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 きっかけとなった原体験

　　西山先生は，本書をご執筆されるきっかけとなった「英
語で困った」ようなご経験はあるのですか．
西山　山ほどありますが，20年ほど前，イギリスに留学し
ていたときの経験が大きいです．当時の僕は，英語のスピー
キングとリスニングは自信がもてる境地に達して満足してい
たのですが，最後の最後，博士論文を書く段階で壁にぶつか
りました．苦労して書いた論文は，赤字であちこちチェック
され，チェックされた部分を直してもまた直されました．こ
れを繰り返すばかりで，何がどうして悪いかもわからず，誰
も助けてくれませんでした．最後はお情けみたいな感じで 1

年以上遅れて課程を修了させてもらいましたが，この経験は
一生忘れられないトラウマとして残りました．そもそも自分
には，いいたいことを英語で発信する力がないことを突きつ

けられたまま留学が終わってしまったんですよ． 

中山　海外に留学すれば英語が話せるようになるというのは
幻想ですよね．お店で注文はできるようになりますが，自分
の伝えたいことを伝えるという本来のコミュニケーションの
部分に入ると，母国語である日本語がどうしても頭のなかで
邪魔をして，口から英語がでてこない．これはみんな経験し
ていると思います．そのとき，「単語を知らないから英語が
でてこないんだ」と思いがちなんですが，そう思っているあ
いだは，英語を話せるようにはなりません．私も以前はそう
考えていましたが，「3C＊1」に出合って，日本語どおりに訳
さなくてもいいと気づいたんです．私たちは日本語どおりに
直訳しようとして，出だしに“it is～”や“there are～”を使
うため，コミュニケーションが遅くなります．相手は「この
人は何をいいたいんだろう」と待つことになります．西山先
生の新刊（上記）では日本語を SVO（主語・動詞・目的語）の
かたちに組み換えて自動翻訳にかける手順を紹介していまし
たが，私はとにかく日本語を抑えるんです．「頭のなかにで
てくるな」って．その代わり，とにかく主語と動詞を探して，
ブロックを組み立てるようにすると，うまく伝わる英文にな
ります．それに気づくまでに，かなり長い時間がかかりました．
　　中山先生も英語に苦労なさったご体験が？
中山　私は翻訳を仕事にしていますが，キャリアを積んでも

Google 翻訳などの自動翻訳ツールを使って英文を書くためのノウハウを伝授する『理工系の AI 英
作文術 誰でも簡単に正確な英文が書ける』が 5 月末に刊行された．その著者である西山聖久先生と，
テクニカルライティングの専門家として「3C」の普及にも尽力されている中山裕木子先生に，これか
らの時代，私たちはどのように英語に向き合っていくべきかを語っていただいた．英語の習得に苦
労したり疑問をもっていたりする方にとって，目から鱗となる英語学習のお話もお聞きできた．

これからの英語とのかかわり方
ーー自動翻訳ツールを駆使する新時代に

新刊！ 『理工系の AI 英作文術』

A5 判・184 頁・2 色刷
2022 年 5 月 31 日刊 定価 2200 円 西山聖久先生 vs. 中山裕木子先生

西山聖久（にしやま・きよひさ）
名古屋大学国際機構特任講師．ウ
ズベキスタン・タシケント工科大
学副学長．博士（工学）．イギリス・
バーミンガム大学機械工学科博士
課程修了．専門は価値工学（VE）・
発明的問題解決手法（TRIZ）といっ
た経営管理手法．著書に『最短ルー
トで迷子にならない！ 理工系の英
語論文執筆講座』（化学同人）など． ＊1 Clear：明確，Correct：正しい，Concise：簡潔，という英語を書くう

えで重要な三つの要素のこと．
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ますね．試験の時間以外はスマホの使用は自由なので，その
ようなデバイスを使うという選択肢もこれからきっとでてく
るでしょう．そんな状況も考慮して，本書を執筆しました．

 伝わることが大事

　　私の大学時代の研究室にいた留学生がインドの人だった
のですが，インド英語は，本物の英語っぽくない謎のアレン
ジが入っているような感じがしていました．
西山　実は僕，インド人と 2年ほど暮らしていたので，イ
ンド英語の発音を聞き取るのは割と得意なんですけど，おそ
らく，インドの英語は独自の進化を遂げたんだと思います．
中山　通じさえすれば，同じように日本人英語だってあって
いいと思うんですよね．ちょっと冷静な感じでの「ジャング
リッシュ」みたいな．英語というとアメリカンにしなきゃい
けないと思う方が多いです．私が英語を話しだすと，“Oh!”
とかいってテンションを変えて英語を話そうとする学生がい
るんですけど，途端に「軽い」印象に見えてしまうんです．中
身がすばらしいんだから，日本語で話すときと同じトーン，
ジャングリッシュで落ち着いて話したらいいんですよ，と思
うことがあります．
　　私は海外で先生の愚痴がいいたくて，必死で英語をしゃ
べっていました．先生にこんなこといわれた！って．
西山　わかります．英語力も大事ですが，一番大事なのは共
通の話題です．ネイティブの飲み会に誘われても，何を話し
ているのかわからなくて会話も弾まなくて，自分の英語力の
なさを痛感させられることもあったんですが，よくよく考え
るとそもそも話すことがなかったんです．実際，不満でも趣
味でも，何か共通の話題があるとお互い盛り上がれるんです
よね．
中山　英語で雑談は難しいといわれますが，研究者の方は自
分の研究を雑談にするのが一番だと思うんです．すでに共通
点もあるわけですから．ふだん寡黙な方がペラペラと趣味や
食べ物の話をできないのは当然です．私が学生と練習すると

うまく英語にならないことに頭を抱えることがありました．
そういうなかで，日本語はそのままでは英語にはならず，英
語の発想で考えないといつまで経っても「表現が足りないの
では？」という不安から抜けられないことに気づいたんです．

 日本の英語教育はそんなに悪くない 

　　日本の英語教育に問題があるのでしょうか？ 
西山　いいところもあるんですよ．私が通っていたイギリス
の語学学校にはたくさんの国の人がいました．そのなかのあ
る人は，いつも非常に綺麗な英語を流暢に話していたんです
が，文法をあまり理解していなくて，ライティングが全然ダ
メでした．また，ディスカッション時にすごく積極的に発言
するのにリスニングが 0点という人もいて，それって人の
話を聞いてなかったってことになりますよね？ そう考える
と日本の英語教育って案外まちがってないんじゃないかと思
いました．「読む」教育が中心で，「書く」「話す」などの情報を
発信するという視点があまりなかっただけの話なのかなと．
中山　日本人は英語が苦手な人であっても，ある程度の基礎
が必ずあるんですよね．それは大きな強みなのですが，そこ
で終わってしまうのが残念です．そこから一歩踏みだして方
向転換すれば，一気に伸びると思うんです．学校教育にあと
1年足してテクニカルライティングをやって 3Cを身に付け
れば，全員がほかの国よりもはるかに英語を使いこなせるよ
うになりますよ．それがもったいないというのも，私がこう
いう活動を続けるモチベーションになっています．
西山　義務教育でこれだけ学べる日本はすごいですよね．
中山　伝わるコミュニケーションのための英語を学ぶといい
のでしょうが，違う方向に行きがちです．ネイティブ講師が
いなくても今は YouTubeもあります．歌をうたって英語を
覚えるよりも，それこそ DeepL＊2の使い方を小学生に教え
るのもアリじゃないでしょうか．小学生が DeepLや Google

翻訳を使って海外の YouTuberとコミュニケーションを取っ
たりして，興味があるところで伸びていけば，もっと世界が
開けると思うんです．
西山　本書にも書きましたが，目的のない英語学習の時間
を，自分の研究や趣味などに割くほうが絶対有意義です．
TOEICができても，それを実際に役立てられている人は少
ないと私は思っていますし，実際，すでにあるスマホの機能
をうまく使えば，英語ができなくても満点近く獲れると思い

中山裕木子 （なかやま・ゆきこ）
株式会社ユー・イングリッシュ代表
取締役．公益社団法人日本技術英
語協会理事・専任講師（～2022年 6
月 30日）．「伝わる技術英語を身に
つける」をモットーに，大学でも教
鞭を取る．『シンプルな英語』（講談
社新書），『英語は 3語で伝わりま
す』（ダイヤモンド社）など著書多数．＊2　無償のニューラル機械翻訳サービス．科学・技術分野の翻訳精度が高

いといわれている．
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きは，「何の研究をしていて，その意義は何か」という内容を，
恋人のお父さんとか，就活での面接官に話すつもりで話して
もらいます．そうすると，わかってほしいからすごくかみ砕
いて説明しようと頑張るんです．そういう練習をして，自分
の小さいストーリーをいくつかもっていれば，違う相手にも
同じストーリーを話せばいい．相手の興味に応じてちょっと
ずつ話が膨らんでいって，守備範囲が広がって，「あ，英語
が話せる」っていうときがくるんですよね．

 何を書くか，どう書くか 

　　3Cの英文を書く作業は，読みやすい日本語を書く作業
と同じであるようにも感じたのですが．
西山　そのとおりです．僕は大学で英語論文の指導をかなり
やりました．それを経ていき着いた結論は，論文が書けずに
困っている人の多くは，英語以上に「何をいいたいのか先生
と共有できていないこと」が根本的な問題だということでし
た．その対策として，前著『理工系の英語論文執筆講座』（2019

年，化学同人）では「論文の骨子がそのままつくれるテンプ
レート」という穴埋め式シートをつくって本の最初に載せま
した．それを埋められないなら論文を書く段階じゃないし，
埋めた単語が先生と共有できていなければ，先生に「何が書
いてあるのかわからない」とほぼ確実にいわれます．ですが，
このテンプレートの導入で問題がほとんど解決すると思いま
す．そのうえで，本書のやり方で英文を書けば，英語論文執
筆はバッチリなんじゃないかと．
中山　コンテンツを入れていけば論文が完成するというのは
すごく面白いアイデアだと思います．その部分でブレインス
トーミングをしておき，できた日本語の文章を区切って自動
翻訳に投入するわけですね．でてきた英文は，伝わるけれど
ブツブツ途切れた印象になるから，「つなぐ」という発想も本
書で提示されていました．これは私が普段やっている翻訳作
業と同じです．違うのは順番で，最初に日本語を区切らず，
先に英語に変換してから区切ります．とにかくわかりやすく
全部区切って最後につなぐ．それだけでいい文章ができあが
ります．本書で西山先生も書いていましたが，AIはできる
こととできないことがありますから，つなぐ作業は人間がす
るほうがいいでしょう．AIの弱点を抑えたうえでの分業です．
　　つなぐ作業は難しくないでしょうか？
中山　テクニカルライティングの 3Cを勉強して，主語を揃
えて書いていけば，だいたいつなげられます．このことを知
らないと，主語が揃ったからと「it」に変えてしまって，わか

りにくくなってしまいます．私なんか，「it」は使わないと決
めています．とにかく英語って合理的なんです．日本語は最
後まで忍耐強く待って，やっといいたいことがわかりますが，
英語は主語と動詞がでた時点でわかるので，つなぐのが簡単．
本書にあるように，AIはとにかく速いので，先に英語にし
てあとで練るという作業ができれば，研究者の英文にかける
労力はかなり短くなるのではないでしょうか．こういう具体
的な例を含めて書かれた本はこれまでにないと思いますので，
本書『理工系の AI英作文術』はすばらしいと思います．

 なぜ読みにくい英文になってしまう？ 

西山　実は，僕は中山先生に出会ってはじめて冠詞の使い方
がちゃんとわかったんです．「the」をつけるとか意識するよ
うにすると，ネイティブの人に英文を直されたときに，「な
んでこういうふうに直したの？」とその意図をきちんと聞け
るようになったんです．すると，手を入れられた理由のほと
んどは冠詞の使い方のミスではなく，内容の説明に問題があ
りました．「そう読み取られちゃったか～」というのがほぼ
100％ですね．冠詞をちょっと気にするだけで，こんなに変
わるんだなって痛感しています． 

　　冠詞の章は，ぜひ読み込んでもらいたいですね．もしか
すると，そこを押さえればよいくらいにも思いました．
西山　下手をすると，英語学習を行う必要性が残る最後の砦
が冠詞なのでは，と思います．僕がだす英語論文はネイティ
ブから「読みにくい」と定評がありましたが（笑），冠詞を意識
するようにしてからはそれがなくなりましたね．冒頭でお話
しした 20年前のトラウマを克服できました．
中山　私は論文と特許の翻訳会社でチェックをしていますが，
「英語に問題があるといわれたのでブラッシュアップしたい」

可算名詞と不可算名詞の解説図（p.76）
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という駆け込み寺的な依頼がきます．そういう英文は，全体
的に名詞が破綻しています．どこが悪いとかではなく，全
体的に名詞の単複がバラバラだったり，冠詞がなかったり
で，レフェリーの人が「読みたくない」と思ってしまう英文に
なっている．そこに気付いて英文を書くと，全体の印象が大
幅によくなります．英語はそうやって情報を伝えていく言葉
だということです．「a」があったら形があるとか，複数の「s」
をつけて一般論を表すとか．日本語のような曖昧さがない
言語なんです．ですが AIは単数と複数を判別できないので，
「ほかの」と入力したら，必ず「others」と複数形にしてきます．
ビッグデータでは「ほかの」は絶対的に複数が多いからそう
なってしまうんです．だから，名詞の単複だけは書いた人が
直さないとダメですね．
西山　もう一つ大事なのはパラグラフかなと思います．パラ
グラフと名詞の扱い方と SVOを押さえれば，ほぼ問題なく
伝わる英文が書けるのではないかと． 

　　「なんで，ここで切るの !?」みたいなことでしょうか．
西山　むしろよくあるのは，「いつまで経っても切れないな」
です．このパラグラフ，めちゃくちゃ長いトピックセンテン
ス一つしかないじゃん，というのは結構あります．あるいは，
適当に文頭を下げてパラグラフっぽく見えるようにしている
だけのようなパラグラフもどきも．
中山　そういうことは習わないですよね．アメリカでは，パ
ラグラフは一つのトピックに関するセンテンスの集まりで，
まずトピックセンテンスをだしてトピックセンテンスが終
わったら，そのあとのサポートセンテンスをちゃんとした順
序に基づいて並べる，ということを小学校から学んでいます．
日本ではただ書かせるだけのことが多く，日記みたいになっ
てしまいやすいんですよね．アイデアの絞り方やどうやって
並べるか，ということなどをはじめて学んだとき，私は目か
ら鱗でした．並べ方があるとわかれば安心して書けます．仕
事の効率もよくなりますから，会社の社員教育にも取り入れ
てはどうでしょう．さらにそれを英語でやってしまえば，日
本語にもフィードバックされてよくなるように思います．
西山　思考を整理する方法のテクニックみたいなものが，英
語ライティングのなかに組み込まれてる感じですよね．
中山　日本語も英語の発想で書くといいんじゃないかと思う
んです．アブストラクトを日本語で作成するか，英語で作成
して最後に日本語にするか，どちらがよいのかよく学生に質
問を受けます．ある報告では，英語で作成してそれを日本語
にもどしたほうが伝わるものになったそうです．

 これからの英語学習 

　　今後はどんな英語学習が必要となるのでしょうか．
西山　イギリスやアメリカ，オーストラリアの大学に行って
学位を取りたい人は，ほぼ今まで通り勉強することになると
思います．でも，ポスドクなどで行く人は，ひょっとしたら
違う道もあるかもしれません．なぜなら，試験を受けず，研
究の成果を認められて採用されるのですから．もちろんある
程度，英語でコミュニケーションができないと受け入れてく
れないでしょうが，ディスカッションとかは自動翻訳を使っ
てチャットでやればいいじゃないかっていう話になってくる
かもしれないと思いますね．
中山　海外の人には，ドイツで働くためにドイツ語を身につ
ける，みたいな発想があります．つまり，生きのびるために
語学を身につけようとするんです．私たちは今のところそう
なってはいませんが，新型コロナのパンデミックがあって，
日本人がこのまま日本語しかできない状態が続けば，ガラパ
ゴス化してしまうように思います．日本のメディアの情報だ
けでは，世界で起きていることについて正しい判断ができな
い可能性もありますし，みんなが取り組むべき課題なんだな，
とここ 2年すごく感じました．そんなネガティブな面の急
務がある一方で，楽しい面もあります．SNSがすごく浸透
して，Twitterで海外の著名人にアプローチできる時代にな
りました．YouTubeなどで自分のアイデアを公開すること
も手軽にできるようになっています．ここはぜひ，本書を使っ
て，伝わり，かつ省エネの英語をマスターして，AIと共存
しながら，いいたいことを伝え，自分たちのことを自分たち
で決めていけるような英語力を万人が身につけてほしいと思
います．海外に行かなくったって英語はできるんです．
　　この本は，理系の人だけじゃなくて，文系の人にも，ビ
ジネスでも役立ちそうですね．
西山　外資企業や海外の生産拠点で働く人にも本書はオスス
メです．関連部署に限れば，論文以上に定型的なやりとりが
多いので，いくつかルールを決めて，翻訳ツールでコミュニ
ケーションをすれば，絶対うまくいくと思います．
　また，理系以外の方の需要も見据えて，さりげなく「鬼滅
の刃」の例文を入れたりしています．本書の方法は文学的な
文章には適用できないかもしれませんが，考えていることを
伝えるのが目的なら，かなり有効でしょう．あとは，この方
法のウズベク語版を開発することが目下の目標です．
中山　いいですね．ぜひ3C文化を海外に広めてください．■




