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英文ライティング力を磨くには、まずは英語表現をかたまりごと

収集し（input）、そのあとそれを「借り」て、使ってみる（output）

ことが基本になる。著者はこの考え方にしたがい、あらゆる機会を

とらえて英語表現の収集を続け、メモ、カード類に記して残しつつ、

実際に使ってみることを繰り返してきた。集めた表現のうち、ニュー

ス記事にその素材を求めたものは、『朝日ウイークリー（Asashi 

Weekly）』（朝日新聞社）の「ニュースの森を歩く：Wordsmith’s 

workshop」と題する連載で発表する機会に恵まれた（2011年 4月

～ 2015 年 3月）。本書は連載の中から 50の表現を厳選し、その内

容を大幅に改めたものである。

英文ライティングの学習をはじめた者がその過程で気づくこと

がある。それは、名詞、動詞、形容詞などの基本語句の「多義性」

（polyseme）と、「動詞＋副詞」「動詞＋前置詞」「動詞＋副詞＋前置

詞」の３つの型から成る「句動詞」（phrasal verb）の多様な「働き」

である。

本書でも繰り返し述べることになるが、英語では、同じ表現が状

況によって異なる意味で用いられることがある。たとえば、動詞

collectを考えてみよう。collectと言えば、ほとんどの日本人英語

学習者は「～を集める、収集する」の意味を思い浮かべるだろう。

しかし、状況によっては「～を手に入れる、勝ち取る」という意味

でも使われ、The tennis player collected his fourth consecutive 

win in the tournament.（そのテニス選手は大会４連覇をはたした）

はじめに
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というような言い方をする（6ページ参照）。

そして句動詞表現となると、さらに状況によって様々な意味で使

われる。look toという句動詞を考えてみよう。これは動詞 lookから、

「～のほうへ視線を向ける、～のほうを見る」という意味であろうこ

とは想像できる。しかし、以下の例文の意味を瞬間的に理解できる

だろうか？

　The hotel looked to the south.

　The executives look to increase in sales once the economy

　　improves.

これについては 77-78 ページの説明を見ていただきたいが、look 

toなどの句動詞表現は基本的な意味から派生して、いろいろな意味

で用いられるのである。

このように、「同じ表現であるにもかかわらず、状況によって異な

る意味になる」ため、日本人の英語学習者のみならずプロの英日翻

訳者および通訳者は、大いに悩まされることになる。

日本人英語学習者は、早い段階でこうした英語表現の特色と働き

に習熟しておくべきであるが、なかなかそうはいかないようだ。こ

れには現在の入試が大きな影響をおよぼしていると思われる。「効率」

を求めるあまり、多義語が持つその表現の幅や句動詞の活力を知る

こともなく、難解な語彙（big word）の暗記と読解に明け暮れがち

なのである。その結果、いざ自分の意見や考えを文にして示す必要

が生じても、文法・語彙的には正しいが、どこか違和感のある英文

を書いてしまうことになる。もう一歩が足りないのである。

一方で英語母語話者は、こうした多義表現を存分に使いこなし、

小憎らしいほどリズムのある、実に生き生きした英文を産出する。
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われわれ日本人も基本的な英語表現が状況によって様々な意味で

使われることを理解し（input）、それをまさしく状況に応じて効果

的に使う（output）ことはできないだろうか？

以上の思いから、英文ライティング力の次なる一歩への足掛かり

になることを願い、本書を刊行することにした。「ライティング」と

銘打っているものの、ライティングの教本然としたものを目標にし

たわけではなく、output全般の能力の向上に役立つ、生き生きとし

た英語表現をライティングを通じて習熟してもらいたいというのが

本書のねらいである。

各セクションの終わりに「一歩先の英文ライティング！」のコー

ナーを設け、それぞれ５問ずつ和文英訳問題を用意した。取り上げ

た表現の解説を参考にして実際に自分で訳文を作り、解答例と比べ

てみてほしい。

読者のみなさんが本書で紹介した表現を手紙や Eメール、ビジネ

ス文書などで使いこなし、「一歩先の英文」を書きあげる能力を身に

つけられるようなことがあれば、著者としてこれほどうれしいこと

はない。

2015年６月

田邉 祐司
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descendはラテン語から派生した形式ばった単語だが、「下りる」

という日本語にする人が多いようだ。そのため、句動詞 descend 

on [upon]の使い方にとまどってしまう人も少なくないようだ。

まず以下の例文を見てほしい。

  Thousands of people recently descended on Rio 

de Janeiro for the annual Carnival festivities. 

（リオデジャネイロで毎年行なわれるカーニバルに、つい先日、何

千人もの人々が押し寄せた）

descendには「（高い所から）下る、下りになる、傾斜する」のほか、

「（土地・性質などが）～から…へ伝わる」といった意味がある。しかし、 

descend on [upon]には、こうした意味から転じた以下の3つの用

法がある。

①「～を急に襲う」
②「複数の人が（突然）～に押しかけて行く、（集団が）～を急襲する」
③「（感情、雰囲気などが）～を支配する、～に広がる」

1
使い方にとまどう

➡descend on7
  Even though a feeling of anxiety filled the rest of 

the city, a celebretory atmosphere descended on 

the park.

（街のほとんどを不安感がおおっていたものの、公園には祝福の

ムードが漂っていた）

これは③の用法だ。

  A storm descended on the area in the early hours 

of the morning.

（朝早く、その地域を嵐が襲った）

これは①の用法になる。

もう一例挙げる。

  Her death came as the music industry descended 

on Los Angeles for the annual celebration of the 

Grammy Awards.

（彼女が亡くなったという知らせがもたらされたのは、ちょうど毎

年恒例のグラミー賞授賞式のためロサンゼルスに音楽業界の関係

者たちが大勢集まった時だった）

これは②の用法だ。このように、水が高い所から低い所に急に流

 ７　descend on

１
「よく見る語や表現だが、あまり知られていない意味があ
る。しかし、状況に応じてその意味で使うと、ネイティブ
感覚の実に生き生きとした表現になる」
➡こうした英語表現を 50 厳選しました。

２
「よく見る語や表現だが、状況によっ
ては意外な意味で使われる」
➡これをまず例文で確認していただき
ます。はじめは日本語訳を見ずに読ん
でみましょう。

本書の使い方

3
「それぞれの語や表現は、状況に応
じてさまざまな意味で使われる」
➡その用例を示しました。解説と
あわせて、じっくり読んでください。

本書の使い方本書の使い方
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４

「一歩先の英文ライティング！」
➡各セクションの終わりに、練習問題を 5問用意しました。本文の解説と
例文を確認したあと、ぜひ挑戦してください。実際にご自分で訳文を作り、
解答例と比べてみてください。

６　cough up

1. ケチケチせずに、お金を払えよ！

2. 息子が車を買う援助に200万円を出す羽目になるかもしれな
い。

3. 父は私に1000ドルを援助してくれると、やっとのことで約
束してくれた。

4. 大変な苦労の末、私たちは彼に貸したお金を返してもらうこ
とができた。

5. 犯人は、警察に刑期が長くなると脅され、窃盗計画の詳細を
白状した。

【解答例】

1.  Don’t be so stingy. Cough up the money.

2.  I may have to cough up ￥2 million to help my 
son buy a car.

3.  Father finally promised to cough up $1,000 to 
help me out.

4.  After a lot of effort, we were able to get him to 
cough up the money he owed us.

5.  The criminal coughed up the details of the 
planned robbery after the police threatened a 
long jail sentence.

一歩先の英文ライティング！
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年末には国内外で様々な「賞」が発表される。「賞」を意味する

awardには華やかなイメージを抱きがちだが、それは一面的なとら

え方のようである。本セクションでは、awardの名詞・動詞用法を

別の角度から考察することにする。

では、awardがどんな意味で使われているのか考えながら、以下

の英文を読んでみよう。

  It is said that foreign company had copied key 

features of the Japanese manufacturer’s popular 

smartphone, awarding it approximately 100 

billion yen in damages.

（その外国の会社は、日本のメーカーの人気スマートフォンの主要

な特徴をそっくりそのまま真似し、損害賠償額として約1000億円

支払うことになったという）

さて、awarding以下の意味は取れただろうか？「その会社に

1000億円の賞を与える」と解釈するのでは変だ。「award ＝賞（を

与える）」とだけ覚えていると、思わぬ間違いを犯してしまう。

awardには、動詞で「（裁判所などが賠償額などを）裁定により与

える」、さらに名詞ではおなじみの「賞（金）、奨学金」のほか、「判決、

裁定、裁定額」という意味がある。上の英文には in damages があ

1
「賞」と「損害賠償」の関係

➡award1
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るので、「損害賠償額として」という解釈になる。

別の例を見てみよう。

  Minimum damages are set at about $1 million. 

But we believe the actual award will be larger.

（賠償金の最低額は約100万ドルとの規定がある。しかし、実際の賠

償金はそれを上回るとわれわれは見ている）

   A federal court has awarded $8.4 million to a 

New Jersey man for damages caused by the 

chemicals used in the artificial sweetener of the 

food. 

（連邦裁判所は、その食べ物に人工甘味料として使用した化学物質

により被害をもたらしたとして、ニュージャージー州の男性に840

万ドルの賠償金支払いを命じた）

このように裁判関連で使われる awardもあり、アメリカのような

訴訟社会（litigation society）ではよく見かける用法なのである。

では、次の和文を、awardを使って英訳してみよう。

1. 最高裁は大学に対して100万ドルの損害賠償を命じた（下級
審の）判決を覆した。

2. 市を相手どった民事訴訟で、地裁は男性が800万円の損害賠

１　award

一歩先の英文ライティング！
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償金を受け取る裁定を下した。

3. 彼らが我が社の特許を侵害したことで、われわれに10億円の
損害賠償が認められた。

4. 法廷はその会社に著作権侵害訴訟で1000万ドル近い額の支
払いを命じる下級裁判所の判決を支持した。

5. 家庭裁判所は離婚調停において、その夫婦の子供の親権は母
親にあるとの審判を下した。（※親権 ＝ custody）

【解答例】
1. The Supreme Court overturned a $1 million 

award against the university.

2. The district court awarded the man ¥8 million 
in compensatory damages in a civil lawsuit 
against the city.

3. We were awarded damages of ¥1 billion for 
their infringement of our patents.

4. The court upheld the decision to award the 
company close to $10 million in its copyright 
infringement law suit.

5. At the divorce settlement, the family court 
awarded sole custody of the couple’s child to 
the mother.

１　award
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読者の方々は何かコレクション（collection）しているものがある

だろうか？　著者は、趣味と研究をかねて、江戸末期から今日まで

に著された英語の発音に関する書物や辞書などを集めている。

さて、collectionの動詞形は、ご存知のように、collectだ。基本

的な動詞であるが、使い方によって、深いニュアンスを込めること

ができる。

野球関連の記事に、次のような英文があった。

  The designated hitter collected career hit No. 

3,000 in the second inning of the game.

（その指名打者は、試合の２回の打席で通算3000本安打を達成し

た）

collectは普通「集める、収集する」などの意味で使われるが、「も

のを取ってくる」の意味でも用いられる。さらに、collect oneself（気

持ちを落ち着かせる）,  collect up（～を一個所に集める）といった

表現もよく使われる。

しかし、なぜ野球の試合で collectが使われているのか？　「集め

る」という意味で何となくわかるような気はするが、いまひとつ判

然としない。

1
集めるだけじゃない

➡collect 2



6

定義を英英辞書で確認してみると、“to get things from different 

places and bring them together”（Cambridge Learner’s 

Dictionary）とあった。つまり、「異なる場所からものを集めて、１

つにまとめる」というのが原義といえる。

また、ここから派生した用法として、Longman Dictionary of 

Contemporary Englishに、“to receive something because you 

have won a race, game, etc.”と説明されている。『ルミナス英和

辞典』（研究社）には、「…を手に入れる、勝ち取る」という語義があり、

collect a gold medal（金メダルを取る）という用例もある。

つまり、collect には日本語でいう「コツコツと努力して手に入れ

る」に近い意味合いがあるのだ。

もう１つ例を挙げよう。

  The tennis player collected his fourth consecutive 

win in the tournament.

（そのテニス選手は大会４連覇をはたした）

では、次の和文を、collectを使って英訳してみよう。

1. イチローは2008年に通算3000本安打を達成した。

2. タイガー・ウッズは今季１勝もできなかった。

3. 彼は腕を負傷していたにもかかわらず、銀メダルを獲得し
た。

一歩先の英文ライティング！

２　collect
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4. 安藤選手は宮間選手からピンポイントのパスをもらい、
いとも簡単に得点をあげた。（※「ピンポイントの」は
beautifulを使えばよい）

5. 毎週末、そのグループは、地域の清掃運動の一環として、公
園で空き缶や空き瓶を集めていた。

【解答例】
1. Ichiro collected the 3,000th hit of his career 

in 2008.

2. Tiger Woods failed to collect a victory this 
season.

3. He collected his silver medal despite suffering 
an injured arm.

4. Ando collected a beautiful pass from Miyama 
and easily scored a goal.

5. Every weekend, the group collected empty 
cans and bottles in the park in an effort to 
clean up the community.

２　collect
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「～の出身である」という意味の句動詞 come fromが「where ＋

人＋ is [are] coming from」という言いまわしで使われると、どん

な意味になるだろうか？

次の英文を読み、where he is coming fromの意味を考えてみよう。

  While many of the shareholders were able to 

understand the problems, they still disagreed 

with the new CEO’s approach. One shareholder, 

stated, “I understand where he is coming from 

but not everyone in the company is bad. If you 

get rid of all the executive officers, who will be 

left to run the comapny?”

（株主の多くが問題を認識しながらも、新たに就任した最高経営責

任者（CEO）のやり方に賛同はしていなかった。株主の１人は、

「新CEOの気持ちはわかりますが、だからといって社員全員が無能

なわけではありません。もし執行役員全員を解雇したら、誰が会

社の運営をするのでしょうか？」と語った）

where he is coming from は直訳すると「彼が出て来ているところ」

となるが、これでは変だ。come from が進行形になり、このように

使われると、「（人の）気持ち、意図」を表わす比喩的な意味になる。

1
気持ちや意図がわかる

➡come from3
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『研究社新英和大辞典』を引くと、where a person is coming from 

を「人の本当の狙い、気持ち、発言の真意」と定義している。

例を見てみよう。

  No one has any idea what he’s trying to do or 

where he’s coming from. 

（彼が何をやろうとしているのか、何を考えているのか、誰もわか

らない）

では、次の和文を、「where ＋ 人 ＋ is［are］coming from」を使っ

て英訳してみよう。

1. ビルは自らの考えを懸命に彼女に伝えようとした。

2. 娘さんとじっくり話し合ってごらんなさい。そうすれば彼女
の考えがきちんとわかるようになりますよ。

3. 君の思いは十分にわかる。でも、いつかはこの問題に対処し
なければならなくなると思うよ。

4. そう言ってくれれば、君の言いたいことはわかる。（※そう
言ってくれれば ＝ if you put it that way）

5. その教師（女性）はその学生（男子）の言うことに1時間、
辛抱強く耳を傾けたが、それでもなお彼が何を言いたいの
かよくわからなかった。（※Even though the teacher  
listened to the student patiently for an hour,のあと
につづけてみよう）

３　come from

一歩先の英文ライティング！
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【解答例】
1.  Bill tried hard to tell her where he was coming 

from.

2.  Have a good talk with your daughter, and you 
will begin to see exactly where she is coming 
from.

3.  I can see perfectly where you’re coming 
from. But I think you’re going to have to deal 
with this problem some day.

4.  If you put it that way, I see where you’re 
coming from.

5.  Even though the teacher listened to the 
student patiently for an hour, she still couldn’t 
understand where he was coming from.

３　come from


