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「翻訳ひとくちメモ」－Vol.13－ 「含む・含まれる－Include と Contain」
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旧暦 10 月は「神無月」と呼ばれ、全国の神々が出雲大社に集まり一年のことを話し合うと言われてい
ますが、神の居ないはずの 10 月に神社の秋祭りが多いのは何故でしょうか？
実は、恵比寿や大黒などは留守神（るすがみ）と呼ばれ、神無月にも出雲に行かず土地に居残るとい
われており、秋祭りが新穀を供えて豊作を神に感謝する収穫祭（Lammas）的な意味合いが強いこと
を考慮すれば、その対象としての恵比寿や大黒が居残るのも理に適った話と思われます。
https://www.youtube.com/watch?v=LWWn5Q_Ctkg
※「アイオワの大地に」（1984）Original Soundtrack Album by George Winston（You Tube より引用）

因みに「七福神」は英語で Seven Deities of Good Fortune といいますが、日本オリジナルは恵比寿
だけで、他は全て外来の神々です。
英語訳
God of Wealth
and Commerce
God of Wealth

国籍

宗教等

日本

神道
蛭子命・事代主

風折烏帽子をかぶり鯛を釣り上げる
姿。海上・漁業の神。商売繁盛の神。

インド

ヒンドゥー教
マハーカーラ神

頭巾をかぶり左肩に大きな袋、右手に
打出の小槌、米俵を踏まえる姿。自在
天の化身、仏教では守護神、戦闘神、
忿怒神、後に台所の神（厨房神）。日
本の大国主命に習合して浸透。

毘沙門天
(Bishamonten)

God of Treasure

インド

ヒンドゥー教
クベーラ神

甲冑を着けた忿怒の武将の姿。多聞
天ともされ、北方世界を守護し財宝を
守る神。軍神、鎮護国家の神。

弁財天
(Benzaiten)

Goddess of
Music, Eloquence
and Wealth

インド

ヒンドゥー教
サラスヴァティー女神

二臂または八臂で琵琶を持つ姿。音
楽、弁舌、財福を司る女神、後に学
問・芸術の守護神。日本では吉祥天と
混同され福徳賦与の神。

福禄寿
(Fukurokuju)

God of Wealth
and Longevity

中国

道教
南極老人

短身、長頭で鬚が多く、杖を携え鶴を
従える姿。南極星（カノープス）の化身
とされる道教の神。福徳、人徳、長寿
の神。

寿老人
(Jurojin)

God of Longevity

中国

道教
南極老人・白鬚明神

宋に実在したとされる仙人。長頭の老
人で、杖を携え団扇を持ち鹿を連れた
姿。福禄寿と同体異名ともされる。

布袋尊
(Hotei)

God of Happiness

中国

仏教（禅宗）
弥勒菩薩の化身

後梁に実在した禅僧、名は契此（かい
し）。容貌は福々しく、体躯は肥大で腹
を露出し袋を担いで喜捨を求める姿。
開運、良縁、子孫繁栄の神。

恵比寿天
(Ebisu)
大黒天
(Daikokuten)

プロフィール、担当分野等

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
第 12 号の「構成するを表す 4 つの動詞」に関して、読者の方から「オープンエンド」と「クローズドエンド」
という考え方をご紹介いただきましたので以下に補足事項として整理いたします。

◎第 12 号の補足事項： 「オープンエンド」（open-end）と「クローズドエンド」（closed-end）の概念
特許英語において請求範囲を表現する場合「オープンエンド形式」と「クローズドエンド形式」の 2 つの
考え方があります。「オープンエンド」では請求範囲が記載した構成要素に限定されず、他の要素も含
まれ 得ると 考 えられ 請求 範囲 が広 くなり 、一 方で「 クローズド エンド」 では 記 載した 構 成要 素 が
exclusive と判断され請求範囲が限定されます。Comprise (comprising), include (including)は
「オープンエンド」、consist of (consisting of), be composed of, be constituted of は「クローズド
エンド」とされます。
1.

オープンエンド形式
A vehicle comprising four tires.
「4 つのタイヤからなる車＝ハンドルなどタイヤ以外の構成要素も含むことができる（〇）」

2.

クローズドエンド形式
A vehicle consisting of four tires.
「4 つのタイヤからなる車＝構成要素はタイヤのみ、他の構成要素は含むことができない（×）」

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
上記補足事項にもでてきましたが、第 13 号では技術文書でもよく使わる「含む・含まれる」を意味する
動詞 include と contain について比較・検討します。まずは英英辞典の記載内容を確認します。

1. Include
1) If one thing includes another thing, it has the other thing as one of its parts.
「ある物が他の物をその一部として所有する（含んでいる）状態」
2) If someone or something is included in a large group, system, or area, they become a
part of it or are considered a part of it.
「人または物が大きなグループ、組織または領域の一部となる、または一部とみなされる状態」

2. Contain
1) If something such as a box, bag, room, or place contains things, those things are
inside it.
「（複数の）物が、一つの箱、バッグ、部屋（空間）または場所の中にある状態」
2) If a substance contains something, that thing is a part of it.
「ある物が他の物の一部となっている状態」
3) If writing, speech, or film contains particular information, ideas, or images, it
includes them.
「ある文書、演説、映画が特定の情報、アイデアまたは映像を含んでいる状態」

4) If a group or organization contains a certain number of people, those are the people
that are in it.
「一定数の人があるグループまたは組織の中にいる（に属している）状態」
5) If you contain something, you control it and prevent it from spreading or increasing.
「ある物を制御して、それが拡大または増加することを防止すること」
6) If you contain a feeling such as excitement or anger, or if you can’t contain yourself,
you cannot prevent yourself from showing your feelings.
「興奮または怒りなどの感情を抑えたり、自制することができない状態」

3. 英英辞典の定義からの include と contain の比較
1) 「含む・含まれる」という意味で include も contain も人・物に両方について使われるが、include
は含まれる側を主語、一方で contain は含む側を主語として使われる場合が多い。
2) Contain は箱、バッグなど容器が物を含む、部屋（空間）が人を収容する状態や、文書、演説、映
画が主語の場合にも使用される。
3) Contain の 5), 6)意味は独自のもので include には無い。

（英文例）
a) Does that rate include taxes?
「料金は税込みですか？」

b) A photograph was included with her letter.
「彼女の手紙には１枚の写真が添付されていた。」

c) More than eighty persons were included in the party.
「80 人以上がその党派に加わった。」

d) It is to be included in the same category.
「それは同じ範疇に属すべきものだ。」

e) This drink contains a considerable percentage of alcohol.
「この飲み物にはかなりアルコールが含まれています。」

f) The first-aid kit contains medicines, bandages and so on.
「救急箱には薬、包帯などが入っている。」

g) This stadium contains 50,000 people.
「この球場には 50,000 人入る。」

h) A pound contains 16 ounces.
「1 ポンドは 16 オンスである。」

i) Four contains two.
「4 は 2 で割り切れる。」

j) He could not contain himself for anger.
「彼は怒りを抑えられなかった。」
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