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日本人の英語

河内洋佑ユ)

IGCの日本開催を待つまでもたく,海外との交流や,

海外の学会等での日本人の口頭発表が近年大いに増加し

てきている･このような場合,ほとんどの使用言語は英

語であり,いまや英語が地質学を含む自然科学分野での

1inguafrancaにだったことは否定できたい.しかし学

会等に出てみて日本人の話す英語,日本人の発表のしか

た,にいつも気に癒る誤りや改善すべき点があって,も

どかしい思いを抱くことが多かった.私はもとよりこの

方面の専門家ではたいし,優れた参考書もたくさん出て

いることであるから,一般的た問題についてはそういう

ものを参考にLていただくことにして,直接私の見聞き

した例を主にあげて御参考に供したい.何かの役に立て

ていただげれぽ幸いである･なおこの小文を記すに当っ

ては,何度も来日し日本人に友人も多いオタゴ大学の

C.A.ランディス氏ほかの意見も参考にした.

発音について

まずよく聞く誤りはマグマ溜りを｢マグマ･リザｰバ

ｰ｣(アクセ:■トのあるところをアンダｰライ:■で示す)と呼

ぶ人がかたりあることである.マグマ溜りはmagma

reSerVOirであってmagmareSerVerではたいのだか

ら,発音はマグマ･リザヴォアでたけれぽたらたい.火

成岩成因論の一番基本的た言葉を全く間違って発音され

ると,それだけでも話の内容が怪しいようだ気がしてく

ることは事実である.またbasinをべ一スソと濁って

発音することもいささか気にたる.英語の地質学用語

の一部には発音が確定Lていたいものがあることは確か

で,亡くなったオｰクランド大学のR.N.ブラザｰス教

授はbasa1tをバザルトといっていた.(私の知っている

限りのnativespeakersはこれはおかLいと言っていたが,そ

れでも通用はしていた.)Basinやbasa1tは普通べ一スソ,

バゾｰルトと発音される.キロメｰトルもキロミタｰか

キ垣ミｰタｰか,英語圏の人間の問でも議論がある.一

説によれば,メｰトル法の距離･面積･体積などに関係し

た言葉については前にアクセントがあり(キロミタｰ,ミ

リミタｰ,センチメタｰ),これらを測定する機械等に関係

した言葉では後にアクセントを置くと言われる(バロミ

タｰ,スピドｰミタｰ,サモミタｰ.ただし反論もあり,アメ

リカ英語とイギリス英語の間の違いもからんでなかなか決着カミ

づいていない).地質学上の術語についてはAGIのG1os-

saryofGeo1ogy(第3版)に“標準的"発音が示されてい

るので,疑わしい場合は参考にするとよいであろう.例

えばPangaeaは英語読みではバソゲアではなくパソジ

アである(Paの音に注意.これは日本語のパではない).た

だし以上のようだ例では,日本人の発音が少しおかしく

ても英語国人にとって理解はそんたに困難ではたい･

英語国人にとって日本人の英語を分りにくくしている

最大の原因の一つは,変だところに母音を入れるという

日本人の癖であるそうである･例えば,ca1cicを｡a1u･

CiCと発音されると何を言っているのか全く分らたく怒

ることもあるそうである.

また逆にロｰマ字綴りでは母音が入っているのに,日

本人の日常の用法として母音を全く落したり,非常に弱

く発音するようだ場合も,極めて理解困難を来たす･例

えほ四国を日本人は普通途中のiと最後のuを落して

Shkokと発音している.外国人にとってこれはShikoku

と全く異たる地名のように響くのである.日本語の｢し｣

ではi,｢く｣や｢す｣はほとんどの場合uを落して発

音されるので,せっかく日本の地質を勉強してきた人に

誤解されたいためには,母音をことさら強調するようだ

発音を心がける必要があるのではあるまいか･秩父も日

本人はChichibに近く発音している･訓令式で綴られ

たTitibuが日本人の言うChichibと同じ｡地名のこと

であるとは,日本に初めて来た普通の外国人にはすぐに

は分らないであろう.故藤本治義教授は時期によって

FujimotoとHuzi㎜otoという二つの綴りを使っておら

れた.これは日本語を知らない外国人には全く違う人物

ととられてしまう.日本語のフは,英語のFの音に極め

て近いが,foodとhood,forkとhawkだとの発音は
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ちゃんと区別することが大切であろう.同様た問題は鼻

にかかるガ行音(発音通りに綴ればnga,ngi,nguたどとな

るべき音)にもある.例えば大台が原はロｰマ字綴りで

はOdaigaharaであろうが,実際の発音はOdaingahara

である･これでは全く違う場所ととられかねない･また

外国人にとってリヤ,リュ,リョ系の音をrya,ryu,

ryo等の綴りから想像することは,日本語を習っていた

い限り不可能であろう.英語圏の外国人なら領家をライ

オｰケと発音することは先ず間違いたいところである.

(普通彼等はリョｰケという発音はできない.)

日本語では母音の数が英語に比べて少ないので,bug

もbagもカタカナで書くとバッグとたってしまい,と

かく同じようにと発音される傾向がある.もちろんbag

とbugは英語圏の人にとっては全く異なる発音である

から,正しく発音するように心がけたいと,とんでも次

いことにたる可能性もあるわげである.同じようた例と

してはsta丘とstuffたどがある.

また同本人にとって発音の区別が困難た音として古典

的なのはLとRである.LとRは英語では全く違う音と

して認識されていることは頭では分っていても,実際の

場面では困ることが多いのではないかと予想される.

Pa1agoniteとParagoniteは両方が一緒にでてくるこ

とはあまりたいだろうが,日本人にとっては発音も聞取

りも困難である.Lの発音にはdarkLと｡1earLと

があるが,前者はウに近く発音され,日本人にとって発

音しやすい(例mi1k).後者のLには1ive,1akeだとが

例としてあげられるが,羽音という訳語にもかかわらず

日本人にとっては全く明瞭でもたんでも次い頭の痛い発

音である.たかでもs1ateだとの発音には私も何時も苦

労している.誤解を避けるためには,もしそれがキｰワ

ｰドならスライドなどに示して,Rのように聞こえるか

もしれないが実はL(あるいはその逆)であることをはっ

きり聴衆に示しておくようにしたらよいと思われる･太

田良平氏の著書r応用地質英語｣には注意すべき発音に

ついての例がもっと載っているので興味のある方は参照

されるとよいであろう.

ランディス氏は日本人の英語が理解しにくい原因のも

う一つに,単語やセンテンスを切るべきところで切らた

かったり,切ってはならぬところで切ったりすることを

あげている.一つ一つの単語のアクセントが正しいとし

ても,文章のイントネｰションがおかしかったり,r弁

慶がな,ぎたたを持って……｣式で読まれては,分かる

ものも分からなくなるというものである･日本の英語教

育では単語の発音については教えるとしても,文章の流

れに沿った読み方までは教えていたいようであるので,

英語国人の先生につくたり,演劇や映画を見るたり,国

固有名詞の読み方

固有名詞は人や場所によって読み方が異なることがあるの

で必ずしもこうだと断定できない.例えばニュｰジｰランド

の前首相の回ソギ氏はLangeという綴りであるが,普通な

らこれはラソジと読むところである.難しいと思われる固有

名詞の読み方の例を以下に示す.

Ardnamurchail(地名)はアルトナムルハンではなくアｰ

ドゥナマｰケン.

Buchan(地名)はブｰチャソではなくバッケソ.

Chisho1血(人名)はチスホルムではなくチズム.

Cho1血｡nde1ey(人名)はチョルモソデリｰではたくチャム

リｰ.

Durham(地名)はダｰハムではなくダラム･

Jacob(人名)はヤコブではたくジェイコブ.

Michae1(人名)はミハニルやミカエノレではなくマイケル.

Norwich(地･人名)はノｰウイヅチではたくノｰリヅチ･

Stephen(人名)はステフェソではたくスティｰブン.

Wa岬ick(地･人名)はワｰウィックではなくワｰリック.

際会議にたくさん出るなりして場数を踏んで慣れるしか

この問題解消の方法はたいのではたいかと思われる.

学名のラテン語の発音については,R.W.Brown(Co･

mpositionofScient過｡Words.SmithonianInstitution

pr.ss.882p,1975)によると,r古典ラナ:■語がどのよう

に発音されたのかは誰も知っていたい.Lかし言葉の目

的はコミュニケｰションにあるのだから語源をはっきり

示すように発音すべきである･その限りでは英語圏の学

者は英語風に発音して一向がまわ次い｣と言っている.

(つまりでたらめのところで切って発音してはならないという

こと).普通の日本人にとっては,LやRの区別はもち

ろん他の発音のかたりについても発音区別が困難なので

あるから,Brownの言うところに出来る限り従って最

善をつくすしか方法はないのではたいかと思われる.

和製英語の問題

別の問題として和製英語がある｡和製英語はもちろん

英語圏の人には通じたい英語である.しかし和製である

ことを意識していたいと困ることがあるかもしれたい｡

そのうち私の気のついたことを二三記してみよう.その

一つはリストアップという言葉である.動詞としてのリ

ストは他動詞であるから直接目的語をとり,アップたど

という余計なものはいらない｡つまりリストするだげで

よいのである.またドッキングという言葉は日本では結
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合するという意味に使われている･しかも,もともとド

ッキングとはr桟橋につける｣とかrドック入りする｣と

いう意味であり,結合するという意味は全くなかった.

宇宙船の場合も｢母船に入る｣わけであるから,もとも

とのドッキングの意味の範囲に入っている.英語のドッ

キングにはまた｢動物の尻尾を切る｣という意味もあ

り,この意味では日本での誤用といわほ反対の意味あい

にたるわげである.現在英語圏のごく一部では,宇宙船

のドッキングの意味の誤解から,日本でと同様にr結合

する｣という意味での使用が広まりつつあるといわれ

る.しかし,まだ最新の新語辞典でもこの用法は取上げ

られていたいから,日本人としてはドッキングを結合す

るという意味で使用するのは避けたほうがよいと思われ

る.和製英語は日本中どこへ行っても氾濫していて,知

らず知らずのうちに英語だと思い込んでしまう危険が大

きい.地質学上の言葉ではたいが,商品名などには傑作

が多い･中でも最大の傑作はポカリ･スエットという飲

料のネｰミングである.Sweatという言葉は最近まで女

性や上品た人は使用を避け,代わりにperspirationと

いう言葉を使っていたく…らいで,いやだ臭いや,不潔な

感じを連想させるものである.日本語で言ったらポカリ

･スエットという名前は,果汁ならぬ汗汁という意味の

命名で,飲料としては全く不適当である.念の入ったこ

とに容器には英語でも商品名が印刷されている.

退官や還暦記念論文集でのMemoria1vo1u㎜e(亡く

たった人の場合のみに使われる言葉)というタイトルの使用

は,最近ではなくたったようで大変おめでたいことであ

る.

とにかく和製英語の例は枚挙にいとまがないくらい

で,街を歩くとき見る看板,広告,雑誌名,商品名だと,

意味のわからたいもの,思わずふき出一してしまうもの,

顔をしかめるものがすこぶる多い.租は常つね何故これ

日本人の非英語的英語の実例

日本に来たある学者を自宅に招待した大学教授がr何もあ

りませんが隣の部屋で食事をどうぞ｣というつもりで,

P1easeeatnextroom,butthereisnothingといった

という話がある.

東京のあるホテルの表示.Youareinvitedtotake

�奡�慧�晴�捨������

レストランで空いている席に座ってもいいか聞くのに,

MayIshitherePといってしまった人カミいた.

俗語英語の勉強し過ぎではなかろうかと思われる.

らに日本語を日本語のまま使わたいのか,あるいは晋め

てカタカナのままでいげないのか,何故デタラメた英語

を添えなげればたらないのか不思議に思っている･

話題は多少変わるが｢IamgOingtOSWimOnfoot｣

(私は歩いて泳ぎに行くところですという作文のつもり)は英

語として全く意味をたさたい文章である｡これを読んで

却座におかLいと思う人は相当英語についての語感ので

きた人である｡一見正しいように見えるこのような作文

をしないようにするには,日本人としては相当た英文読

書(小説など)をしたげれぼたるまい.

IGCの見学旅行などで使われることがあるかもしれ

たいが･WCはもともと土をかぶせるearthc1osetに

対して水で流すWaterC1oSetから来たもので,決して

単純に便所の意味ではなかった･現在WCは英語圏では

死語になっており,gents,1adies,(以上は必ず複数形)･

toi1et,pub1icconvenienceだとが使われている.

先目オｰストラリア人のユｰモア作家のTV番組を見

ていたら,｢Ibegyourpardon｣とは｢若い人は知ら

たいかもしれたいが,電車の中で誰かに足を踏まれたと

きにいう言葉です｣たどと言っていた(これはもちろん冗

談)･確かに｢Ibegyourpardon｣などと言う人はこの

頃ほとんどいたくたって来た.言葉は生き物でどんどん

変化するので,追付いて行くのはたかなか大変である･

しかし一方われわれ外国人としては,余りに先端的な用

法は避けた方がよいであろう.日本のテレビ英会話次ど

の中には余りにくだげ過ぎて,やたらに俗語などを取入

れたものがある.また,英語には男女別や階級差がほと

んどたいと信じ込んでしまっている人がいるが,決して

そんなことはない.日本人でそれを知らずに,変な英語

を習って来てしゃべっているのはげっこう多い.局本は

今英会話ブｰムであるが,資格も経験もたい無教養な英

語国人を,英語がしゃべれるというだげで英語教師とし

て採用している例を見聞することがあまりに多い.租の

個人的経験でも,自分の英語論文の添削をいろいろた人

に依頼してみて,文章の上手下手の違いに驚いた経験を

持っている.考えてみれば日本人の日本語にも上手下手

はあるし,教養のあるなしもあるのだから当然のことで

あるが,英語にたるとそのへんの判断が難しい.ヒッピ

ｰ英語や学生英語をしゃべったり,PTO(これも実は和製

英語)をわきまえない俗語などを使ってしまわたいため

には,かなり注意しなけれぼたるまい･

お座り下さいという時に日本人はよく｢Sitdown｣た

どという.これでは,言い方によってはまるで犬にお座

りと命令しているようである.P1easeをつけた方が良

いであろう･命令彩は目常会話では使わない方が安全で

はないかと思われる･日本人にはあまりP1easeをつけ
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たりThanky㎝を言う習慣がないが,そのためarro

gantとみられて損をしたり,いらざる誤解を招いてい

る例があるのは残念である.

ニュｰジｰランドのパブで,日本人の船員がいくらrヘ

イ,ヘイ｣と声をかけてもバｰテンが全く向こうを向いたき

りなので,｢ヘイ,ブリｰズ｣といったとたんにサｰビスし

てくれたのを見たことがある.

口頭発表について

発音や英文が立派であったとしても,口頭発表に当っ

て,日本人地質研究者(中国やソ連からの発表についても同

じ傾向がある)に特徴的た欠陥があり,それを乗越えたけ

れぱ外国人に理解してもらえたいだろう.それは,r口

頭発表と論文とは全く異たるものである｣ことを理解す

べきであるということに尽きる.ランディス氏始めオタ

ゴ大学の同僚は異口同音にこのことを強調している｡

具体的にいうと,スライドやOHPにあまりに多くの

余計た情報を詰込み過ぎるたということである.限られ

た時間内に必要たのは,結論とそれを支持する本当にエ

ッセンシャルなデｰタだけで,それも単純化した図表た

どで示すべきである･例えば本論文ならいざ知らず位置

図に緯度経度などは必要ない.主題に関係のたい地層た

どをハッチで区別する必要はたい･聴衆にスライドなど

の内容を読取るのに必要た十分な時間を与えるスピｰド

で発表すべきである･ただでさえ下手な英語の上に,過

剰な情報を伝えようとする(つまり生のデｰタが多く,しか

も発表が速すぎる)のでは,聞いている方はたまらない.

これは何も英語での発表に限ったことではないし,既に

いろいろなところでいい古されたことであるが,特に日

本人に目立つ特徴的欠陥であるので是非目本人地質研究

者に伝えて欲しいとランディス氏他からの忠告である.

日本語の数字の読み方が4桁区切りであるのに対し

て,英語(SI単位系もそうだカミ)では3桁区切りになって

いる.そのため地質年代だとの数字を間違えて混乱を招

いているのはあまりにしぽしぱ見聞することである.こ

れは,特にディスカッションの時などに著しい.私達と

しては普段から例えば｢13百万年｣または｢13ミリオン

年｣たどというようにして3桁区切りに慣れておいた方

がよいのではたいかと思われる.これは英語の慣用に盲

従するというのではたく,最も合理的統一的に構築され

たSI単位系に慣れるという意味で重要であろうと私は

考えている.

よく注意していると英語国人でも三人称単数の動詞に

慣用句や慣用表現に注意

Quiteafewは少しではなくたくさんという意味.For

g00dはよいことのためではなく永久という意味､Shoe

stringbudgetなどといっても靴紐を買う予算のことでは

なく,ほんの僅かの予算ということ.Di丘erentという意味

でDi丘erentkett1eofishなどといわれても,突然ヤカ

ンや魚がでたと驚いてはいげ次い.全然違うということの別

の言い方に過ぎたい.あまり使われない言葉だが岩枝の単数

はApophysisで複数はApophysesである･語尾の発音

は単数ではシス,複数ではシｰズになる.AnaIysisは単数

であり,複数はAna1yses･P1ateauの複数形は二つあり,

Pユatea鵬かPユateaux(どちらでもよい)･Bush-c工ad

is1andをブッシュクラド島と固有名詞のように解釈してい

るのを見たことがあるが,これはやぶの生えた島ということ

である(cladは｡1otheの過去分詞).Thrustは現在,過

去,過去分詞とも同形であることに塗意｡

づけるSなどは,会話ではしばしば間違えて付けたり落

したりしている.英語国民でも｢Youwas･…･･｣たどと

いう人もいたいわげではない.また同じ英語といっても

スコットランド英語やアメリカ南部英語などは私達がふ

だん聞慣れている英語とは全く違っている.さらにドイ

ツ英語とかインド英語とかもまた違っている.私達とし

てはこの文章に記したような事項には注意するとして

も,あまり文法上の細部にこだわる必要はたく,胸を張

ってジャパングリッシュをしゃべろうではないか.

御存知ですか

rマソガソ｣という元素名は使用中止に決定

アメリカはじめ英語国での性差別反対の声の高まりにつれ

て,差別を連想させる用語は次第に使用されなくなって来て

いる.議長をChairmanではたくChairpersonと呼ぶの

は今や普通のことにたった.その動きが進んでこのほど

工UPAC(国際純正および応用化学非連合,Intemationa1

UnionofPureandAntisexistChemistry)の最近の決

定により,rマソガソ,Manganese｣という元素名は不適当

ということになりrパｰソンガン,Personganese｣に変更

された.ただL化学記号Mnはそのままである｡(US0)
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