
E-composition中上級編#4
問題4
　鯛(a red tai)を食べたことのない人に鯛の味を説明しろといわれたら、皆さんはどんな言葉を選びます
か。おそらくどんな言葉を用いても言い表す方法がないでしょう。このように、たった一つの物の味でさえ
伝えることができないのですから、言語というものは案外不自由なものであります。

①鯛(a red tai)を食べたことのない人に鯛の味を説明しろといわれたら、皆さんはどんな言葉を選びます
か。

日本語解析
どんな言葉を選ぶか　説明しろと言われたら　鯛の味を　人に　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べたことのない　鯛を

時制は一般論なので、現在時制。

表現の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「どんな〜」
内容を尋ねるので疑問形容詞whatを用いる。

「言葉」
日本語の「言葉」は、かなり意味が広く、英語にする場合、主に単語レベルか、まとまった表現か、文を構
成しているかなどで使い分ける必要がある。大まかにそれぞれの単位を掴んでおくと表現しやすい。
単語　単語の集まり　決まった表現　　文　複数の文　文章
word  < words < phrase = expression< comment = remark  < passage
言語を示す時はもちろんlangagueになる。
今回は使えないが、what人sayは、かなり幅の広い範囲で「人の言葉」という日本語の英語表現になるの
で覚えておこう。
例
私は、10年前に会った時の彼女の言葉を決して忘れない。
I 'll never forget what she said when we met ten years ago.
　
本問の文脈では、まとまった表現だが文までは意味していないのでexpressionを使う。

「選ぶ」
choose 　「選ぶ」を示す最も一般的な表現。 selectは、ある集合内から、最良のものを選ぶという意味。
electも「選ぶ」を意味するが実際には選挙などで選ぶときに使うことが多い。
本問の文脈ではchooseが無難。「最良の表現を選ぶ」だったらselect the best expressionもあり。

「人がVするように言われる」
　人be told to V                   ←tell 人 to V

「説明する」

explain 事 to 人「事を人に説明する」
explain to 人that S’+V’「人にS’がV’することを説明する」

「味」

taste



これらを用いて
「どんな言葉を選ぶか　説明しろと言われたら　鯛の味を　人に　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　食べたことのない　鯛を」
を英語化!

what expression do(would) you choose if you are told to explain the taste of a red tai to someone
who has never eaten it?

「どんな言葉を選ぶか」というのは結局「どのように表現するか」に当たり、英語ではこちらの方がよく使わ
れる表現なので、

別解） How would you express the taste of a red tai if you are told to explain it to someone who
has never eaten it?
としても良い。

②おそらくどんな言葉を用いても言い表す方法がないでしょう。

日本語解析

おそらく　方法がない　どんな言葉を用いても

　　　　　　↑

　　　　　　言い表す　

時制の検討

日本語が「ないでしょう」とやや日本語特有の非断定的な表現とも取れるが、副詞表現（probably)によっ
て確率をやや下げることになるので、現在時制で処理。nativeのチェッカーは現在時制を選択している。

表現の検討

「おそらく〜だろう」

probablyを文頭に置くのが自然。

「どんな言葉を用いても」は、譲歩表現

whatever/no matter what  expression you may use
①の別解のように、no matter how you may express itとしてもいい。

「方法はない」

存在を示すthere be構文か、　人 haveの形を用いることが出来そう。
there be no way
you have no way

「〜する方法」

a way of Ving
to V

「言い表す」

それだけ見るとexpressだが前の文からの文脈で考えるとexplainと考えられる。
there  is no way to explain this/of explaining this



これらを用いて

②全体

「おそらく　方法がない　どんな言葉を用いても

　　　　　　↑

　　　　　　言い表す　　　　　　　　　　　　　」

を英語化する！　

Probably there is no way to explain this, no matter what expression you may use.

ここでも「どんな表現を使っても」を「どのように表現しても」にすると、
Probably there is no way of explaining it no matter how you may express it.

③このように、たった一つの物の味でさえ伝えることができないのですから、言語というものは案外不自由
なものであります。

日本語解析
このように、言語は、より不自由なものだ　予想するより　伝えることができないのだから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑目的語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　味ですら　たった一つの物の

時制の検討
一般論なので現在時制で良さそう。

表現の検討
「このように」
like this
thus

「伝える」
文脈から「説明する」explainともやれるが、繰り返しを嫌って、communicate位を使う。
communicate +O「Oを伝える」
communicate with人「人に連絡する、意思を伝える」

「Sは、案外（予想するより）〜にVする」
S+V 比較級 than S'+ expect
　　　　　　　  expected　
例
そのレストランは、私が思っていたより混んでいた。
The restaurant was more crowded than I had expected.
案ずるより産むが易し。
Things go better than expected.

「不自由である」
「不自由な」には、incconvenientも可だが、ここでは、要は、案外言葉って使えないということなので
uselessの方が意味ははっきりしている。

「伝えることができないのだから」は、この文脈では周知の理由なのでsinceを使って前置する方が自然。

以上を用い③全体の日本語
「このように、伝えることができないのだから　言語は、より不自由なものだ　予想するより　　　　　　　　↑
　　　　　　　味ですら　たった一つの物の　」



を英語化すると、

　
Like this, since even communicating the taste of just one thing is impossible, language is more
useless than you expect/think.

since以下は一般総称you を用い、you can't communicate the taste of just one thing.でも可。

解答全体を俯瞰すると、
what expression would you choose if you are told to explain the taste of a red tai to someone

who has never eaten it? Probably there is no way to explain this, no matter what expression you
may use. Since you can’t explain the taste of just one thing, language is more
useless(inconvenient) than you expect.

別解
　How would you express the taste of a red tai if you are told to explain it to someone who has
never eaten it? Probably there is no way of explaining it no matter how you express it. Like this,
since even communicating the taste of food is impossible, language is more useless than you
expect/think.


