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ビギナーズが優れている理由

「小泉八雲の再来」が書く質の高い記事

　英字新聞に代表される現代英語の読み方について、はじめの一歩からコーチするの
が、『NEWS DIGEST ビギナーズ』です。おかげさまで第 5 巻に達しました。これか
らも独学の友として、学校教材としてご活用ください。
　本書にはいろいろな新機軸を盛り込んでありますが、実は知られざる特色がありま
す。それは本書の英文記事部分を、並外れた力量を持つ記者が実質的に書いているこ
とです。どのくらい並外れているかと言いますと、日本の文学史に残るくらいです！　
今回の巻頭ガイドでは、この記者についてご紹介します。
　本書は、ジャパンタイムズ社発行『週刊 ST』（英語学習紙）に掲載された英文ニュ
ースから厳選して、対訳、注釈、コラム、そして CD を付けたニュース英語の入門書
です。ニュースの原文は、ジャパンタイムズ（英字新聞）記者や契約通信社の記者が
書いたものですが、それらを『週刊 ST』では学習に適したダイジェストに書き直し
て掲載しています。
　この過程で、ニュースの重要ポイントのみをシンプルに記述し、学習者にとって応
用がきく表現でリライトしてくれるのがベン・ウッドワード記者です。
　彼はシドニーに生まれ、英オックスフォード大学アジア研究科を卒業してすぐジャ
パンタイムズに入社。まだ 29 歳と若いのですが、『週刊 ST』に配属されて才能を開
花、そしてこつこつと努力を続けてきました。
　私は 2003 年に『週刊 ST』編集長となり、「やさしくたくさん」型ページを企画し
たところ、ベンから「日本昔話なら書ける」と申し出がありました。こうして

「Easy Reading: 辞書なしで読む英語日本昔話」がスタートしました。

　最初の校正紙を見て驚きました。書き方が細部にいたるまで巧みで、ぐんぐん引き
込まれます。あまりに上手なので、日本語の原作から一字一句翻訳したもの（盗作）
かと思い、彼に「もし翻訳したものであれば、原作者に使用料金を支払わなくてはな

文学作品並みの高品質な文章
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01 MSDF ship cuts fishing ship in half

2008年2月29日号

TRACK
01

　【A Maritime Self-Defense Force （MSDF） destroyer】 cut a small 
trawler in two before dawn Feb. 19. The accident happened in the 
Pacific Ocean about 40 kilometers off Chiba Prefecture.
　As of Feb. 21, 【the father and son on the boat】 were still 
missing.
　【The 165-meter-long, 7,750-ton destroyer Atago】 was equipped 
with an advanced Aegis radar system. It was on its way back from 
Hawaii when it hit the 12-meter-long Seitoku Maru.
　Defense Ministry documents say that 【the Atago may have seen 
the small fishing boat about 12 minutes before the collision】.
　It was 【the first serious accident involving an MSDF ship since 
a submarine hit a fishing boat in Tokyo Bay in 1988, killing 30 
people】. （The Japan Times）
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英文を読み解こう

■〈見出し〉MSDF ship cuts fishing ship 
in half

「海上自衛隊の船　漁船を二つに切る」
= An MSDF ship cut a fishing ship in half （on 

Feb. 1�）.

見出し特有の省略や時制シフトがある。
● cut ～ in half：～を半分に切断する

■〈見出しルール〉冠詞は省略
この見出しでは an と a が省略されている。冠詞

（a, an, the）は補助的な語なので、ポイントのみ
を簡潔に示す見出しでは通常、省略する。
● fish：名詞では「魚」、動詞では「魚を捕る = 

catch fish」
● fishing ship：魚を捕る船。つまり「漁船」

■ ～ ing は名詞を形容する
fishing ship（= fish する ship）のように、～ ing 

は形容詞として使える（名詞を修飾）。この使い

方を覚えておくと、英作文でいろいろなことを即
席で表現できて便利。
● Maritime Self-Defense Force： 海 上 自 衛 隊
（略称 MSDF）。なお、「自衛隊」全体は Self-

Defense Forces と訳される。複数形なのは陸
海空の 3 種があるため

■ 自衛隊用語は平和的
destroyer：定訳は「駆逐艦」だが、自衛隊は

「護衛艦」と訳すことにしている。destroyer は
文字通りには「（敵を）破壊する船」なので「駆
逐艦」のほうが適訳だが、「駆逐」という挑発的
な語感は専守防衛の自衛隊にはふさわしくない。
そこで政治的理由で、このような船を自衛隊は

「護衛艦」と分類している。
● trawler：トロール漁船。トロールは底引き網

のこと。この文では、日本伝統のマグロはえ縄
漁船「清徳丸」を分かりやすく trawler と訳し
ている
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海上自衛隊の護衛艦が衝突事故、漁船が真っ二つに

　【海上自衛隊（海自）の護衛艦】が 2 月 19 日の夜明け前〈未明〉に、小さなはえ縄漁船を真
っ二つに切断した。この事故は千葉県沖約 40 キロの太平洋上で起きた。
　2 月 21 日の時点で、【その〈漁〉船に乗っていた父と息子】はまだ行方不明だった。
　【この全長 165 メートル、〈基準排水量〉7,750 トンの護衛艦「あたご」】は、先進のイージス
レーダーシステムを搭載していた。あたごが全長 12 メートルの「清徳丸」に衝突したのは、ハ
ワイから〈日本へ〉戻る途中のことだった。
　防衛省の文書によると、【あたごは衝突の約12分前にその小さな漁船〈清徳丸のこと〉を目視
していた可能性がある】。
　これは、【潜水艦が 1988 年に東京湾で釣り船に衝突し、30 人の命を奪って以来、初めての海
上自衛隊の船が関係する深刻な事故】だった。

　福田康夫首相は 2008 年 3 月 2 日、海上
自衛隊イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」
の衝突事故で、行方不明となっている吉

きち

清
せい

治夫
さん親子の千葉県勝浦市の自宅を訪れ、家族ら
に「事故を起こして申し訳ない」と謝罪した。
首相は「二度とないように頑張りたい」と再発
防止に全力で取り組むことを約束。治夫さん親
子の写真を前に「これからの人生があるのに、

…申し訳ない」と涙ぐみながら謝罪した。
　一方、防衛省は同月 21 日、衝突事故の内
部調査の中間報告を公表。「見張りが適切でな
く、回避措置が十分でなかった可能性が高い」
などとしたが、原因やあたごの過失責任は明確
にしなかった。同省は同日、増田好平事務次官
らを減給とするなど 88 人を処分した。（水本）

BACKGROUND ニュースの背景

● dawn：夜明け
● off：ずれている、やや離れた。switch off なら

スイッチをオンの位置からずらすこと。off 

Chiba Prefecture は、「千葉県からずれた／離
れた（off）地点で」、つまり「千葉県の沖で」

● as of：～の時点で、～現在で　
● the father and son：= the father and his son。

その父と息子。慣用表現で、his は不要
● be missing：行方不明である
● be equipped with ～：～を装備している。

equip は「装備させる」
● advanced：（技術が）進んだ、先進の
● Aegis radar system：イージス（という名の）

レーダーシステム。Aegis はギリシャ神話でゼ

ウスが娘に与えた盾
たて

。米海軍は、高性能レーダ
ーによって遠方の敵機などを同時に多数攻撃で
きる防空システムを開発し、ギリシャ神話にち
なんでイージスと名付けた。高価（約500 億
円）であることでも知られる

● be on its way back from ～：～からの帰り道
にいる

● Defense Ministry：防衛省
● document：文書
● collision：衝突。動詞は collide（衝突する）
● serious：深刻な
● involving ～：～が関与した。involve は「～を

関与させる」
● submarine：潜水艦

政
治
・
外
交


