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「翻訳ひとくちメモ」－Vol.16－ 「Be 動詞＋of＋抽象名詞」－工業英語における類似形
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
年末恒例の「2017 ユーキャン新語・流行語大賞」（現在用語の基礎知識選）の年間大賞の１つに
そんたく

「忖度」が選ばれましたが、その意味は「他人の気持ちをおしはかること」で、和英辞典には surmise と
か conjecture という単語が訳語として記載されていました。どちらも日本語と同じくやや格式ばった単
語です。
I found it difficult to surmise (or conjecture) what the director really meant.
「部長の真に言わんとすることを忖度するのは難しいと思った。」
I could read between the lines that the chief secretary wanted me to resign.
「幹事長が私に辞任して欲しいと思っていると暗黙のうちに理解した。」
オンライン英語辞書「Weblio 英和・和英辞典」を展開しているウェブリオは、その年の世相を表す今年
の漢字に合わせて「今年の英単語」を 2014 年から発表しています。エボラ出血熱の感染が拡がった
2014 年は “Pandemic” （世界的流行病）、シリア内戦の激化によりヨーロッパへの難民が急増した
2015 年は “Refugee” （難民）、そして 2016 年は “Objection” （反対・異議）で、これはイギリスの
EU 離脱問題やアメリカの大統領選挙などの国際情勢を反映しているようです。
因みに「今年の漢字」は、明日 12 月 12 日（火）14:00 に京都・清水寺で発表される予定です。
http://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
※（公財）日本漢字能力検定協会 HP より引用

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「Be 動詞＋of＋抽象名詞＝形容詞」という形は学生時代に習って以来、まるで公式のように覚えてい
ますが、やや回りくどい印象がありビジネスレターなどではあまり見掛けず、また書くこともあまりありま
せん。
Your advice is of great help to me.
= Your advice is greatly helpful to me.
「あなたの助言は私にとって大いに役立つ」
The matter is of no importance.
= The matter is not important.
「その項目は重要ではない」

He is of medium flesh and height.
= He is a medium-sized person.
「彼は中肉中背だ」
My father was of the old school.
= My father was old-fashioned (or conservative).
「父は昔気質の人だった」
この「Be 動詞＋of＋抽象名詞」の形ですが、前置詞“of”の英英辞典の定義に以下の記述があり、それ
が根拠と考えて良いようです。
You use “of” after the verb “be” to indicate a characteristic or quality that someone or
something has.
「人や物が有する特徴や性質を示す場合に前置詞 of を be 動詞の後に使う」
ただ、この「Be 動詞＋of＋抽象名詞」に類似した形が工業英語においては結構使われています。以下
に英文例を記載します。
（英文例）
All scallops shall be of R30 unless otherwise specified.
「特に指定しない限り、スカラップは全て R30（半径 30 ミリ）とする」
※「スカラップ」とは溶接線の交差を避けるために、一方の母材に設ける扇形の切欠きのこと。

Mounting bolts and U-bolts to be used in the steam drum shall be of SCM435 or
equivalent.
「蒸気ドラムに使用する取付ボルトおよび U ボルトは SCM435 相当品とする」
The work schedule sheet shall be of Gantt Chart type.
「工程表はガントチャート型とする」
The equipment shall be of the same structure as that in Japan.
= The equipment shall have the same structure as that in Japan.
「設備は日本国内と同等の構造とする」
The surface shall be of a nature to write on and erase with a 2H pencil without affecting
the material.
「表面は 2H の鉛筆で素材を傷つけることなく書き込みができ、消すことができるものとする」

参考文献：
「英文法解説」（江川泰一郎著／金子書房）
「図面の英語－図面の読み方・書き方」（板谷孝雄著／総研出版）
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