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はじめに

この本は、こんな人に読んで欲しい

　私は、ビジネス英語講師です。

　企業からいただく授業内容に関する要望の中では、ビジネス現場で使う英

語の基礎力（英文法等）を鍛え直す、プレゼンテーション能力を磨くといっ

たものが多くなっています。もちろん、TOEIC を中心としたテスト対策のご

要望も多くあります。

　今はこのような生業の私も、4年前までは 30年以上金融業界で働いてきま

した。日本の銀行では、国内での海外関連業務（海外拠点の支援業務および

国内での外国企業との合弁会社立ち上げと運営）に携わり、海外勤務も経験

しました。その後外資に転じてからは、海外のノウハウを国内に移転する業

務に携わった関係で、英語を仕事の道具として使ってきました。仕事をして

いる間は、英語を誰かに教えるつもりで磨いていたわけではなく、必要に迫

られて使ってきたのです。しかし、4年前の独立後は、仕事をする中で積み

上げてきた工夫を、これからグルーバル環境の中で活躍しようとする方々に

お伝えすることが自分の役割であると考えるようになりました。

　そうした中で、日常的なコミュニケーションの手段としての Eメールの重

要性の高まりに注目しています。独立を機に、あるセミナー会社に英文 Eメー

ルの書き方講座を開きましょうと提案したところ採用いただき、以来定期的

に提供しております。その講座での経験から、多くの方々が、少し英文 E メー

ルを書き始めた頃に、疑問点や不明点が多く出てきて困っている様子がはっ

きり見て取れるようになりました。こうしたことが原因で、英文 E メールに

対するアレルギーとも言えるべきものもあるようです。また、英文 E メール

を書く仕事が嫌なので後回しにしてしまい、結局それで残業が増えるといっ

た笑い話のような話も多く聞きます（本人にとっては、決して笑い話ではあ

りません）。
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英文Eメールちょっとだけ経験者：

　本書は、こうした講座を提供し、講義中の質問やアンケート結果から知る

こととなった多くの受講生の疑問にお答えする目的で書いたものです。かな

り書き慣れてきて、自己流のやり方を多く工夫されている方には、ご自身が

経験され実際に使っている方法も多く記載されていてやや物足りないかもし

れません（自分の方法の正しさの確認にはなると思いますが）。逆に、今後英

語環境で働くことになりそうではあるが、まだ英文 E メールを書いたことが

ない、書くとしても極めてまれという方々には、ピンとこない点が多いと思

います。

　この本の内容を最も多としていただけそうなのは、少し書き始めて、分か

らないことが多い。そうは言っても、周りの人も忙しそうなので、あるいは、

恥ずかしくて聞くに聞けない、そんな「英文 E メール・ライティング、ちょっ

とだけ経験者」だと思います。

TOEICは頑張ったが、Eメールの力はこれからという人：

　TOEIC は、多くの企業で、社員の英語運用能力を測る物差しとして使われ

ています。私自身も、その対策講座を頼まれて教えることもあります。しかし、

実務としての英文 E メール能力の獲得が、TOEIC 対策の勉強の中に、あるい

はその延長線上にあるかと言われれば、「それは別物」と考えています。

　確かに、TOEIC でも、リーディング・パートの最後のパート 7に E メー

ルを読む問題は出てきます。しかし、読解を中心に、それも、質問の答えを

文章の中から見つけるコツを習得することにほぼ終始する対策勉強では、英

文 Eメールをすらすらと書けるノウハウはつきません。書く力をつけるには、

やはり多くのEメールを書くしかないからです。

英文Eメール・ライティングのコツを知っておきたい方：

　こうした方々には、この本をあまり詳しく読んでいただく必要はないかも

しれません。しかし、机の上に置いていただいて、ちょっとしたコツを見つ

けたい時には、きっと役に立つと思います。英文 E メール・ライティングの

辞書とまではとてもいきませんが、最低限の知恵が書いてあるハンドブック
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として捉えていただければ幸いです。ふとした記述が、これまでのやり方を

見直すきっかけになるかもしれません。人間、常に改善余地はあるものです。

企業経営者：

　もし企業経営者で、経費の削減、生産性の向上、従業員のモラルアップ等

が課題であるとお考えの方がいらっしゃいましたら、是非この本を読んでみ

て下さい。海外とのやり取りが多くなっている会社で、英文 E メールを書く

ことが苦手な従業員が多いとしたら、英文 Eメール・ライティングは、個人

の課題でもありますが、会社にとっても課題であるはずです。従業員全体の

Eメール・ライティング力が向上すれば、次のような効果があり、会社の業

績に大きく寄与するはずです。

　● トップラインへの貢献：相手を動かせるライティング力は、仕事を前に

進める力です。結果が早く出れば、売り上げの上昇が望めます。

　● ボトムラインへの貢献：速読力ならぬ速書力は、残業代削減につながり、

収益力向上につながります。

　● 職場環境向上への貢献：英文 E メール・ライティングに関わるアレルギー

が消えれば、従業員のモラルは著しく向上します。

　英文 E メール・ライティングは、もはや従業員個々の問題ではありません。

会社の問題です。人事部、研修部まかせではなく、経営者自身の問題として

取り組んでいただきたいと切に願っています。

自律的ライティング力の習得を目指そう！

　ビジネス英語講師業を続ける中で常々感じているのは、「現在のビジネス

シーンにおけるコミュニケーション手段として最も多くの人が最も頻繁に

使っているのは、Eメールなのに」という思いです。

はじめに  ■



※ LINEと Skype は 2013年版から調査項目に追加

　 （株式会社アイ・コミュニケーション「ビジネスメール実態調査2014（平成 26年）」）
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　図1：仕事上で周囲とコミュニケーションをとる主な手段上位12項目
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　図1のアンケートの結果を見ると、E メールの重要性についてはほとんど

異論のないところです。しかも、メール・ライティングに関する研修を行

なっている企業は、全体の8％にとどまっています。

　このアンケート自体は、日本語の E メールに関するものです。これを英語

でのコミュニケーションに置き換えて考えてみると、さらに E メールの重

要性は増してくるのではないでしょうか。国内でのコミュニケーションと違

い、時差も文化の違いもある中で、母語（英語とは限りません）が違う人々

とコミュニケーションを行ない、自分の意図したように相手に動いてもらう

ためには、作法や考え方に加えて、英語という外国語を使うハンディにまず

向き合わなければなりません。そのような環境で、多くのビジネスパーソン

が行なっているのが、インターネットを使って、あるいは、英文 E メールの

書き方に関する書籍の例文をコピー＆ペースト（以下「コピペ」とします）

するやり方です。しかし、コピペには限界があると感じています。

　すべてのビジネスパーソンに、日本語でメールを書くのと同じような感覚

で、あまり手間もかけず（日本語の E メールを書くのに、辞書を頻繁に使う

人はまれだと思いますので、それと同じように）、さらさらと英文 Eメールが

書けるようになっていただきたいというのが私の夢ですが、そこまでいかな

くても、この本を読んだ方が、「英語のEメールも、思ったほど難しくなさ

そうだ」「自分の持っている英語の知識も、案外使えるぞ」等と思っていただ

けるようなヒントを多くご紹介したいと思っています。

　ただし、コピペに思いが及ぶ人は、書く意欲があります。問題は、英文 E

メール、いやその前に英語自体にアレルギーや嫌悪感を持っている人です。

こういう人は、他の仕事を終えて最後の最後に英文 E メールを書く傾向が

強いようです。しかし、いったん書き始めると、苦手なため、時間がかかっ

て結果として残業になる、英語がますます嫌いになる、英文 E メールなん

てまっぴらだ。こんな悪循環に陥るようです。本書ではこのような人たちに

も、「そんなに英文 E メールはむずかしくないんだ」と思えるような情報を

提供します。そんな方々にもお読みいただけると幸いです。

はじめに  ■



viii

Contents

はじめに ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  iii

Part 1

コピペに頼っていませんか、あなたの英文Eメール・ライティング？ ̶̶̶  1

　　　　　コピペの限界 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  2

　　　　　目指すライティング時間 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  4

　　　　　発想の転換：学校英語からビジネス英語へ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  5

Part 2  

実践英文Eメール・ライティングの具体的手法 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  9

　　1. まず英文Eメールの型を覚える ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  10

　　　　　敬辞の書き方 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  11

　　　　　件名（Subject）̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  14

　　　　　本文の流れはこう書く ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  17

　　　　　結びの言葉で相手のアクションを促す ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  18

　　　　　こう書いても相手は動きません！ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  19

　　2. 本文の書き方 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  21

　　　　　第1パターン「時候の挨拶は書かない」 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  21

　　　　　第 2 パターン「第1センテンスを、いつも同じ書き方にする」 ̶̶̶̶̶̶̶  23

　　　　　英文Eメール・ライティングはパズル完成の発想で ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  24

　　　　　箇条書きというすぐれもの ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  28

　　　　　簡潔さを追求する ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  32

　　　　　ポジティブに書く ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  34

　　　　　「よろしくお願いします」が通じない理由（結びの言葉の大切な役割）̶ ̶̶̶  36

　　　　　結辞について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  38



ix

　　　　　署名の利用とちょっとした気遣い ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  39

　　　　　添付資料のある時は？ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  41

　　3. ネイティブでないことを克服する ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  43

　　　　　悲観しなくても良い理由 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  43

　　　　　克服する2つの条件：分かりやすさと正確さ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  44

　　　　　分かりやすい文章とは？ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  44

　　　　　再び本文の構成について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  45

　　　　　ポイントを押さえる ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  49

　　　　　曖昧な表現を避ける ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  51

　　　　　難しい表現を避ける ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  57

　　　　　（補足）丁寧さの序列について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  59

　　　　　正確な文章とpolitical correctness ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  60

　　　　　英作文は諦めて「英借文」から始める ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  61

　　　　　どこからモデルを持ってくるか ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  63

　　　　　表記について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  66

　　　　　Punctuation（句読点）̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  72

　　4. 相手を動かしビジネスを進めるための3つのテクニック ̶̶̶̶̶̶̶̶  78

　　　　　明確な期限でタイム・マネジメント ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  78

　　　　　理由を添えたら相手は動かざるを得ない ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  80

　　　　　時には感情に訴える ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  81

　　5. 英文Eメールを速く書く技術 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  83

　　　　　英文Eメールを残業の理由にしないために ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  83

　　　　　まず足腰を鍛える（スーパー・マトリックスの効用）̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  83

　　　　　辞書に頼らず速く書く発想の大転換：5W1H法があなたを助ける ̶̶̶̶̶  86

Co n t e n t s  ■



x

Part 3  

覚えて活用したい定型表現105（英文Eメール「あるある」表現）̶ ̶̶̶̶̶  93

　　　　　メールの書き出し ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  94

　　　　　近況を尋ねる（短くすることがポイント）̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  94

　　　　　自己を名乗る ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  95

　　　　　連絡の目的を伝える ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  95

　　　　　相手からの連絡に対する応答 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  96

　　　　　自社を紹介する ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  97

　　　　　相手について問い合わせる ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  97

　　　　　会合、会議などを設定する ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  99

　　　　　行き違い等の解消 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  100

　　　　　感謝 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  101

　　　　　お詫び ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  101

　　　　　メールの送受信に関する事務的な表現 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  102

Part 4  

トレーニング編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  107

　　　　　シナリオ1-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  108

　　　　　シナリオ1-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  109

　　　　　シナリオ2-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  110

　　　　　シナリオ2-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  111

　　　　　シナリオ3-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  112

　　　　　シナリオ3-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  113

　　　　　シナリオ4-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  114

　　　　　シナリオ4-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  115



xi

　　　　　シナリオ5-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  116

　　　　　シナリオ5-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  117

　　　　　和訳 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  118

付録：スーパー・マトリックス ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  123

　　　　　1. Be動詞の活用 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  124

　　　　　2. 一般動詞の活用 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  125

　　　　　3. 未来形（助動詞を使う文）̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  126

　　　　　4. 現在完了形 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  127

おわりに ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  129

著者略歴 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  131

Co n t e n t s  ■



〈中 略〉
本 PDFでは 1 – 8ページを省略しています



実践英文 Eメール・ライティングの

具体的手法

Part 2



10

1. まず英文Eメールの型を覚える

　最初に、英文 Eメールの例を見てみましょう。

宛先（To）: robertsmith@xyzco.com
CC: maryjones@xyzco.com; marikosuzuki@abcco.co.jp
BCC:
件名（Subject）: Confi rmation of your visit to our offi  ce in June
　 directionabc.docx　←（添付）

Mr. Smith,　 ←（敬辞）

Thank you very much for your message. 　←（導入）
I’m writing to confi rm your appointment in response to your request as follows: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↖ （結論、趣旨）

Date:  Wednesday, June 24, 2015
Time: 3 pm, JST
Place: ABC Co., Ltd.
 1-23-9 Yaesu
 Chuo-ku, Tokyo 103-0028
 Japan
Agenda: Our potential JV project

Attached are instructions on how to fi nd our offi  ce from Narita Airport.　←（添付）

If you need any assistance, please call me on my cell phone at +81-90-4321-1234 
or Ms. Suzuki, my secretary on +81-3-3123-4567 for assistance.

I hope that you have a safe fl ight and look forward to meeting you. ←（結びの言葉）

Best regards,　 ←（結辞）

Hiroyuki Toda
*********************************************
Hiroyuki Toda (Mr.)
Planning and Development Manager
ABC Co., Ltd.
1-23-9 Yaesu
Chuo-ku, Tokyo 103-0028
Japan
Phone: +81-3-3123-4567
Facsimile: +81-3-3123-4568
Email: hirotoda@abcco.co.jp
URL: www.abcco.co.jp
*********************************************

詳細

署名

本文
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　英文 E メールの型を考える際は、メールの構成要素とその流れを念頭に置

くのが良いでしょう。

　まず、メールソフトの最上部にある宛先から始まり、次に件名と続きます。

次は、いよいよ文章を書き始めることとなりますが、その最初は、送り先（相

手）の名前を書きます（本書では「敬辞」とします）。これをどう書くかにつ

いても、場面別でさまざまなケースがあります。

　そしていよいよ本文に入りますが、ここで初心者が悩むのが、書き始めで

す。日本語の E メールの場合は、「お世話になります」「貴社益々．．．」と挨拶

文が続きます。これをどう扱うか。そして、その次に続く文章は．．．と疑問は、

尽きません。本文の構成も気になります。

　何とか本文を書き終えると、結びの言葉は何が適切か。細かいことを言えば、

添付書類を付ける際には本文に何か書くのか等々。こうした流れに沿ってひ

とつひとつの段階でのポイントを押さえておけば、メールが完成することに

なります。

　自律的ライティング力の獲得を目指しつつ、この「型」の習得から始めましょ

う。

■ 敬辞の書き方
　セミナーではいろいろな質問をいただきますが、先方の呼称である敬辞の

書き方についても、多くの質問があります。相手の性別、姓名が分かってい

れば問題ないのですが、相手の性別が分からない、名前のどちらが姓でどち

らが名なのか、ファーストネームで呼ぶのはどのタイミングから等、いろい

ろあります。

　ここでは、ケース別に解説しましょう。

実践英文 Eメール・ライティングの
具体的手法

Part  2
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ケース別 敬称のつけ方
相手の名前も性別も分かっている

相手の名前が不明

同上（担当部署が分かる）

相手の性別が分からない

(Dear) Mr. Smith, 
(Dear) Ms. Gilbert,
Dear Sir/Madam,
Dear Customers,
Dear Employees,
Dear Friends,
Hi,
Hello,
Dear Marketing Director,
Dear Sales Manager,
Dear Kim Anderson,
Dear Sam White,

　名前も性別も分かっている場合は、あまり悩まなくても良いでしょう。し

かし、セミナーで多く出る質問は、“Dear” は付けた方が良いかどうか、相手

をファーストネームで呼んでも良いのかといったものがあります。

　“Dear” については、あまりこだわる必要がないというのが結論です。受け

手が、 “Dear” がないと激高して、ビジネスに影響が出ることは、あまり考え

られません。ただ、その人その人にこだわりはあるようで、ずいぶん親しく

付き合っているネイティブでも、いつまでも “Dear Hiro,” と私宛ての Eメー

ルに書いてきたりします。ですから、これを排除するつもりもありません。

どちらが正しい、間違っているという問題ではなく、好みの問題と言ってよ

いと思います。

　敬辞には、カンマかコロンか、という質問を受けることがあります。

　結論的には、どちらも使われています。

　　Mr. Smith: 

　　Mr. Smith,

　　John: 

　　John,
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　両者を比較すると、初めてコンタクトをとる、少し改まって情報を伝える

場合（謝罪や不幸の連絡）等、正式さを求められるコミュニケーションでは

コロンを、通常のケースではカンマという傾向があるようです。私の場合は、

通常のやり取りでは、もっぱらカンマを用いています。

▶ “To whom it may concern,” について

　相手の名前が不明で、例えば日本流に言えば「関係者各位」と書く際に、

よく引用されるのが、“To whom it may concern,” という表現です。これにつ

いては、使わない方が良いという見方が大勢のようです。相手の名前が分かっ

ているにもかかわらず、一斉配信先に含まれるからといってこの呼称を使う

と、人間味のない冷淡な感じを与えるようです。このような場合には、使う

べきではないでしょう。もともとこの表現は、発信者が相手の名前を知らな

いけれども、不特定多数の人向けに手紙を書くような場合、例えば推薦状を

依頼された人が、推薦状の冒頭に使うような限定的な場合にのみ使うと思っ

ていた方が良いようです。相手の名前が分かっていない場合でも、何らかの

グルーピングができるような場合は、前ページの表の「相手の名前が不明」

のケースを当てはめて、“Dear Customers,” や “Dear Employees,” 等の表現を

使う方が良いでしょう。

　

▶いつからファーストネームで呼ぶか？

　これも、よくある質問です。

　これについては、私は、「原則は、相手がファーストネームで呼んできた

ら」と答えています。どの時点から相手をファーストネームで呼ぶかについ

ては、国民性によっても、また個人によってもさまざまです。一般的に言えば、

欧州の人々よりもアメリカ人の方が、早い時期からファーストネームを使う

傾向はあると思いますが、Eメールは基本一対一のコミュニケーションです。

相手の意向を個別に汲む態度が良いかと思います。

　どうしても、こちらからそろそろファーストネームで呼びたい、呼んでい

いのではないかと思う際にはどうするかについて、仲間のイギリス人がヒン

トをくれました。それは、こちらから送信するメールの呼称を、次のように

実践英文 Eメール・ライティングの
具体的手法

Part  2
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書くというのです。

　　Bob (if I may), 

　この “if I may” に、「ファーストネームで呼んで良いですか？」というニュ

アンスが含まれるので、相手も受け入れやすいであろうという推測が成り立

ちます。このように書き始めた E メールのどこかに、“Please call me Hiro for 

short.” と一文入れると良いのではないでしょうか。このようにすれば、相手

も特段の事情がない限り、ファーストネームでのやり取りに移行してくれる

ものと思われます。

■ 件名 (Subject)
　まず、日本語の E メールについて考えてみましょう。あなたは、件名をど

のように決めていますか？

　この点については、あまり一般的な基準がないように思います。しかし、

私は、件名はビジネスをスムーズに進める上で非常に大切であり、書き方に

ついてしっかりとした基準を持っていただきたいと思っています。

　あなたは、朝仕事を始めるに当たって、E メール・チェックをすると思い

ますが、どんな順番で、たくさん舞い込んでくる E メールを読んでいますか？　

よほど受け取る件数の少ない人ならともかく、ほとんどの方が、何らかの基

準で優先順位をつけて、その順位に従って E メールを処理しているのではな

いでしょうか。

　つまり、その基準に従って、真っ先に読む E メール、その次に読むもの、

そして多くのものを後回しにする、あるいは削除するという決断を下してい

るはずです。その際の基準は、ほとんどの方が「発信者」と「件名」である

と思います。

　これを E メールを発信する側から考えると、ある特定の相手に送った E メー

ルは、その人に送られて来る数多くの他の E メールと競争を行なっていると

いうことです。先に読まれるための競争です。その競争に勝つために、工夫
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すべきは、「件名」なのです（送信者名は、通常変更できませんので）。

　ひとつ皆さんに質問します。

　あなたのところに、2つの E メールが届いています。件名はそれぞれ以下

のようなものでした。あなたは、どちらを優先的に開けますか？

　　アポイントの件

　　Appointment

　　6月 20日アポイントにつき、確認依頼の件 

　　Request to Confi rm Our Appointment on June 20

　多くの人は、2つめとお答えだと思います。それは、どうしてでしょうか。

キーワードは、「具体性」と「アクションの要否」です。「アポイントの件」

だけだと、アポイントの設定を求めているのか、すでに決まっているものの

確認なのか等、内容がはっきりしません。具体性がないのです。したがって、

中味を読んでみなければ、どういうアクションを取ってよいのか分かりませ

ん。こういう、いわば「手のかかる」E メールは、後回しにしようという気

を起こさせやすいのです。

　一方、2つめの件名であれば、日付けも付いていますから思い出しやすい

でしょうし、「確認依頼」としてありますから、どんなアクションを取るべき

かが一目瞭然です。（相手に、「これは何だ？」と疑問を抱かせて E メールを

開かせるには、敢えて曖昧な件名にすると考える人もいるようです。しかし、

あまり曖昧な件名だと、同じような件名の中で埋没して、読まれないリスク

の方が大きいのではないかと思います。あなたが、「この人から来たら、絶対

に読まなくては」と思わせるほどの大物であれば、話は別ですが。）

　以下に、いくつか、曖昧な件名と、より具体的かつアクションを明確に求

める件名を並列してみます。参考にして下さい。

実践英文 Eメール・ライティングの
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曖昧 より具体的
Your Product
Order
Application
Report
Customer Service
Inquiry
Payment

Inquiry about Your Product
Inquiry about Our Order #123456
Your Application for Our Position
<Meeting Material> Q1 Sales Update
Complaint about Your Customer Service
Reply to Your Inquiry on May 18
Reminder of Your Payment Date

　これらは、皆さんにコピペしていただくためのものではありません。「コピ

ペ」していただくとすれば、件名をどのように書くかについての考え方です。

件名を決める時間を、Eメールを送信する前に少し取って、「この件名で、先

方は開けてくれるだろうか？」と考えてみて下さい。そうした考える習慣が、

より良い件名につながり、読まれる E メールの書き手となれるのです。

　練習問題

　次の Eメールに、適切な件名をつけてみましょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Mr. Smith,

This is to confi rm that Robert Wilson and I plan to visit your offi  ce 

on at 3 pm on Monday, June 15.

We would like to discuss several pending issues so that we can 

move ahead.

I certainly look forward to seeing you.

Best regards, 

Hiroyuki Toda
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訳 ▶ ――――――――――――――――――――――――――――――――
スミス様

このメールにて、ロバート・ウィルソンと私の 6月 15日（月曜日）午後 3時の貴社

訪問を確認させていただきます。

私どもとしましては、いつくかの懸案事項について打ち合わせをさせていただき、前に

進めていきたいと考えております。

お会いできることを、楽しみにしております。

戸田　博之

　解 答 例

<Robert Smith and Hiroyuki Toda> Confirmation of Our Visit on 

June 15

　先方が、非常に多くの人と会うことを想定すると、“Appointment” あるい

は “Appointment Confi rmation” 等では、具体性にやや欠けると判断した場合

は、このように、訪問する者の名前や訪問日を伝えることで具体性が増し、

相手がこの E メールを開く可能性が高まると思われます。

　相手が、そんなに多くの人に会うような職種ではないケースでは、あなた

の E メール・アドレスと簡単な件名（“Appointment” または “Appointment 

Confi rmation” 等）で十分であろうと思われます。どのくらい具体的な件名に

するかは、状況によっても異なるのです。

■ 本文の流れはこう書く
　本文の流れについては、次のように覚えて下さい。
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