
 

 

第１章 

IT 英語の学習法 
 
 

1.1 誰も教えてくれない IT 英語 

⇓エンジニアの半数以上がビジネスで英語を使用◊ 

 「日本市場向けマーケティングコンテンツの立ち上げで米国サンノゼに出張」

「新プロダクトの説明で米国本社から開発担当者が来る」「日本ベースのプロ

ジェクトが遅れてスケジュール調整で海外とコンファレンスコール」──。様々

な IT 分野に携わっている皆さんが，英語ネイティブの人達と会話を交わさなけ

ればいけない場面はとても多いと思います。 
 技術者向け就職雑誌が掲載していた1NPO 法人，プロフェッショナル・イング

リッシュ・コミュニケーション協会(IPEC)の調査によると，エンジニアの 55.7％
が「職場で英語を使う機会がある」と答え，うち 29.5％が「日本国内において日

常的に英語を使っている」という回答でした。内容を見ると，技術動向などを英

文資料や Web サイトで知る必要があるということで，“書き言葉”としての英

語に触れる機会が多いようですが，「職場に外国籍の同僚がいる」「外資系の企

業との技術交流がある」など，実際に英会話に挑む必要がある場面も少なくない

ようです。そして，単にメールを送るだけではなく，実際に面と向かって英語で

交渉することに対しては，実に 96％の人が「難しい」と回答しています。やはり

英語でモノを言う壁は誰にとっても厚いものなのです。 
 英会話が難しいのは当然のことですが，その壁の厚さは海外に行くとさらに増

すものです。仕事で英語を使う場面が国内であれ海外であれ，まずは教則本に取

り組んだり，TOEIC などに挑戦したり，とにもかくにも基本会話はおさえてお

こうとがんばります。それこそ，Nice to meet you. や How are you doing? から

始めるわけです。そして，例えばソフトウェア開発者であれば，用語も英語ベー
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スが多いから自分の“テリトリー”である開発については何とかなるだろうと，

とりあえず一般の会話表現に集中してがんばります。 
 ところが，実際に海外でネイティブと接し始めると，自分が勉強で目にし，耳

にした英語がいかに小さかったかを知って愕然とします。まるで自分が知ってい

る英語は全く飛び交っていないかのような錯覚に陥るわけです。 
 

⇓海外出張で何が起こるか◊ 

 なぜ英語でのコミュニケーションが難しいのか。海外出張を例にとって，起こ

る“事件”をつぶさに見ていき，その原因を考えてみましょう。 
 シナリオはこうです。Java プログラマで，日本での開発プロジェクトリーダー

である出馬露樹(IZUMA, Tsuyuki)さんは，本社で数日間にわたるプロジェクト

会議があって渡米しました。様々な会議に出席する任務があるほか，普段はメー

ルでやり取りしている米国人の技術者，James Robinson と初顔合わせできるの

が楽しみでした。 
 James とは普段のメールでは気軽にジョークなどを飛ばし合う間柄ですが，会

うことはおろか，電話でも話したことはありません。初対面の場面で，アテンド

してくれた現地日本人スタッフに自分のことを紹介され，James が言います。 
 
James：Oh, YOU are Tsuyuki! Finally, huh? What's going on? 
出馬 ：“What's going on? だって？ 今自分が何やっているか説明しないとい

けないのかな･･･” 
 
 What's going on? はおわかりですか？ 「何が起きているの？」という疑問文

です。なんとなく，Nice to meet you. のような表現を期待していたら，きっと

「彼は何か特別なことを聞いているのかな」と一抹の不安にかられるはずです。

これはあくまで「どうだい？」といった程度の意味しかない挨拶で，How are you 
doing? や How's it going? などと何ら変わりありません。メール上では気の置け

ない相手となっていますので，James はあえて正式な挨拶はしなかっただけの話

です。「会話はすべて Nice to meet you. と How are you doing? から始まる」

というような先入観にとらわれていると，先制パンチを食らうことになります。 
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 とりあえずのミーティングが終わって，夕刻にホテルに戻ろうとすると，

James はこう言いました。 
 
James：We'll see tomorrow morning at eight. Have a good one! 
出馬 ：“「ワン」って何だ？ Have a nice evening. とかじゃないの･･･？” 
 
 この one は，「day というにはもう午後も相当過ぎていて，evening というに

は早すぎる」という微妙なときに使います。このような表現はなかなか英会話本

でも教えてくれません。でも現地では頻繁に使われるのです。 
 日常会話で完全に自信を失った出馬さんですが，「英語の用語も多いし会話は

なんとかなるだろう」とたかをくくっていた専門技術分野の話題ではどうだった

んでしょう。日本に持ち込む予定のテストデータベースに問題があり，それを解

決するためのミーティングが開かれました。冒頭次のように要求されます。 
 
司会者：Tsuyuki, would you explain a gist of problems you guys would have 

with the database? 
出馬 ：Well, the most serious problem is date format. Currently all the date 

in descriptions is written with English date format, like date/month 
/year. We need to change it to Japanese format. 

DBA ：That's not a problem at all. We can simply run the slimer to fix it. 
出馬 ：“何？ 今スライマーって言った？ 本社でしか使っていない新種の

ユーティリティソフトかな？ 質問した方がいいかな，どうしようか

な･･･。” 
司会者：OK, Tsuyuki. Would that be a solution for you guys? 
出馬 ：“えっ？でもスライマーが･･･。どうしよう･･･。でも fix って言ってい

たから，なんとか直してくれるんだろう。とりあえずOKしておこうか。” 
Ah..., that would be OK. 

 
 なんとか説明はうまくこなしたものの，slimer の一言で撃沈状態です。何とい

うことはありません。「一括処理をする」ことを slime というのです(第 5 章デー

タベース編で詳しく解説します)。でも，日付文字列の一括変換などそう簡単には

いきません。 
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 「どうせ 6/21/2002 を 2002/6/21 とかに逆にするだけなんでしょう。平成表

示とか月日の文字表示変換とか，絶対にやってくれないよな･･･」 
 
 後でその解決策が何であったかを知っても後の祭り。発言の軽率さを反省して

出馬さんはまたまた落ち込む･･･というのがオチでしょうか。 
 

⇓いったいどうするこの憂鬱さ◊ 

 出馬さんが考えたように，技術者であればその分野の用語は確かに問題はあり

ません。実際に彼も，データベースの問題についてはなんとか説明できました。

相手が何を言っているかというエッセンスもつかむことはできます。問題は，IT
会話の場面で出てくる“特有な表現”を知らないことです。 
 例えば，会議の後で「この問題に関するメールはすべて僕にも回しておいてく

ださい」と頼む場合，なんと言うでしょう。 
 

Please send me any e-mails about this issue? 
 
 これでも通じます。でも，普通は次のようにサラッと表現します。 
 

Please keep me posted. 
 
 Post は「郵便を送る」ですが，keep～posted で「逐次連絡をする」というこ

とです。メールでは，常に CC して回すということになりますね。これを知らな

いと，自分に連絡を取ってほしい場合にそれを言えても，相手から頼まれたとき

に「は？」となるわけです。海外出張や海外の人間と仕事をする場合には，こう

した“日常的な IT 表現”について大量にインプットしておく必要があります。 
 また，表現を多く知っておくことでスピーキングの負担が減ることに注目して

ください。“未知の英語”のシャワーを浴びせかけられる場面では，ヒアリング

に相当気をとられてしまいます。このため，自分が言いたいことを頭でまとめる

ような時間が取られてしまい，結局，話す方も共倒れになるという経験をお持ち

の方も多いと思います。 
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 前にも述べたとおり，技術者は専門用語はクリアしています。つまり，話すに

あたっての障害は比較的少ないというメリットを持っているということです。こ

のメリットを最大限生かして，スムーズにしゃべることができるよう，できるだ

けヒアリングの負担をなくしておくことは理にかなったことであると言えるで

しょう。 
 

⇓“彼らが話している英語”はニュースグループにある！◊ 

 では，ネイティブの技術者が話している英語に接するにはどうしたらよいので

しょう。もちろん普段からネイティブとの接触がある人は実践で勉強していける

のでしょうが，そうでない人は普段の勉強の過程でそういった環境が必要となっ

てきます。そこでお勧めするのが，ニュースグループの活用です。 
 インターネットが英語学習の最大の武器となっているのは，皆さんも体験済み

のことと思います。オンライン辞書をはじめとした英語学習テクノロジーが進化

しているほか，やはりナマの情報が全世界から発信されている現場は，まさに海

外そのものであるといっても過言ではありません。 
 ところが，何でもかんでも手当たり次第にネットサーフしていても効率は上が

りません。まず，Web サイトはあくまでも「書き言葉」としての英語が多いのに

注目してください。ニュースサイト，技術仕様書サイト，製品解説サイトなど，

皆さんが英語を読むにあたってはあまり支障がないものばかりでしょう。生きた

IT 英語の“表現”に接するには，「英語を話すように書いてあるサイト」を見つ

けることです。あたかも英会話であるかのようなコンテンツが掲載しているとこ

ろです。その条件に最も合致したものがニュースグループ(NG)です。 
 ニュースグループは，掲示板のような形で質疑応答がスレッド状態で進んでい

くもので，実際の受け答えはメールの送受信で行われます。インターネット上で

の情報では，メールのようにどっしりと構えて書く場合はどちらかというと手紙

のように書き言葉に近い形になりがちです。かといって略語にまみれたチャット

では，あまりに口語とかけ離れた表現が多すぎます。ニュースグループは，一定

の時間内に反応を求められている一方，チャットほど即答する必要はないという

ことで，最も「話す英語」に近い英語が満載された場だと言えます。 
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⇓ニュースグループの英語の例と特徴◊ 

 それでは，簡単にニュースグループで使われている英語の例を見てみましょう。

次のサンプルは，コンピュータのチューンアップを議論しているグループに投稿

されていたやり取りです。 
 
> Hi.  
>  
> How can I overclock my puter even more? It's already at max bus speed 
> and max multiplier on the mobo, and working perfectly. Can I get it 
> running faster somehow? 
> Its an old P166 socket 7, clocked to 200MHz at 66M bus speed. 
 
  How much memory?  Most computers respond real well to more memory, 
and it's pretty cheap. 
 
 自作マシンの経験がある人でないと内容はちょっと難しいかもしれませんが，

IT英語としてのエッセンスに絞って解説していきます(後に訳を掲載しています)。 
 
■ 意外な IT 表現に遭遇する 

 マシンの実行速度を上げる「クロックアップ」ですが，「マシンをクロックアッ

プする」というときに，clock up ではなく overclock を使っています。調べてみ

ると，clock up などという表現は英語ではほとんど使われていません。クロック

アップは overclock が動詞なんですね。しかも，この puter というのは何のこと

でしょう。そうです，computer の省略形ですね。ただ，これは口語でそのよう

に言うわけではありません。もちろん computer を早く発音すれば 'puter に聞こ

えますが･･･。 
 
■ 書き言葉に注意する 
 日本語の“自作の世界”でもいろんな特殊用語があります。「人柱」とか「マ

ザボ」など。ここの the mobo がまさに「マザーボード」のことです。ただし，

これをそのまま「モボ」と言ったところで通じないでしょう。あくまでこれは書

き言葉であって，口語で一般的になっているというわけではありません。 
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■ 英語らしい表現が見つかる 
 Most computers respond real well to more memory とありますが，「コン

ピュータのほとんどは，より多くのメモリに非常によく反応します」などとその

まま訳しても何の意味もありません。これは「メモリを増やすと早くなるケース

が多いよ」ということなのです。「メモリを増やすと早くなる」と言う場合に英

語でどう表現しますか？ If you add more memory, the machine will be faster.
とかですか？ こういったときに，respond well to more memory というように

はなかなか言えないものです。こうした「自分だったらこう表現できない」とい

うのがまさに「英語らしい表現」なのです。 
 
■ 表現のバリエーション 
 口語ではよく very を pretty と表現します。It's pretty cheap がそうですが，

it's very cheapというよりはprettyという言葉を使う方が日常的な響きがします。

こういった表現のバリエーションをインプットしておくことは，非常に重要です。

ニュースグループの記事では，様々な口語表現のバリエーションを効率良く身に

つけることができます。 
 

サンプルの訳： 

＞僕のマシンをもっとクロックアップしたいのですが，何か良い方法はありませ 
＞んか？ すでにマザーのバススピードも倍率も最大まで上げて，何の支障もな 
＞く動いています。これ以上速くすることはできるのでしょうか？ 
＞マシンは古くて P166 のソケット７。66MHz のバススピードで 200MHz にク 
＞ロックアップしています。 
 
 メモリはいくら積んでいますか？ メモリを増やすと速くなるってケースが

結構ありますよ。しかもめちゃくちゃ安いしね。 

 
 それでは，インターネットのニュースグループを利用して生きた IT 表現を学

習するアプローチについて解説していきます。 
 

 21



第 1 章 IT 英語の学習法 

1.2 検索エンジン Google を使った IT 英語学習法 

 皆さんも Google はお使いだと思います。情報量やレスポンスの良さから検索

エンジンの中では 1 位，2 位を争う使い勝手のよい検索ツールです。この Google
では，ニュースグループの検索も可能です。プログラミング，プロジェクト管理，

データベース，各アプリケーションなど，様々なテーマについて膨大な量のやり

取りが“アーカイブ”として保管され，そのアーカイブを対象に検索が可能なの

です。この機能をうまく利用して表現を“盗み取っていく”のが狙いです。 
 

ステップ 1：自分の得意分野を決めよう 

 
 闇雲に読み込んでいくのでは焦点が定まらないので，まずは得意の分野を 1 つ

2 つ決めて，そのニュースグループを定期的にチェックします。まずは Google
のサイト，www.google.com に行って，3 つ目のメニュー項目である，ニュース

グループからの検索メインページを開きます(図 1.1)。 
 

 

図 1.1 Google のニュースグループ検索ページ ©Google 2002 
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 このうち，「全グループ」セクションの「comp. ハード､ソフト，製品情報...」
を選択します。この comp から始まる NG がコンピュータ関連です。 
 この comp カテゴリには約 100 のメイングループが登録されています。それぞ

れは，compの後のカテゴリ名でだいたいは想像つきます。comp.langは language
でプログラミング言語，comp.compiler だとコンパイラ関連のツールや製品情報

など。ただし，このそれぞれのカテゴリにさらにサブカテゴリがあり，多いもの

では comp.sys のように 70 以上もあるものもあります。ですから，総数は相当な

数に上るはずです(図 1.2)。 
 

 

図 1.2 comp のカテゴリ一覧 ©Google 2002 
 
 さて，この中から comp.databases を選択し，22 あるサブカテゴリの中から，

SQL Server の NG である comp.databases.ms-sqlserver を選んで，利用方法を

見ていきましょう(図 1.3)。 
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図 1.3 comp.databases.ms-sqlserver の記事リスト ©Google 2002 
 
 

ステップ 2：記事(article)の多いものを中心に開いていく 

 
 真ん中に，ポストされた記事のタイトル(Thread Subject)が見えます。そのタ

イトルの内容で興味をそそるものかどうか判断をするのも重要ですが，タイトル

後尾にある「記事数」も大切です。1 article というのは，質問だけがポストされ

て続きがないということで，7 article とあればやり取りが 7 件あるということで

す。 
 質問だけでも「これは」という表現に出合うときもありますが，やはりやり取

りの中での方がいろいろな表現が見つかる可能性が高いです。毎日記事を見てい

く場合にはあまり件数は重要ではありませんが，表現を探すためだけに利用する

場合は，できるだけ記事が多いスレッドをあたるのが無難でしょう。 
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ステップ 3：じっくりと読みこなし，IT 英語表現を探し出す 

 
 それではサンプルとして，Creating a view from 2 databases on the same 
server と題されたスレッドを見ていきます。3 つポストされた記事のうち，まず

次の質問から始まります。 
 

Creating a view from 2 databases on the same server 
 

I am trying to get a single field from a different database into a view to be 
used on our GIS system. Is there a way to create a join on two tables, but 
in different databases? 

 
Thanks 

 
 質問は，別々のデータベースから 2 つのテーブルを取り出し，それを結合(join)
ステートメントで View テーブル(論理テーブル)を作れるかどうかということで

す。ここで，「結合テーブルを作成する」という表現に create a join を使って，

さらに，どのテーブルを結合するかという際に前置詞 on を使っていることに注

目してください。create a join on という表現があるという点をまずおさえます。 
 ここで重要なのは，「自分だったらどう言っていただろう」と自問することで

す。 
 
 無難に create a join table と言えば通じるな。でも「～を結合する」と言っ

た場合，create a join table of かな？ それとも create a join table for かな？ 

ちょっと自信がないな。しかも，単純に create a join と言えるんだ･･･。 
 
 こうして自分の英語表現力の幅と現実との差を認識することが，英語力アップ

のカギをにぎっています。 
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ステップ 4：見つけた表現を検索エンジンでさらに検証する 

 
 ここからが重要なステップです。まず，ニュースグループにはネイティブス

ピーカーでない参加者も相当数います。名前やメールアドレスからなんとなくネ

イティブかどうかは察しがついても，確証は得られません。もちろん，仮にネイ

ティブの英語であってもおかしな表現もよく使われるわけです。そこで，この見

つけた表現が正しいものなのかどうか，検索エンジンで“逆検索”してみます。 
 
 ① まず技術者の間で使われているかどうか確認する 

 これには NG の記事に対して検索をかけます。検索欄の下に，

「comp.databases.*から検索」「全グループから検索」「ウェブ全体から検

索」の 3 つの選択肢があります。まず，技術者の間でどの程度使われている

かを調べるには，最初のオプションを選択します(図 1.4)。 
 

 

図 1.4 検索オプションの選択 

 
 検索の際に，フレーズを二重引用符で囲むと，それと完全に一致したもの

だけ探してきます。ただし，a や前置詞など重要性の低い語はすべて検索か

ら外されるため，実際には“create～join”というのに一致したものを探し

てきます。こうした冠詞なども含めて完全に一致したフレーズを探すため，

次のように＋記号を加えます。 
 

“create +a join +on” 
 

 こうすると，a も on も含め，create a join on に一致したものが探せます。

結果は 7 件でした。ところがちょっと気にかかる点があります。ほとんどが

次のような使い方をしています。 
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...create a join on one or multiple fields between the two tables 
 

 なるほど on の後には結合に使うフィールド名が来ています。つまり，「従

業員 ID で 2 つのテーブルを結合する」などという場合，対象フィールド名

を示す際に on を使うということです。では，単に 2 つのテーブルを結合す

るというときはどうするのでしょうか。 
 
 ② 正しい表現が確認できるまで検証作業を続ける 

 そこで，今度は検索テキストとして“create +a join”だけを入力します。

こうすることで，create a join の後で何が来るか，そのサンプルを一気に確

認することができます。検索結果は 142 件。そこで，次のような表現が圧倒

的に多いことがわかります。 
 

Create a join between two tables 
 

なるほど，素直に between を使えばよかったのです。 
 

ステップ 5：他のグループも対象に最終確認する 

 
 さて，さらにもう一歩ねばります。その表現の“Geek 度”(おたく度)を調べま

す。Create a join が完全にデータベースだけの世界での表現なのか，あるいは一

般英語で，create a join がもしかすると他の意味を持つかもしれません。こういっ

た確認が表現力の幅を広げます。 
 そこで今度は「グループ全体から検索する」を選択して“create +a join”を調

べます。こうすると，comp カテゴリ内すべてを対象に検索します。すると，ヒッ

トしたグループは SQL Server や Access などのデータベース関連だけでした。

ということは，データベース関連の特有の IT 英語であったということです。

「ウェブ全体から検索する」を選んで，全体から検索してもよいです。ヒット数

は相当なものになるでしょうが，余裕があればそこまで手を伸ばすべきでしょう。 
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ステップ 6：回答のスレッドもきちんとチェックする 

 
 1 つの表現が確認できたら，それで終わりというわけではありません。フォロー

の記事にも関連する表現が多く盛り込まれているからです。今回のサンプルでは，

次のような回答がありました。 
 

We use a graphical model to specify the virtual database created from 
joining them up. 

 
 結合するという場合，単に join だけではなく本当に“join～up”という表現が

あるのでしょうか。そこで検証作業です。検索オプションで comp カテゴリの中

から“join +them +up”と them も入れてストレートに検索してみましょう。す

ると 147 件も出てきました。それぞれの内容を見てみると，やはりテーブルの結

合の際に join up と言っているケースが相当程度あることがわかります。 
 

ステップ 7：検索結果として出てきた内容を整理してためておく 

 
 検索・検証のプロセスは意外に楽しいものですが，やはり苦手なのは情報の整

理ではないでしょうか。Excel や Access などを使ってきちんと整理している人も

いるかもしれませんが，やはり自分自身の「表現集」を作り上げるのは大変な作

業です。 
 インターネットで調べ上げた情報ですから，単に用語を書き留めるだけではな

く，出てきたサイトや，できればサンプルのセンテンスごとまとめ上げたいもの

です。そうやって情報を抽出・加工して，ワークシートに入れていくと，次第に

手間が気になって，しまいにはやめてしまうのが常です。 
 そこで，Google の検索結果の整理方法をここでまとめます。何というわけでは

ありません。Word 2002 (Office XP 版の MS Word です)を利用するだけです。例

えば，先ほどの join them up の表現情報を保存しておくとします。その検索結果

の部分は，図 1.5 のようなものです。 
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図 1.5 検索結果 

 
 これをそのままブラウザ上でテキスト選択し(カーソルをドラッグします)，
Word 2002 上のファイルに貼り付けるだけです(図 1.6，図 1.7)。 
 

 

図 1.6 ブラウザ上で選択したところ 

 

 

図 1.7 Word 2002 に貼り付けたところ 

 
 Word に貼り付けた図をご覧ください。ここでは英語版を使っているので，ポッ

プアップ表示などは英語になっていますが，まずカラーや太字の部分などはきち

んとオリジナルのまま保持されています。ですから，1 つの Word ファイル上で

単純に用語を検索することが可能であるほか，スタイル名などを基に，「太字部

分だけから探す」などということも可能です。 
 さらに便利なのは，リンク情報が保持されていることです。「スレッドを表示」

というリンクのところにポインタを持っていくと，リンク先情報が見られるほか，
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コントロールキーを押しながらクリックすると，ブラウザが立ち上がってリンク

先のページが自動表示されます(図 1.8)。 
 

 

図 1.8 リンク先ページで該当する記事が直接表示される ©Google 2002 
 
 ここまで機能がそろっているのであれば，Word によるファイル管理でも相当

整理された形で情報をキープしておくことができます。英語を貼り付けた箇所に，

自分なりの訳語，日本語表現を添えておけば，ファイル検索したときに日英両方

が参照でき，ちょっとした辞書のような形式になります。 
 「マイ IT 英語表現集」程度のものに，データベースを使う必要はないでしょ

う。もし本当にデータベース化が必要であれば，Word オブジェクトを利用して，

ファイルに貼り付けられた内容を種類別に取り分けてデータベースに取り込む

ことは可能です。もちろん VBA や Visual Basic，あるいは COM オブジェクト

を操作できるプログラミング言語で何らかのプログラムを書く必要があります

が，技術的には決して難しい内容ではありません。 
 英語表現の勉強は英単語の暗記と同じで，とにかく英語を読みあさって，わか

らないものを書き出すというような地道な努力が必要です。ニュースグループの

アーカイブは底なしといえるほどの情報量がありますので，ポストされた発言をど

んどん読みこなし「現場の英語表現」を効率良く身につけるようにしてください。 
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