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❶ 【Statement by Prime Minister Yukio Hatoyama at the United 
Nations Summit on Climate Change】

❷ New York, 22 September 2009

-------------------- 

❸ Mr. Secretary-General, Excellencies, Distinguished Delegates, 
Ladies and Gentlemen, it is my great pleasure 【to address this timely 
meeting of the United Nations Summit on Climate Change】.

❹ I was appointed as Prime Minister of Japan six days ago, in 【a 
historic change of government achieved through the will of the 
people at the recent elections】.

❺ Mr. Secretary-General, climate change affects the entire globe and 
requires long-term and international efforts. 

❻ Thus, it is imperative for all countries 【to address the issue under the 
principle of “common but differentiated responsibilities.”】 

❼ With the change of government, as Prime Minister of Japan, I will 
now seek 【to unite our efforts to address current and future global 
climate change, with due consideration of the warnings of science】.

Hatoyama’s U.N. speech
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Step 1.....	リスニング
付属 CDを何回も聞いて、耳を慣らしておきましょう。

Step 2.....	文の構造を分析しよう
【　】内の長い名詞フレーズを見分けるのが英語攻略のコツ！

鳩山首相国連演説　その１（政権交代）
イントロ▶特訓コーナーでご紹介するのは、鳩山由紀夫首相の外交デビューを飾った演説。首相は就
任するやニューヨークに飛び、国連気候変動サミットに出席。オバマ米大統領など各国首脳を前に英
語で演説し、日本での政権交代を報告すると拍手が起きた。この演説では日本の温室効果ガス削減目
標を、前政権の約3倍にするという大胆な政策を打ち出した。なお、鳩山氏は米国留学が長く、スタ
ンフォード大学工学部博士課程修了。

政
治
・
外
交
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Step 3.....	直訳で英語らしく理解しよう

❶	【国際連合気候変動サミットにての鳩山由紀夫首相による発言〈演説〉内容】

❷	ニューヨーク、2009 年 9月 22 日

❸	事務総長、各閣下、（傑出した）代表の皆様、紳士淑女の皆様、【国際連合気候変動サ
ミットのこのタイミングのよい会合に対して演説を行う】のは大きな喜びです。

❹	【最近の〈総〉選挙で人 〈々国民〉の意思を通して達成された歴史的な政権交代】の中、
私は 6日前に日本の首相に任命されました。

❺	事務総長、気候変動は地球全体に影響し、長期的かつ国際的な努力を必要とします。

❻	したがって、この問題にはすべての国々が【「共通だが差異ある責任」の原則のもと
に対処すること】が必要です。	

❼	政権交代にともない、日本の首相として、	【科学の警告に当然の配慮を持って、現在
と未来の世界の気候変動に対処するわれわれの努力を結束すること】を求めます。
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Step 4.....	注釈で深く理解しよう Step 5.....	シャドーイング
CDの朗読を聞きながら（内容を心に描きながら）、聞こえた通りに数秒後にリピート。慣れ
るまで繰り返しましょう。また、ディクテーション（書き取り）もよい練習になります。

Step 6.....	これを英語で言えますか？
下記の日本語部分を見ただけで、すらすら言えるようになるまで練習しましょう。
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♦statementとは何か？
ここでの statementは「演説（の原稿）」と意訳
できる。statementは日本語と一対一で対応して
いないので、文脈によって「声明」「メッセージ」
「陳述」「発言」「供述」などと訳し分ける。これ
らの訳語を丸暗記する必要はなく、statementと
いう概念をいったん理解すれば十分だ。
statementの核となる意味は、「state（はっきり
述べる）こと」（-mentは名詞化する接尾辞）。
これを文脈にあてはめて、具体的な意味を考えよ
う。ここでは国連演説で「はっきり述べたこと
（内容）」なので、この「演説の内容」→「演説の
原稿」と訳せる。
●prime minister：首相、総理大臣。元の意味
は、「国王の prime（第一の）minister（使用人）」

●United Nations：国際連合、国連。直訳すると
「団結した（世界の）国々」だが、日本語訳は
「国際連合」と定められている
●climate change：気候変動。自然に起こる気
候変動というより、人類による温室効果ガスの
排出が原因とされる地球温暖化を語るときに使
われる

●22 September 2009：「2009年 9月 22日」
を指す言い方の 1つ。より一般的な表記は、
September 22, 2009だ。英語では日付をど
う表記するかについて統一ルールがない

● secretary-general：事務総長、幹事長。ここ
では、議長を務めている U.N. Secretary-
General Ban Ki Moon（潘基文・国連事務総
長）。呼びかけとしてMr.がついている

●excellency：閣下。本来は「excellentな存在」
「優れた（高貴な）お方」で、大統領や大使な
どへの敬称として使われる

●distinguished delegates：「傑出した代表
（団）」だが、ここでは尊敬表現で「各国の代表
（団）の皆様」

● ladies and gentlemen：「紳士淑女の皆様」
「御列席の皆様」。演説で使われる呼びかけ表現
の一種。このサミットは関係国から招かれた学
生たちや学者など、一般人も出席していたた
め、この表現が使われた

♦スピーチの便利表現
It is my great pleasure to addressは「～へ演説
するのは私の大きな喜びとするところでありま
す」という、演説冒頭の決まり文句。pleasure
の代わりに honor（名誉）も使われる。
●appoint：任命する
●change of government：政府の変更、政権交
代。「政権交代」にはいろいろな言い方がある

●elections：複数形で書かれているので、全国
のいろいろな選挙区に分かれて同時に行われる
「総選挙」と意訳できる
● the globe：「地球」「世界」。globeとは「球体」
で、単に the globe（あの〈有名な〉球体）と
言うと「地球 ｣のことを指すようになった。形
容詞は global

● require：～を必要とする
● long-term：長期の
● it is imperative to ～：～することが絶対に必
要である

●address the issue：問題に対処する、取り組む
●under the principle of ～：～の原則のもとで
● common but differentiated responsibilities：
「共通だが差異ある責任」。地球温暖化問題での
専門用語。「地球温暖化防止には、先進国も途
上国も共通して責任を持つべきだ。だが、現在
の温暖化は先進国が引き起こしたことなので、
その責任度には差異をつけよう」という原則

●with due consideration：（～に対して）当然
の配慮をもって

●warnings of science：科学（者による研究結
果）が警告していること

　（発言内容） by （首相） Yukio Hatoyama at the （国際連合） Summit on （気候変動）
　New York, 22 September 2009
　--------------------
　Mr. （事務総長）, （各閣下）, （各国代表の皆様）, Ladies and Gentlemen, （演説するのは大きな喜び
です） this （タイミングのよい会合） of the United Nations Summit on Climate Change. 
　I （任命された） as Prime Minister of Japan six days ago, in a （歴史的な政権交代） achieved 
through the will of the people at the recent （総選挙）. 
　Mr. Secretary-General, climate change （地球全体に影響する） and requires （長期的） and 
international （取り組み）. 
　（したがって）, （絶対に必要である） （が） all countries to （この問題に対処する） （の原則のもとで）  
“（共通だが差異ある責任）.” 
　With the change of government, as Prime Minister of Japan, I will now （求める） to （結束す
る） our efforts to address （現在の） and future （地球の） climate change, （に十分配慮して） the 
（警告） of science.

　（　　） by （　　） Yukio Hatoyama at the （　　） Summit on （　　）
　New York, 22 September 2009
　Mr. （　　）, （　　）, （　　）, Ladies and Gentlemen, （　　） this （　　） of the United 
Nations Summit on Climate Change.
　I （　　） as Prime Minister of Japan six days ago, in a （　　） achieved through the will of 
the people at the recent （　　）. 
　Mr. Secretary-General, climate change （　　） and requires （　　） and international （　　）. 
　（　　）, （　　） （　　） all countries to （　　） （　　）“（　　）.”
　With the change of government, as Prime Minister of Japan, I will now （　　） to （　　） 
our efforts to address （　　） and future （　　） climate change, （　　） the （　　） of science.

Step 7.....	ヒントなしで穴埋めに挑戦！
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