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1.1 あるエンジニアのパソコン日記 

 

1.1.1 管理者紹介 

 IT エンジニアになって 3 年。この世界は一人前になるまで最低でも 5 年はか

かるようです。それからすれば，まだ半人前なこの私。 
 なぜ，このようなパソコン日記をつけるようになったかは，話せば長くなりま

すが，掻い摘んで説明しましょう。 
 大手メーカーに勤めて 3 年。この春に組織の大改革がありました。ある朝起き

て出社してみると，外資系メーカーにより買収されたとの発表があり，明日から

は，うちの会社がなくなっちゃうとのこと。これは大変です。 
 さらに驚かされたのは，海外駐在の辞令が出されたことです。この私がです

よ！ 会議は英語，作成資料も英語，何もかも英語で過ごさねばならなくなった

のです。大学の頃はあまり勉強しませんでしたし，英語はもともと得意ではあり

ません。 
 こんな私ですが，今はかなりの決意を固めています。絶対，英語を習得すると！

できれば，エンジニアの技術一本で飯を食い，海外の仕事で成功した暁には独立

を計画しています。 
 それには，IT 英語を身につけなければなりません。どこかで目にしましたが，

そのためには何よりもパソコンを英語にすることだという。つまり英語 OS のパ

ソコンで作業をすれば，使える IT英語がそのままゲットできるというわけです。 
 そこで，いくつかの Web サイトをチェックしてみました。赴任前にできるだ

けチェックして，どんなパソコンがいいかを決め，アメリカに行ってすぐに購入

できるようにしたいからです。 
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1.1.2 Web サイトでのパソコンチェック 

 どんなパソコンがあるかを Web サイトでチェックしました。あるわ，あるわ。

考えられないくらいの Web サイトがあります。メーカーが提供するサイト，小

売店のサイト，オークションのサイトなどなど。どれから選んでいいのか迷いま

す。とりあえず，NexTag.com というサイトに決めて検索開始です。 
 

 

図 1.1 NexTag.com のホームページ (http://www.nextag.com/) 
 
 いろいろなカテゴリの中から，computers を選びます。次に，「パソコン」を

探してみますが，どうも見当たりません。カテゴリでパソコンに相当しそうなも

のは，Desktops と Notebooks，Handhelds/PDA などです。そうか，「パソコン」

と一言で言っても，いろいろな呼び方があるものだと 1 人で納得してしまいまし

た。 

 

Desktops 
Notebooks 
Handhelds/PDA 
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1.1 あるエンジニアのパソコン日記 

 
1 

 パソコンには，大きく分けてこの 3 種類があります。Desktops は，場所をと

る，従来からあるパソコンのこと。Notebooks は，いわゆるラップトップに相当

します。Handhelds/PDA は，モバイルです。Hold は「持つ」こと，Hand「手」

で「持たれた」ですので，モバイルを指します。携帯電話は Cellular phones な

ので，いくら handheld できてもそうは呼びません。ちなみに，cellular ってす

ごく発音しにくいので，Cell phones(セル・フォーン)と英語では縮めてしまって

構いません。 
 詳細検索も用意されています。Refine Your Search という項目が詳細検索です。

このように，Web の英語項目は「命令形」が使われることが多くなっています。

英語での「指示」(instructions)には，「命令形」を使うのが慣習だからです。指

示文については，4.6 節の「指示文を書く」(126 ページ)で紹介します。命令形で

なくとも，Advanced Search のように表現されている場合もあります。 
 次の条件によって検索効率を高めることができます。 
 

Any processor 
Any processor speed 
Any memory 
Any display size 
Any manufacturer 
Any price range 

 
 ソート条件も選択できます。 
 

Sort by popularity 
Sort by product 
Sort by price 

 
 「～でソート」と言う場合，前置詞 by を使う点に注意しましょう。いろいろ

な条件を設定して，検索すると，これまたいろいろなパソコンが表示されます(図
1.2)。 
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図 1.2 パソコンの結果表示 

(http://www.nextag.com/Notebooks~300359z0z3kzmainz5-htm) 
 
 

1.1.3 Web サイトの評価は要注意 

 特定のパソコンを表示させて内容を検討する際，一体どのような情報が役立つ

のでしょうか。基本的な仕様については後述しますので，ここでは Web 情報に

特有の「カスタマレビュー」について説明しておきましょう。 
 

英語的発想によるランキングは両極端が多い 
 
 統計学的調査では，アンケート，ランキングなどの調査手法が利用されます。

Web には，5 段階評価(Ranking)が頻繁に登場します。該当の商品を購入した消

費者が自ら付けるこのランキングは，率直な意見が参考にできます。 
 5 段階評価は文化的相違を示すことが統計学的に知られています。文化的相違

とは，英語的発想とアジア的発想の違いを言っています。英語的発想では，5 段

階評価した場合，1(最悪)か 5(最高)かのいずれかに評価が偏る一方，アジア的発

想では，評価結果が 3(平均)に集まる傾向があります。中庸の考え方ですね。 
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1.2 あるエンジニアのパソコン日記「パソコンを買った」 

 
1 

 英語Webの製品レビューを見ると，たしかに両極端が多いことがわかります。

ですから，ランキングの数値を鵜呑みにするのではなく，できるだけ評価のコメ

ントを読むように心がけましょう。各レビューアが言いたいことを総合させて，

その製品を評価する態度が必要です。 
 参考資料を充分読み込んでから日本を出発です。 
 

1.2 あるエンジニアのパソコン日記「パソコンを買った」 

 

 いよいよ海外駐在の始まり始まり。数日の休みを利用して，自分専用のパソコ

ンを買ってしまわなければ・・・。そんなこんなで，今日こうしてパソコンショッ

プにやってきました。 
 店員とは英語で話さなければならないので，説明を受けるのにちょっと苦労し

ました。これからはエンジニアと言えども，英語環境に慣れなければいけません。

そのため，あえて日本語ではなく，英語 OS のパソコンを買ったのです。どうだ，

この意志の強さ！ 
 さあ，やって来たのは IT の本場，アメリカのシリコンバレー(Silicon Valley)。
さすがは本場だけあって，コンピュータ専門店のこの広さ。野球場がまるごと

入ってしまうかのようです。しかし，何階建てのビルというわけではありません。

平屋，つまり一階建てなのです。 
 入り口を入ると電化製品，書籍コーナーが続き，左手にはちょっとしたカフェ

まで用意されています。サンドイッチに，コーヒーに・・・。 
 そこを通りすぎると，ソフトのコーナーがドッカ～ンと広がっています。その

奥には，目指しているパソコンコーナーがありました。やはり，一番の大御所は

上座にいるようです。 
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1.3 パソコンショップ店員と話をする 

 

 早速近づいてみると，いろいろ取り揃えてあります。HP，Sony，Toshiba な

どなど。いきなり，店員に声をかけられないところがいいですね。でも，そうは

言っていられません。 
 

店員：Do you have any questions? 
   何かご質問がございますか？ 
私 ：(頭の中で考えている) 

 
 とっさの対応ができずにいる自分がたまらなく情けなかったです。英会話の本

で勉強しておいたんですが，こんな場合は普通， 
 

店員：May I help you? 
   いらっしゃいませ。 

 
と聞いてくるのでは・・・。そうか，Do you have any questions?「何かご質問

はございますか」の方が確かに効果的な呼びかけのような気がします。何て答え

ていいかわからなかったので， 
 

私 ：I don't have any questions. 
   何もありません。 

 
と思わず言ってしまいました。 
 

店員：OK. If you have any, just let me know. 
   何かあったら，ぜひどうぞ。 

 
だそうです。質問も何もなくて，その場にいるのが居た堪れなくなって，ついソ

フトウェアのコーナーに移動していました。ああ，情けない。 
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1.3 パソコンショップ店員と話をする 

 
1 

 せっかく，アメリカまで来たことだし，こんなことで出ばなを挫かれてもいけ

ません。そこで，心機一転，心を新たに突撃です。といっても，いきなり店員に

話しかけたわけではありません。まずは，似たようなお客を探して，店員との会

話をこっそり立ち聞きしました。耳慣らしのためです。 
 

店員：May I help you? 
   いらっしゃいませ。 
客 ：Yeah, I'm looking for a laptop computer. 
   ラップトップコンピュータを探してます。 
店員：OK. We have HP, Sony, Toshiba. Do you have any model already in 
   your mind? 
   そうですか。HP，ソニー，東芝といろいろありますが，何かお目当ての

モデルなどございますか？ 
客 ：Well, I have nothing in particular. 
   特にないです。 
店員：What do you use it for? 
   用途は何ですか？ 
客 ：Internet surfing, e-mail, word processing, and spread sheet. That's 
   about it. What's the price range? 
   インターネット，E メール，ワープロ，表計算ぐらいですね。価格はどれ

くらいですか。 
店員：Well, that's a hard question. It really varies, depending on the model. 
   それはちょっと難しい質問ですね。モデルによって相当違ってきますの

で。 
客 ：My budget only allows $1500. 
   予算は 1500 ドルなんです。 
店員：OK. 
   わかりました。 

 

 
 ここまでの短い会話の中にも，エッセンスがたくさん詰まっています。 
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店員：May I help you? 
   いらっしゃいませ。 

 
 早速，教科書英語の登場です。逆に店員に尋ねたいときには，I have a question.
「質問があります」とか，Excuse me.「すみません」と言いましょう。 
 

客 ：Yeah, I'm looking for a laptop computer.  
   ラップトップコンピュータを探してます。 

 
 Look for ~「～を探す」で表現できてしまうんですね。I want to buy ~ よりは

間接的でこの状況にぴったりです。似たような表現に，shop around ~ がありま

すが，こちらは，「安い製品を見つけるためにいろいろな店を回っている」とい

う感じです。 
 
You might want to shop around for a laptop computer. 
ラップトップを買うなら，いろいろ見て回った方がいいでしょう。 
 
 ちなみに，may (might) want to ~ は，英文マニュアルに頻出する表現で，ユー

ザーに何かを勧める際に便利です。We recommend ~ は，もうちょっとかしこ

まった表現になります。 
 

店員：OK. We have HP, Sony, Toshiba. Do you have any model already in 
   your mind? 
   そうですか。HP，ソニー，東芝といろいろありますが，何かお目当ての

モデルなどございますか？ 

 
 We have ~「～を取り揃えている」，have という基本動詞でもこんな場合に使

えてしまうんですね。驚きです。We carry ~「～を売っている」とも言います。

「お目当ての品」という表現をそのまま英語に置き換えようとすると，すぐには

口をついて出てきません。 
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1.3 パソコンショップ店員と話をする 

 
1 

 このような表現は，一度日本語で考え直すと英語に置き換えやすいです。「お

目当て」というのは，「探している」とか「決めている」ということなので，a 
computer you're looking for でもいいでしょう。 
 
Did you find a computer you're looking for? 
探しているコンピュータはありましたか？ 
 
 買う側からしたら，「特にこれといって決めていない」と言いたくなることが

あります。 
 
I don't have any already in my mind. 
特に決めていません。 
 
I don't have any specific model in my mind. 
特にこれといったモデルが決まっていません。 
 

客 ：Well, I have nothing in particular.  
   特にないです。 

 
 「質問がありますか」と聞かれて，実際は質問があるのに決まり文句的にこの

ような言葉が口をついて出てくることがあります。これではいけません。質問が

あるなら，恥ずかしがらずに尋ねる。「聞くは一時の～」ですね。質問がなけれ

ば，I don't have any question right now.「今は特にありません」でも OK でしょ

う。 
 

店員：What do you use it for? 
   用途は何ですか？ 

 
 What ~ for? で「目的」を尋ねる基本表現です。「用途」という言葉に引きず

られ，ついそれに相当する名詞を日本語で考え，What's the use? としてしまう

ことがあります。 
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 What's the main use? とも言いますが，会話では what for ~ で決めたいもの。

ちなみに，修辞疑問(rhetorical question)として，What for?「何のため」→「何

のためにもならない」と使われることを覚えておきましょう。 
 

客 ：Internet surfing, e-mail, word processing, and spread sheet. That's 
   about it. What's the price range? 
   インターネット，E メール，ワープロ，表計算ぐらいですね。価格はどれ

くらいですか？ 

 
 Price range「価格の範囲」を尋ねています。この点はよく調べていなかったよ

うです。製品やモデルによって異なるのは当然ですね。店員も，次の文章でその

ように答えています。It varies.「さまざまな価格があります」。日本人英語的な

発想をすると It depends on ~「～によって異なる」がすぐ頭に浮かびます。ここ

では，もっとさらっと言える It varies. を覚えておきましょう。Vary が名詞に

なると，variable となって「変わるもの」→「変数」という意味になるのはご存

知でしょう。これが形容詞として解釈されると「変わることができる」となって，

variable length「可変長」となります。ちなみに，変数は変数でも，parameter
はカタカナ表記でそのまま「パラメータ」だけではなく，時には漢字で「媒介変

数」と呼ばれることもあります。漢字で書くとその意味がよく理解できます。 
 最近ではカタカタ語の乱用が非難の対象となっています。これだけカタカナ語

が増えてしまった IT 用語も批判の対象となるのは時間の問題でしょう。 
 

店員：Well, that's a hard question. It really varies, depending on the model. 
   それはちょっと難しい質問ですね。モデルによって相当違ってきますの

で。 

 
 It depends on the model. とも言えますが，vary を使う理由は上記のとおりで

す。 
 

客 ：My budget only allows $1500. 
   予算は 1500 ドルなんです。 
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1.4 コンピュータを買う 

 
1 

 これは便利な表現です。Allow ~「～を許可する」，ここでは 1500 ドルまで許

可されている，つまり，1500 ドルまでならなんとか買える，というわけです。

Allowance は「お小遣い」です。Budget は「予算」。さて，皆さんはどのくら

いの予算がおありですか？ 
 それでは，次に「買う」ための表現をまとめてみましょう。 
 

1.4 コンピュータを買う 

 
 「買った」と言えば，つい bought(buy の過去形)としがちです。もっと簡単に

got でも表現できます。 
 

コンピュータを買う I got a computer. 

 「買う」は get で表現可能。もちろん，buy, purchase などの正統表現も使え

ないことはありません。「アイ ゴット ア」ではなく，「アイガラ」と言うつも

りで発音しましょう。 
 

～付きコンピュータを買った I got a computer with ~ 

 「付属」は，with ~ で簡単に表現したいもの。さらに，with ~ onboard，with 
~ installed などとも応用することができます。Got は，状況によっては，「もらっ

た」ともとれるでしょう。 
 

～で買った I got a computer at ABC store. 

 場所を表す前置詞 at を付ければ，get at で購入した店を表せます。時として，

get from ~ とも言います。 
 支払いの段になってそわそわし始めるようではいけません。次節では，支払い

に関する表現をご紹介しましょう。 
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1.5 小切手(トラベルチェック)を使う 

 
 海外でパソコンを買うには，やはりトラベラーズチェックやクレジットカード

が便利。小切手そのものに慣れていない私たちにとって，小切手関連の英語表現

はまったくの素人です。次に，小切手を扱う場合に役立つ英語表現をまとめてお

きましょう。 
 

小切手で払う pay with my personal check / pay by personal check 

 手段を表す by を使っての常套表現です。With でも言い換えられます。手段を

表す場合には，(不)定冠詞が付きませんので注意が必要です。「電話で」は，by the 
phone ではなく，by phone となります。 
 
I want to pay by my personal check. 
小切手で支払いします。 
 

小切手が不渡りとなった check bounced 

 Bounce の文字どおりの意味は「跳ねる」です。「小切手が跳ねる」つまり「不

渡りとなる」ことです。Bouncy ball は「跳ねるボール」のこと。 
 
My rebate check bounced. 
リベート小切手が不渡りとなった。 
 

トラベルチェックで買う pay by traveler's check 

 旅行の場合には何より便利なトラベルチェックです。これも支払い手段を表す

ので，by が便利です。 
 
Can I pay by my traveler's check? 
トラベルチェックで払えますか？ 
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IT 英語で TOEIC 対策！ 第 1 回 

 
1 

トラベルチェックを現金に換える cash traveler's check 

 海外で買い物をする際には，支払い方法の確認が求められます。カードの場合

だと，credit か debit card かのいずれかを尋ねられます。デビットカードは，ク

レジットカードとは異なり，購入時に銀行残高の確認が行われるのはご存知で

しょう。 
 

～カードは使えますか Do you accept ~？ 

 カードによっては海外で使えないものがあります。事前に確認しておきましょ

う。 
 

～カードを使います I'd like to use ~. 

 いろいろなカードの種類に合わせて使い分けましょう。 
 

I'd like to use my Visa card. 
I'd like to use my Master card. 
I'd like to use my American Express card. 
I'd like to use my JCB card. 
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