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ま え が き

　「国際化の時代なのだから，外国の人と英語で意見の交
換をしてみたい．英語を介して，世界中の人とコミュニケ
ーションを持ちたい」．このように望んでいる日本人は驚
くほどたくさんいます．極端に言えば，そう思っていない
人は 1人もいないと言っても過言ではないかもしれません．
しかし，その「悲願」を実現するために，果たしてどうす
るのか，ということになると，途端に曖昧になるのが普通
です．曰く，「文法とか，例文の暗記とかは，ごめんだ．
学校でもうたくさんやらされて，うんざりしている．自分
とは相性が悪い．大体，自分は文法とか，英文和訳，英作
文なんかは，興味ない．本当にやりたいのは，実際に役に
立つ会話だけだ」．けれど，本当にそれでいいのでしょう
か．会話の練習だけで，あなたは満足していますか？

　本書『英語のセンスを磨く』は，上に述べたような人た
ちには敬遠され気味の，英文解釈・英語の読解力を，本気
で身につけようと考えている人を対象にしている本です．
英語の学習では，読む，書く，話す，聞くという，いわゆ
る 4技能を，できればまんべんなく発達させるべきだ，と
考えている点で，私は人後に落ちません．ただこの 4技能
は有機的に結びついているとも考えています．どれか 1つ
だけ身につける，というのは現実にはありえないのです．
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英語の読解力は，英語を聞き，話す際にも必ず役に立ちま
す．それから，「自分は辞書があれば，英語の読み書きは
できるけど，外国人と喋るのは駄目だ」と公言する人が，
少し前までは結構いたのですが，それはむしろ減ってきて
いるようです．インターネットなどで実際に自分の読む能
力が試される機会が増え，否応なしに読む力も本当は不足
しているのだと痛感したからでしょうか．どのような体験
によるにせよ，自分の読解力がまだまだ不足だと気づき，
それを真に役立つレベルにまで高めたいと願い，そのため
に必要な努力を惜しまない，と考える人のために，本書を
執筆しました．

For Advanced Readers
　世間には英語の基礎作りのためとか，やり直しのためと
かいう本は，びっくりするほど多く出ています．けれど本
書は，そういう段階は終わり，ワンランク上の英語（Ad-
vanced English）を目指そうと考えている人を読者として
念頭においています．具体的に述べましょう．英字新聞，
週刊誌などを，辞書を手にして読んでみるとすると，自分
の関心分野ならなんとか意味が分かると思うけれど，正直
いうと自信はない．自分としては正しく読めているように
も思えるけれど，日本語を読んでいる時とは違う．いまい
ちはっきりしない．外国語なのだから仕方がないと諦める
こともあるけれど，可能なら英語圏の人と同じように読め
るようになりたい．そのためにかなりの骨折りと忍耐が要
るのは当然だと考えているつもりだ―このような考えの
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人なら，この本からきっと多くのものを学び，理想とする
読み方に到達すると確信します．

コンテクストを重視する
　次に，私がどのような態度で英文の読み方を深めようと
しているか，お伝えしておきましょう．原文を隅々まで，
文法的にも内容的にも理解する―その場合，執筆者や登
場人物の意図，心理なども可能な限り探ろうとします．別
の言葉で言うとコンテクスト，つまり文脈とか文の前後関
係を非常に重視するのです．いわゆる精読・味読ですけれ
ど，私の方法を一層明確にするため，分かりやすい具体例
を挙げましょう．Are you a boy or a girl ?という文はど
ういう意味でしょうか．普通男の子か女の子か，見れば分
かるはずですから，考えてみると奇妙な質問です．
　ここで，まずコンテクストがどうであるのか，つまり，
どういう状況のもとで，どういう人物が誰に言ったのかを
確かめます．例えばこんな状況がありえるでしょう．17
歳の都会育ちのトムが田舎に住む昔気質の祖父を訪ね，ト
ムを見た祖父が発した言葉だとすると納得できます．つま
り，少年が男であるのは，むろん承知しているのです．ト
ムがまるで女の子のような服装で，イヤリングをしている
のに驚き，呆れ，思わず性別を尋ねたのでしょう．怒って
いるのなら「お前，それでも男か！」とでも訳せますし，
もし嫌味を言うタイプの人なら「きみは男だっけ，それと
も女の子だったかな？ じいちゃん，この頃，目も悪いし
忘れっぽいんだ」くらいの感じになるでしょう．
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　私は正確に雰囲気を摑むのが一番大事だと考えています．
後述するように，読者に翻訳する力も身につけて欲しいと
願っていますが，きちんと文章の背後まで読むことができ
れば，おのずから訳すこともできるはずです．これはやさ
しい英文の例でしたが，本書にたくさん収録したもっと複
雑な文章の場合でも，すべて私はこのような姿勢を貫いて
います．

読者の視点から
　英語のセンス，とくにきちんと読むセンスを効率よく身
につけようとする時にとても大事なのは，選び抜かれたよ
い英文で学ぶということです．本書では，やや誇張して言
えば，私が 16年間かけて英米のあらゆる分野の英文から
選んだ最良の材料を使っています．これは一朝一夕に集め
られるものではありません．
　実はこういう事情がありました．私は日本最古の英語・
英文学の月刊誌である『英語青年』の「英文解釈練習」欄
を 1986年 11月号から今日まで隔月に担当してきたのです．
この仕事で一番苦労したのが，課題文の選定でした．2カ
月かけてあれこれ探し，時には友人に援助を仰ぎ，大人が
読んで興味の持てる内容で，約 200語でまとまっていて，
前後の文章がなくともそこだけで分かり，しかも英文とし
てある程度難しい，という多くの条件を満たす材料を探す
のに，骨を折りました．私は英米文学が専門なのですが，
決して文学作品に偏るようなことはせず，可能な限り新聞，
週刊誌の記事，エッセイ，評論，書評など幅広いところか
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ら選ぶようにしました．さまざまな関心を持つ読者のニー
ズに合うように心掛けたつもりです．また英米のいずれに
も偏らず，時代も現代中心ですが，適当と思えば 19世紀
のものも時には対象としました．こうして選んだ 100点の
中から，さらに選び抜いたのが本書の 30点の課題文です．
　英文をとことんまで味わうにはどうするのがよいか，そ
の解説にも上のコラムを長年担当した経験を生かしました．
『英語青年』の投稿者のレベルは総じて高く，中には海外
で活躍してきた商社マンもいて，「外国人の部下を使い，
不自由なく英語で仕事をこなし生活してきたつもりだった
が，英語が本当には分かっていないのを悟った」というの
で投稿してくる人もいます．このような人を含め約 100名
の投稿者が課題文の訳を送ってきます．これに ABCの成
績をつけ，優秀作を添削するのです．この体験で多くのも
のを得ました．予想もしなかった解釈を示し，しかもそれ
が私の考えていたものより優れ，正確である，ということ
もありました．しかし何よりも英語の基礎までは立派に終
えた人が，上を目指す時にどこで何に躓くか，それを知る
ことができたのが，私には大きなことでした．あるレベル
の英文は自由自在に読みこなす人が，ほんの少しレベルの
高い文になると，突然まったく読めなくなるのは何故か．
どう導けばよいのか．このようなことも学ぶことができま
した．本書ではこれらのすべてを活用しています．さらに，
私は長年数多くの大学，大学院で教え，さまざまなタイプ
の若者に接してきました．この経験も充分に生かせたと信
じます．もし本書の解説が「痒いところに手の届く」もの
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であるとすれば，このような事情のおかげです．

本書の読み方
　読者それぞれの好みでどこから読んでいただいても結構
なのですが，私としては，次のような順序で進んでいただ
けると効果が大きいと考えています．全体をまず大きく第
Ⅰ部「コンテクストを手がかりに読む」と第Ⅱ部「文体と
内容を味読する」に分けました．第Ⅰ部では課題文に続け
て訳文を示し，それに続く解説でどういう過程を経てこう
いう訳文に到達したかを知っていただけるようにしました．
第Ⅰ部は，今後どんな英文に接した場合にも応用の利く厳
選した 11題ですので，解説も特に詳細に，分かりやすく
しました．何度も何度も読んで，英文を友人などに説明で
きるまでに理解を完璧にして下さい．そして解説から，私
の理想とする英文読解のセンスを身につけて欲しいと願い
ます．
　そこまで進んだら第Ⅱ部です．今度は読者の出番です．
主役を演じて下さい．第Ⅰ部では受動的でもかまいません
が，第Ⅱ部では是非能動的になり，ペンで書くなりキーボ
ードを叩くなりして自分の訳文を書いて下さい．課題文の
次にたっぷりヒントをつけてありますから，必要に応じて
利用して下さって結構です．ヒントの中に当該英文の読み
に関係の深い第Ⅰ部の課題文の番号を《6》のように記して
あります．単語，熟語の説明もありますが，辞書を引く手
間を省かせるためではないので，辞書を引いても分かりに
くいものに限りました．ヒントを利用して，自分の訳文が
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完成したら，解説の次にある私の訳文と較べて下さい．大
体同じであるなら，もう実力がついた証拠ですから，次の
課題に進んで下さい．しかし，そうでない場合，あるいは
訳文を作るほど分かっていない場合，解説をじっくり読ん
で下さい．時には第Ⅰ部に戻る必要もありましょう．その
上で再度訳文を作って下さい．とにかく私の訳文と大体同
じものができるまで忍耐力を発揮して欲しいです．

解釈と翻訳
　私は本書で「このように読む」と「このように訳す」と
いうのを，ほぼ同一のものとして扱っています．ところが，
よく質問されることの 1つは，「意味はちゃんと分かって
いるのだけど，うまく訳せない．翻訳のコツを教えて欲し
い」というものです．確かに翻訳と英文解釈とは一応別の
もの，というのが一般の考えかもしれません．また前者は
直訳に近いもので，後者は意訳に近いというように区別す
る人もいるようです．あるいはそういう面もありましょう．
しかし私は両者に差を認めるのは好みません．そんな区別
にはたいして意味がないと思います．現に，上の質問をし
た人に，本当に「ちゃんと分かっている」かどうか―ち
ょっと意地悪ですけれど―尋ねてみると，生半可な理解
であったと判明することが非常に多いのです．正しく読め
るようになれば，そして日本語の表現力がある程度あれば，
リーダブルな訳文が作れると信じます．
　前述した Are you a boy or a girl ?について，正確な解
釈がそのまま正しい翻訳につながったのを，納得していた
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だいたと思います．何のことか考えないで，ただ辞書の訳
語を適当につなぐ作業は英文解釈の名に値しません．本書
の読者としては，本格的な解釈力を向上させたい人の中に，
大学院に進学し専門分野の英文図書を読む能力をつけたい
人や翻訳を目指す人も視野に入れています．前者にとって
「このように訳す」のは，一見不要にみえるかもしれませ
んけれど，本当に読めているかどうか確認するのに「訳す
こと」が有用なのは，もうお分かりでしょう．また後者の
ために，特に「翻訳のコツ」を説いていなくとも，読み方
への助言がそれに相当していることもお分かりいただけた
と思います．

　ではいよいよこれから一緒に，英文を英語圏の知識人と
少しも変わらぬレベルで味読できるようになるための旅に
出発しましょう．全行程を無事に終えれば，輝かしい新世
界が広がると保証しますが，楽な旅ではないので，どうか
途中でドロップ・アウトしないように充分気をつけて下さ
い．

2002年 12月 8日

行 方 昭 夫
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凡　 例

OED: Oxford English Dictionary
Webster : Webster Third New International Dictionary
COBUILD : Collins Cobuild English Language Dictionary
（引用は 1987年刊行の初版より）

LDCE: Longman Dictionary of Contemporary English
『大英和』：研究社新英和大辞典（研究社）
『リーダーズ』：リーダーズ英和辞典（研究社）
『フェイバリット』：フェイバリット英和辞典（東京書籍）
『熟語辞典』：新クラウン英語熟語辞典（三省堂）
『英文法解説』：江川泰一郎著『英文法解説』（金子書房）
cf. : ……を参照せよ．
ex. :例
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第Ⅰ部

コンテクストを手がかりに読む



2

　英和でも英英でも，辞書を引いて溜息が出ることはあ
りませんか．簡単な単語でも，1語に対してずいぶんた
くさんの意味が載っていることです．もちろん文章全体
のコンテクストから考えて，どの意味がふさわしいか探
すわけですけれど，あまりたくさん選択の余地があると
迷ってしまいます．でもそれだけに，これがぴったりだ
という訳語を選べたり，自分の調べている文章がその辞
書に用例として載っていたりすると，とても幸せな気分，
充足感を味わうことができます．ところが，そんなに多
くの訳語が載っているにもかかわらず，いくら探しても，
コンテクストにぴったりの意味が見つからないとしたら
どうしますか．大きな辞書なら出ているかと思って，
『大英和』や『リーダーズ』にあたっても，さらに，
OEDやWebsterにあたっても駄目かもしれません．と
いって辞書が悪いのではないのです．辞書にある情報を
もらった上で，目の前のテキストのコンテクストに合致
する意味をよく考え，訳語を自分で創造する必要があり
ます．以上述べたことに注意しながら 3つの課題文を取
り上げてみましょう．

1
訳語は常に 

創造するもの
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▲

訳語が辞書にないときは
《1》

　The clocks up at the villa must have been all 
wrong, or else my watch did not go with them, or else 
I had not looked often enough at it while rambling 
about the town on my way to the station. Certain it is 
that when I got there, at the gallop of my cab-horse, 
the express was gone. There is something hatefully 
inexorable about expresses: it is useless to run after 
them, even in Italy. The next train took an hour and a 
quarter instead of forty minutes to cover the nineteen 
miles between Pistoia and Florence. Moreover, that 
next train was not till eight in the evening, and it was 
now half-past five.
　I felt all it was proper to feel on the occasion, and 
said, if anything, rather more. Missing a train is a ter-
rible business, even if you miss nothing else in conse-
quence; and the inner disarray, the blow and wrench 
to thoughts and feelings, is most often far worse than 
any mere upsetting of arrangements. A chasm sud-
denly gapes between present and future, and the riv-
er of life flows backwards, if but for a second. It is 
most fit and natural to lose one’s temper; but the 
throwing out of so much moral ballast does not help 
one to overtake that train.
  —Vernon Lee

Vernon Lee（1856︲1935）のエッセイ集 Hortus Vitae（1907）より．
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【訳文】　丘の上の別荘の時計が全部狂っていたに決まって
いる．そうじゃあないと言うのなら，私の時計が別荘の時
計と合ってなかったのだろう．さもなければ，駅に行く道
すがら町の中をぶらぶらしていた時に時計を見るのが充分
じゃなかったのかもしれない．原因ははっきりしないけれ
ど，とってもはっきりしているのは，馬車を飛ばして駅に
着いた時に急行が出てしまったことだ．急行には憎たらし
いほど無情なところがある．時間にだらしないイタリアで
も，追いかければ止まってくれる，ということではないの
だ．次の列車だとピストイア・フィレンツェ間の 19マイ
ルを行くのに 1時間 15分もかかる．急行ならたった 40分
なのに！ その上，鈍行が出るのは午後 8時で，今はまだ
5時半なのだ．
　私は，こういう場合に人が感じる怒りのすべてを感じ，
その上，まずいことに，感じている以上に悪態をついてし
まったようだ．何しろ，列車に乗り遅れるというのは，乗
り遅れた以外に不都合なことが何もない場合でも，実にひ
どい事態なのだから仕方がない．内心の動揺，思考と感情
への打撃と苦痛といったら，ただ予定が狂うというような
ことでは済まない．ずっとたちが悪いことが多い．現在と
未来との間に突然ぽっかり穴があき，人生の流れが―
ほんの 1秒だけにせよ　―　逆流する．自制心を失ったとし
ても，ごく当然だし自然のことだ．でもいくら心の重石を
投げ捨てて身軽になってみたって，急行に追いつくことは
絶対に出来はしないんだから，まったく嫌になる．
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解　説
辞書が頼りにならない？　　英文を読んでいて自分の知ら
ない単語，熟語に出会えば，まず辞書に手を伸ばす，とい
うのは日本では当然のことですね．辞書にはいろんな意味
が出ていますが，その中からコンテクストに見合った訳語
を探すわけです．ところがいくら大きな辞書に当たっても，
適切な意味が出ていないという経験はありませんか？ 初
級，中級レベルまでなら，適切な訳語は英和辞典に出てい
るものと，安心していても大丈夫です．何しろ英和辞典は
どれも優れていますから，万一自分の手元の辞書になくて
も，図書館などで大き目な英和辞典を引けばまず見つかり
ます．
　でも中級から上級段階に入ると，そうもいかなくなるこ
ともあるのです．「大型の英和に意味が出ていないなん
て！ もうお手上げだ」と嘆かないでください．そもそも
英和辞典の役目は，単語，熟語の意味合いを伝えることで
すが，コンテクストは無限にありますので，すべての場合
に当てはまる訳語を列挙するのは不可能です．その場合，
場合にふさわしい訳語，原文の雰囲気にぴったり合う日本
語は訳者が辞書を参考にしつつ，自分の判断で自分の頭か
ら生み出すものなのです．これから本書全体でそういう実
例にふんだんに出くわしますが，この課題文では，中ほど
にある if anythingに注目してください．最後のほうの
moral ballastという単語も辞書の意味だけでは解決しま
せん．では冒頭から注意深く読んでいきましょう．
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文章の調子　　著者の Vernon Lee（1856︲1935）は長年イタ
リアのフィレンツェに住んでいたイギリスの裕福な女流評
論家です．ペイター，ワイルドなどと交友がありました．
イタリアのルネッサンス美術に関する著書などが多くある
才女で，彼女とやはり親しかったヘンリー・ジェイムズは，
最上級のインテリと称賛しています．この文は彼女のエッ
セイ集 Hortus Vitae（1907）に収められた ʻLosing Oneʼs 
Trainʼから取りました．一読して，意気軒昂なインテリ女
性の生きのよい文章だと推察できるのではないでしょうか．
全く古さのない文です．生真面目な人が慎重に書いた文と
は正反対で，大胆に自由奔放に一気に書いたという印象で
す．目の前の英文をまず数回，全体の論旨や雰囲気を探り
ながら，初めから終わりまで読んでみましょう．文章の調
子が，真面目かふざけているか，皮肉か冷静か，断定的か
遠慮がちか，論理的か飛躍があるか，など見分けなくては
なりません．それは結構難しいのですが，この文章は著者
が自分の個性を積極的に出そうとしているので，特色がつ
かみやすいと思います．翻訳する場合はもちろんですが，
英文を読み解く時にも，作者の文章の調子が読み取れなけ
れば，文章を正確に理解したとは言えません．以下，文体
の癖に注意しながら意味を捉えていきます．全体が急行列
車に乗り遅れた話であるのは分かりますね．

clocks up at the villa　　これを「別荘の 2階の時計」と
取った人はいませんか．誤りですよ．英語表現の習慣で，
まず upと漠然と平地から見て「上の方」だと伝え，次に
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at the villaと「具体的には別荘で」と絞って述べるので
す．「彼は私の顔を叩いた」を英語で He struck me on 
the face. と「大まかに私を」と述べてから「詳細に顔を」
と説明するわけです．参考までに述べますが，サマセッ
ト・モームの中編小説 Up at the Villaはフィレンツェの
丘の上の別荘を舞台にした話です．
　急行に乗り遅れた責任は，どこにあるのでしょう？ 著
者が別荘を出た時，そこの時計では列車の出発に間に合う
はずだったのに，遅れたのはあそこの時計が皆狂っていた
せいだと述べています．しかし自信がないのか，そうでな
ければ……と他の理由も挙げていますね．or else「さもな
ければ」が数回繰り返されているのが滑稽ですね．I had 
not looked often enough at itと自分に落ち度があったよ
うなことを述べたかと思うと，すぐ次に rambling about 
the townなどと，のんびりぶらぶらしていたとぬけぬけ
と書いています．矛盾といえば，at the gallop of my cab-
horse「私の馬車を目いっぱい走らせて」とありますね．

乗り遅れた本当の理由　　どうやらこの著者は，時間厳守
のイギリスで生まれたのであっても，イタリアに長く住む
うちに時間にだらしなくなってきたようです．最初は駅に
行く途中で町の様子などをゆっくり見物していて，急に遅
れに気づき，馬車を飛ばしたのでしょう．自分が悪いのに，
自分を置いて出て行ってしまった急行に文句を付けている
のですね．鈍行の普通列車なら遅れた客を待ってくれると
でも言うのでしょうか．アバウトな書き方は面白いと言え
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ば面白いですね．4行目の Certain it isという形容詞が冒
頭に来た倒置文は，腹立たしい書き手の気分が出ています．
There is something hatefully inexorable「憎たらしいほど
無情なところがある」というのも，まるで列車が意地悪で，
急行だからと乙に澄ましている，とでも言わんばかりの，
この著者ならではの“自己中”な言い方です．even in 
Italyはどんな意味合いでしょうか？ あるゼミで「女性
に甘い国でも」と「狭い国であっても」という意見が出た
のを思い出します．私の解釈は訳文で示しましたが，ぼか
したままで読者の想像に任せて理由は伏せてもいいでしょ
う．

The next train　　次の列車の話が出ますが，著者はそれ
に乗ったのでしょうか？ took an hour and a quarterを
「1時間 15分かかった」と直訳すると，乗ったことになり
ますから要注意です．駅員から聞いた情報を伝えているだ
けです．They said thatを the trainの前に付けて考える
べきです．付けなくても分かるからというので，筆者は省
略しています．同じく，次の that next train was not till
という表現も，「まで出発しない」という意味なのは見当
がつきますがやや乱暴な書き方で，筆者の性格が出ていま
す．
　後半に入ります．13行目の felt all it was proper to feel 
on the occasionは直訳すれば「こういう折に感じるのが
適切であるすべての感情を感じた」となります．列車に乗
り遅れた時には誰でも，「頭にくるなあ！」と感じますが，
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ここで properという単語が出てくるのには，この文が
1907年という，まだヴィクトリア時代のお上品な風潮の
名残の強かった時期に書かれたことと大いに関係があるの
です．朝廷で下品な言葉を使った貴族が追放されるような
時代だったのです．心の中で，例えば，「こん畜生．列車
の奴め！」と感じても proper（大丈夫）ですが，それを言
葉に出して，聞いている人がいたら，当時の社会通念に背
くことになったのです．筆者はどうやらそうしてしまった
ようですね．

said, if anything, rather more　　もっとも難しい箇所に
きました．解釈が分かれて当然でしょう．if anythingは
多くの英和辞典には「どちらかと言えば」という意味が出
ています．多くのコンテクストで当てはまる可能性が高い
訳語ですし，この句を後の rather moreにかかると解釈す
るのならば，ここでも間に合います．しかし私は前の
saidあるいは said rather more全体にかかると取ります．
この句は if I did anything「もし私が何かをしたとすれば」
の省略だと思うのです．訳としては，内容をとって，「私
としたことが」とか「こともあろうに」とかも良いでしょ
う．筆者は上流婦人なので，口にしなければよかったけど，
思わず言ってしまったわ，と後で反省しているのです．こ
のように，目の前の英文のコンテクストにぴったりの訳語
が英和辞典にあると期待しても，それは無理というもので
あり，むしろ適切な訳語は自分が作るもの，だと覚悟する
ほうがよいのです．
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　さて，rather moreとは何でしょうか．比較級があった
ら，文面に出ていない than～の部分を推察するのが大事
です．前後をしっかり読むと，心の中で感じたことより多
くの言葉を口にした，というのだと分かりますね．ところ
で，この発言をした時，そばにいた駅員か誰かの耳に入っ
たのでしょうか？ 筆者は大胆な女性のようですから，小
声でなく大声で言ったものと推測されますね．

Missing a train以下数行の役目　　大声で急行列車に悪態
をついたのを，この時代の婦人としては，聞いていた駅員
にも，さらにこの文の読者にも，弁明する必要があると思
い，「なるほど．それじゃあ悪態が出ても仕方ないわ」と
納得して貰いたいのです．一般論になりますが，英語では
納得できにくい発言の後には，その弁明，理由が続きます．
ここでも同じなのです．列車に乗り遅れることは，terri-
ble business「ものすごい事柄」だと言い，心の乱れ，過
去と未来の断絶，時の流れの逆流などと述べていますが，
大げさだと思いませんか？ 自分が時間を誤り，町の見物
などしたから，乗り遅れた．それも鈍行ならその日の中に
行けるのだから，そんなに大騒ぎしなくてもいいのに！
筆者はそんなことは承知の上で，わざとおどけて怒ってみ
せているのです．課題文全体の調子がこのような，やや悪
ふざけのような，技巧的なものだと気づきましたね．この
文章に大真面目に対応したのでは面白味を見失ってしまい
ます．


