または A as well as B がある。二つの文を並記する際によく用いら

れるのに，~ not only ~ , ~ but also ~ の構文がある。列記する項目が多いときには，一覧表にした

方が分かり易い。1，2，3または a, b, c などを先頭に付けて順番に記載する，または，各項目の

先頭を左詰にして縦に揃える。多数の項目は以下のように形式を揃えると分かり易い。

A of B, C of D, E of F, and G of H
A of B, A of C, A of D などは，反復の名詞の one を用いて，A of B, one of C, and one of D と書くこ

とができるし，A of B, of C, and of D と A を省略しても理解できる。最初の数語 some words が例

えば A B C であるならば，次のようにできる。

A B C of D, that of E, and that of F　

反復する語句が複数の場合には，that は those になる。

7章　翻訳のための注意事項

　例文 Now we will give the definitions concerning schedules and optimality criteria. において，concerning
を that concern に書き直すことがある。どのような動詞でも，どちらの表現も全く同じ意味であ

るかどうかは言い難い。日常的に使われている動詞ならば微妙にニュアンスが異なってくること

もある。日常めったに使われない動詞は，同じと考えて使うことが多い。

　名詞句 especially important problem で述べると，名詞 problem を修飾する（かざる）のは形容

詞 important であり，形容詞 important をかざるのは副詞 especially である。

　副詞は，文頭または文末に置いて文全体をかざるか，動詞に付いて動詞をかざる。副詞を動詞

に付ける場合には，be 動詞の後ろ，一般動詞ならば前となる。（副詞には，数語で構成される副

詞句がある。）現在完了形に副詞が入る例として，次がある。

The several special types have already been described in Section 2. 
　多数の単語で構成された名詞句が長過ぎるときには，語順の倒置（入替）を行うことがある。

The assignment problem is a mathematical problem taking into consideration the assignment of staff, 
objects, money, and so forth. 
What the child can do in cooperation today he can do alone tomorrow.
　近接未来である，予定，義務，可能，運命を表す際に，「be 動詞＋ to 不定詞」を使うことがあ

る。例えば，

We are to meet at the station.
We are going to meet at the station.
We are about to meet at the station.
be 動詞の代わりに，have を用いて「have ＋ to 不定詞」にすると，義務の must の意味になる。

We have to meet at the station. 
これから発行される論文誌に掲載予定では，次のように不定詞を用いる。

to appear in IEEJ Transactions on ～
　To live is to suffer.「生きることは苦しむことだ。」を，Living is suffering. にすると，「生きるこ

とは苦しみ続ける」と微妙に異なった訳になる恐れがある。このような be 動詞の後では，動詞

～ing の現在進行形にしないで to 不定詞にした方がよい。
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　沢山あるという表現では，so と too の二つには大きな違いがある。so many (or much) は「そん

なにたくさん」であり，too many (or much) は「あまりに多すぎる」と否定的になる。

　人間以外を人のように擬人化する表現はよく使用される。

Nature optimizes.
　段落の最初は数文字下げるけれども，第 1 段落だけは下げない。

　among the friends と between the friends はどちらの訳も「友人達の間で」であり，among の次は

　3 人以上，between の次は 2 人である。

　同格の of は，「～の・・・」と誤訳しないで，「～という・・・」と訳す。例えば，the city of 
Rome は，「ローマという市」，つまり，「ローマ市」である。city と Rome は，同格で同じ物である。

　「すべての都市」は，the が無いと，何かを特定しないで漠然とした「すべて」の意味になる。

all cities　　all the cities
　my a friend は非標準な表現であり，a friend of mine とする。（文献［7］の mine の項を参照。）

my のような所有格と，a と the の冠詞及び this などと並置できない。my friend という表現もあ

り，特定の友達を意味することもある。他の例として

this report of yours
　主語が 3 人称の単数で，一般動詞が現在形ならば，一般動詞に (e)s が付く。この一般動詞に強

調の do が付くと，この「 3 単現のエス」は，do に付いていて，一般動詞には付かない。

Let’s see how it actually does continue. 
　数字を表す単語 ten にも，複数形がある。例えば，

Five tens are fifty.　　a few tens or more
　人を呼ぶときには，その姓名のイニシャル，または，最初の 2 文字で呼ぶことがある。これは

目的語が二つある場合の受動態である。例えば，著者では，

You call me Aki.　　I am called AN.
Tom は Thomas，Bill は William の愛称である。

　述べている順番に動作・行為をするのが普通であり，その順番をハッキリと示すには and then
「そしてその後で」を使う。例えば，

At each step of the way, your writing should set up certain expectations in the reader’s mind and then 
promptly satisfy those expectations.
　前文全体を承けるには This を使う。例えば，

In any event, it is usually desirable to maintain some kind of continuity when moving from one paragraph 
to the next. This is most often done by incorporating one or more key words from one paragraph into the 
first sentence of the next.
　「（Please）＋動詞の原形」で（丁寧な）命令になる。命令形には主語が無いけれども，あえ

て言えば「you あなた」であり，「あなたは，～しなさい」を意味する。

Please, be quiet.
この場にいない，例えば彼に命令をするならば，

Let him be quiet.
となる。私達ならば，よく使われる「勧誘の Let’s 」を用いる。

Let’s (Let us) be quiet.
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8章　考　察

　日本語では馴染みが薄いけれども，名詞を省略したり，名詞を代名詞 one で代用したりすると

意味が分かり難くなることがあるので，普段から慣れておく方がよい。

　科学技術における一般・普遍の真理は現在形で書く。例外として，化学などで室温によって実

験結果が微妙に変わる可能性がある場合には，過去の事実として過去形で書くこともある。

　フィギュア・スケートの採点表に，x1,2（エックス・ワン・コンマ・ツー）とタイプライター

で打っていた。（これは，後半の演技には（掛算）×1.2として， 2 割増しの点数を付ける意味が

ある。）ドイツ・フランスでは，ピリオドの代わりにコンマを使うことがある［8］。逆に，英米

や日本では位取りにコンマを使うけれども，ドイツ・フランスではコンマの代わりにピリオドを

使うことがある。つまり，数字が1000倍になったり，1000分の 1 になったりする。

　漢字は造語機能が優れていると言われている。日本語では二つの漢字の単語が多くて，例えば

「因果」とは，「原因と結果」から「原因の因」と「結果の果」を取っている。これは英語では 
cause-and-effect となり，スペルが長くなる。スペルを短縮する，FinTech (Finance Technology) や 
EduTech (Education Technology) などの造語が出てきている。algorithm は「計算の方法」であり，

「算法」の訳語がある。

　米国では，単語のスペルの先頭の a は［a］ではなくて［ei］，i は［ai］ではなくて［i］と発

音することになる。例えば，Asia，financial などがある。日本語で製品名を付けるときには避け

ないと，覚え難い名前となる。

　英語の自動翻訳機が開発されている。シングルの一文ならば良い訳ができる場合がある。単語

の意味を一つに絞って訳が出てくるので，良い訳が出来ることがある。本論文の内容は，割当訳

語のつなぎ訳であるので，機械翻訳には一助となる。

　次の一文は，it を形式主語と解釈するかどうかで異なった訳になる。it が形式主語でなければ，

「それは，よい英語を話すためには難しい。」という訳になり，日本語としては多少不自然な表

現になる。ここで，to 不定詞は「話すために」の意味であり，理由・原因を表している。前後の

状況で判断できなければ，変換ソフトでは，両方の訳を出して使用者に選ばせることになる。こ

れは，自動翻訳では訳が困難になる例となることがある。

It is hard to speak good English.
　動詞は，「現在形＋過去形＋過去分詞形」の三つで覚える。これ以外には，現在分詞形もあり，

単に動詞に ing を付けるだけでよいことが多い。動詞の原形は現在形とほぼ同じである。現在形

am, are, is などの be 動詞の原形は be である。

 現在形 過去形 過去分詞形 （現在分詞形）

 （原形） （原形）～ed （原形）～ed （原形）~ing
 leave -　left -　left （leaving）

 sell -　sold -　sold
 write -　wrote -　written （writing）

 eat -　ate -　eaten
 set -　set -　set （setting）

 continue -　continued -　continued （continuing）

 omit -　omitted -　omitted （omitting）
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 study -　studied -　studied （studying）

 die -　died -　died （dying）

 get -　got -　gotten (or got） （getting）

　英語が母国語である人でも，正しい英語を習得するために，このような動詞の変形は復唱して

覚えることになる。日本人が掛け算九九を復唱して覚えるように，「現在形＋過去形＋過去分詞

形」と順番に繰り返し復唱して覚える。英語を母国語にしている人々も，小さい頃からこのよう

にしないと，正しい英語が使えない。

9章　アクティブ・ラーニングのためのパーフェクト教育

　外国書講読の講義において，英文解釈がよくできる上級者のために，講義を活性化する「アク

ティブ・ラーニング」を行っている。これを上級者用の「パーフェクト教育」と呼ぶことにする。

過去の成績上位者と競争をさせることで，成績が上位者への更なる勉強の奨励が目的である。

　授業中に英訳を完璧に行えば，この箇所を試験問題に出すと，パーフェクトな英訳の回答が

できる。過去に教えた先輩にはパーフェクトな回答を書いた女子学生がいて，「パーフェクト娘」

と筆者は称している。講義を受けているクラスの上級者には，現状に満足しないで，パーフェク

ト娘に負けないようにと励まして，講義を一字一句聞き洩らさないようにと発言している。ライ

バル心に訴えると，英語ができる学生がこれにのってきて，講義中には真剣に勉強をするように

なる。期末試験の成績上位者へは，この目標を達成した者には，「ミスター，ミス・パーフェクト」

と呼ぶことになる。これに準じた回答を書いた学生は，「セミ・パーフェクト」となる。

　また，最近は入試の形態が複数あり，英語の学力が劣った学生が数人いて，そんな学生も英語

の講義時間だけでも頑張っている。成績が並みでも，「ミスター，ミス・エフォート（努力の人）」

と呼んで励ましている。

10章　宗教と暦

　本論文では，日本語が割当訳語のつなぎ訳になっているので，日本語訳が分かり易くなってい

る。外国人が英語から日本語を勉強するには，本論文は良き資料となっている。

　米国トランプ大統領は，「America (is) first.」と発言している。米国は USA (the United States of 
America，アメリカ合衆国）であり，アメリカとはアメリカ大陸の国々を指すようだ［9］。英国

は UK（the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）である。

　米国大統領は，ほぼ全員，新教徒（Protestant）である。（その昔欧州では，新教徒は旧教

徒（Catholic）から迫害を受けて，新大陸の米国に渡った。具体的には，ガレー船の漕ぎ手と

して使役させられた例もある。ガレー船徒刑囚の回想，岩波文庫）Middle name（中間名）は

Christian name（洗礼名）である。他国の入国管理で， 特に神様についてはありませんと答えると，

無神論者として扱われて入国が難しくなるので，仏教徒（Buddhist）と答える。

　海外で活動をする際に，相手の宗教の安息日は重要なことである。ユダヤ教，キリスト教，イ

スラム教の安息日は，それぞれ，土曜日，日曜日，金曜日である。現在では，西洋暦は 1 週間で

　7 曜（月，火，水，木，金，土，日）である。しかし，初めには日曜日は無くて， 6 曜だったそ

うだ。東洋暦の太陰太陽暦では，周期の基本は 6 曜（先勝，友引，先負，仏滅，大安，赤口）の
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六輝である。

　聖書は，起源の順に，ユダヤ教では旧約聖書であり，キリスト教では旧約聖書と新約聖書の二

つである。イスラム教は同じ宗教であるとして，聖地は同じである。

　昔は零の概念が無くて，最初は 1 から数え始めた。キリスト様は13日金曜日に亡くなって， 3 
日目の日曜日に復活された。これは，金，土，日曜日を，　0 ，　1 ，　2 ではなくて，　1 ，　2 ，　3 と
数えている。東洋歴を利用していた日本でも，零歳は無かった。生まれた日を 1 歳として，旧暦

正月に皆で 1 歳ずつ年を取る。厄年の年齢は，現在の満年齢とは異なっていて，満年齢よりも

　1 ， 2 歳だけ増える数え方をしている。

　日本の神道（しんとう）には，日本古来の神様として，例えば出雲市には出雲大社（いずもお

おやしろ）がある。また，江戸時代の徳川家による政治から，明治天皇に大政奉還されたときに

できた神道がある。藩主の殿様と伴に家来達が，皇室を頂点とした神道に変更した。全国には，

皇室を祭る伊勢神宮を頂点としている神社が多い。日本には古来の暦があり，西暦2018年は皇紀

2678年である。戦前には学校で皇紀二千六百年のお祝いがあったそうだ。この年に製作された飛

行機には零式と付けており，その 3 年前には九七式と型式を付けている。あなたを君と言い，大

君（おおきみ）とは天皇を指している。また，大御言（おおみこと）や大御心（おおみこころ）

などもある。国歌「君が代」とは，天皇の世の中を意味すると批判する人々がいる。戦後の新憲

法では，天皇は日本（にっぽん）国の象徴（Symbol）となった。

11章　おわりに

　英語には素人でも，英語翻訳をする時代になった。スポーツの国際大会ルールの和訳，中小企

業においても海外からの英文メールの和訳などが必要となった。専門用語などは，一般の英語翻

訳者には分からないので，当事者が直接訳を考える必要がある。

　日本語には形容動詞があるけれども，英語には無い。逆に，英語には前置詞や冠詞などがある。

日本語に無いと，日本人には馴染みがない。

　（that や to 不定詞などを指す）it， 及び，（動詞の）過去形（と思われるけれども実は過去分詞

形）には，誤訳をしないように注意を要する。このような仮主語と省略形は日本語には馴染みが

ないので，感覚的に受け付けなくなり，ウッカリ間違えたりしたままになる。

　過去形と思われるけれども，過去分詞形であることがある。その前には be 動詞が付くことが

あるけれども，これが省略されていて，関係代名詞もまた省略されていると推察することができ

る。名詞の直前または直後に動詞が付くときには，過去形ではなくて，過去分詞形または現在分

詞形である。

　入試英語においては，受験生が間違えて点差が開くような問題を作成できる。得点が偏って全

員が良い点にはならないので，良問だという評価を受ける。受験生の立場からすれば，十分な注

意が必要である。

　本論文のように直訳を作っても日本語に相応しくないならば，意訳をすることになる。意訳を

するにしても，日本語の語彙が豊富であることが必要である。英語ができない学生にとって，い

つも曖昧な訳だけを聞いていると，学生自身はなぜこんな訳ができるのかが分からずに困ること

がある。直訳から教える方が，理解が早いことが多い。当然の事ではあるけれども，注意を喚起

させるために本論文にまとめている。
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