
1 
 

 
 

英語と私 

 

私の英語との付きあい⽅ 

   別宮貞徳 悪訳退治 

   中津燎⼦ 英語と運命 

 

   わかみず会 

   2017 年 11 ⽉ 1 ⽇ 

 
  



2 
 

英語と付き合い始めるまで 
 ⾼校⽣のころ、英語には全く興味がわきませんでした。⾯⽩くもない⽂章を辞書を引き引
き解釈する、という作業は【お勉強】であり、楽しみである読書ではありませんでした。好
きな探偵⼩説（推理⼩説、ミステリーという⾔い⽅はなかった かな？）を英語で読みたい
と思っても、⾼知の書店には原書はほとんどありません。 
 
 英語に全くなじまないままに、⼤学⼊試がやってきます。当然ながら、惨憺たる結果でし
た。少し⻑い英語の⽂章を読んで、その後にある 5 個の⽂のうちで、⻑⽂の内容と⼀致する
2 ⽂を選べといった問題がありました（多分）。（受験雑誌で⾒た？）正解によると、私の選
んだものは 2 個とも外れでした。鉛筆を転がして選んだほうが良かった、と悔やんだもの
です。英⽂和訳で so many feet とあったのを、「たくさんの⾜」とやったのも記憶に残って
います。この feet は 12 inches のことで、⻑いのは映画のフィルムでした。問題の⽂章が少
しでも読めていれば、こんなミスはあり得ません。採点の先⽣はさぞあきれたことでしょう。
合格したと知れば、嘆かれたかもしれません。 
 
 英語の惨状を数学と物理でカバーして、なんとか合格し、東京にやってきました。渋⾕の
⼤盛堂をのぞくと、25 セントのペイパーバックがずらり。アガサ・クリスティー、E.S.ガー
ドナー（ペリー・メイスンです）、エラリー・クイーンを買って読みました。私の読書スタ
イルは流し読み、⾶ばし読みです。熟読、精読はしません。よく解らなくてもお話が調⼦よ
く進んでくれれば満⾜です。通学の電⾞の中で読むのです。ろくに解っていないのは当たり
前。現在のように⼩説が⻑くなかったのも助かりました。こうして、私は、英語を読む⼈に
なりました。英語が読める⼈ではありません。 
 英語で読んで⾯⽩かった本は、できるだけ翻訳も読みます。英語ではすっ⾶ばした部分が
読めるので、新しい本として楽しめます。 
 25 セントの本は何円だったか。1 ドルは 360 円で 1/4 は 90 円、本代はその何倍だった
か、思い出せません。恋⽂横丁のラーメン、チャーハンが 35 円、渋⾕⾷堂では 30 円、25
セントでも安くはありませんでした。 
 
 その頃、渋⾕の古本屋で、1 冊のペンギンブックの背中に、「英国、⾳楽、我、時間」と書
いたカバーのかかったものを⾒つけました。これが、翻訳、特に誤訳を気にするようになっ
たきっかけ（の⼀つ）です。 
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別宮先⽣の悪約退治 
 
別宮貞徳 
 上智⼤学教授 
 1927 年 東京で⽣まれる。兵庫県⽴第⼀神⼾中学校、第⼀⾼等学校理科を経て、 

上智⼤学英⽂科卒、同⼤学院修⼠課程修了。 
 
雑誌「翻訳の世界」に翻訳批評を連載。以下の 7 冊として⽂藝春秋社から出版。 

誤訳 迷訳 ⽋陥翻訳（正・続）（⽂藝春秋 1981-83 年／ちくま学芸⽂庫 1996 年） 
こんな翻訳読みたくない（⽂藝春秋 1985 年） 
こんな翻訳に誰がした（⽂藝春秋 1986 年） 
悪いのは翻訳だ――あなたのアタマではない（⽂藝春秋 1988 年） 
翻訳の落とし⽳（⽂藝春秋 1989 年） 
翻訳はウソをつく（⽂藝春秋 1991 年） 

 
今⽇はこの中からごく⼀部をつまんでご紹介します。 
 
第 1 回のタイトルは、 
 翻訳者天国ニッポン ガルブレイス『不確実の時代』 

誤訳 迷訳 ⽋陥翻訳 ⽂藝春秋 1981 年 
 
初回なので、翻訳に関する別宮先⽣の考え⽅を述べた部分が多く、批評の部分は少なく、

批評の筆致もまだこなれていませんが、2 か⽉後の同誌に監訳者の反論が載ります。これが
びっくり仰天、抱腹絶倒もので、⼤学教授とは偉い⼈なんだなあ、と再認識しました。 

 
翻訳の⽋陥とはどんなものか、たとえばドナルド・キーン⽒は、『斜陽』の翻訳で、「⽩

⾜袋」を white gloves と訳した。私（別宮先⽣）も brown bear を「シロクマ」にしたこと
がある。white gloves は「⽩⼿袋」、brown bear は「ヒグマ」とあくまで主張する⼈から⾒
れば、これは⽋陥翻訳になるかもしれない。 

 以下、私とあるのは別宮先⽣の発⾔です。筆者の考えは、私（前⽥）と書きます。 
 
私の考える理想の翻訳とは、「原作者の⾔わんとするところを正確につかんで、それを⾃

分なりのりっぱな⽇本語で表現したもの」である。 
 
直訳が忠実、など⾔語道断、⽇本語としておかしければ、それも⽋陥ということになる。 
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悪訳には⼆つのジャンルがある。⼀つは原語解釈上の悪訳、⼀つは⽇本語表現上の悪訳。

このうち前者は⼀過性の悪だが後者は慢性で根が深い、と私は考えている。 
 
いよいよ本題にはいるわけだが、「メーカー側の⾃戒のかがみとして」という趣旨から、

訳者名は出さない。しかし、版元はしっかり書く。それまで伏せれば、かえってほかの⼈に
あらぬ疑いがかけられることになりかねないし、私がメーカーというとき、半分以上出版社
を念頭においているからである。私⾃⾝たびたび経験することだが、翻訳者も⼈間だからう
っかりミスをしでかし、いつまでもそれに気がつかないもので、私はそのことで翻訳者を責
める気はまったくないし、できもしない。しかし、版元の編集者は企画者として、また第⼀
号読者として、そのあやまりをできるだけただす義務が、⼀般読者に対してまた訳者に対し
てもあると思う。専⾨的な知識にでは訳者に太⼑打ちできないのはあたりまえだが、⼀⼈の
知識⼈として常識をもとにして訳者に注⽂をつければ、⽋陥翻訳などあらかたなくなるに
ちがいない。そのことはこれからこの⽋陥翻訳列伝で紹介する、さまざまな事例を⾒ればわ
かっていただけると思う。 

 
真っ先にご登場願うのは、ガルブレイス『不確実の時代』（TBS ブリタニカ）である。今

年（昭和 53 年）の 2 ⽉に初版が出て以来爆発的な⼈気で、私が⼿にしたのは 7 ⽉発⾏の第
40 版。すでに数⼗万部を売りつくし、新聞の漫画にも出るわ、テレビでも朝晩連続放映さ
れるわで、このブームはいささか異常ではないかとさえ思われる。 

 
この本は⼀⼈の⼿になる翻訳ではなく、13 ⼈のメンバーからなるゼミで読んだものを全

員が分担して翻訳し、⽂体統⼀のため⼀⼈が監訳したということである。場所によって翻訳
のでき不できが⾒られるのも、なるほどと合点がいく。経験者はとくとご存じだろうが、誰
かに下訳をさせて、あとで⾃分で気に⼊るように直すのは、⾔うは易く⾏うに難しで、本気
でそれをやれば全部⾃分で訳しなおさなければならなくなるし、それも⾯倒だからつい妥
協するということに必ずなる。13 ⼈もの翻訳の統⼀をはかるのは、私などから⾒れば神技
に近い。 

 
監訳者のあとがきを⾒ると、ガルブレイスの⽂体についてかなりの⾔及があって、「彼の

名⽂は⽇本語で再現しにくい」とか「ガルブレイス独特の⻭切れのよい名⽂をここで再現し
たえとはとうてい⾔えない」と書かれているが、本当に原著者の⽂体を再現する気があるな
ら、共同訳という⽅法をとるのは⽊によって⿂を求めるようなもの。訳⽂の統⼀さえ取りに
くいのに、原⽂の⽂体の再現などはかれるわけがないではないか。 

わかりにくい⽇本語が多すぎるし、「直訳したのでは味もそっけもないことになってしま
う」いう解説に反して、直訳の⽂章が多すぎる。 
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■そうなることにより、英蘭銀⾏は、それがないためにアムステルダムの悲劇やパリの破

綻をもたらしたところの抑制効果を果たしえたのだった。 
■英蘭銀⾏は、傘下銀⾏が⾃ら保有する硬貨との関係で適度に安全な範囲にその貸付と

その結果としての預⾦を保つよう求めたわけである。 
■それに悩む⼈たちにとっては、どうやって⽣き続けるということ⾃体が問題であるよ

うなきびしさをもつ貧困が、問題なのだ。 
 
同類はいくらでも拾えるが、普通の⽇本⼈にとって、これは呪⽂に近い。「英語と⽇本語

の違いはどうしようもない」と書かれているが、これは⽇本語に似て⾮なるもの、本当の⽇
本語はもっとわかりやすいはずである。 

 
 ⽤語に無神経なのも困る。「消費者はいわば王様である……その⼀⼈⼀⼈が、……⾃分の
お⾦を投票札としてつかう投票者なのだ」。投票⽤紙でいいだろうに。 
 

ケインズがはじめてガルブレイスの事務所を訪ねてきたときの話。「それはあたかもセン
トピーターが教区の⼀司祭のところにとび込んできたようなものだった」とあるのだが、訳
者はいったいこの意味がほんとうにわかっているのだろうか。 
 
 細かいものを拾っているときりがないから、⼀箇所まとめて⼤きなところをご覧にいれ
よう。220 ページ、これは貨幣の歴史を書いたところで、訳⽂は次のようになっている。 
 
  貨幣は、少なくとも 2500 年にわたり⽇常⽣活のなかでありふれたことであった。ヘロ

ドトスは、いくぶんあと知恵の形で、そして興味をそそる概念を引き合いに出して、⼩ア
ジアにおける鋳貨の発明について次のように述べている。 

  「リディアの若い⼥性はみな売春をし、それによって結婚の持参⾦を⼿に⼊れる。……
リディア⼈の⾵俗や習慣は、若い⼥性のこのような売春を除けばギリシア⼈のそれと本
質的には異ならない。彼らは、⾦銀を貨幣に鋳造し、⼩売りに使⽤したと歴史に記録され
ている最初の⼈々である。」 

…… 
  次の何世紀ものあいだ、⼆、三の短期的な例外を別とすれば、鋳貨を受け取った⼈は誰

も、⾃分が何を得たのかを確かめることができなかった。これ以上に有利に濫⽤できる発
明はほとんどなかったのである。硬貨は、⾦なり銀なりの公称重量をもっているかもしれ
ないし、あるいはそれ以下であるかもしれない。また、もともと所定の⾦属含有量にごま
かしがあったかもしれないのだ。 

…… 
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  貨幣に対する信頼性が幻想であったことを⽰したのは第⼀次世界⼤戦であった。古い
政治体制とともに、貨幣的安定もまたちぐはぐなものとなった。 

…… 
  貨幣の歴史を鋳貨……の発明をもって始める⼈もいるけれど、これは全く専断的であ

る。 
…… 
 

この⾒開きわずか 2 ページの中に、経済についての知識が何もなくとも、ガルブレイス
が何者であり、「不確実性の時代」が何であるか皆⽬知らなくとも、常識的におかしいと気
づかなければならない箇所が⼆つある。 
 第⼀は、「もともと所定の⾦属含有量にごまかしがあったかもしれないのだ」。これだけ
取り出せばおかしいことはない。しかしその前の⽂を⾒ると、硬貨が⾦銀の公称重量をもっ
ていないかもしれない、と書かれている。つまり、所定の⾦銀含有量にごまかしがあるかも
しれない、と書かれている。つまり、所定の⾦銀含有量にごまかしがあるかもしれない、と
いうことではないか。「この⾦は含有量にごまかしがあるのかもしれない。この⾦はもとも
と含有量にごまかしがあったかもしれない。」こんな⽂章を⼆つ重ねることに何の意味があ
るのだろう。常識さえ持っていたら、誰が⾒てもおかしいと思う。おかしい、おかしいと思
って、原⽂にあたってみたらやっぱりちがっていた。 
 It might have a lesser metal melted in. 何のことはない、「⾦銀より悪い⾦属がはいって
いるかもしれない」という意味。訳者も同じことを⼆度続けて書くはずがないと思ってか、
「もともと……あったかも」と、原⽂を勝⼿にかえて過去の形に直している。おかしいと思
いながら、⾃分の訳の初歩的な誤りには気がつかなかったらしい。うっかり⽳にはまりこん
で出られなくなり、つじつまを合わせるために、さらにおかしな解釈でこじつける̶̶よく
あることだ。 
 もう⼀つは、最後のところ、「貨幣の歴史を鋳貨……の発明をもって始める⼈がいるけれ
ど、これは全く専断的である」。これもちょっと常識を働かせてみればいい。ガルブレイス
がどうして本気でそんなことが⾔えるだろう。なぜといって̶̶彼⾃⾝、この引⽤⽂で明ら
かなように、貨幣の歴史を鋳貨の発明をもって始めているではないか。⾃分のことを棚にあ
げて⼈を⾮難しているのか、それとも⾃分で⾃分を避難してみせるユーモアなのか。いやい
や、この⽂章にはユーモアのユの字も感じられはしない。おかしいなと思ってまた原⽂にあ
たってみたら、案の定である。 
 
  Though one begins the history of money with the invention of coinage……this is quite 
arbitrary. (J. K. Galbraith; The Age of Uncertainty, BBC, 1977, p.163) 
この one は他⼈を意味しない。実は⾃分のこと念頭においている。arbitrary も「専断的」、
つまり「けしからん」という意味合いで使っているのではない。要するに「貨幣の歴史を鋳
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貨の発明で始めているが、これはただ気まぐれにそうしたまでのこと」と⾔っているので、
ちゃんとつじつまは合っている。 
 
 せっかく⻑い引⽤をしたついでに、この部分で意味あるいは表現の上でおかしいところ
を逐⼀指摘しておく。 
 

■「貨幣は……⽇常⽣活の中でありふれたこと」 
と⾔えるものだろうか。「⽇常の⽣活におなじみのものとなっていた」となりそうなと
ころ。 
 

■「興味をそそる概念を引き合いに出して」 
意味あいまい。この概念は若い⼥性の売春をさしている、と推測すると、ガルブレイス
は、若い⼥性の売春に興味をそそられていることになる。原⽂は with a nice 
juxtaposition つまり、貨幣の鋳造と売春と、⼆つ並べた取り合わせが⾯⽩いと⾔って
いるだけ。 
 

■「⼆、三の短期的な例外」 
これも⾆たらず。「たまたまそうでない時期も短いながら⼆、三あったにせよ」。 

 
■「貨幣的安定もまたちぐはぐなものとなった」 

××的を使うなと⼤槻⽂彦はきびしいことを⾔ったそうだが、「貨幣的」はいくら何で
もひどすぎないか。「安定がちぐはぐ」も⽿なれない表現。原⽂は unglued で、原意
は「にかわがはがれた」つまりは「たががゆるんだ、がたがたになった」ということ。 

 
 
《編集部注》この 2 か⽉あとの「翻訳の世界」（昭和 53 年 12 ⽉号）に、都留重⼈⽒によ
る「⽋陥翻訳時評に答えて」が掲載された。興味のあるむきはこの反論を参照されたい。 

要約しておけば、 
 １．「硬貨は、⾦なり銀なりの……ごまかしがあったかもしれないのだ」について。 
   ここでは硬貨の重量と、その中の特定の⾦属の「含有量」との⼆つのことが述べられ

ており、この⼆つのことは同じではない。したがって同義反覆にはならない。むしろ
原⽂の⾆⾜らずな点にも罪がある。 

 ２．「貨幣の歴史を鋳貨の発明をもって……全く専断的である」について。 
   ガルブレイスは、さきの著書「マネー」を⾒ても明らかなように、貨幣の歴史を鋳貨

の発明をもって始めてはいない。従ってここは「専断的」のままでよい。 
 ３．「お⾦を投票札として使う投票者」について。 
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   選挙の投票⽤紙は⼀⼈⼀枚であり、お⾦は⼈によって多い少ないがあるその点を考
慮して「投票⽤紙」でなく、敢えて「投票札」としたのだ。 

 ４．「貨幣的安定」について。 
   経済学では、たとえば monetary policy は「貨幣政策」とも「⾦融政策」とも訳すな

らわしであり、ここも「貨幣的安定」で経済学分野での理解に⽀障はない。 
 ５．「普通の⽇本⼈にとって……呪⽂に近い」とされた 3 例は、前後の⽂脈から抜き出し

た短⽂が分かりにくく思われる好例かもしれない。「意味あるいは表現の上でおかし
いところ」4 例は、別宮⽒の⾔われるほどのことではないと思う。 

 
以上のような反論の後、他⼈の翻訳に注⽂を付けるときは訳者に私信で伝えるのが、翻訳

にたずさわる者の仁義だと述べ、「願わくは、別宮⽒が私たちの翻訳の不備について、お気
付きの点を更に指摘されんことを。……決して『知らぬ顔の半兵衛をきめこむ』つもりはな
い」と結んでいる。 
 
これにたいして、別宮先⽣は「翻訳の世界」にさらなる反論を載せている。 
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次は 7 冊⽬から⼀つ紹介します。 
 故意かはたまた無知ゆえか ケネス・E・ボールディング『トータル・システム』 

翻訳はウソをつく ⽂藝春秋 1991 年 
  
 13 年もやってきたので、悪訳の処理も滑らかになっているようだ。 
 

■化⽯燃料の⼤半は、それを作り出した⽣物が⽣きているときに、⼤気中から摂取された
ものである。われわれ⼈間はそれを燃やして⼆酸化炭素を⼤気中に放出しているが…
… 

   
  こんなこと書くなんて正気の沙汰とは思えないでしょう。化⽯燃料、たとえば⽯油̶̶

⽯油が⼤気中にあって、⽣物がそれを摂取していた。昔、⽯油を⾷べて⽣きていた⽣物が
いたらしい。「それを作り出した」ってのは、どうなるんだろう？⽯油を⾷べて⽯油をつ
くった？変な怪獣ですよねえ。 

 
 □……the CO2 we are pouring into the atmosphere from burning fossil fuels, much of which 

must have been taken out of the atmosphere when the organisms that produced the fuels 
were alive, will have … … （ Kenneth E. Boulding; The world as total system, Sage 
publications, p. 40） 

  (試訳)われわれは化⽯燃料を燃やして⼆酸化炭素を⼤気中に放出しているが、その⼆酸
化炭素の多くは、化⽯燃料となった⽣物が⽣きている間に⼤気中から摂取したもので
ある。それが…… 

 
  要するに関係代名詞 which の先⾏詞を間違えたっていう単純なミスなんだけど、原因

は単純でも結果はとんでもないことになっちゃった。そばにある名詞が先⾏詞と信じ
て疑わないんだもんね。後先考えないってこのことだ。 

 
■利⽤可能な廃棄物の貯蔵による汚染の発⽣ 
 
「利⽤可能な廃棄物」̶ ̶廃棄物とは利⽤できないから廃棄するのであって、利⽤できる

のなら何も捨てることはなさそう。 
 
□……the pollution of available reservoirs of waste…… 

  (試訳)現在ある廃棄物蓄積所の汚染 
 
  これに続くセンテンスがまたふるってましてねえ、 
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■⼈間の知性という「究極の資源」は、⾮常に弾⼒性に富んでおり、天然資源の制約は⼈

⼝の増⼤にとって⼤きな障害ではないとみたり、過去 200 年間にわたって天然資源が
存在し続けてきたので、枯渇性資源の代替物を発⾒する⼈間の能⼒は実質的に枯渇し
えないものであると確信している、ジュリアン・シモン…… 

 
特に下線の部分を⾒てください。天然資源は過去 200 年間存在し続けたんだそうです。
ほんと、お笑いだ！それまでは存在しなかったんだろうか。おまけにそこは「ので」に
なっていますが、「……⼈間の能⼒は枯渇しえない」ことと、まるっきりつながらない
でしょう。⽊に⽵をつぐってこのことだ。 

 
□……Julian Simon whose faith in the “ultimate resource” of human intelligence is so 

buoyant that the natural resources are seen as a minor obstacle to human expansion, as 
indeed they have been for the last 200 years, and the human capacity for finding 
substitutes for anything that we run out of is seen as virtually inexhaustible. 

  (試訳)ジュリアン・シモンは、⼈間の知能という「究極の資源」を実に楽観的に信じていて、天然資
源の量は、過去 200 年の例に⾒られるとおり、⼈⼝の増⼤にさしたる障害とはならず、また、何か不
⾜をきたした場合にその代替物を発⾒する⼈間の能⼒はほとんど無尽蔵と⾔ってよい、と考えている。 

 
 コラムを続けるうちに、 
 (悪)訳⽂ 
 コメント 
 原⽂ 
 試訳 
のスタイルが定着して、⾮常に読みやすくなった。 
悪⽂退治はここで切り上げて、次に進むことにする。 
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問題の多い⼤学⼊試問題 

ʻ90 年度⼤学⼊試英語問題 
 
 ⼊試の英語問題の中に、英語ができなくても正解を当てられる問題がある。そういうもの
をいくつか紹介する。 
 
関⻄学院⼤学社会学部 
 ⅠA つぎの a〜l の中で、本⽂の内容と⼀致するものを 5 つ選び、その記号をマークせ

よ。 
a. ⼈間の夜間における活動は、現代⽣活においては昔に⽐べて、⼀般に想像され

るほどには増えていない。 
b. かってアメリカ⼈が⻄武に勢⼒を広げてゆくのを促進した⼒が、現代では夜の

活動の源となっている。 
c. 19 世紀には、ガス灯を使⽤するために、⼯場では昼よりも夜の⽅が経費が⾼く

ついた。 
d. 経済を⽀え失業を減らすために、⼯場が交替制で夜間も操業することを政府も

奨励した。 
e. ボストンでの調査によると、夜間外出するのは⼥よりも男の⽅が断然多かった。 
f. ボストンでの調査によると、夜 12 時から午前 4 時までは、40 歳以上の⼈は誰

も外出していない。 
g. ボストンでの調査によると、ボストンで真夜中に外出する⼈の数は、ミシシッ

ピー以⻄で昼間に外出する⼈の数とほぼ同じである。 
h. 夜間は昼間に⽐べてプライバシーが守られやすく、⼈々の⼲渉もうるさくない

ので、ストレスをのがれるのに都合がよい。 
i. 夜間は規則を破るものに対して、地位の低い役⼈でも厳しく取り締まる傾向が

ある。 
j. ⻄部開拓時代に⾒られたような危険や無法⾏為は、現在では夜間でもほとんど

⾒られない。 
k. 夜間は⼈々が寛容で友好的になる傾向があり、その点で⻄部開拓時代の辺境と

似ている。 
l. アメリカの社会は合衆国憲法が制定されてから⼀世紀の間、同じパターンを繰

り返してきたとターナーは書いている。 
 
例によって、英⽂など無視し、明らかに不合理、無意味、あるいは事実に反する⾔
明を消去していく。 
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a. 今と昔と、夜間活動の量を⽐較すれば、常識的に今の⽅が断然多いに決まって
いて、⼀般の想像でどの程度かはともかく、それほど増えていないという⾔い
⽅はとてもできないだろう。これは真実ではない。× 

b. よくわからない。アメリカ⼈の⻄部開拓の原動⼒となったのは、冒険的な精神
か、進取の気性か、富の追求か、そのへんだろうが、それが今⽇の夜の活動̶̶
労働か、歓楽か̶̶の源かどうか？そうともいえるし、ひとによってぶんせき
はさまざまだろう。保留 △。 

c. 理屈の上では真実。⼀応 〇。 
d. 実際はともかく、これもありうること。〇。 
e. ボストンに限らず、あたりまえの話だろう。〇。 
f. ボストンに特別な意味があるのかどうかわからないが、⽇本の⼤都会に状況を

移して考えた場合、これが真実とは信じがたい。 
g. これまたとんでもない話、というよりたわごと。× 
h. たしかに夜は、家の中でひっそりと暮らしていられるから、そのとおりだろう。

〇。 
i. 地位の低い役⼈でも、とはどういう意味か。裏を返せば、昼間は地位の⾼い役⼈

が厳しい取り締まりをするが、地位の低い役⼈は⽢い。しかし、夜は……そんな
ことがありますかね。× 

j. 多少アメリカの知識を持っている⼈なら、まさかと思うだろう。⻄部開拓時代
に⾒られたような撃ち合いや暴⾏が、今でもよく報道されているではないか。
×。 

k. わからない。イエスともノーともいえる。△。 
l. 書かれていること⾃体がわからない。社会が同じパターンを繰り返すといって、

意味が通じますか？社会の何のパターン？ターナーとはいかなる⼈物か知らな
いが、そんな意味の通じないことは書くわけがない。 
 

以上、×を消去すると残りは b、c、d、e、h、k の六つである。つまり本⽂の内容と
⼀致する可能性のあるのはこの六つだけで、そのうち五つを選べばいいということ.
あてずっぽうでも必ず 4 つは当たる。なんとありがたいことではないか。 
 
 
間抜けな試験問題はふんだんにあるが、⾒本を⼀つ⾒ていただいて、終わりにしま
す。 
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「英語と運命」 中津燎⼦ 
 
1925 年(⼤正 14 年)福岡市で⽣まれる。 
 ⽣後 3 週間で急性肺炎で死ぬと思われたが、奇跡的に⽣き延びる。 
 ⽣き延びたが、虚弱体質に苦しむ。 
 

⽗は領事館の通訳で、3 歳から 12 歳までを、⽗の勤務地であるシベリアのウラヂ
オストックで暮らした。 
⺟から琵琶歌、詩吟、⺠謡、⼩唄、新内などを習う。ただし、⽗は⼀切の⾳曲は
禁⽌と命じていたから、内緒であった。 
⽗の暴⼒に苦しむ。 

1937 年(昭和 12 年) ⽗を残して帰国し、福岡に住む。 
1952 年(昭和 27 年)⽗、九⼗平逝去。 
1956 年(昭和 31 年)鐐⼦、アメリカに⾏く。 
 
 「中津さんは⽇本語の上⼿な外国⼈ですよねえ」 渡辺淳⼀ 
 「⽇本⼈はなぜ英語をやるのか？ と考えない」 
 「それを、なぜか？ と聞いたあなたは外国⼈である」 
 
昭和 22，23 年頃 

 福岡市に職探しに出た。焼け跡に残った⾨柱にくくりつけてあった「電話交換要員募
集」の後に、⾬で流れて読めない 10 ⾏ほどの⽂字があり、最後に「福岡電報電話
局」とあった。⾏ってみると応募者が他にいない。⾯接の相⼿は⽶軍将校だった。占
領軍だ。私、英語できない。と⾔おうとしたら、アルファベットの⽂字表を広げて、
A といって、こちらを指さすので、こちらも A と⾔った。B、C と進んで、終わる
と、数を 1 から 10 まで読んだ。「声が⼤きくてはっきりしている。すばらしくいい
声だ。」と褒められ、合格採⽤となり、英語できないと声を上げようとすると教育係
と引き合わされた。給料を聞いたら、やめるわけにはいかなくなった。 

 
  完璧な英語を⾝に着けたい。⾯接官の発⾳は⾃分とはだいぶ違う。アルファベットの
発⾳を教えてくれる⼈は欲しい。が、なかなか⾒つからない。ある⽇クラブで、交換⼿は
アルファベットの発⾳を⾝に着けるべきだと話している⼈がいた。⽇系の⼆世で、⽶軍の
通訳だった。こちらの英語⼒は不⼗分だし、相⼿の⽇本語もその程度なので、話をまろ⽬
るのに時間がかかったが、契約は成⽴した。彼が提⽰したレッスンは、ジェイムズが指⽰
したテキストを私が声を出して読む。それを聞いてジェイムズが、「英語として聞こえる



14 
 

ときは OK を出し、次の⾏に⾏く。そうでないときは NO で、また最初から始める」とい
うことになった。スケジュールをやりくりして⽉⼆回、正味 8 か⽉続いた。最後まで続い
たのは、私とヘレンという 2 世の⼥の⼦だった。ヘレンは 6 歳の時帰国したので、英語に
は⾃信がなかったのだ。 
 
 
私(前⽥)は、読んだのが 10 年ほど前で、このレッスンが厳しかった、ということだけが記
憶に残ったものでした。 
 
そろそろ時間切れです。 
 
 
 
 
 

概要 
福岡県福岡市博多⽣まれ。3 歳から 12 歳までソビエト連邦のウラジオストクで過ごし、戦
後帰国。 

占領軍の特別電話局で働き、1956 年から 1965 年まで⽶国留学。1974 年『なんで英語やる
の?』で⼤宅壮⼀ノンフィクション賞受賞。英語発⾳訓練研究の『未来塾』を開設し、顧問
をつとめた。 

 
 
著者の考える、⽇本語と英語の最⼤の違いとは何か。それは、 
「１．モノスゴイ破裂の⼦⾳と、息で作る短⺟⾳の存在 
 ２．スピーチという名称で⼀括されている、⾔語による闘争の存在」(p.150) 
だと書いている。まず、この認識⾃体が、普通の英語教育者とぜんぜん違う。そして彼⼥は、
この⼆点を乗り越えるための成⼈訓練をはじめたのである。それは、彼⼥⾃⾝が福岡の⽶軍
電話局で実践し学び取ってきたことだった。 
 
それにしても、なぜ⽇本には熱⼼な英語学習意欲を持った⼈が多いのに、⽇本の英語教育の
成果は思わしくないのか？ 本書の残り半分は、この問いをめぐって展開する。成⼈への英
語教育を通じて⾒えてきた、現在の⽇本⼈の問題点である。 



15 
 

 
その多くは、意識されざる障害であった。たとえば、英語のスピーチの前に、⽇本⼈は⽇本
語のスピーチができない（カリキュラムでは英語の前に⽇本語によるスピーチを課した）。
まず、「紹介すべき事実の概要と、意⾒と感想が区別されない。次に、⾃分の⾔いたいこと
を単⼑直⼊に⾔えない。おまけに、時間配分の概念がほとんどない」(p.309-310)。意⾒と
感想がつねに強すぎる｢感情｣で結ばれ，⼀体化していて、しかもその事を全く⾃覚できない、
という(p.310-311)。 
 
発声や呼吸は、意識と⾝体を結ぶ領域なのに、ほとんどの受講⽣は、⾃分の⾝体を意識（対
象化・客観視）することができないのも、⼤きな障害だった。 みな、⾔語を、単なる道具
だと⾒ている。その根底にある⽂化的差違について無⾃覚なのである。最後に⼦どもの教育
に戻ろうとした著者にとって、成⼈教育は、「⽇本⼈の⼤部分にとって英語学習とは、気分
が良くなるためのシアワセ丸薬みたいなもの」(p.331)という苦い認識を残したようであっ
た。 
 
著者は、⽂化的差違の根源として、現代⽇本の三つの気質（はにかみ・ためらい・⼈⾒知り）
と、三つの態度（解決の先送り・決断の後回し・様⼦待ち）を指摘する。そして、この「無
意識の障害」を乗りこえない限り、⽇本⼈は 21 世紀を⽣き残れない、と断ずる。 
 
ここから先は、わたしの感想・意⾒であるが、⽇本語のコミュニケーション態度の基本は、
「受信者責任」である。そこでは、受け⼿がすべてを推察すべきとされる。「⾔わずとも分
かる」が前提なのだ。だから、「質問し返すこと」は、受け⼿の能⼒不⾜を⽰すし、「繰り
返し質問すること」は、その語り⼿が部外者（他⼈）であることを⽰唆する。その証拠に、
⼈前で話した経験がある⼈は分かると思うが、⽇本⼈の聴衆は、何か講義・講演してもほと
んど⼿を上げて質問しない。 
 
わたし達の社会の⾔語観（表出されない無意識の態度）によると、⾔語は「すでに分かって
いる知識、共有されている感情・感覚を再確認する」ために発せられる。ここから⽣じるの
は、質問がヘタ、説明はもっとヘタ、という事態である。⾃分だけが分かってる、独りよが
り状態といってもいい。それでもいいのだ。ムラ社会では、お互い⽂脈は共有しているのだ
から。 
 
ところが英語では（に限らず印欧語はほぼ全て）、「発信者責任」である。発信者が伝える
努⼒をし、相⼿の理解を確認する。ここでは、⾃他の区別が前提となっている。だから、「欧
⽶式の基本の教育は、どれだけ⾃分の考えを正確に⼈に伝えられるか」（p.318）であり、
それを幼稚園の頃から仕込まれる。 
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こまったことに、わたし達は今や、外国とのビジネス上のつきあいに直⾯し、海外型プロジ
ェクトの機会が増えている。ところで、『マネジメント』の原義・原型は、「⼈を動かして
⽬的を達すること」である。である以上、⾃分の望むことを（何語であれ）きちんと説明で
きなければ、マネジメントなんてできる訳がない。 
 
では、どうしたらいいのか？ ここで、著者の作った、『異⽂化お互い様リスト』(p.347)
というものが役に⽴つ。著者は世界の⽂化を、「ソフト型⽂化」（⽇本、タイなど）と「ハ
ード型⽂化」（アメリカ、中国、ドイツなど）に⼤別する。そして、その特徴を列挙する。
たとえば、以下のようなものだ。 
 〔ソフト型⽂化）「主張よりも妥協が美点」 ←→ （ハード型⽂化）「主張は常識」 
 〔ソフト型⽂化）「対⽴は喧嘩と考える」  ←→ （ハード型⽂化）「対⽴は喧嘩では
ない」 
 
その上で、お互いが相⼿をどう⾒るか・⾒えるかを整理する。 
 〔ハードからみたソフト型⽂化）「妥協する⼈はごまかしているように⾒える」 
 ←→ （ソフトからみたハード型⽂化）「きつい主張は⽣意気に⾒える」 
 〔ハードからみたソフト型⽂化）「聞こえない⾔葉は存在がゼロ」（推察はしない） 
 ←→ （ソフトからみたハード型⽂化）「声が⼤きくやかましすぎる」 
 
 
 
 
ここでは⼀部を引⽤しただけだが、それぞれ 10 項⽬あげられており、英訳もついているか
ら、ぜひ原⽂を⾒てほしい（ちなみに上図の最後の 2 ⾏は、海外型プロジェクトの説明に使
うためにわたしが勝⼿につけ加えたもので、原⽂にはない） 。海外ビジネスに直⾯するわ
たし達にとって、⾮常に参考になる、必須⽂献だと⾔ってもいい。 
 
本書を貫いている隠れたテーマは、著者がもつ、⾃分をとりまく⼈びと（⽇本の社会）に対
する強烈な違和感であり、その原因への飽くなき探求である。⼥性差別的で暴⼒的な親に育
てられた上に、⺟国語である⽇本語の根付きが浅い、という⾃覚を⼤⼈になってから持つ。 
 
そんな逆境の中、なぜ著者は強烈なまでに正気でいられたのか？ それは、⾃分の頭で、「な
ぜ？」と考え続けたからであろう。そして、他⼈の答えで納得したふりをし、あきらめなか
ったからだろう。彼⼥が⻑らく暮らした欧⽶語の社会では、Why?は許され、答えられる（あ
いにく⽇本社会では、「なぜ？」と聞くのは不躾である）。⼥性であり、社会に組み込まれ
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なかったことが逆に幸いしたのかもしれない。 
 
本書は、今⽇の英語教育の主流から⾒ると、きわめて論争的な本である。だが、⾔葉に関す
る論争がわきおこり、深まるのは、とても良い事だ。それはわたし達が無意識に抱いている
⾔語観や、他の⽂化とのギャップを意識化し前景化してくれるからだ。とくに海外とのコミ
ュニケーション問題をかかえた多くの⼈々に、強く推薦する。 


