
FA各現場ですぐ使える実践単語（約250語）
について日本語・英語対訳を収録しております。

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本単語集に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意くださ
い。

注意事項

FA現場単語集

日本語→英語

FA field glossary

Japanese→English

This booklet provides practical terms (about 250 words) in Japanese and 
English which are useful in the field of factory automation.

Note

Applicable terms may differ according to sentence structure and conditions.
Please note that terms in this glossary are for your reference.



はじめに

近年、グローバル化の進展、新興国市場の拡大に伴い、海外
でのビジネス獲得の重要性が一層高まっています。かかる状
況の中、世界各地にてグローバルにお仕事をされるお客様
にとって、現地とのコミュニケーション能力がますます重要に
なっていることと存じます。本書は、お客様の海外へのご出
張・ご赴任、日本からのご支援時に、製造・調達・営業・保守・サ
ービスなどの各現場にて、すぐに使える実践英語を集約した
ものです。
作成にあたり、皆様にご活用頂けるよう、次のような工夫をさ
せて頂いております。

　・ 見出し語とともに、製造現場で遭遇する場合を想定して
例文を掲載

　・ 海外出張時の、入国、ホテルでの滞在、移動を想定したモ
デル対話と表現集を収録

　・ 英語を発音しやすいよう、すべての英単語と例文にフリ
ガナを記載

本書が、皆様の海外の方々とのコミュニケーションの一助に
なれば幸いです。



【凡例】

この単語帳での記号の使われ方は、原則として下記のル
ールに従っています。なお、ルールの使用例は主に英語
ですが、日本語部分にも同じルールを適用しています。

（）…（）内に語句がある場合は、それを追加して
表現できることを示します。
例：「tidy (up)」 はtidy だけでも、tidy upで
もよいことを表します。

（）…（）内に文章がある場合は、（）に先行する語
句の参考や説明をしています。

（／）（）内の先頭に／がある場合は、／以降の語
句を（）直前の語句と置き換えて表現できる
ことを示します。
例：「turn up (/down)」はturn upとturn
downの２つの表現を表します。

／ …（）の外側にあるか単独で現れる／は、／の
前後が別の語句であることを表します。例：
「demerit / bad point」はdemeritとbad point
の２つの表現を表します。

、……英語の単語や句の直後にある日本語訳での「、」
は２つ以上の訳語がある場合に区切り文字と
して使われます。例：「rest休憩、残り」は
restに「休憩」と「残り」という２つの意味が
あることを表します。



記号の使われ方は、上記ルールにできる限り従っていま
すが、前後関係から明らかに記号の意味が判断できると
思われる場合には、このルールに従っていない箇所もあ
ります。ご了承下さい。
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【動詞】
ミート
meet
会う、…に一致する

[参考]
meetは、下記のように、より抽象的な「到達する」の
意味でも使われます。

ザ パーツ ミート アワ リクワイアメンツ

The parts meet our requirements.
その部品は我々の要求レベルに達している。

ディーズ ケイブルズ ミート オン ザ ライト サイド オヴ ザ ケイス

These cables meet on the right side of the case.
これらのケーブルはそのケースの右側で繋がってい
ます。

ディ エンド オヴ ディス ワイアー マスト ミート アップ ウィズ ディ エンド オヴ

The end of this wire must meet up with the end of 
ダァット ブルー ワイアー デアー

that blue wire there.
このワイヤーの端は、あの青いワイヤーの端と繋が
っていなければなりません。

－107－



【動詞】
クラーリファイ
clarify
明らかにする

[類義表現]
ビー モー スペシフィック ァバウト

be more specific about …
…についてもっと具体的に説明する

クッド ュー ビー モー スペシフィック ァバウト ザ ニュー

例）Could you be more specific about the new 
ファンクションズ ォヴ ザ マシーン

functions of the machine?
その機械の新機能についてもっと具体的に説明して
もらえますか？

[関連語]
スィンプリファイ

simplify 簡素化する、簡単にする
ウィー ハフ トゥ スィンプリファイ ザ プロダクション プロセス

例）We have to simplify the production process.
生産工程をもっと簡素化しなければならない。

クッド ュー クラーリファイ ヨー カンパニーズ ニュー ポリシー

Could you clarify your company's new policy?
あなた方の会社の新しい方針を明確に説明してもら
えますか。

－45－



【動詞】
レイズ
raise
上げる、持ち上げる

[類義語]
リフト

lift
持ち上げる、吊り上げる（lift の項を参照）

[反意語]
ロウアー

lower（lower の項を参照）
下げる

[関連語]
セット アップライト

set upright
垂直に立てる

キャン ユー レイズ ザ テンプラチャー バイ ファイヴ ディグリーズ

Can you raise the temperature by 5 degrees?
温度を５度上げられますか？

プリーズ レイズ ディス パイプ ア リルー ハイアー

Please raise this pipe a little higher.
このパイプをもう少し高く持ち上げてください。

－128－



【動詞】
ギヴ
give
与える

[関連語]
ギヴ アップ

give up
諦める

ドン ギヴ アップ ソウ スーン ギヴ イット ァナダー トゥライ

例）Don't give up so soon.  Give it another try.
そんなに早く諦めないで。もう一度試してみなさい
よ。

クッデュ ユー ギヴ ミー ア デイ オフ ネクスト マンデイ

Could you give me a day off next Monday?
次の月曜日に１日休みを下さいませんか？

ヒー トゥライド ヴェリー ハード プリーズ ギヴ ヒム アナダー

He tried very hard.  Please give him another 
チャンス

chance.
彼は一生懸命やったんです。もう一度機会を与えて
ください。

－79－



【形容詞】
ティック
thick
厚い、分厚い、濃い

[反意語]
ティン

thin
薄い

ディス ペイント ィズ ァ リトー トゥー ティン

例）This paint is a little too thin.
この塗料は、少々薄すぎます。

[参考]
thickもthinも、厚みと濃度の両方に使われます。

[関連語]
ティックネス ミーター

thickness meter
膜厚計（等の厚み計測器）

ディス メタル プレイト ィズ トゥウェルヴ ミリミターズ ティック

This metal plate is 12 millimeters thick.
この金属板は１２ミリメートルの厚さです。
イズ ザ ミスト フロム ザ ノズー ティック ィナフ

Is the mist from the nozzle thick enough?
ノズルから出ている霧は充分濃いですか？

－253－



【動詞】
コレクト
collect
集める、収集する

[同意語]
ギャザー

gather 集める、集まる
アイデアーズ フォー ザ プロダクト ィンプルーブメント ワー

例）Ideas for the product improvement were 
ギャザード フロム エブリ パート ォヴ ザ カンパニー

gathered from every part of the company.
その製品への改善アイデアは、会社の全部署から集
められた。

[反意語]
スキャター

scatter ばらまく、散乱させる
プリーズドンスキャターディッセンブルドパーツオールオウバーザルーム

例）Please don't scatterdisassembled parts all over the room.
部屋中に分解した部品を散乱させないでください。

ハヴ ュー コレクティッド イナフ ダータ オン ザ

Have you collected enough data on the 
パーフォーマンス ォブ ザ ニュー モウター

performance of the new motor?
新しいモーターの性能についてのデータを充分収集
しましたか？

－48－



【動詞】
パンチ
punch
穴を開ける、打つ、殴る

[関連語]
ドゥリル

drill ドリルで穴を開ける、ドリル
ピアース

pierce 刺し通す
スタンプ

stamp 型で打ち抜く、
イーチ パート ィズ スタンプト ウィズ ァ シリオー ナンバー

例）Each part is stamped with a serial number.
各部品は製造番号を打刻されています。

プリーズパンチホウルズイントゥザマークトポインツオンザ

Please punch holes into the marked points on the 
メタル プレイト

metal plate.
この金属プレートの印しの場所に穴を開けてください。

パンチ ザ サイド ォヴ ザ ナット イフ ユー キャノット ルースン イッ

Punch the side of the nut if you cannot loosen it 
イン ァ ノーマル ウェイ

in a normal way.
通常のやり方でナットを緩められない場合は、ナッ
トの脇を叩きなさい。

－125－



【形容詞】
コアース
coarse
粗い、雑な

[反意語]
スムーズ

smooth 滑らかな

[同意語]
ラフ

rough 粗い、大まかな
キャン ュー ギヴ ミー ア ラフ アイデア

例）Can you give me a rough idea?
大まかなイメージを教えてもらえませんか？

ハーシュ

harsh 粗い、ザラザラした
ディス ハズ ハーシュ タッチズ

例）This has harsh touches.
それは、ザラザラした触り心地があります。

ザ サーフィス ィズ トゥー コアース プリーズ ポリッシュ イッ ウィズ

The surface is too coarse.  Please polish it with 
ファイナークロス

finer cloth.
表面が粗すぎます。もう少しキメの細かいクロスで
磨いてください。

－221－



【動詞】
ウォッシュ
wash
洗う、洗浄する

[類義語]
リンス

rinse
すすぎ落とす

ユー シュドゥ リンス ザ ペイント オフ ザ ブラッシュ ウェン

例）You should rinse the paint off the brush when 
ユー アー フィニッシュトゥ

you are finished.
終わったら、ブラシから塗料をすすぎ落とすべきで
す。

プリーズ ウォッシュ イッ ウィズ ニュートゥロー ディタージェント イン ザ

Please wash it with neutral detergent in the 
ルークウォーム ウォーター

lukewarm water.
それは中性洗剤を使いぬるま湯で洗浄してください。

ウォッシュイッウィズピュアワーターァンティルザソルーションィズクリアー

Wash it with pure water until the solution is clear.
溶液が完全に落ちるまで、表面を純水で洗い流しな
さい。

－175－



【動詞】
メイク シュアー
make sure
…であることを確認する

[同意語]
チェック

check
チェックする

プリーズ チェック ザ ハイドローリック プレシャー

例）Please check the hydraulic pressure.
油圧をチェックしてください。

[関連語]
イグザメン

examine
調べる

プリーズ イグザメン ザ サーフェス ビフォー ユー アタッチ イッ

例）Please examine the surface before you attach it.
取り付ける前に、表面を調べて下さい。

ビフォー ユー リーヴ メイク シュアー ダット ドォーズ スウィッチズ

Before you leave, make sure that those switches 
アー オフ

are off.
帰る前に、これらのスイッチがオフになっているの
を確認しなさい。

－106－



【副詞】
セイフリー
safely
安全に、無事に

[類義語]
セキュアリー

securely
確実に、安全に

メイク ショー ダッ ザ リードワイアーズ アー セキュアリー

例）Make sure that the leadwires are securely
アタッチト トゥ ディ イレクトロウズ

attached to the electrodes.
リード線が電極に確実に取り付けられているか確認
してください。

[関連語]
ケアレスリー

carelessly
軽率に、不注意から

フォロウ ディーズ ベイスィック ルールズ トゥ ドゥー ザ ジョブ セイフリー

Follow these basic rules to do the job safely.
安全に作業を行うために、これらの基本的なルール
に従ってください。

－272－



【形容詞】
ステイボー
stable
安定した

[反意語]
アンステイボー

unstable
不安定な

ザ スィステム ビケイム ァ リトー アンステイボー

例）The system became a little unstable.
システムが多少不安定になりました。

[関連語]
スタビリティー

stability
安定（性）

ウィー テスティッド ザ スタビリティー オヴ ザ マシーン

例）We tested the stability of the machine.
我々は、その機械の安定性を試験した。

ア ステイボー パウワー サプライ イズ ヴェリー インポータント フォー ディス

A stable power supply is very important for this 
スィステム

system.  
安定した電源供給は、このシステムにとって大変重
要です。

－251－



【名詞】
モウルド
mold
鋳型、射出成形型

[関連語]
モウルディング

molding
鋳造、鋳造物

ディスパートィズメイドゥバイユーズィングァニューモウルディング

例）This part is made by using a new molding
テクノロジー

technology.
この部品は新しい鋳造技術を用いて作られています。

[参考]
英語では「金型」にあたる単語が二種類あります。
dieは金属加工用の型、moldは非金属加工用の型と大別
されています。dieの項も参照してください。

フォー ディファレント アロイズ アー ユーズド トゥ メイク ディス モウルド

Four different alloys are used to make this mold.
この型を作るのには、４種類の合金が使われています。

フー ディザインド ディス モウルド

Who designed this mold?
この型は誰が設計したのですか？

－203－



【形容詞】
ビズィー
busy
忙しい、（使用中や作業中で）塞がっている

[反意語]
フリー

free 暇な、手が空いている、自由な
アー ユー フリー ディス アフタヌーン

例）Are you free this afternoon?
今日の午後は、空いていますか？

[関連語]
ビズィー オン ァナダー ライン

busy on another line
他の電話に出ている

アイム ソーリー バッ シーズ ビズィー オン ァナダー ライン

例）I'm sorry but she's busy on another line.
済みませんが、彼女は他の電話に出ております。

イフ ュー アー ナッ トゥー ビズィー キャン ュー ヘルプ ミー

If you are not too busy, can you help me?
余り忙しくなければ、手伝ってもらえますか？

ザ マシーン ワズ ビズィー ウェン ァイ ウォンティッ トゥー ユーズ ィッ

The machine was busy when I wanted to use it.
私が使おう思ったとき、その機械は塞がっていました。

－218－



【名詞】
ダズン
dozen
１ダース、12個

[関連語]
ァ カップル ォヴ

a couple of …
２つの…、２～３の…（主に北米）

ウィーハッドァカップルォヴプラブレムズウィズディスマシーン

例）We had a couple of problems with this machine 
イエスタデイ

yesterday.
その機械は、昨日２つ（～３つ）の問題を起こした。

[参考]
a couple ofは、北米では「２～３の」の意味ですが、
その他の地域では「２つの」の意味が主となります。
「２つの」と自分が言う時には、twoを使うほうが無難
です。

デェア アー トゥー ダズン ナッツ ィン イーチ ケイス

There are two dozen nuts in each case.
１ケースには２ダースのナットが入っています。

－192－



【動詞】
アライン
align
一直線上に位置を合わせる

[関連語]
アラインメント

alignment
（直線）配列、整合

ユーズ ディス アラインメント ガイド ピン トゥ セット デェム

例）Use this alignment guide pin to set them.
それらをセットするには、この配列ガイド用ピンを
使いなさい。

アライン ザ レフト サイド ウィズ ディス ライン

Align the left side with this line.
左側面をこの線に合わせなさい。

アライン ピン ワン オン ディス ケイブル ウィズ ピン ワン オン ザ

Align pin 1 on this cable with pin 1 on the 
コネクター

connector.
このケーブル側の１番ピンを、コネクター側の１番
ピンに揃えなさい。

－30－



【動詞】
スウィッチ
switch
入れ替える、入れ替わる、替える

[同意語]
リプレイス

replace（replaceの項も参照して下さい。）
ウィー マスト リプレイス ディ オ-ゥド カンポウネント ウィズ ア

例）We must replace the old component with a 
ニュー ワン

new one.
古い部品を新しいのと入れ替えなくてはならない。

チェインジ

change
取り替える、変わる

クッド ュー スウィッチ ポジションズ ウィズ ミー アイ シンク

Could you switch positions with me?  I think 
ユーアー レディ- トゥ ユーズ ディス マシーン バイ ヨーセーフ

you're ready to use this machine by yourself.
私と位置を入れ替わってもらえますか？　もうあな
た独りでこの機械を使用しても大丈夫だと思うので。

クッド ュー スウィッチ ディ アペレイション モウド フロム

Could you switch the operation mode from 
オートマティック トゥ マニュアル

automatic to manual?
操作モードを自動から手動に切り替えてもらえますか？

－157－



【動詞】
フロウト
float
浮く、浮遊する

[反意語]
スィンク

sink
沈む

[関連語]
スター

stir
撹拌する

アフター アディング ディス スペシャル ソルバント スター ィッ

例）After adding this special solvent, stir it 
スロウリー ェン ジェントリー

slowly and gently.
この特殊溶剤を加えた後に、ゆっくりと柔らかに撹
拌してください。

リーク

leak
漏れる

サムティングィズフロウティングォンザミクスチャー キャンユースィーイッ

Something is floating on the mixture. Can you see it?
混合液の上に何か浮いていますね。見えますか？

－73－



【名詞】
モウション
motion
動き、動作

[同意語]
ムーヴメント

movement
運動、動き、動作

ムーヴメント ォヴ ザ キャム / エナジー セイヴィング ムーヴメント

例）movement of the cam / energy saving movement
カムの動き／省エネ運動

アクション

action
動き、動作、行動、対策

ザ モウション キャン ビー ブロウクン ィントゥ トゥー ステイジズ

The motion can be broken into 2 stages.
その動きは２段階に分解できます。

ザ モウション ォヴ ザ ベルト ィズ ァ リルー ジャーキー

The motion of the belt is a little jerky.
ベルトの動きが少しぎくしゃくしています。

－204－



【動詞】
ムーヴ
move
動く、動かす、移動する

[類義語]
シフト

shift
動かす、移動する

[反意語]
ステイ

stay
動かずに、そのままの状態でいる

アプライ サム オイル ヒアー ソウ ザ シャフト ウィル ムーヴ ファスター

Apply some oil here, so the shaft will move faster.
シャフトが早く動くよう、ここに油を差してください。

プリーズ ムーヴ ディーズ ケイスィズ アウサイド

Please move these cases outside.
これらのケースを外に出して（＝移動して）下さい。

－111－



【動詞】
プット アフ
put off
延期する

[同意語]
ポウスポウン

postpone 延期する

[反意語]
ブリング フォワード

bring forward 前に持ってくる、前倒しする

[関連語]
ディレイ

delay 遅らす、遅れる、遅延
デュー トゥ ザ ヘヴィ スノウ ザ デリヴリー アヴ ザ パーツ

例）Due to the heavy snow, the delivery of the parts 
ハズ ビン ディレイド

has been delayed.
大雪の所為で、備品の納入が遅れた。

ウィーヴ プット アフ ザ ミーティング ティル ネクスト マンディ

We've put off the meeting till next Monday.
我々はミーティングを次の月曜まで延期しました。

インスタレイション アヴ ザ ソフトウェア ハズ ビン プット アフ

Installation of the software has been put off.
そのソフトのインストールは延期された。

－127－



【動詞】
フィニッシュ
finish
終える、終了する、仕上げる

[同意語]
エンド

end
終える、終わる

[反意語]
スタート

start
始める、始まる
ビギン

begin
始める、始まる

ユー シュッド フィニッシュ ディス バイ シックス

You should finish this job by six.
あなたは６時までにこの仕事を終えるべきです。
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【動詞】
カバー
cover
覆う、保護する

[類義語]
プロテクト

protect 保護する
プリーズ プロテクト ヨー アイズ ウィズ ディーズ セイフティー

例）Please protect your eyes with these safety 
グラースィズ

glasses. 
この安全めがねで目を保護してください。

[反意語]
アンカバー

uncover 覆いを取る
テイク オフ

take off はずす
テイク オフ ザ レッド ピン ビフォー アタッチング ザ

例）Take off the red pin before attaching the 
カートリッジ

cartridge.
カートリッジを装着する前に赤いピンを外しなさい。

カバー ディ エンズ ォブ ディーズ ケイブルズ ウィズ ザ ブルー キャップス

Cover the ends of these cables with the blue caps.
これらのケーブルの先端を青のキャップで保護しなさい。

－58－



【形容詞】
ストゥレインジ
strange
おかしな、変な、不思議な、違和感がある

[類義語]
オッド

odd おかしな、変な、奇数の
アブノーマル

abnormal 異常な

[反意語]
ノーマル

normal 正常な、通常の
コモン

common 普通の、共通の、よくある
ダッ イズ ァ コモン ミステイク ウィズ ディス ジョブ

例）That is a common mistake with this job.
それはこの作業でよくある間違いです。

デェズ ァ ストゥレインジ ノイズ カミン フロム ィンサイド ディス

There's a strange noise coming from inside this 
ケイス プリーズ スウィッチ ィッ オフ ェン オウプン ザ カヴァー

case.  Please switch it off and open the cover.
何かおかしな雑音がケースの中から出ています。ス
イッチを切って、カバーを開けてください。
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【動詞】
リプレイス
replace
置き換える、交換する

[類義語]
チェインジ

change 変える
サブスティテュート

substitute 代用する
ジォーン サブスティテューテッド エリック フォー ザ デイ

例）John substituted Eric for the day.
その日はジョンがエリックの代理を勤めた。

[関連語]
リプレイスメント パーツ

replacement parts 補修部品
ドゥー ユー ハヴ リプレイスメント パーツ フォー ディス

例）Do you have replacement parts for this 
マシーン

machine?
この機械の補修部品はありますか？

ディス カンプレサー ニーズ トゥ ビー リプレイスト

This compressor needs to be replaced.
このコンプレッサーは交換する必要があります。
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【動詞】
センド
send
送る

[類義語]
ディスパッチ / トゥランスミット

dispatch / transmit
急送する／送信する、伝動する

[反意語]
リシーヴ

receive
受け取る、受ける

プリーズ コール ミー ウェン ユー リシーヴ ザ ファックス

例）Please call me when you receive the fax.
ファックスを受け取ったら電話をください。

キャン ユー センド ヨー ウィークリー リポーツ バイ イーメイル

Can you send your weekly reports by e-mail?
週報をＥメールで送ってもらえますか？

ウェン ディス センサー ディテクツ エニー メタル パーティクルズ イッ

When this sensor detects any metal particles, it 
センズ アウト ァ シグナル トゥ ザ カントゥロウル パノー

sends out a signal to the control panel.
このセンサーは金属粉を感知すると、信号をコント
ロールパネルに送ります。
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【形容詞】
レイト
late
（日程・時刻的に）遅い、遅れている

[反意語]
アーリー

early （日程・時刻的に）早い

[関連語]
ビハインド スケジュール

behind schedule 予定より遅れている
アヘッド ォヴ スケジュール

ahead of schedule 予定より早い
レイティスト

latest 最新の
ザレイティストィンスペクションテクノロジーイズユーズドィンディス

例）The latest inspection technology is used in this 
マシーン

machine.
この機械には最新の検査技術が使用されています。

ザ デリヴァリー ォヴ ザ コンポウネンツ ワズ レイト デュー トゥー

The delivery of the components was late due to 
バッドウェダー

bad weather.
悪天候のため、その部品の納品が遅れました。
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【動詞】
ドゥロップ
drop
落とす、落ちる

[反意語]
ピック ァップ

pick up
拾う、拾い上げる

ネバーピックァップザパートフォールンァンダーディアッセンブリー

例）Never pick up the part fallen under the assembly 
ライン ウィザウト パーミッション

line without permission.
組み立てラインの下に落ちた部品は、許可なく、絶
対に拾わないこと。

[関連語]
フォール ォフ ( / フォール ァウト)

fall off (/fall out)
外れ落ちる

イーブン ウェン ザ スクリュー ドゥロップス ィントゥ ザ ケイス ネバー

Even when the screw drops into the case, never 
シェイクザ ケイス

shake the case.
ネジがケースの中に落ちた場合でも、絶対にケース
を振らないようにしなさい。
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【形容詞】
ヘヴィー
heavy
重い

[反意語]
ライト

light
軽い

[関連語]
ウェイト

weight
重量、重さ

ワット ィズ ザ ウェイト ォヴ ザ ワークピース

例）What is the weight of the workpiece?
工作物（＝ワーク）の重量はどれ位ですか？

ディス カンポウネント ィズ トゥー ヘヴィー トゥ キャリー バイ ハンド

This component is too heavy to carry by hand.  
プリーズ ユーズ ザ マニュアル フォークリフト

Please use the manual forklift.
その部品は手で運ぶには重過ぎます。手動式フォー
クリフトを使ってください。

ハウ ヘヴィー イズ ディス ェレクトリック ディスチャージ マシーン

How heavy is this electric discharge machine?
この放電加工機はどれ位の重量ですか？
（直訳＝この放電加工機はどれ位重いですか？）

－232－



【動詞】
ウェイ
weigh
…の重さがある、重さを量る

[関連語]
ウェイト

weight 重量
ウェイト スケイル

weight scale 重量計
ザ ウェイト スケイル ショウズ ァ リーディング オヴ

例）The weight scale shows a reading of 
エイティー キログラムズ

80kg.
重量計は８０キログラムの読み取り値を示していま
す。

ウァイ ドン ウィー ウェイ ザ パノーズ エン ユーズ ザ

Why don't we weigh the panels and use the 
ライテスト ワン フォー ディス プロジェクト

lightest one for this project?
パネルの重さを量って、一番軽いのを、このプロジ
ェクトのために使おうじゃありませんか？

ハウ マッチ ダズ ディス カンポウネント ウェイ

How much does this component weigh?
この部品はどれ位の重さがありますか？
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【動詞】
ソールヴ
solve
解決する

[関連語]
タクル

tackle
（問題）と取り組む
ソルーション

solution
解決策、解答

ハヴ ユー ファウンド ザ ソルーション トゥ ザ プロブレム

例）Have you found the solution to the problem?
その問題の解決策は見つかりましたか？

[参考]
solutionには「溶解液」という全く別の意味もあります。

ウィー ニード モア ダータ トゥ ソールヴ ザ プロブレム

We need more data to solve the problem.
その問題を解決するためには、もっとデータが必要
です。

プリーズ ドゥ ナッ トゥライ トゥ ソールヴ ザ プロブレム バイ ヨーセルフ

Please do not try to solve the problem by yourself.
一人で問題を解決しようとしないでください。
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【動詞】
インプルーヴ
improve
改善する、良くなる

[反意語]
ワースン

worsen
悪化する

[関連語]
プログレス

progress
進歩する、進歩、進捗
モディファイ

modify
修正（変更）する

ウィー シュドゥ モディファイ ザ スタンダダイズド ワーク シーツ

例）We should modify the standardized work sheets.
我々は作業標準書を修正すべきです。

ウィー ニー トゥ インプルーヴ ザ マニュファクチャリング ファシリティーズ

We need to improve the manufacturing facilities.
我々は製造設備を改善する必要がある。

デェア アー メニー ウェイズ トゥ インプルーヴ アワ プロダクティヴィティー

There are many ways to improve our productivity.
生産性を向上させる方法は数多くある。
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【動詞】
エンラージ
enlarge
拡大する、拡張する

[同意語]
メイク ラージャー

make larger
拡大する

プリーズ メイク ィッ ラージャー

例）Please make it larger.
それを拡大してください。

[反意語]
リデュース ザ サイズ ォヴ

reduce the size of …　　…のサイズを縮小する
キャン ユー リデュース ザ サイズ ォヴ ディス パート

例）Can you reduce the size of this part?
この部品のサイズを縮小することはできますか？

[関連語]
ワイドゥン / ショートゥン

widen / shorten 幅を広げる／短くする

プリーズ エンラージ ザ ホウル グラジュアリー

Please enlarge the hole gradually.
徐々に穴を広げてください。
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【動詞】
アクセラレイト
accelerate
加速する

[反意語]
ディシラレイト

decelerate
減速する

ハウキャンアイディシラレイトザスピードォブザ

例）How can I decelerate the speed of the 
レペティション

repetition?
どうすれば反復のスピードを減速することができま
すか？

[関連語]
スピードウミター

speedometer
速度計
アクセラレイティングリー

acceleratingly
加速度的に

ターン ディス ダイアル クロックワイズ トゥ アクセラレイト ザ ロウティション

Turn this dial clockwise to accelerate the rotation.
回転を加速するにはこのダイアルを時計回りに回し
てください。
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【動詞】
ハーデン
harden
硬くなる、硬化する

[反意語]
サフン

soften
柔らかくなる、軟化する

[関連語]
ソリッド / ソリダファイ

solid / solidify
固体／凝固する、凝固させる
リクィド / リクィファイ

liquid / liquefy
液体／液化する

ディ オイル ハーデンズ グラデュアリー ウェン ミクスト ウィズ ディス

The oil hardens gradually when mixed with this 
リクィド

liquid.
油はこの液体と混ぜると徐々に硬化します。
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【動詞】
プット アウェイ
put away
片付ける、しまう

[類義語]
クリアー

clear 片付ける（"clean" の項も参照）
リターン

return
戻す

メイ アイ テイク ディス ホーム アイル リターン イッ トゥマロウ

例）May I take this home?  I'll return it tomorrow.
これを家へ持ち帰っていいですか？　明日戻します
ので。

テイク アウト

take out 取りだす、持ち出す

プリーズ プッ ドォーズ ジグズ アウェイ ビフォー ゴーイン オン トゥ ザ

Please put those jigs away before going on to the 
ネクスト ピース ォヴ ワーク

next piece of work.
次の仕事に移る前に、それらの治具を片付けてくだ
さい。

クッド ユー プット ァウェイ ヨー パースノー ビロンギングズ

Could you put away your personal belongings?
自分の個人所有物を片付けてもらえますか？
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【動詞】
ティルト
tilt
傾ける、傾く

[類義語]
リーン

lean
傾く, もたれ掛る

ドン リーン オン ザ レイリン アズ イット ィズ ノット ヴェリー

例）Don't lean on the railing as it is not very 
セイフ

safe.
手すりにもたれ掛からないように。あまり安全では
ないですから。

[参考]
"tilt" は「傾き、傾斜」の意味で名詞としても使えます。

ザ ベンチ ハズ ア ティルト ウィー ニー トゥ リペアー イッ

例）The bench has a tilt. We need to repair it.
そのベンチは傾いています。修理しなければ。

メイク シュアー ザ マシーン ィズ フラット オン ザ フロアー エン ノット

Make sure the machine is flat on the floor and not 
ティルティン ビフォー ユージング イッ

tilting before using it.
使用前に、機械が水平に床面に据え付けられ、傾い
ていないことを確認してください。
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【動詞】
ボロウ
borrow
借りる

[反意語]
レンド

lend
貸す

クッド ユー レンド ミー ディス ルーラー フォー ア ミニット

例）Could you lend me this ruler for a minute?
この定規をちょっとだけ貸してもらえませんか。

[類義語]
ユーズ

use
トイレ、固定電話など持ち歩けないものを借りる場合は、
borrowは使わず、useを使います。

キャン アイ ユーズ ディス デスク フォー トゥデイ

例）Can I use this desk for today?
この机を今日一日借りていいですか？

レント

rent
賃借する。

メィ アイ ボロウ ディス ハマー フォー アン アワー

May I borrow this hammer for an hour?
１時間このハンマーを借りていいですか？

－36－



【動詞】
タップ
tap
軽く叩く

[関連語]
タップ

tap
蛇口、（「雌のねじ切り工具」という意味もあります。）

クロウズ ザ タップ タイトゥリー ウェン ユー アー ダン

例）Close the tap tightly when you are done.
使い終わったら、しっかりと蛇口（栓）を締めてく
ださい。

タップ ウォーター

tap water
水道水

ドン ドゥリンク ザ タップ ウォーター イッツ アンドゥリンカボー

例）Don't drink the tap water. It's undrinkable.
その水道水は飲まないで。飲料水ではありません。

プリーズ タップ ザ パ-ツ ジェントゥリー トゥ ラック デム イン プレイス

Please tap the parts gently to lock them in place.
固定して収まるように、部品をやさしく叩いてくだ
さい。

ヒー タップト ミー フロム ビハインド

He tapped me from behind.
彼は、後ろから私をポンと叩いた。
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【名詞】
クリアランス
clearance
間隙、隙間

[同意語]
ギャップ

gap
隙間、ギャップ

[参考]
ハンドルやレバー等の「遊び」はplayと言います。

エンドゥ(/サイド) プレイ ォヴ ザ シャフト

例）end (/side) play of the shaft
シャフト端（／側面）遊び

プリーズ リーヴ ァッ リーストゥ ファイヴ センティミターズ ォヴ クリアランス

Please leave at least 5 cm of clearance
ビットウィーン ディーズ トゥー パーツ

between these 2 parts.
この２つの部品間には、少なくとも5センチの間隙を
残しておいてください。

プリーズ チェック ザ クリアランス ウィズ ザ クリアランス

Please check the clearance with the clearance 
(/フィーラー) ゲイジ

(/ feeler) gauge.
隙間を、隙間ゲージで確認してください。
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【動詞】
コンプリート
complete
完了する、完了させる

[関連語]
コンプリート

complete（形容詞）
完成している、完全な

ザ ジョブ ィズ ナウ コンプリート

例）The job is now complete.
その仕事は既に完成しています。

コンプリートゥリー

completely（副詞）
完全に

ハズ ザ ヴァルヴ ビン コンプリートゥリー クロウズド

例）Has the valve been completely closed?
バルブは完全に閉じられましたか？

キャン ュー コンプリート ディ ァナリスィス バイ ネクスト

Can you complete the analysis by next 
ウェンズデイ

Wednesday?
次の水曜になる前に、その分析を完了することがで
きますか？
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【動詞】
マシーン
machine
機械加工する

[類義語]
プロセス

process
（材料やデータを）加工する

ウィー ニー トゥ プロセス ザ ダータ トゥ ユーズ フォー アワ

例）We need to process the data to use for our 
パーパス

purpose.
我々の目的のために使用するには、そのデータを加
工する必要がある。

ユーズ ディス ミリング マシーン トゥ マシーン ディ アルミナム

Use this milling machine to machine the aluminum 
トゥ イッツ ファイナル シェイプ

to its final shape.
そのアルミを最終の形に機械加工するには、このフ
ライス盤を使用してください。

ディス マティリアル ィズ ディフィコート トゥ マシーン

This material is difficult to machine.
この材料は機械加工するのが困難です。
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【形容詞】
デインジャラス
dangerous
危険な、危ない

[反意語]
セイフ

safe 安全な

[関連語]
リスキー

risky リスクを伴う、危険な
（dangerous は主に身体的危険、riskyは主に法的・経
済的危険を表す形容詞です。）
セイフリー

safely 安全に
ユー キャン セイフリー オペレイト ザ マシーン ァズ ロング ァズ

例）You can safely operate the machine as long as 
ユー フォロー ザ マニュアル

you follow the manual.
マニュアルに従っている限り、その機械は安全に操
作できます。

イッツ デインジャラス トゥー ホウルド ィット ィン ベアー ハンド プリーズ

It's dangerous to hold it in bare hand.  Please 
ウェアー グラヴズ

wear gloves.
それを素手で持つのは危険です。軍手をしてください。
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－245－

【形容詞】
レギュラー
regular
規則的な、定期的な

[類義語]
コンスィスタント

consistent
一貫性がある

[反意語]
イレギュラー

irregular
不規則な、ムラがある、不定期な

[関連語]
レギュラリー

regularly
規則的に、定期的に

プリーズ チェック ディ オイル レヴォー レギュラリー

例）Please check the oil level regularly.
オイル量を定期的に点検してください。

プリーズ スウィッチ ィッ トゥー ザ レギュラー スピード ェン スィー ハウ

Please switch it to the regular speed and see how 
イッ ムーヴズ

it moves.
定速モードに切り替えて、どう動くか様子を見てく
ださい。



【形容詞】
ダーティー
dirty
汚い、汚れた

[同意語]
フィルシー

filthy
汚い（dirtyより更に汚いものに使われます。）
クリーン

clean
奇麗な
フリー ォヴ

free of …
… が全くない

ザ サーフィス シュッ ビー フリー ォヴ グリース オー オイリー

例）The surface should be free of grease or oily 
マティアリアル

material.
その表面は、グリースや油性のものが全くない状態
でなければなりません。

クッド ュー ゲッ ミー ア クリーン クロス ザ サーフィス ォヴ

Could you get me a clean cloth?  The surface of 
ザ パノー ィズ ァ ビット ダーティー

the panel is a bit dirty.
綺麗な布（クロス）を取って来てもらえますか？
パネルの表面が少し汚れていますので。
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【名詞】
ファンクション
function
機能

[関連語]
ファンクション

function
機能する（functionには「機能する」の意味もあります。）

ディス ニュー タイプ ォヴ フラット パノー ディスプレイ オールソウ

例）This new type of flat panel display also 
ファンクションズ ァズ ァ ラウド スピーカー

functions as a loud speaker.
この新型表示パネルは、スピーカーとしても機能し
ます。

ファンクショナル / ファンクショナリー

functional / functionally
機能的な／機能的に

デェアマシーンィズファンクショナリーファインバッザプライス

例）Their machine is functionally fine but the price 
ィズ トゥー ハイ フォー ザ パーフォーマンス

is too high for the performance. 
彼らの機械は機能的には良いが、性能の割りに価格
が高すぎる。

ワット ィズ ザ ファンクション ォヴ ディス メタル パイプ ヒアー

What is the function of this metal pipe here?
ここにある、この金属パイプの機能は何ですか？
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【形容詞】
オブジェクティヴ
objective
客観的な

[反意語]
サブジェクティヴ

subjective
主観的な

[関連語]
オブジェクティヴリー

objectively
客観的に
サブジェクティヴリー

subjectively
主観的に

サブジェクティヴリー スピーキング ブラック フレイム ィズ ベスト

例）Subjectively speaking, black frame is best.
主観的に言えば、黒のフレームが最善です。

アー デェア エニー オブジェクティヴ パーフォーマンス イヴァリュエイション

Are there any objective performance evaluation 
メソッズ

methods?
何か客観的な性能評価方法はありますか？
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【名詞】
レスト
rest
休憩、残り

[同意語]
ブレイク

break 休憩
テイク ァ レスト (/ブレイク)

take a rest (/break) 休憩する、休憩を取る

[類義語]
リメイニング / リメインダー

remaining / remainder 残りの／残り、残り物
ハウ マッチ タイム ドゥー ウィー ハヴ リメイニング

例）How much time do we have remaining?
残りの時間はどれ位ありますか？

アワ ァフタヌーン レスト タイム ィズ フロム スリー トゥー スリー サーティー

Our afternoon rest time is from 3:00 to 3:30.
私たちの午後の休憩時間は、３時から３時半です。

アフター ユー アー フィニッシュト ムーヴ ザ レスト ォヴ ザ パーツ

After you are finished, move the rest of the parts 
トゥー ザシェルフ

to the shelf.
終わったら、残りの部品を棚に移動してください。
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【動詞】
コオーペレイト
cooperate
協力する

[関連語]
コオーペラティブ

cooperative
協力的な

ヒー イズ オールウェイズ コオーペラティブ

例）He is always cooperative.
彼はいつも協力的だ。

アンコオーペラティブ

uncooperative
非協力的

コオーペレイション

cooperation
協力

センク ュー ベリー マッチ フォー ヨー コオーペレイション

例）Thank you very much for your cooperation.
ご協力大変有り難うございます。

ウィー アー レディー トゥ コオーペレイト ウィズ ヨー ティーム

We are ready to cooperate with your team.
私達はあなたのチームと協力する体制が出来ていま
す。
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【動詞】
リコード
record
記録する

[参考]
recordには「記録」という意味もあります。

ウァッツ ザ ハイエスト レコード イン ザ パスト

例）What's the highest record in the past?
過去の最高記録はどれ位ですか？

[関連語句]
キープ レコード

keep record
記録を取って保存しておく

ディス マシーン オートマティクリー キープス リコード アヴ ザ

例）This machine automatically keeps record of the 
チェンジズ イン エアー プレシャー

changes in air pressure.
この機械は自動的に空気圧変化の記録を取っていま
す。

キャン ユー リコード ザ リーディング オン ディス シート

Can you record the reading on this sheet?
読み取り値をこのシートに記録してもらえますか？

プレス ディス バトゥン トゥ リコード ザ ダータ オン ザ ディスク

Press this button to record the data on the disk.
このボタンを押してデータを記録してください。
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【形容詞】
ケアフル
careful
気を付けて、注意深い、慎重な

[反意語]
ケアレス

careless
不注意な、軽率な

[関連語]
ケアフリー

carefully
慎重に、注意深く

ケアフリー スライド ザ カード ィントゥー ザ スロット

例）Carefully slide the card into the slot.
カードを慎重にスロットに差し込んでください。

プリーズ ビー ケアフル ナッ トゥー ドゥロップ ザ スクルー イン ザ

Please be careful not to drop the screws in the 
チャシー

chassis.
シャーシーの中にネジを落とさないよう気を付けて
下さい。

プリーズ ビー ケアフル ォヴ ザ カバーズ エッジ

Please be careful of the cover's edge.
カバーの縁に気を付けて下さい。
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【副詞】
イーヴンリー
evenly
均等に、均一に

[類義語]
イクォリー

equally
平等に、同等に、同程度に

エヴリ パート ォヴ ディス プロセス ィズ イクォリー インポータント

例）Every part of this process is equally important.
この工程のどの部分も同程度に重要です。

[反意語]
アニーヴンリー

unevenly
不均等に

ディス スポット ィズ ァニーヴンリー ペインテッド

例）This spot is unevenly painted.
この部分が不均等に塗装されています。

プリーズ メイク ショー ダッ ザ ウェイト ィズ イーヴンリー

Please make sure that the weight is evenly
ディストゥリビュティッド

distributed.
重量が均等に配分されているか確認してください。
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【動詞】
スティック
stick
くっつく、動かなくなる、突き刺さる

[関連語]
スティック アウト

stick out
突き出す、突き出る

プル ザ ワイアー スティッキング アウト ォヴ ザ ホウル

例）Pull the wire sticking out of the hole.
その穴から突き出ているワイヤーを引いてくださ
い。

ザ グルー スタック オン マイ フィンガーズ ハウ キャ ナイ リムーヴ イッ

The glue stuck on my fingers.  How can I remove it?
接着剤が指にくっつきました。どうすれば取り除け
ますか？

ザ ケイボー ガット スタック ビトゥウィーン ザ ガイド プレイト エン

The cable got stuck between the guide plate and 
ザ チャーシ

the chassis.
ケーブルがガイドプレートとシャーシの間に挟まっ
て動かなくなりました。
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【動詞】
アッセンブル
assemble
組み立てる

[反意語]
ディサセンブル

disassemble 分解する
キャン ュー ディサセンブル オウンリー ディス パート ォブ ザ

例）Can you disassemble only this part of the 
マシーン

machine?
その機械のこの部分だけ分解することが出来ます
か？

[関連語]
アッセンブリー ライン

assembly line 組み立てライン

[参考]
assembly には、「集会」という意味もあります。

プリーズ アッセンブル ザ パーツ イントゥ ア ユニット アズ アイ

Please assemble the parts into a unit as I 
デモンストゥレイティッド

demonstrated.
私がやって見せたようにして、部品を組み立ててユ
ニットを作ってください。
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【形容詞】
ダーク
dark
暗い、（色が）濃い・深い

[反意語]
ブライト

bright
明るい
ライト

light
淡い、薄い、明るい

[関連語]
ダークネス

darkness
暗さ、黒さ、闇

イッツ クワイト ダーク ィン ヒア ウェア アー ザ ライト スウィッチズ

It's quite dark in here.  Where are the light switches?
この中はかなり暗いです。どこに照明のスイッチが
あるのかしら？

プリーズ ユーズ ザ ダーカー ペイント

Please use the darker paint.
もっと濃い色の塗料を使ってください。
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【動詞】
アッド
add
加える

[反意語]
サブトラクト

subtract 取り去る、～を引く

［関連語］
アディション

addition 追加、加入
アディショナル

additional 追加的、追加の
アディッショナル プロダクション プラン

例）additional production plan
追加生産計画

プリーズ アッド サム モァー サーダー トゥ ザ ジョイント ォブ ザ

Please add some more solder to the joint of the 
ワイァーズ

wires.
ワイヤーの接合部には、もう少しハンダを加えてく
ださい。

イフ ユー アッド シックス トゥ スリー ユー ゲット ナイン

If you add six to three, you get nine.
6を3に加えれば9になります。
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【動詞】
ウォーン
warn
警告する

[関連語]
ア ウォーニング ライト (/バザー)

a warning light (/buzzer)
警告灯（／ブザー）

ルック (/ウォッチ) アウト フォー

look (/watch) out for …
…があるかどうかに注意する、気を付ける

プリーズ ウォッチ アウト フォー ザ テンプラチャー ウォーニング

例）Please watch out for the temperature warning 
ライト メイク シュア ディ エンジン ダズント オウヴァヒート

light. Make sure the engine doesn't overheat.
温度警告灯に気を付けておいてください。エンジン
が過熱しないよう確認してください。

アワ ティーム リーダ- ウォーンド ミー ナッ トゥ フォゲット マイ

Our team leader warned me not to forget my 
セイフティー グラシズ ウェン ユージン ディス マシーン

safety glasses when using this machine.
この機械を使用するときは、安全メガネを忘れない
ようにと、班長が私に警告した。
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【動詞】
カルキュレイト
calculate
計算する

[関連語]
カルキュレイター

calculator
計算機（電卓）
カルキュレイション

calculation
計算（結果）

マイ カルキュレイションズ ァー サムウォット ディファレント

例）My calculations are somewhat different 
フロム ヨーズ

from yours.
私の計算結果は、あなたのと少々異なっています。

キャン ュー カルキュレイト ハウ マッチ マンパゥワー ウィー ニード

Can you calculate how much manpower we need 
トゥ クリアー アワーニュー プロダクション ゴウル

to clear our new production goal?
我々の新しい生産目標を達成するのに、どの程度の
人員が必要か、計算できますか？
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【名詞】
インジャリー
injury
怪我、負傷、傷害

[類義語]
ウーンドゥ

wound
負傷、怪我（主に外傷）
（注）injuryが主に骨折等、体内に受けた傷害を表すのに
対し、woundは主に外傷を表します。

[関連語]
インジャー

injure
怪我をさせる　（注）通常受け身形で用います。

デェイ ワー インジャード ィン ディ アクスィデント

例）They were injured in the accident.
彼は事故で負傷した。

ストゥリクトリーフォローザマニュアルトゥプリヴェントェニーインジャリーズ

Strictly follow the manual to prevent any injuries.
どんな怪我をも防ぐよう、厳格にマニュアルに従っ
てください。
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【名詞】
アラウアンス
allowance
削り代、取り代、ゆとり、許容誤差

[参考]
allowance には（金銭的な）「手当」という意味もあり
ます。

[類義語]
トレレンス

tolerance
許容誤差
エラー

error
結果としての誤差又は計算上の誤差

プリーズ リーヴ ァ マシーニング アラウアンス ォヴ ゼロ ポイント エイト ォン

Please leave a machining allowance of 0.8 mm on 
ディ イナー サーフェス

the inner surface.
内面に0.8ミリの削り代を残しておいて下さい。

ディーズ ボールツ アー メイドゥ トゥー アン ァラウアンス ォヴ エイト

These bolts are made to an allowance of 8 
マイクロンズ

microns.
これらのボルトは８ミクロンの許容誤差で作られて
います。
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【動詞】
テスト
test
検査する、試す、試験する

[参考]
test には「試験」という名詞もあります。

アイ アム テイキング ア ウェルディング レヴォー トゥー テスト

例）I am taking a welding level 2 test
トゥデイ

today.
本日、私は溶接の２級試験を受けます。

[同意語]
イグザメン

examine
検査する、調査する

アイ ニードゥ トゥ イグザメン ザ コーズ オヴ ザ ブレイクダウン

例）I need to examine the cause of the breakdown.
私はその故障の原因を調査する必要があります。

チェック

check
確認する、調べる

ウィー ニー トゥ テスト ザ ストゥレンクス オヴ ディス スティール

We need to test the strength of this steel.
この鋼の強度を検査する必要があります。
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【動詞】
グラインド
grind
研磨する、磨く、研ぐ、擦り砕く

[関連語]
グラインダー

grinder
研磨機

[類義語]
ファイル

file
ヤスリをかける、ヤスリ

プリーズ ファイル イット アンティル イッ フィッツ イン ザ ホウル

例）Please file it until it fits in the hole.
穴にぴったりはまるまで、ヤスリをかけて下さい。

オーウェイズ ウェアー セイフティー グラスィズ ウェン ユー グラインド イッ

Always wear safety glasses when you grind it.
研磨するときは必ず安全メガネを着用してください。

グラインド イッ ウィズ ァ ハーダー アブレイシヴ

Grind it with a harder abrasive.
もっと硬い研磨剤で、それを研磨して下さい。
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【形容詞】
イクスペンスィヴ
expensive
高価な、値段が高い

[反意語]
チープ

cheap
安い、安っぽい
リーズナブル

reasonable
値ごろな、納得できる、適当な
レス イクスペンスィヴ

less expensive
余り高くない、より安い、値が張らない

ディスジョイントアームィズレスイクスペンスィヴダンダーッワン

例）This joint arm is less expensive than that one.
このジョイントアームは、あれより値が張りません。

ディス マティアリアル ィズ トゥー イクスペンシヴ キャント ウィー ユーズ ァ

This material is too expensive.  Can't we use a 
レスイクスペンスィヴ タイプ

less expensive type?
この素材は高価過ぎます。もっと安い種類を使うこ
とはできませんか？
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【動詞】
フリーズ
freeze
凍る、凍結する、凍らせる

[反意語]
メルト

melt
融ける

ディ アロイ ビギンズ トゥ メルト ダウン アッ ワン タウザンド

例）The alloy begins to melt down at 1000 
ディグリーズ センティグレイド

degrees centigrade.
その合金は1000度で熔解し始めます。

ディフロスト

defrost
解凍する、除霜する

ディス リクイッド スターツ フリージング アッ －トゥエンティー

This liquid starts freezing at minus 20 
ディグリーズ センティグレイド

degrees centigrade.
この液体は、マイナス20度で凍結し始めます。

プリーズ キープ ディス ミクスチャー フロム ゲティン フロゥズン

Please keep this mixture from getting frozen.
この混合液を凍結させないように注意してください。
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【名詞】
ブレイクダウン
breakdown
故障、内訳

[参考]
機能が停止するような「故障」では、よくfailureが用い
られます。

パワーフェイリャー / ハイドゥローリックプレッシャーフェイリャー

例）power failure / hydraulic pressure failure
電源トラブル、停電／油圧低下トラブル

[類義語]
ディフェクト

defect 不具合
ハヴ ュー フィックスト ザ ディフェクツ ィン ザ コントロール

例）Have you fixed the defects in the control 
システム

system?
制御システムの不具合は修正できましたか？

ハヴ ュー ファウンド ザ コーズィズ ォヴ ザ ブレイクダウン

Have you found the causes of the breakdown?
故障の原因は見つけましたか？

クッド ュー ギヴ ミー ザ ブレイクダウン ォヴ ディ エスティミット

Could you give me the breakdown of the estimate?
見積の内訳をもらえますか？
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【動詞】
ラブ
rub
こする、擦る

[関連語]
スクラブ

scrub
強くこする、ゴシゴシこする

ダット ステイン ウォゥント ゴウ アウェイ イフ ユー ドン スクラブ

例）That stain won't go away if you don't scrub
ハード

hard.
強くゴシゴシとこすらないと、そのシミは落ちません
よ。

ワイプ

wipe
拭く

ワイプ ザ タップ プレイトゥ ウィズ ア クリーン ソフト クロス

例）Wipe the top plate with a clean soft cloth.
上面のプレートを、きれいな柔らかい布で拭きなさい。

プリーズ ドン ラブ バット ワイプ ザ サーフェス ジェントリー

Please don't rub but wipe the surface gently.
表面をこすらないで、優しく拭いてください。

ラブ ザ トップ サイド ウィズ ディス アブレイシヴ

Rub the top side with this abrasive.
この研磨剤で上面をこすりなさい。
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【動詞】
フィックス
fix
固定する、修理する

[関連語]
リペアー

repair 修理する
ドゥー ユー ニード ァ スペシャル トゥール トゥ リペアー ディス

例）Do you need a special tool to repair this 
インディケイター

indicator?
この計器を修理するのには特殊な工具が必要です
か？

[関連表現]
フィックス ァ プロブレム

fix a problem 問題を解決する
フィックスト アイデア

fixed idea 固定観念

プリーズ フィックス ザ フィットメント トゥ ザ バックサイド ォヴ ザ ケイス

Please fix the fitment to the backside of the case.
取付金具をケースの裏面に固定してください。

キャン ユー フィックス ザ パウワー ユニット

Can you fix the power unit?
電源ユニットを直せますか？
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【動詞】
スピル
spill
こぼす、ばらまく、こぼれる

[関連語]
オウヴァフロウ

overflow 溢れ出る
フルーイッド オウヴァフロウド フロム ヒア ウィル ビー

例）Fluid overflowed from here will be 
リクレイムド フォー リユース

reclaimed for reuse.
ここから溢れ出た液は、再使用のために回収されま
す。

リーク

leak 漏れる
（leakの項も参照してください。）

プリーズ ワイプ ディ オイル オフ イミディエイトゥリー イフ ユー スピル エニー

Please wipe the oil off immediately if you spill any 
オン ザ フロアー

on the floor.
油を床にこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。

プリーズ トゥライ ナッ トゥー スピル エニー クーラント

Please try not to spill any coolant.
冷却液をこぼさないよう注意してください。
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【動詞】
ブレイク
break
壊れる、壊す、断線する

[類義語]
ダミッジ

damage
損害を与える

[反意語]
リペァー

repair
修理する

フー リペァード ザ ロウテイティング パート ォブ ザ マシーン

例）Who repaired the rotating part of the machine?
誰がその機械の回転部分を修理しましたか？

フィックス

fix
直す　（← repairより口語的な表現です。）

ザ ワイアー マイト ブレイク イフ ュー プル ィッ トゥー ハード

The wire might break if you pull it too hard.
あまり引っ張りすぎるとワイヤーが断線するかもし
れませんよ。
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【形容詞】
ラースト
last
最後の、最終の

[反意語]
ファースト

first 最初の、第１番目の

[関連語]
セカンド フロム ザ ラースト

second from the last 最後から２番目
プリーズ プレス ザ セカンド フロム ザ ラースト バタン ォン

例）Please press the second from the last button on 
ザ トップ ロウ

the top row.
最上段の最後から２番目のボタンを押してくださ
い。

[参考]
lastには「持続する、続く」という意味もあります。

ザパウワーフェイリャーラースティッドフォーアバウトテンミニッツ

例）The power failure lasted for about 10 minutes.
その停電は約10分間続いた。

ザ ラースト ステップ ォヴ ディス ワーク ィズ トゥ テスト ザ サーキット

The last step of this work is to test the circuit.
この作業の最終手順は回路を試験することです。
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【形容詞】
マクスィマム
maximum
最大の

[関連語]
ミニマム

minimum
最小の、最少の
アッ リースト

at least
少なくとも、最低でも

イッテイクスミーアッリーストスリーアワーズトゥフィニッシュ

例）It takes me at least 3 hours to finish
ディス リポート

this report.
このレポートを仕上げるには、少なくとも３時間私
にはかかります。

アッ モウスト

at most
多くとも、最大でも

ザ マクスィマム ワークピース ウェイト フォー ディス マシーン ィズ

The maximum workpiece weight for this machine is 
スィックスハンドレッドキログラムズ

600 kilograms.
この機械で扱える工作物の最大許容質量は６００キ
ログラムです。
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【名詞】
マティアリアル
material
材料、素材

[関連語]
ロー マティアリアル

raw material
原料、原材料
ビー メイド ォヴ (/ フロム)

be made of (/ from) …
…で（／から）出来ている、作られている

ディス ヴァルヴ ィズ メイド ォヴ ァ スペシャル マティアリアル

例）This valve is made of a special material.
このバルブ（弁）は特殊な素材で出来ています。

ワッ マティアリアル ドゥ ユー ユーズ フォー コウティング ディ サーフィス

What material do you use for coating the surface 
ォヴ ディス パノー

of this panel?
パネルの表面のコーティングにはどんな素材を使っ
ていますか？

ウィー ニード ァ モー フレクスィボー マティアリアル トゥ カヴァー ィッ

We need a more flexible material to cover it.
それを覆うのには、もっと曲がりやすい素材が必要
です。
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【動詞】
サーチ ･･･ フォー ～
search … for ～
…の場所で～を捜す

[同意語]
ルック フォー

look for
捜す

[関連語]
ファインド

find
見つける、発見する

ハヴ ユー ファウンド ザ コーズィズ イエット

例）Have you found the causes yet?
原因は見つかりましたか？

ウィー サーチト ザ フロアー フォー ザ ミシング パート

We searched the floor for the missing part.
なくなった部品を求めて床を捜しました。

ディス セクション イズ ヴァイブレイティング トゥー マッチ プリーズ サーチ

This section is vibrating too much. Please search
ザ コネクティング パーツ フォー ザ プローブレム

the connecting parts for the problem.
この部分が振動しすぎています。接続部分に問題が
ないか捜して下さい。
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【名詞】
ワークショップ
workshop
作業場、仕事場、参加者が実習を行う研修会

[類義語]
ワークプレイス

workplace 職場、仕事場
プレゼンテイション

presentation プレゼンテーション、発表
テイク トゥレイニング

take training 訓練を受ける
エヴリー ニュー エンプロイイー マストゥ テイク ザ セイフティー

例）Every new employee must take the safety 
トゥレイニング

training.
新入社員は全員、安全訓練を受けなければならない。

ネクスト マンディ デェアル ビー ァ ワークショップ ォン ハウ トゥ

Next Monday, there'll be a workshop on how to 
ユーズ ザ ニュー マシーニング センター

use the new machining center.
次の月曜日に、新しいマシニングセンターの使い方
についての研修会があります。

ワッ タイプス ォヴ プロセシング マシーンズ アー デェア ィン

What types of processing machines are there in 
ヨー ワークショップ

your workshop?
あなたの仕事場にはどんな種類の加工機がありますか？
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【動詞】
サポート
support
支える、支持する

[同意語]
バック (アップ)

back (up) 支持する

[反意語]
オポウズ

oppose 反対する
アイ オポウズ ビルズ アイデア (アイ アム オポウズド トゥ ビルズ

例）I oppose Bill's idea.  (/I am opposed to Bill's 
アイデア)

idea.)
私はビルの考えに反対だ。

ディーズ ロウラー ベアリングズ サポート ザ シャフト

These roller bearings support the shaft.
これらのローラーベアリングがシャフトを支えてい
ます。

デェイ サポーテッド ディ イントゥロダクション アヴ アワ ニュー

They supported the introduction of our new 
テクノロジー

technology.
彼らは私たちの新しい技術の導入を支持した。
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【動詞】
レット
let
…に～させる、…が～するのを許す

[類義語の説明]
have … do ～ はlet より強く、「…に～させる」等。
make … do ～ は人間に使うと「…に強制的に～させる」
という強い意味で、物にしか使わない方がよいでしょう。

[参考]
日本語の「えーっと」に当たる表現には、下記のように
letを使うものがあり、よく使われます。
レッツ スィー / レッ ミー スィー

Let's see. / Let me see.

プリーズ レット ミー ショウ ユー ハウ トゥ ユーズ ザ コントゥローラー

Please let me show you how to use the controller.
私にその制御装置の使い方を教えさせて下さい。

プリーズ ドン レット ザ プレシャー フォール

Please don't let the pressure fall.
圧力が下がらないようにしてください。
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【動詞】
ワーク
work
作動する、取り組む

[同意語]
アペレイト

operate
作動する/させる、運転する、操作する

ユーキャントアペレイトダットマシーンウィダウトァ

例）You can't operate that machine without a 
ライセンス

license.
その機械は免許なしには操作することが出来ません
よ。

ディス アペレイション パノー ウィル ノット ワ-ク アンレス ユー

This operation panel will not work unless you 
エンター ヨー パスワード

enter your password.
この操作パネルは、パスワードを入力しないと作動
しません。

ディス イアー ウィー スターテド ワーキン オン ァ ニュー プラジェクト トゥ

This year we started working on a new project to 
セイヴ エナジー

save energy.
今年、私たちは新しい省エネルギープロジェクトに
取り組み始めました。
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【動詞】
リーヴ
leave
…を去る、…を残す、そのままにしておく

[他の用例]
ヒー レフト ザ ユーエス フォー ジャパン

He left the U.S. for Japan.
彼は米国を去り日本に向かった。

クッド ュー リーヴ イッ トゥ　(/ウィズ) ミー

Could you leave it to (/with) me?
私に任せてもらえますか？

アイヴ レフト マイ アンブレラ (ビハインド) アッ ザ ステイション

I've left my umbrella (behind) at the station.
その駅に傘を忘れてしまいました。

プリーズ ドン リーヴ ザ マシーン ウィザウト スウィッチング

Please don't leave the machine without switching 
イッ オフ

it off.
電源を切らないまま、その機械から離れないでくだ
さい。

ウェン ユー リーブ ザ ルーム　リメンバー トゥ ターン オフ

When you leave the room, remember to turn off 
ザ ライツ

the lights.
部屋を去る前には、必ず電気を消してください。
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【動詞】
アクサダイズ
oxidize
酸化する

[関連語]
アンティアキシダンツ

antioxidants 酸化防止剤、抗酸化剤
アクサデイション　(アクシダイゼイション)

oxidation (oxidization) 酸化
ディス コーティング プロテクツ ザ サ-フェス フロム

例）This coating protects the surface from
オクサデイション

oxidation.
このコーティングが表面を酸化から守ります。

アフター ユース プッ ティット バック イントゥ ディス ケイス トゥ キープ

After use, put it back into this case to keep 
イッ フロム アクサダイジン

it from oxidizing.
使用後は、このケースに戻して、酸化を避けてくだ
さい。

イッツ サ-フェス イズ ヴェリー イージー トゥ アクサダイズ ソウ メイク

Its surface is very easy to oxidize.  So, make 
シュアー イット ィズ カンプリートリー コウテッド

sure it is completely coated.
表面が非常に酸化しやすいので、コート剤が完全に
塗られているのを確認してください。
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【副詞】
ナチュラリー
naturally
自然に、自然と、当然

[反意語]
アーティフィシァリー

artificially 人工的に

[関連語]
ナチュラル

natural 自然の、天然の、当然な
アーティフィシァル

artificial 人工的な

プリーズ ウェイト ァンティル ザ テンパラチャー ナチュラリー フォールズ トゥ

Please wait until the temperature naturally falls to 
アバウト スィクスティー ディグリーズ センティグレイド

about 60 degrees centigrade.
温度が自然に摂氏60度程度に落ちるまで待って下さい。

ナチュラリー エヴリー エフォート シュッ ビー メイド トゥ ミート ザ

Naturally, every effort should be made to meet the 
デッドライン

deadline.
当然、期限を守るためにあらゆる努力がなされるべ
きだ。
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【副詞】
ファームリー
firmly
しっかりと、堅く

[同意語]
タイトリー

tightly 堅く、しっかりと

[類義語]
セキュアリー

securely 確実に、しっかりと、安全に

[反意語]
ルースリー

loosely 緩く
アタッチ ザ センサーズ ルースリー アッ ファースト

例）Attach the sensors loosely at first.
最初は緩くセンサー類を取り付けておいて下さい。

プリーズ フィックス ザ カッティング ブレイド ファームリー

Please fix the cutting blade firmly.
切削刃をしっかりと固定してください。

プリーズ タイトゥン ザ ナッツ ファームリー

Please tighten the nuts firmly.
ナットを堅く締めて下さい。
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【形容詞】
ヒューミッド
humid
湿気がある、湿度が高い、ジメジメした

[反意語]
ドゥラーイ

dry
乾燥した

ザ マティアリアル シュッ ビー ケプト ァンダー ドゥラーイ

例）The material should be kept under dry
コンディションズ トゥ アヴォイド オクスィデイション

conditions to avoid oxidation.
酸化を避けるため、その素材は乾燥した環境で保管
してください。

[関連語]
ヒューミディティー

humidity
湿度
（humidityの項を参照してください。）
ウェット

wet
濡れた

ディス プレイス ィズ トゥー ヒューミッド トゥ キープ ドウズ トゥールズ

This place is too humid to keep those tools.
この場所はそれらの工具を保管するには湿度が高す
ぎます。
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【名詞】
ィクスペーリメント
experiment
実験

[関連語]
ィクスペーリメント

experiment
実験する（experimentには「実験する」の意味もありま
す。）

ウィーシュッィクスペーリメントウィズィットァゲインァットァ

例）We should experiment with it again at a 
ハイアー テンパラチャー

higher temperature.
もっと高い温度で再度実験するべきです。

イクスペーリメンタル / イクスペーリメンタリー

experimental / experimentally
実験的な、試験的な／実験的に、試験的に

ウィー ユーズド ザ ニュー デイタベイス マネジメント スィステム

例）We used the new database management system 
ィクスペーリメンタリー

experimentally.
我々は新しいデータベースシステムを試験的に運用
した。

ウィーヴ ダン ィクスペーリメンツ ウィズ ヴェアリアス マティアリアルズ

We've done experiments with various materials.
私たちは、色々な材料で実験を行いました。
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【名詞】
ヒューミディティ
humidity
湿度

[関連語]
ヒューミッド

humid 湿気が高い、蒸し蒸ししている
スタッフィ

stuffy 空気がこもっている、風通しが悪い
ディス ルーム ィズ ヴェリー スタッフィ レッツ オウプン ザ

例）This room is very stuffy.  Let's open the 
ウィンドウズ

windows.
この部屋は非常に空気がこもっています。窓を開け
ましょう。

テンパラチャー

temperature 温度
ウェット

wet 濡れている
ドゥラーイ

dry 乾燥している、乾燥させる

トゥ メインテイン ザ クォーリティ ォヴ ザ マテーリアル ザ ヒューミディティ

To maintain the quality of the material, the humidity
ヒアーィズ ケプト ビットウィーン サーティ ェン フィフティ パーセント

here is kept between 30 and 50 %.
材料の品質保持のため、ここの湿度は30から50％に
保たれています。
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【動詞】
ウァッチ
watch
じっと見る、見守る、注意して見る

[類義語]
スィー

see
見る、見える （映像などを受動的に見る）
ルック (アット)

look (at)
見る（見る対象に視線を向ける）
ウァッチ アウト

Watch out!
気をつけて！

ウァッチ ザ ディマンストゥレイション ケアフリー ソウ ユー ウィル

Watch the demonstration carefully so you will 
ノウ ハウ トゥ アプレイト ディス マシーン

know how to operate this machine.
この機械の使い方を知ることができるよう、よく注
意してデモンストレーションを見ておいてください。

ウィー ニー トゥ ウァッチ アワ イレクトゥリシティー コンサンプション トゥ

We need to watch our electricity consumption to 
セイヴ エナジー

save energy.
省エネルギーのために、我々は電力の消費量を注意
して見ておく必要がある。
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【動詞】
スクイーズ
squeeze
…を絞る、押し入る

[類義語]
リング

wring （ねじり）絞る
プリーズ リング ザ スパンジ アウト オウヴァー ザ バケット

例）Please wring the sponge out over the bucket.
スポンジをバケツの上で絞ってください。

[関連語]
ピール

peel 皮をむく
ピール ザ ワイアー エンド アバウト ファイヴ ミリミターズ

例）Peel the wire end about 5 millimeters.
ワイヤーの皮を端から５ミリ程度むいてください。

プリーズ スクイーズ ザ テューブ トゥ エンプティ ディ エンタイア

Please squeeze the tube to empty the entire 
カンテンツ

contents.
チューブを絞って中身を全て出して（空にして）く
ださい。

プリーズ スクイーズ ザ ワイアー イントゥ ザ プラグ

Please squeeze the wire into the plug.
ワイヤーをプラグにねじ込んでください。
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【動詞】
インディケイト
indicate
示している、表示している

[類義語]
ショウ

show
示す、見せる

[関連語]
ポイント アウト

point out
指摘する

ヒー ポインティド アウト ザ プロブレムズ イン ザ システム

例）He pointed out the problems in the system.
彼はそのシステムの問題点を指摘した。

ディス ゲイジ インディケイツ ザ ハイドローリック プレシャー

This gauge indicates the hydraulic pressure.
この計器は油圧を表示しています。

プリーズ インディケイト ウィッチ マティリアル ユー ニード

Please indicate which material you need.
どんな材料が必要か示して下さい。



【動詞】
タイトゥン
tighten
締める、しっかりと（／堅く）締める

[反意語]
ルースン

loosen（loosenの項も参照して下さい。）
ゆるめる

ドン スラム ザ ドアー オア ユー ウィル ルースン ザ

例）Don't slam the door or you will loosen the 
ヒンジズ

hinges.
ドアをばたんと開け閉めしないでください。そうし
ないと、ヒンジが緩みますから。

[関連語]
タイト

tight 堅い
ルース

loose ゆるんだ

プリーズ ユーズ ザ トーク レンチ ウェン ユー タイトゥン

Please use the torque wrench when you tighten
ディーズ ボウルツ

these bolts.
これらのボルトを締める際は、このトルクレンチを
使ってください。
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【動詞】
シャープン
sharpen
…をシャープにする、鋭くする、研ぐ

[反意語]
ブラント

blunt
（エッジを）なまらせる、（エッジが）なまっている

プリーズ リプレイス ザ ブレイド ディ エッジ ィズ ブラント

例）Please replace the blade.  The edge is blunt.
刃を交換してください。エッジがなまっています。

[関連語]
ダル

dull
鈍い、切れない
ファイル

file
ヤスリ、ヤスリをかける

ファイル ディ エッジ トゥ スムーズ イッ アウト

例）File the edge to smooth it out.
スムーズにするために、エッジにヤスリをかけなさい。

プリーズ ドント シャープン ザ カティング ブレイド バッ

Please don't sharpen the cutting blade but 
リプレイス イッ ウィズ ァ ニュー ワン

replace it with a new one.
切削刃は研がずに新しいものと交換してください。
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【名詞】
エンプロイイー
employee
従業員、被雇用者

[関連語]
エンプロイヤー

employer 雇用者
エンプロイ

employ 雇う、雇用する
ハイアー

hire 雇う
ディスミス

dismiss 解雇する
ファイアー

fire 首にする

ヒー ィズ ァ ニュー エンプロイイー クッド ュー ショウ ヒム ハウ

He is a new employee.  Could you show him how 
トゥ ユーズザ ミリング マシーン

to use the milling machine?
彼は新しい従業員です。フライス盤の使い方を、彼
に教えてくれませんか？

ウィー ハヴ ァバウトゥ スリー サウザン エンプロイイーズ ヒア ィン ディス

We have about 3,000 employees here in this 
プラントゥ

plant.
この工場には、約３千人の従業員がいます。
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【動詞】
コンセントゥレイト
concentrate
集中する

[関連語]
ペイ アッテンション トゥー

pay attention to …　　…に注意を払う
プリーズ ペイ モー アッテンション トゥー ザ ヴォルティッジ

例）Please pay more attention to the voltage 
ミーター

meter.
電圧計にもっと注意を払ってください。

コンセントゥレイション

concentration 集中、集中力
ディーズイアープラッグズァーオールソウユースフルトゥキープヨー

例）These ear plugs are also useful to keep your 
コンセントゥレイション

concentration.
この耳栓は集中力を維持するのにも役立ちます。

イット ィズ ベリー インポータント トゥ コンセントゥレイト ヨー マインド ォン

It is very important to concentrate your mind on 
ディス パート ウェン ュー ドゥー ザ ジョブ

this part when you do the job.
その仕事をする際は、この部分に意識を集中するこ
とが非常に大切です。

－51－



－44－

【動詞】
チャージ
charge
充電する

[反意語]
ディスチャージ

discharge
放電する
リチャージ / リチャージャブル

recharge / rechargeable
再充電する／再充電可能な

イズ ディス バタリー リチャージャブル

例）Is this battery rechargeable?
この電池は再充電可能ですか？（＝充電池ですか？）

[関連語]
イン チャージ ォブ

in charge of …
…の責任を持つ

ヒー ィズ イン チャージ ォブ ザ ニュー ディザイン プロジェクト

例）He is in charge of the new design project.
彼はその新しい設計プロジェクトの責任者です。

プリーズ チャージ ザ バタリー ァンティル ディス ライト ターンズ

Please charge the battery until this light turns 
グリーン

green.
このライトが緑に変わるまで、バッテリーを充電し
てください。



【形容詞】
インポータント
important
重要な、大切な

[関連語]
ナッ ソウ インポータント

not so important
余り重要でない
アウトゥスタンディング

outstanding
顕著な
ヴァリュー … ハイリー

value … highly
…を重要視する、…を高価値があると見なす

ウィー ヴァリュー プリスィジョン ハイリー

例）We value precision highly.
我々は精密さを重要視します。

ディス ステップ ィズ ヴェリー インポータント ソウ プリーズ リメンバー

This step is very important.  So, please remember 
イッ コレクトゥリー

it correctly.
この手順は非常に重要です。ですから、正しく覚え
てください。
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【名詞】
スィークウェンス
sequence
順序、連続、つながり

[同意語]
オーダー

order
順序、秩序、命令、注文

キャン ュー フォロウ ザ ステップス ィン ザ セイム オーダー

例）Can you follow the steps in the same order?
同じ順序で、手順を真似てもらえますか？

オールウェイズ フォロー ザ ライト スィークウェンス ウェン ュー

Always follow the right sequence when you 
アタッチ ドウズ パーツ

attach those parts.
それらの部品を取り付ける際は、常に正しい順序に
従ってください。

ワット ィズ ザ スィークウェンス ォヴ ステップス トゥー オペレイト ディス

What is the sequence of steps to operate this 
マシーン

machine?
この機械を操作するのは、どんな手順ですか？

－211－



【動詞】
プリペアー
prepare
準備する、用意する

[同意語]
ゲット レディー

get ready 用意する
ビー レディー

be ready 用意が出来ている
ウィー アー ノッ イェット レディー フォー ザ プリゼンテイション

例）We are not yet ready for the presentation.
我々は、まだプレゼンの用意ができていません。

[関連語]
アンプリペアード

unprepared 準備ができていない

キャン ユー プリペアー ザ ドキュメンツ フォー ザ ネクスト

Can you prepare the documents for the next 
ミーティン

meeting?
次の会議の為の資料を用意できますか？

ハヴ ユー プリペアード ザ トゥールズ イェット

Have you prepared the tools yet?  
工具の準備はできましたか？

－122－



【動詞】
イントロデュース
introduce
紹介する、導入する

[関連語]
イントロダクション

introduction 紹介、導入
イントロダクション ォヴ ザ ニュー コントロー システム

例）Introduction of the new control system 
リデュースト ザ ディフェクト レイト ドラマティカリー

reduced the defect rate dramatically.
新しい制御システムの導入は、不具合率を劇的に減
少させた。

プリゼント

present 提示する、提供する

レット ミー イントロデュース ユー トゥ ザ ディザイン デヴィジョン

Let me introduce you to the design division 
マネジャー

manager.
あなたを設計部長に紹介させてください。

ザ ニュー アセスメント システム ウィル ビー イントロデュースト

The new assessment system will be introduced
ネクスト イヤー

next year.
その新しい評価制度は来年導入されます。

－91－



【名詞】
カンディション
condition
条件、状態、コンディション

[関連語]
エアーカンディショナー

air-conditioner
エアコン、空調機
カンディションド リーフレックス

conditioned reflex
条件反射

プリーズ チェック ザ ベアリング カンディション バイ リスニング

Please check the bearing condition by listening 
フォー エニーアニュージャル ノイズ

for any unusual noise.
ベアリングの状態を、異音があるか耳を澄ませて、
チェックして下さい。

ディス センサー ワークス ウェル ァンダー ハイ テンパラチャー

This sensor works well under high temperature 
カンディションズ

conditions.
このセンサーは高温の条件下でもうまく作動します。

－187－



【動詞】
ステイ
stay
…の状態でいつづける、滞在する

[類義語]
キープ… ～

keep … ～
…を～の状態にしておく。

ディス サーキット キープス ザ テンプラチャー ウィディン ザ

例）This circuit keeps the temperature within the 
プリセット レインジ

preset range.
この回路が、温度を予めセットされた範囲に保ちま
す。

ザ ライト ウィル ステイ レッド アンティル ザ プレシャー イズ レディー

The light will stay red until the pressure is ready.
圧力がちょうどよくなるまで、そのライトは赤のま
まになっています。

ワイル ザ ライト イズ レッド プリーズ ステイ アウト ォヴ ディ エリア

While the light is red, please stay out of the area.
そのライトが赤の間は、そのエリアには立ち入らな
いでください。
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【動詞】
ロック
lock
…に錠を掛ける、ロックする

[反意語]
アンロック

unlock
解錠する、ロックを外す

[参考]
オートロック等で部屋に鍵を忘れて、中に入れない時に
は次のように言います。
アイ ロックト マイセルフ アウト (オヴ マイ オウン ルーム)

I locked myself out (of my own room).
（自分の部屋から）自分自身を締め出してしまいました。

イッ ロックス イントゥ ザ マウント ライク ディス

It locks into the mount like this.
それはマウントにこのように入り込み固定されます。

トゥ ロック ディ アングル プレス ディス バトン ヒアー

To lock the angle, press this button here.
角度を固定するには、ここの、このボタンを押して
ください。

－101－



【動詞】
イクスクルード
exclude
除外する

[反意語]
インクルード

include
含める

[関連語]
イクセプト / イクスクルーディング / インクルーディング

except … / excluding … / including …
…以外／…を除外して／…を含めて

ディス ルール アプライズ トゥ エブリワン インクルーディング

例）This rule applies to everyone including
(/イクスクルーディング) ザ パートタイム ワーカーズ

(/excluding) the part-time workers.
この規則は、パート従業員も含めて（／を除いて）
全員に適用されます。

ドン イクスクルード ザ セイルス ディビジョン レプレゼンタティブズ

Don't exclude the sales division representatives 
フロムザ ミーティング

from the meeting.
会議には営業部の代表も除外しないで（招集して）
ください。
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【動詞】
シェイク
shake
振動する、…を振る、振動させる

[類義語]
トゥレンボー

tremble 震える
ヴァイブレイト / ヴァイブレイション

vibrate / vibration 振動する／振動
ミスアライメント ォヴ ディーズ パーツ キャン イージリー

例）Misalignment of these parts can easily 
ジェネレイト ヴァイブレイション

generate vibration.
これらの部品の不整列は、簡単に振動を発生させま
す。

プリーズ シェイク ザ キャン セヴラル タイムズ ビフォー ユー

Please shake the can several times before you 
オウプン イッ

open it.
缶を開ける前に、数回振ってください。

サムシング イズ ゥロング ディス ジョイント イズ シェイキン トゥー

Something is wrong.  This joint is shaking too 
マッチ

much.
何かがおかしい。この接合部が振動しすぎています。
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【動詞】
スウィッチ オン
switch on
スイッチを入れる

[同意語]
ターン オン

turn on
スイッチを入れる

[反意語]
スウィッチ アフ / ターン アフ

switch off / turn off
スイッチを切る

プリーズ ドン テイク アウト ザ プラグ ライト アフター ターニン

例）Please don't take out the plug right after turning 
オフ ザ プロジェクター

off the projector.
プロジェクターのスイッチを切った直後に電源プラ
グを抜かないでください。

スウィッチ オン ザ マシーン エン ウェイト アンティル ディス ライト

Switch on the machine and wait until this light 
タ-ンズ グリーン デン ユー キャン ユーズ イッ

turns green.  Then you can use it.
機械のスイッチを入れてこのライトが緑になるまで
待ちなさい。それから、使用できます。
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【動詞】
インストール
install
…を据え付ける、設置する

[反意語]
リムーヴ

remove
取り外す

アニンストール

uninstall
取り外す

プリーズ リムーヴ ザ ボルト

例）Please remove the bolt.
ボルトを外して下さい。

プリーズ インストール ザ ニュー エクイップメント オントゥ ディ

Please install the new equipment onto the 
アセンブリー ライン

assembly line.
新しい設備を組み立てラインに設置して下さい。

ハヴ ユー インストールド ザ ニュー ヌメリクル コントロール

Have you installed the new numerical control 
ソフトウェア

software?
新しいNC（数値制御）ソフトは、もうインストール
しましたか？

－90－



【副詞】
クイックリー
quickly
素早く、早く

[同意語]
ファースト

fast
早く
ラピッドリー

rapidly
早く

[反意語]
スロウリー

slowly
ゆっくりと、遅く
グラジュアリー

gradually
徐々に

ヒート ザ ワイアー ジョイント ェン クイックリー アプライ ザ サーダー

Heat the wire joint and quickly apply the solder.
ワイヤーの接続部を過熱して素早くハンダを付けて
ください。

ビー ケアフル ディス グルー ハードゥンズ ヴェリー クイックリー

Be careful.  This glue hardens very quickly.
注意して下さい。この接着剤は非常に早く固まります。
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【動詞】
スプレイ
spray
スプレーをかける

[関連語]
ミスト

mist
霧（きり）

アジャスト ザ ナゾー アンティル ユー ハヴ ァ クリアー ミスト

例）Adjust the nozzle until you have a clear mist.
きれいな霧を出るまでノズルを調整してください。

フォー ザ ファイノー コウト プリーズ スプレイ ザ ペイント イーヴンリー

For the final coat, please spray the paint evenly 
オウヴァー ザ サーフェス

over the surface.
仕上げには、そのペンキを表面に均等にスプレーし
て下さい。

プリ-ズ スプレイ ザ クリーナー オントゥ ザ ダーティー エァリア エン

Please spray the cleaner onto the dirty area and 
スクロブ イッ ウィズ ア スパンジ

scrub it with a sponge.
その洗浄液を汚れた部分に噴霧して、スポンジでゴ
シゴシとこすってください。
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【動詞】
スライド
slide
スライドする（／させる）、滑る（／らせる）

[関連語]
スキッド

skid
横滑りする、滑る

ウィー ニード トゥ チェインジ ザ タイルズ イッツ イージー トゥ

例）We need to change the tiles. It's easy to 
スキッド オン ディス ウェット フロアー

skid on this floor.
タイルを変える必要があります。この床面では滑り
やすいですから。

スライド ディス ユニット ァロング ザ ガイド グルーヴ

Slide this unit along the guide groove.
このユニットをガイド溝に沿ってスライドさせてく
ださい。

ディス サーキット ボード スライズ イントゥ ザ スロット ライク ディス

This circuit board slides into the slot like this.
この回路板はスロットに、このように滑り込みます。

－142－



【形容詞】
シャープ
sharp
鋭い、尖った

[類義語]
ポインティッド

pointed
（先端が）尖った

[反意語]
ダル

dull
鈍い、鈍っている、良く切れない

リプレイス ザ カッティング エッジ イッツ オールレディ ダル

例）Replace the cutting edge.  It's already dull.
刃先を交換してください。既に、鈍っていますから。

ブラント

blunt
鈍い、鈍っている、良く切れない

ディ エッジ ォヴ ディス メタル プレイト ィズ シャープ ソウ プリーズ

The edge of this metal plate is sharp.  So, please 
ウェア ザ グラヴズ ウェン ュー ホウルド ィッ

wear the gloves when you hold it.
この金属板の縁は鋭いです。ですから、持つ時には
軍手を使用して下さい。

－247－



【名詞】
メジャメント
measurement
寸法、測定

[関連語]
メジャー

measure 寸法、量
プリーズ アッド ァ スモール メジャー ォヴ ティナー トゥ ザ

例）Please add a small measure of thinner to the 
ペイント

paint.
そのペンキに少量のシンナーを足して下さい。
メジャー

measure （寸法や容積等を）測る
プリーズ メジャー ザ レングス ォヴ ディス ケイブル

例）Please measure the length of this cable.
ケーブルの長さを測ってください。

キャン ュー テイク ザ パイプス アウター ダイアミター メジャメント

Can you take the pipe's outer diameter measurement?
パイプの外径の寸法を測ってもらえますか？

メニー タイプス ォヴ センサーズ アー ユーズドゥ フォー テンパラチャー

Many types of sensors are used for temperature 
メジャメント

measurement.
温度の測定には、多種のセンサーが使われています。
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【副詞】
イグザクトリー
exactly
正確に、丁度、ぴったりと、全く

[同意語]
プリサイスリー

precisely 正確に、丁度

[類義語]
アキュリッリー

accurately 正確に、精密に
フォロウ ディーズ ステップス トゥ ポジション ザ ロボット

例）Follow these steps to position the robot 
アキュリッリー ェン セイフリー

accurately and safely.
ロボットの位置合わせを正確にかつ安全に行うため
に、これらの手順に従ってください。

ザ カンファランス ビギャン イグザクトリー ァッ トゥー オクロック

The conference began exactly at 2 o'clock.
会議は丁度２時から始まりました。

ザ カレント イン ボウス ワイアーズ シュッ ビー イグザクトリー ザ

The current in both wires should be exactly the 
セイム

same.
両方のワイヤーの電流値は全く同じでなければなり
ません。
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【名詞】
パーフォーマンス
performance
性能、成績、遂行

[語感・語義]
perform は動詞で、「実行する、遂行する」という意味
です。performance は元々「遂行の質や程度」を表し
ます。poor performance と言えば、「貧弱な遂行（結
果）」という意味になります。

ユー キャン ィンプルーヴ ザ パーフォーマンス ォヴ ザ マシーン

You can improve the performance of the machine 
バイ ターニング ザ ヴァルヴズ

by tuning the valves.
弁を調整することで、機械の性能を上げることがで
きます。

アワ パーフォーマンス ディス マンス ィズ マッチ ベター ダン

Our performance this month is much better than 
ラーストゥ マンス

last month.
我々の今月の成績は先月より大分良い。
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【名詞】
レスポンシビリティ
responsibility
責任（主に実行・遂行責任）

[関連語]
ビー レスポンスィボー フォー

be responsible for …
…に責任がある、…の責任者である

フーィズレスポンスィボーフォーディォペレイションォヴディス

例）Who is responsible for the operation of this 
マシーン

machine?
この機械の操作については、誰が責任者ですか？

[類義語]
アカウンタビリティ

accountability
（説明・結果に対する）責任
アカウンタボー

accountable
（説明・結果に対する）責任がある

ワット アー ザ レスポンスィビリティーズ ォヴ ザ グループ リーダー

What are the responsibilities of the group leader?
そのグループリーダーにはどんな責任がありますか？
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【副詞】
ネヴァー
never
絶対…ない、決して…ない、全く…ない

[関連語]
前ページも参照して下さい。

ウィー ハヴ ネヴァー カム ァクロス サッチ ァ プローブレム

We have never come across such a problem 
ビフォー

before.
そのような問題には、今まで全く遭遇していません。
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【動詞】
イクスプレイン
explain
説明する

[類義語]
ディスクライブ

describe
（描写的に）説明する

キャン ユー ディスクライブ ザ フィーチャーズ ォブ ヨー ニュー

例）Can you describe the features of your new 
マシーン

machine?
御社の新機器の特徴を説明してもらえますか？

[関連語]
イクスプラネイション

explanation
説明

ヒズ イクスプラネイション ウォズ ベリー クリアー

例）His explanation was very clear.
彼の説明は非常に明解でした。

クッド ユー イクスプレイン ザ プロシージャー アゲン

Could you explain the procedure again?
もう一度手順を説明してもらえますか？
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【名詞】
チェインバー
chamber
槽、室

[類義語]
タンク

tank タンク、槽
ヒート ストーリッジ タンク

例）heat storage tank
蓄熱槽

ヴェスル

vessel 槽
ミクスィング ヴェスル

例）mixing vessel
攪拌槽

カンテイナー

container 容器、コンテナ

ワッ テンパラチャー ェン ヒューミディティ シュッド ウィー セット ザ

What temperature and humidity should we set the 
テスティング チェインバー アット

testing chamber at?
試験槽の温度と湿度は、どう設定すべきでしょうか？

ウィー チェインヂドゥ ザ シェイプ ォヴ ザ カンバスチョン チェインバー

We changed the shape of the combustion chamber.
我々は燃焼室の形状を変えた。
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【動詞】
アペレイト
operate
操作する、運転する

[関連語]
ラン

run
運転する、作動する
ファンクション

function
機能する、機能

オートマティックカントゥロウシステムイズノッファンクショニン

例）Automatic control system is not functioning.
自動制御システムが機能していません。

ワーク

work
動かす、作動する

ハヴ ユー テイクン ザ トゥレイニン トゥ アペレイト ディス マシーン

Have you taken the training to operate this
machine?
この機械を操作する訓練を受けましたか？

ザ マシーン マスト オーウェイズ ビー アペレイテド バイ トゥー

The machine must always be operated by two 
ピーポー

people.
その機械は必ず２名で操作されなければなりません。

－113－



【動詞】
クリーン
clean
掃除する

[類義語]
クリアー

clear
（余計なものがないように）片付ける

プリーズ クリアー ザ デスクトップ アフター フィニッシィング ヨー

例）Please clear the desktop after finishing your 
ワーク

work.
仕事が終了したら、机上を片付けてください。

タイディー (アップ)

tidy (up)
整理整頓する

プリーズタイディーアップザジグズェンプットゼムバックィンザ

例）Please tidy up the jigs and put them back in the 
ボックス

box.
治具類を整頓して箱に戻してください。

プリーズ テイク ァウト ディス カートゥリッジ ェン クリーン ィッ

Please take out this cartridge and clean it 
アフター ユー アー フィニッシュト

after you are finished.
（今の仕事を）終わったら、そのカートリッジを外し
て掃除してください。
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【形容詞】
ノイズィー
noisy
騒々しい、うるさい、雑音が多い

[反意語]
クワイエット

quiet
静かな
サイレント

silent
無音の、沈黙した

[関連語]
ノイズ

noise
ノイズ、騒音

[関連表現]
クッド ュー スピーク モー ラウドゥリー

Could you speak more loudly?
もっと大きな声で話してもらえますか？

ユーズ ディーズ プラッグズ ウェン ュー ドゥー ディス ジョブ

Use these ear plugs when you do this job 
ビコーズィッツ ヴェリー ノイズィー

because it's very noisy.
この作業をする際は、うるさいですから、この耳栓
を使用して下さい。
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【動詞】
インサート
insert
…を挿入する、差し込む

[類似表現]
プット　ビトウィーン

put between
プリーズ プット ィット ビトウィーン ディーズ トゥー マークス

例）Please put it between these two marks.
これら２つの印の間にそれを置いて下さい。

[反意語]
プル アウト

pull out
引き抜く

プル アウト ザ レッド ピン スティッキン アウト

例）Pull out the red pin sticking out.
突き出ている赤いピンを引き抜きなさい。

プリーズ インサート ザ ディスク イントゥ ディス スロット

Please insert the disk into this slot.
ディスクをこの挿入口に差し込んでください。

インサート ディス パート ライト ヒア

Insert this part right here.
この部品は丁度ここに挿入しなさい。
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【動詞】
ゲイジ
gauge
測定する、計る、測る

[類義語]
メジャー

measure
寸法を測る、測定する
ウェイ

weigh
重さを量る、…の重さがある

ハウ マッチ ダズ ディス ボルト ウェイ

例）How much does this bolt weigh?
このボルトはどれだけの重さですか？

エスティメイト

estimate
見積る、見積

クッド ユー ゲイジ ハウ マッチ オイル イズ レフト イン ザ タンク

Could you gauge how much oil is left in the tank?
タンクに、どれ位のオイルが残っているか測っても
らえますか？

キャン ユー ゲイジ ハウ マッチ フルーイッド ィズ イスケイピン フロム

Can you gauge how much fluid is escaping from 
ザ パイプ

the pipe?
パイプから、どれ位の液漏れがあるか測れますか？
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【動詞】
ポアー
pour
注ぐ、注入する

[関連語]
フィル

fill
満たす

ブリード

bleed
ブレーキオイルを抜く

スピル

spill
こぼす

ビー ケアフォー ノッ トゥ スピル ザ クーラント

例）Be careful not to spill the coolant.
冷却剤をこぼさないよう注意してください。

ユーズ ディス ファネル トゥ ポアー ザ リクィッド

Use this funnel to pour the liquid.
その液を注入するにはこの漏斗を使って下さい。

プリーズ ポアー ディ オイル スロウリー アン ジェントゥリー

Please pour the oil slowly and gently.
オイルはゆっくり丁寧に注ぎ込んでください。
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【動詞】
ウォープ
warp
反る、歪む、反らせる

[参考]
warp には、「歪み」「反り」という意味もあります。

[類義語]
ディストートゥ / ディストーション

distort / distortion
（音や信号を）歪ませる／（音や信号の）歪み

[関連語]
ヒート ウォープ

heat warp
熱による反り・歪み
ストゥレイトゥン

straighten
まっすぐにする

プリーズ ストゥレイトゥン ザ パイプ オア イッ ウォント フィット

例）Please straighten the pipe or it won't fit 
ィントゥ ザ ブラケッツ

into the brackets.
パイプをまっすぐにしてください。そうしないと、
ブラケットにきちんと入り込みませんから。

ビー ケアフォー イフ ユ- リーン オン ザ パノー イット ウィル ウォープ

Be careful! If you lean on the panel, it will warp.
気を付けて！　パネルに寄り掛かると歪みますよ。
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【名詞】
ダイ
die
ダイ、プレス型、打抜き型、型

[参考１]
die には他に「サイコロ」の意味があります。この意味
での複数形はdice（ダイス）です。「型」の意味での複
数形はdies（ダイズ）ですので、多少注意が必要です。

[参考２]
dye（ダイ）という同じ発音の単語で、「染料」「染色す
る」という意味の単語もあります。

[関連語]
ダイキャースティング

die-casting
ダイカスト

フー ィズ ィン チャージ ォヴ ディス ダイ スタンピング マシーン

Who is in charge of this die stamping machine?
この型押し機の責任者は誰ですか？

ハウ ローング ィズ ディ アヴェレッジ ライフ ォヴ ディス タイプ ォヴ ダイ

How long is the average life of this type of die?
この種類の型の平均耐用年数はどれ位ですか？
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【副詞】
アプロクスィメッリー
approximately
大体、およそ、

[同意語]
アバウト

about 大体、およそ

[反意語]
イグザクトリー

exactly 正確に、丁度
（exactly の項を参照してください。）
プリサイスリー

precisely 厳密に、正確に
プリサイスリー フォロー ディーズ ステップス

例）Precisely follow these steps.
厳密にこれらの手順に従ってください。

セッ ザ ガード アプロクスィメッリー テン センティミターズ ァウェイ

Set the guard approximately 10 centimeters away 
フロム ディ エッジ

from the edge.
縁からおよそ10センチメートル離れた所に、ガード
をセットしてください。

－262－



【形容詞】
フラット
flat
平らな、平たい

[類義語]
イーヴン

even
凹凸のない、平らな、均等な

[反意語]
アニーヴン

uneven
凸凹した、不均等な
バンピー

bumpy
（地面が）デコボコした、（乗り心地が）ゴツゴツした

ディス サイド ォヴ ザ パノー イズ フラット バッ ディ アダー サイド ィズ

This side of the panel is flat but the other side is 
コンヴェックス

convex.
パネルこの面は平らですが、裏面は凸面になってい
ます。

プリーズ キープ ザ マシーン フラット ァット ォ―ル タイムズ

Please keep the machine flat at all times.
その機械は常時水平のままにしておいて下さい。
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【形容詞】
ハイ
high
高い

[類義語]
トール

tall 高い
tallは主に人間・建物等の背に使い、high は主に位置・
速度・コストなど、より抽象的なものに使われます。

[反意語]
ロウ

low 低い

[関連語]
ハイト

height 高さ、身長
ワッツ ザ ハイト ォヴ ディス ケイス

例）What's the height of this case? 
このケースの高さはどれ位ですか？

ザ パーフォーマンス ォヴ ザ ニュー マシーニング センター イズ

The performance of the new machining center is 
ヴェリー ハイ

very high.
新しいマシニングセンターの性能は非常に高い。

－233－
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【副詞】
コレクトリー
correctly
正しく

[反意語]
インコレクトリー

incorrectly 誤って、間違って

[類義語]
プロパリー

properly 適切に、正しく
アジャスト ザ ヴァルヴズ プロパリー

例）Adjust the valves properly.
バルブを適切に調整してください。

[関連語]
コレクト

correct 正しい、訂正する

プリーズ メイク ショー ダッ ザ ワイアーズ ェン ケイボーズ ァー

Please make sure that the wires and cables are 
コレクトリー コネクティッド

correctly connected.
ワイヤーとケーブルが正しく接続されているか確認
して下さい。



－270－

【副詞】
プロパリー
properly
正しく、適切に

[同意語]
コレクトゥリー

correctly 正しく
アプロープリェッリー

appropriately 適切に、適当に

[反意語]
インプロパリー

improperly 不適切に

ウェン ザ カートリッジ ハズ ビン プロパリー インサーティッド

When the cartridge has been properly inserted, 
ディス エルイーディー ウィル ターン グリーン

this LED will turn green.
カートリッジが適切に挿入されると、このＬＥＤが
緑に変わります。

メイク ショー ダッ ザ ヒートシンク ィズ プロパリー コネクティッド

Make sure that the heatsink is properly connected.
ヒートシンクが正しく接続されているか確認してく
ださい。



－129－

【動詞】
リーチ
reach
に達する、…に至る

[参考]
reach には「手が届く範囲」という意味もあります。
ウィディン リーチ

within reach 手が届く範囲内に
キープ ディス トゥール ウィディン リーチ アヴ ディ アペレイター

例）Keep this tool within reach of the operator.
これを作業者の手の届く範囲に置いておきなさい。

ビヤンド リーチ

beyond reach 手が届かない所に
プリーズ キープ ィット ビヤンド チルドレンズ リーチ

例）Please keep it beyond children's reach.
それはこどもの手が届かないところに保存してくだ
さい。

サムシング ィズ ゥロング ザ ワイアー ダズント リーチ ザ

Something is wrong. The wire doesn't reach the 
ソケット

socket.
何かおかしい。ワイヤーがソケットまで届きません。

ザ テンプラチャー リーチト セヴン ハンドレッド ディグリーズ

The temperature reached 700 degrees 
センティグレイド

centigrade.
温度が摂氏700度に達した。



【動詞】
アチーブ
achieve
達成する、成し遂げる

[同意語]
アカンプリッシュ

accomplish
やり遂げる（accomplishは完了することに、achieveは
努力や経過に重点があります。）

ヒズミッション ァッ ザ プラントゥ ワズ ヴェリー ディフィカルトゥ

例）His mission at the plant was very difficult 
バッ ヒー アカンプリッシュト イット

but he accomplished it.
彼のその工場での任務は困難だったが、彼はそれを
やり遂げた。

アワ ゴウル ィズ トゥ アチーブ ファイヴ パーセント コスト リダクション ズ

Our goal is to achieve 5% cost reductions 
ビフォー ネクスト エイプリル

before next April.
我々の目標は４月になるまでに5％原価削減を達成す
ることです。
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【動詞】
キープ
keep
（…の状態を）保つ、…し続ける、保存する

[関連語]
メインテイン

maintain
維持する、保守する

コンティニュー

continue …
…し続ける

ディスコンティニュー

discontinue
中断する

オーウェイズ キープ ディ オイル レヴェル ウィディン ディス グリーン レインジ

Always keep the oil level within this green range.
いつも油量をこの緑の範囲内にしておきなさい。

プリーズ トゥライ トゥ キープ ダット ペイス

Please try to keep that pace.
そのペースを保つよう努力してください。

プリーズ キープ ザ マニュアル オン ディス シェルフ

Please keep the manual on this shelf.
マニュアルは、この棚に保管してください。
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【名詞】
ショート サーキット
short circuit
短絡、ショート

[関連語]
ショートサーキッティッド

short-circuited
ショートした、短絡が起きた

ザ サーキット ボード ワズ ショートサーキティッド

例）The circuit board was short-circuited.
回路基板がショートしていました。

[参考]
short circuitでは間に "-" を入れず、short-circuitedでは
"-" を入れるのが、書く際には一般的です。

ハヴ ュー ファウンド ザ コーズィズ ォヴ ザ ショート サーキット

Have you found the cause of the short circuit?
ショートの原因は見つかりましたか？

オールウェイズ メイク ショー トゥ コネクト ザ セイム カラー

Always make sure to connect the same color 
ワイヤーズ ゥロングコネクション コーズィズ ァ ショート サーキット

wires.  Wrong connection causes a short circuit.
必ず同じ色のワイヤー同士を結線するよう確認して
ください。間違った結線はショートを引き起こしま
すから。
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【副詞】
ステディリー
steadily
着実に、堅実に、着々と

[関連語]
ステディ

steady 着実な
アンステイブル

unstable 不安定な
フラクチュエイト

fluctuate 変動する
ルック ザ ヴォルテジ ィズ フラクチュエイティン ラピッドリー

例）Look!  The voltage is fluctuating rapidly.
あれっ！　電圧が小刻みに変動している。

プリーズ フィード ザ ワークピース スロウリー ェン ステディリー

Please feed the workpiece slowly and steadily.
工作物（＝ワーク）をゆっくりと着実に送り込んで
ください。

ディマーンド フォー ディス タイプ ォヴ スィークェンサー ィズ ステディリー

Demand for this type of sequencer is steadily
インクリースィング

increasing.
このタイプのシーケンサーの需要は着実に上昇して
いる。
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【名詞】
メリット
merit
長所、利点

[同意語]
グッド ポイント

good point
良い点、長所

[反意語]
ディメーリット / バッド ポイント

demerit / bad point
短所、欠点／悪い点、短所

ウィー シュドゥン ィグノー ザ デメーリッツ ォヴ ザ システム

例）We shouldn't ignore the demerits of the system.
そのシステムの短所を無視すべきではありません。

[参考]
meritやdemeritには、「人事評価等のプラス点やマイナス
点」の意味があります。

ザ ビッゲスト メリット ォヴ ディス ニュー スィステム ィズ コスト

The biggest merit of this new system is cost 
リダクション

reduction.
この新システムの最大の利点はコスト低減です。
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【動詞】
アジャスト
adjust
調整する、整える

[関連語]
アジャストメント

adjustment
調整

ディス マシーン ニーズ サム アジャストメント キャン ユー

例）This machine needs some adjustment.  Can you 
フィックス ィッ

fix it?
この機械は若干調整が必要です。直せますか？

キャン ユー アジャスト ザ マシーン ソウ ィッ カッツ ベター

Can you adjust the machine so it cuts better?
もっと切れるように機械を調整することができます
か？

トゥ アジャスト ディ オイル プレッシャー ターン ディス ダイアル

To adjust the oil pressure, turn this dial.
油圧を調整するには、このダイアルを回してくださ
い。
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【形容詞】
ダイレクト / ディレクト
direct
直接的な

[同意語]
ファーストハンド

firsthand
直接的な、直接的に

[反意語]
インダイレクト / インディレクト

indirect
間接的な
インダイレクトリー / インディレクトリー

indirectly
間接的に

[関連語]
ダイレクトリー / ディレクトリー

directly
直接的に

デァー アー イーズィアー ェン モー ダイレクト ウェイズ トゥ ドゥー ザ

There are easier and more direct ways to do the 
ジョブ

job.
その作業を行うには、より簡単でもっと直接的なや
り方が幾つかあります。
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【名詞】
ダイアミター
diameter
直径

[関連語]
イナー ダイアミター / アウター ダイミター

inner diameter / outer diameter 内径／外径
クッド ュー メジャー ディ イナー ダイアミター ォヴ ザ

例）Could you measure the inner diameter of the 
パイプ

pipe?
パイプの内径を測ってもらえますか？

レイディアス

radius 半径
ザ デヴァイス キャン ディテクト ムーヴメンツ ウィディン ファイヴ

例）The device can detect movements within 5 
ミーターズ レイディアス ォヴ ザ センサー

meters radius of the sensor.
その装置は、センサーから半径５メートル以内の動
きを検知します。

サークル / スフィアー

circle / sphere 円／球

ザダイアミターォヴディスホウルシュッビーィグザクトゥリーファイヴミリミターズ

The diameter of this hole should be exactly 5 mm.
この穴の直径は正確に５ミリでなければなりません。
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【動詞】
ユーズ
use
使う、使用する

[参考]
use をユースと発音すると、「使用」という名詞になり
ます。

[関連語]
ユータライズ / メイク ユース オヴ

utilize / make use of
利用する／利用する

ザ リメインダー オヴ ザ スペイス ワズ ユータライズド フォー

例）The remainder of the space was utilized for 
ストーリッジ オヴ リプレイスメント パーツ

storage of replacement parts.
残りのスペースは補修部品の保管に利用された。

ユーズ ディス ジグ トゥ フィックス ザ ディフェクト イッツ マッチ イージアー

Use this jig to fix the defect.  It's much easier.
その不具合を直すにはこの治具を使ってください。
ずっと楽ですよ。

ドゥ ユー ノウ ハウ トゥ ユーズ ザ ニュー プレス

Do you know how to use the new press 
マシーン

machine?
新しいプレス機の使い方を知っていますか？
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【形容詞】
タイアード
tired
疲れた、くたびれた、飽きた

[類義語]
イグゾースティッド

exhausted
疲れ切った

[関連語]
ファティーグ

fatigue
疲労、疲れ
メタル ファティーグ

metal fatigue
金属疲労

メイ アイ テイク ァ ブレイク ナウ アイム ヴェリー タイアード

May I take a break now?  I'm very tired.
今休憩を取って良いですか？　大変疲れましたので。

イフューアータイアードォヴインプッティングザダータ アイルテイクィット

If you are tired of inputting the data, I'll take it 
ォウヴァー

over.
もしデータ入力に飽きているのなら、私がそれを引
き継ぎますよ。
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【動詞】
ホゥルド
hold
…を掴んで持っている、握る、電話を切
らずに待つ

[類義語]
グリップ

grip
握る、握り
グラスプ

grasp
つかむ、理解する

[関連語]
クラスプ

clasp
留め金（で留める）

クッデ ュー ホゥルド ザ カヴァー ウァイル アイ チェック ディ

Could you hold the cover while I check the 
インサイド

inside?
私が内部を確認する間、カバーを持っておいてもら
えますか？

ホゥルド ザ ライン プリーズ

Hold the line please.  
そのまま（電話を）切らずにお待ち下さい。

－85－



【動詞】
メイク
make
作る、…させる

[類義語]
プロデュース

produce
生産する
マニュファクチャー

manufacture
製造する
クリエイト

create
創造する、作り出す

ウィーヴクリエイテドァニュータイプォヴカントゥロウルシステム

例）We've created a new type of control system.
我々は新しいタイプの制御システムを作り出しまし
た。

トゥメイクディーズパーツ　ウィーニートゥユーズディススペシァルトゥール

To make these parts, we need to use this special tool.
これらの部品を作るためには、この特殊な工具を使
う必要があります。

ディス パート ヒア メイクス ザ ムーヴメント スムーダー

This part here makes the movement smoother.
ここのこの部品が、動きをより滑らかにさせています。

－105－



【動詞】
プロデュース
produce
作る、生産する、製造する

[関連語]
プロダクティヴィティー

productivity 生産性

[同意語]
メイク

make 作る
マニュファクチャー

manufacture 製造する
アワ プラント マニュファクチャーズ ヴァリアス タイプス オヴ

例）Our plant manufactures various types of 
インダストゥリオー ロバッツ

industrial robots.
我々の工場は、多種の産業用ロボットを製造してい
ます。

ウィープラントゥプロデュースフォーハンドゥレッドタウザンドユニッツディスイアー

We plan to produce 400,000 units this year. 
我々は今年40万ユニット生産する計画だ。

ディス カンビネイション プロデュースト グッド リザルツ

This combination produced good results. 
この組み合わせが好結果を生み出した。

－124－



【動詞】
ハマー
hammer
槌で叩く

[類義語]
ヒット

hit
最も一般的な「打つ・叩く・ぶつける」

ストライク

strike
強く「打つ・叩く」
タップ

tap
軽く「叩く」

プリーズ ハマー イッ ジェントゥリー ソウ イッ ウォゥント ブレイク

Please hammer it gently so it won't break.
壊れないように優しくハンマーで叩いて下さい。

ユーズ ア ラバー マレット ウェン ユー ハマー ザ サイド

Use a rubber mallet when you hammer the side.
側面を叩く時は、ゴムハンマーを使用しなさい。

－82－



【動詞】
スペル (アウト)
spell (out)
綴る、綴りを書く（言う）

[類義語]
ライト

write
書く

[関連語]
スペリング

spelling
綴り

[参考]
「綴り」という名詞の意味では "spel l ing" を使い、
"spell" は使いません。

クッド ュー スペル アウト ヨー ネイム

Could you spell out your name?
お名前の綴りを言ってもらえますか？

ハウ ドゥ ユー スペル アブレイシヴ

How do you spell "abrasive"?
アブレイシブ（＝研磨剤）はどう綴るのですか？

－146－



【動詞】
コネクト
connect
つなぐ、結線する

[関連語]
ジョイン

join つなぐ、仲間入りする
タイ トゥギャザー

tie together 結び合わせる、結合する
タイ ディーズ トゥー ワイアーズ トゥ ギャザー ライク ディス

例）Tie these two wires together like this.
これら２本のワイヤーを、このように結合してくだ
さい。

コネクター

connector コネクター
ジョイン ザ メイル コネクター ウィズ ザ フィーメイル コネクター

例）Join the male connector with the female connector.
雄コネクターを雌コネクターとつなぎなさい。

コネクト ザ ブルー ワイアー フロム ザ パウワー サーキット ウィズ

Connect the blue wire from the power circuit with 
ザ ブルー ワイアー ォヴ ディス ィクステンション ボード

the blue wire of this extension board.
電源回路からの青いワイヤーを、この拡張ボードの
青いワイヤーとつなぎなさい。

－52－



－260－

【副詞】
オーウェイズ (/ オウフン)
always  (/ often)
常に、いつも、必ず（／しばしば、よく）

[頻度を表す副詞]
次ページも併せて参照して下さい。
オーウェイズ

always 常に、いつも、必ず
ユージュアリー

usually 普通、通常
オウフン

often しばしば、よく
サムタイムズ

sometimes 時々
レアリー (/ セルダム)

rarely (/ seldom) 滅多に…ない
オーモウスト ネヴァー

almost never 殆ど…ない
ネヴァー

never 絶対に…ない

デェア ィズ サムタイムズ ダスト ォン ザ サーフェス ソウ

There is sometimes dust on the surface, so 
オーウェイズ ワイプィッ ウィズ ァ クリーン クロース ビフォー ユー ドゥー

always wipe it with a clean cloth before you do 
ディス ジョブ

this job.
表面に時々埃がありますので、この作業の前には、
必ず表面をきれいな布で拭いてください。



【動詞】
ロウド
load
積み込む、積載する

[反意語]
アンロウド

unload
積荷を降ろす

[関連語]
オウヴァーロウド

overload 過積載する、負荷をかけ過ぎる
ザ ディヴァイス ハズ オウヴァーロウデド ザ パワー

例）The device has overloaded the power 
サプライ ユニット

supply unit.
その装置が電源部に負荷をかけ過ぎた。

プリーズ ロウド ディーズ ケイスィズ オントゥ ダット カート

Please load these cases onto that cart.
これらのケースをあのカートに積み込んで下さい。

ウェン ザ プロウグラム ィズ ロウデド イントゥ メモリー イット ウィル ビー

When the program is loaded into memory, it will be 
オートマティカリー エクシキューティド

automatically executed.
プログラムがメモリにロードされると、それは自動
的に実行されます。

－100－



【副詞】
ハード
hard
強く、ひどく、一生懸命に

[関連語]
ストゥロングリー

strongly
強く

[反意語]
ジェントゥリー

gently
優しく、そっと
ソフトゥリー

softly
静かに、緩やかに

プリーズ プッシュ ザ プラッグ ァ リトー ハーダー

Please push the plug a little harder.
もう少し強くプラグを押してください。

ヒー ワークト ハード トゥ フィニッシュ ザ リポート

He worked hard to finish the report.
彼は報告書を仕上げるのに一生懸命努力した。

－268－



【動詞】
サジェスト
suggest
提案する、示唆する、示す

[類義語]
プロポウズ

propose 提案する
（"suggest" より積極的な意味を含みます。）
インディケイト

indicate
示す

ザ ゲイジ インディケイツ ザ ハイドローリック プレシャー

例）The gauge indicates the hydraulic pressure.
その計器は油圧を示しています。

キャン ユー サジェスト エニー アイディアズ フォー インプルーヴメント アヴ

Can you suggest any ideas for improvement of 
アワ ニュー プローダクト

our new product?
我々の新製品改善についてのアイデアを提案しても
らえますか？

ザ ダータ サジェスト ダット ザ ディヴァイス ハズ グレイトゥリー

The data suggest that the device has greatly 
インプルーヴド ザ プロダクティヴィティー

improved the productivity.
データは、その装置が生産性を大いに改善したこと
を示している。

－155－



－57－

【動詞】
コレクト
correct
訂正する

[関連語]
ライト

right 正しい
ユー アー ライト

例）You are right.
その通りです。（＝あなたの言っていることは正しい。）

ゥロング

wrong 間違った
デェアー マスト ビー サムティング ロング ウィズ ディス トゥール

例）There must be something wrong with this tool.
この工具には何かおかしな（＝間違った）所がある
に違いない。

プリーズ コレクト ザ ミステイクス ィン ザ ワイアー

Please correct the mistakes in the wire 
コネクション

connection.
その結線の間違いを直してください。

クッド ュー コレクト マイ イングリッシュ ミステイクス イン ディス

Could you correct my English mistakes in this 
リポート

report?
この報告書の英語の間違いを訂正してもらえます
か？



【動詞】
アプライ
apply
適用する、塗る、応用する、応募する

[関連語]
アプリケイション

application
申請書、申込書、応用

ドゥ ユー ハヴ アン エクストゥラ アプリケイション フォーム

例）Do you have an extra application form?
申請書の余りはありますか？

アプリカント

applicant
応募者、申込者

ダァッ ルール ィズ ノット アプライド ヒァー イン ディス プラント

That rule is not applied here in this plant.
その規則はこの工場には適用されません。

ビー シュァ トゥ アプライ ディス スペシャル ペイント トゥ ザ パーツ

Be sure to apply this special paint to the parts.
その部品には、必ずこの特殊な塗料を塗ってください。

ヒー アプライド フォー アワー エンジニアーズ ポジション

He applied for our engineer's position.
彼は我々のエンジニア職に応募した。

－32－



【名詞】
ヴォールトゥミーター
voltmeter
電圧計

[関連語]
エレクトゥリシティ ヴォルティッジ

electricity 電気 voltage 電圧
アンペリッジ アンミーター

amperage 電流値 ammeter 電流計
リズィスタンス リズィスター

resistance 抵抗値 resistor 抵抗器
(エレクトリック) パウワー フリークウェンシー

(electric) power 電力 frequency 周波数
(エレクトリック) カーレント

(electric) current 電流
(マクスィマム) パウワー コンサンプション

(maximum) power consumption （最大）消費電力

チェックザバタリーウィズディヴォールトゥミーター イフザヴォルティッジィズ

Check the battery with the voltmeter.  If the voltage is 
ロウワー ダン テン ヴォールツ デン リプレイス ザ バタリー

lower than 10 volts, then replace the battery.
バッテリーを電圧計で確認してください。もし、電
圧が10ボルト以下なら、バッテリーを交換してくだ
さい。

－214－



【動詞】
メルト
melt
溶ける、熔ける

[関連表現]
ディソーヴ

dissolve
溶解させる、溶解する

ザパウダーイージリーディソーヴズインルークワォームウォーター

例）The powder easily dissolves in lukewarm water.
その粉は、ぬるま湯に簡単に溶解します。

ソールヴェント

solvent
溶剤、溶媒

ディス メタル メルツ アッ トゥー ハンドゥレッド エン ターティー ディグリーズ

This metal melts at 230 degrees 
センティグレイド

centigrade.
この金属は摂氏230度で熔けます。

ウェイト アンティル ザ コーティング オヴ ザ サーダー スターツ メルティング

Wait until the coating of the solder starts melting. 
ハンダのコーティングが溶け始めるまで待ちなさい。

－108－



【動詞】
クロウズ
close
閉じる、閉める、閉まる

[同意語]
シャット

shut 閉じる、閉める

[反意語]
オウプン

open 開く、開ける
メイク シュァー ダッ ザ パウワー プラッグ ィズ テイクン ァウト

例）Make sure that the power plug is taken out 
ビフォー ュー オウプン ザ カバー

before you open the cover.
カバーを開ける前に、電源プラグが抜かれているの
を確認しなさい。

プリーズ クロウズ ザ パネル ァンティル ィッ クリックス

Please close the panel until it clicks.
パネルをカチッと音がするまで閉じてください。

クッド ュー クロウズ ザ カバー コンプリートゥリー

Could you close the cover completely?
カバーを完全に閉じてもらえますか？

－47－



【動詞】
ペイント
paint
塗装する

[関連語]
スプレイ

spray 噴霧する

ベイク アヴン ( / ブース)

bake oven (/booth) 焼き付け室
ザペイントイズベイクトオンザパーツインディスベイク

例）The paint is baked on the parts in this bake 
ブース

booth.
塗料はこの焼付け室で、部品に焼き付けられます。

ペイントワーク

paintwork 塗装の仕上がり
メイク シュアー ダット デェア アー ノウ フォールツ イン ザ

例）Make sure that there are no faults in the 
ペイントワーク

paintwork.
塗装結果に不具合がないか確認して下さい。

プリーズ ペイント ザ サーフェス ユージング ディス スプレイ ガン

Please paint the surface using this spray gun.
このスプレーガンを使って表面を塗装して下さい。

－115－



【動詞】
ゲット
get
取って来る、手に入れる、得る

[類義語]
ブリング

bring 持ってくる
プリーズ ブリング ザ マシーン アセスメント シート トゥ

例）Please bring the machine assessment sheet to 
ザ ミーティン

the meeting.
会議には、その機械の評価シートを持ってきて下さい。

[参考]
get は、現地点から離れた場所にあるものを「取ってく
る」のに対し、bringは今いる場所にあるものを「持っ
てくる」という違いがあります。

クッド ュー ゲッ ミー ダット メタル ベンディン ジグ オウヴァ

Could you get me that metal bending jig over 
デアー

there?
向こうにある、あの金属を曲げる為の治具を取って
きてもらえますか？

ディッ ジユー ゲッ エニー トレイニング オン ハウ トゥ ユーズ ディス トゥール

Did you get any training on how to use this tool?
この工具の使い方について訓練は受けましたか？

－78－



【動詞】
キャッチ
catch
捕らえる、掛かる、絡まる

[関連語]
キャッチ ァップ（ウィズ）

catch up (with …)
（…に）追いつく

イフ ュー キャノット キャッチ ァップ ウィズ ザ スピード ォヴ ディ

例）If you cannot catch up with the speed of the 
アッセンブリー ライン ジャスト コール ミー

assembly line, just call me.
組み立てラインのスピードに付いていけない場合
は、私を呼んでください。

リリース

release
放す

プッシュ ィッ ァンティル ザ フック キャッチズ イン ザ ホウル

Push it until the hook catches in the hole. 
穴にフックが掛かるまで押し込みなさい。

ターン ザ ボウルト ァンティル ィッ キャッチズ オン ザ ナット デン

Turn the bolt until it catches on the nut.  Then 
タイトゥン ィッ

tighten it.
ボルトがナットに絡まるまで回しなさい。それから、
締めなさい。

－43－



【動詞】
ハンドゥル
handle
取り扱う、扱う

[関連語]
ケアフリー

carefully
慎重に、注意して、注意深く

ハンドゥル イッ ケアフリー ソウ イッ ウォゥント ブレイク

例）Handle it carefully so it won't break.
壊れないように慎重に取り扱って下さい。

ケアフル

careful
注意深い、丁寧な

ビー ケアフル ナッ トゥー プル ザ ワイアー トゥー ハード

例）Be careful not to pull the wire too hard.
ワイヤーを強く引きすぎないよう、注意しなさい。

プリーズ ハンドゥル ディス カンポウネント ウィズ ケアー

Please handle this component with care.
この部品は慎重に取り扱って下さい。

－83－



【動詞】
テイク アウト
take out
取り出す、抜き出す

[参考]
"take … out of ～" の形で、「～から…を外に持ち出す
（／取り出す）」の意味で使えます。

ユー キャント テイク ザ トゥールズ アウト オヴ ザ ファクゥリー

例）You can't take the tools out of the factory.
工具類を工場外へ持ち出すことは出来ません。

プリーズ テイク アウト ディ オウルド カートゥリッジ エン インサート

Please take out the old cartridge and insert 
ディス ニュー ワン

this new one.
古いカートリッジを抜き出して、新しいものを挿入
してください。

ヒー トゥック アウト ァ ペン エン ペイパー フロム ヒズ パケット エン

He took out a pen and paper from his pocket and 
ビギャン テイキング ァ メモウ

began taking a memo.
彼はペンと紙をポケットから取り出して、メモを取
り始めた。

－160－



【動詞】
アタッチ
attach
取り付ける

[反意語]
ディタッチ

detach
取り外す

ディタッチ ディス カンポウネント ビフォー クリーニング ザ

例）Detach this component before cleaning the 
ホウル マシーン

whole machine.
機械全体を清掃する前に、この部品を外してくださ
い。

メイク シュァー ザット ザ パネル ィズ アタッチト ファームリー

Make sure that the panel is attached firmly.
パネルがしっかりと取り付けられているのを確認し
なさい。

プリーズ アタッチ ディス アイシィー タッグ トゥ ヨー シャートゥ

Please attach this IC tag to your shirt.
このICタグをシャツに付けてください。

－34－



【動詞】
リムーヴ
remove
取り除く、取り外す

[同意語]
テイク アウェイ

take away 取り除く、取り外す

[類義語]
イリムネイト

eliminate 除去する、排除する
ディス フィルター イリムネイツ ナインティーナイン パーセント

例）This filter eliminates 99 % 
ォヴ クローリーン

of chlorine.
このフィルターは塩素を99％除去します。

プリーズ リムーヴ ザ ダスト アン ザ サーフェス ファースト

Please remove the dust on the surface first.
先ず、表面の埃を取り除いてください。

リムーヴディスアタッチメントビフォーディサセンブリング

Remove this attachment before disassembling 
ディアダーパーツ

the other parts.
他の部分を分解する前に、この取り付け部分を取り
外してください。

－131－



－193－

【名詞】
ドゥロース
dross
ドロス、（金属の）浮きかす、かなくそ

[関連語]
バー

burr
バリ
ディバー

deburr
バリを取る

ユーズ ディス トゥール トゥ ディバー ザ ホウルズ

例）Use this tool to deburr the holes.
穴のバリを取るのには、この工具を使いなさい。

ディバーリング

deburring
バリ取り

クッド ュー ショウ ミー ハウ トゥ リムーヴ ザ ドゥロース

Could you show me how to remove the dross?
ドロスの取り除き方を教えてもらえますか？

ディス ニュー アロイ プロデュースィズ レス ドゥロース

This new alloy produces less dross.
この新合金は、出るドロスが少なくなっています。



【動詞】
フロウ
flow
流れる

[同意語]
ラン

run
流れる

runには「走る」以外に、「（液体が）流れる」「（機械が）
動く」等の意味があります。
上記例文の "flow" を "run" に置き換えることもできま
す。

[参考]
flowには、「流れ」という名詞の意味もあります。
インフロウ / アウトフロウ

inflow / outflow
流入／流出

リクィッド ウェイスト フロウズ スムーズリー トゥー ザ セディメンテイション

Liquid waste flows smoothly to the sedimentation 
タンク スルー ディス ドゥレイン パイプ

tank through this drain pipe.
廃液はこの排水パイプを通って、沈殿槽へ流れます。

－74－



【動詞】
スロウ
throw
投げる

[類義語]
トス

toss 軽くなげる、放る
プリーズ ハンド ザ トゥール トゥ ミー ドン トス イッ

例）Please hand the tool to me.  Don't toss it.
その工具を手渡してください。（でも、）放らないで。

[関連語]
スロウ アウェイ (/アウト)

throw away (/out) 捨てる
ドン スロウ アウェイ (/アウト) ザ ワイアー アズ デイ キャン

例）Don't throw away (/out) the wires as they can 
ビー リユーズド

be reused. 
そのワイヤー類は捨てないでください。再利用でき
ますから。

ドン スロウ ヨー トゥールズ オン ザ フロアー シンス イッツ イーズィー

Don't throw your tools on the floor since it's easy 
トゥ ダメッジ デェム ボウス

to damage them both.
工具類を床に投げないで。どちらも傷つきやすいで
すから。

－165－



－248－

【形容詞】
スムーズ
smooth
滑らかな

[反意語]
ラフ

rough 粗い、雑な
コアース

coarse 粗い
ジャーキー

jerky （動きが）ギクシャクした
ドン チュー ティンク ザ ムーヴメント ォヴ ザ マシーン ィズ

例）Don't you think the movement of the machine is 
ァ リトー ジャーキー

a little jerky?
機械の動きが少々ギクシャクしていると思いません
か？

ポリッシュ ザ サーフェス ォヴ ザ メタル プレイト ァンティル イッツ

Polish the surface of the metal plate until it's 
スムーズ

smooth.
金属板の表面を、滑らかになるまで磨いてください。

ザ ムーヴメント ォヴ ザ シャフト ィズ ナッ スムーズ

The movement of the shaft is not smooth
イナフ

enough.
シャフトの動きが、あまり滑らかではありません。



【動詞】
ラーン
learn
習う、学習した事を身に付ける、知る

[参考]
study, learnの違いについて：

studyは「学習する、勉強する、調べる」の意味です。
studyしても「身についている状態」や「完全に知って
いる状態」になるとは限りません。
これに反して、「知っている状態や、身に付いている状
態になる」過程がlearnです。

オール ァペレイターズ マスト ラーン ディス テクニーク

All operators must learn this technique.
作業者は全て、この技能を習得しなければなりません。

ハウ ディッド ュー ラーン トゥ ユーズ ディス ジグ

How did you learn to use this jig?
この治具の使い方はどのようにして習得しましたか？

ウィー ラーンド ザ ファクト オウンリー イエスタデイ

We learned the fact only yesterday.
我々はその事実を、つい昨日知りました。

－94－



【動詞】
コンシスト ォヴ
consist of
…から成る、…で構成される

[同意語]
ビー メイド ァップ ォヴ

be made up of …　　…から成り立っている
インダストリアル ロボット ディビジョン ィズ メイド ァップ ォヴ

例）Industrial robot division is made up of
スリー セクションズ

3 sections.
産業ロボット部は３つの課で出来ている。

ディス コンポウネント コンシスツ ォヴ テン プリシジョン パーツ

This component consists of 10 precision parts.
このコンポーネントは10個の精密部品で成り立って
いる。

アワー プロジェクト ティーム コンシスツ ォヴ セブン メンバーズ フロム

Our project team consists of 7 members from 
ディファレント ディビジョンズ

different divisions.
我々のプロジェクト・チームは、異なる部から来た
７名で構成されている。

－53－



【名詞】
ターゲット
target
狙い、目標

[類義語]
オブジェクティヴ

objective
目標
ゴウル

goal
目標

イン アワ セクション ウィーヴ セット アワ オウン ゴウルズ フォー

例）In our section, we've set our own goals for 
ディス イヤー

this year.
私たちの課では、自分たち自身の今年の目標を決めた。

[参考]
target, objective, goal の違いは、会話ではかなり曖昧
で、入れ替えて使っても問題がない場合も多いです。し
かし、より具体的な目標がtargetで、そのtargetが幾つ
か集まって構成されるのがobjectiveという点だけは明
確です。

ディスイヤーズセイルスターゲットフォーディスマシーンィズワンハンドレッド

This year's sales target for this machine is 100.
この機械の今年の販売目標は100台です。

－213－



【動詞】
ストゥレッチ
stretch
伸ばし広げる

[類義語]
エンラージ

enlarge（enlargeの項も参照してください。）
引き伸ばす

[反意語]
シュリンク

shrink
縮む、縮ませる

プリーズユーズディスエアーブロウアートゥシュリンクザホウズ

例）Please use this air blower to shrink the hose.
このエアーブロワーを使用して、ホースを縮ませて
ください。

プリーズ ストゥレッチ ザ ホウル トゥ フィフティーン ミリミターズ

Please stretch the hole to 15 millimeters.
その穴の直径を１５ミリまで広げてください。

ストゥレッチ ザ ワイアー ジェントゥリー トゥ ザ ピン

Stretch the wire gently to the pin.
ワイヤーをピンまで優しく引き伸ばしてください。
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【動詞】
レンクスン
lengthen
…を延ばす、長くする、伸ばす

[類義語]
イクステンド

extend 広げる、伸ばす
レッツ イクステンド ザ パイプ トゥ ヒアー

例）Let's extend the pipe to here.
ここまで配管を延長しましょう。

[反意語]
ショートゥン

shorten 短くする

[関連語]
ワイドゥン

widen （幅を）広げる

ディーズ ケイボーズ ニー トゥ ビー レンクスンド

These cables need to be lengthened.
これらのケーブルはもっと長くする必要があります。

ウィー シュドゥ レンクスン ザ タイム フォー ディス ヒート

We should lengthen the time for this heat 
トゥリートメント

treatment.
この熱処理の時間を長くすべきです。

－96－



【動詞】
キャリー
carry
運ぶ

[関連語]
キャリーオウヴァー

carry-over
繰り越し（会計用語）
キャリッジ

carriage
列車の車両（主にイギリス英語、アメリカではcar）
キャリアー

carrier
運搬人、運搬業者

クッド ュー ヘルプ ミー キャリー ドウズ パケジズ

Could you help me carry those packages?
それらのパッケージを運ぶのを手伝ってもらえませ
んか？

デイ ァー トゥー ヘビー トゥ キャリー バイ ハンド レッツ ユーズ

They are too heavy to carry by hand.  Let's use 
ダッ カート

that cart.
それらは素手で運ぶには重過ぎる。あの手押し車を
使おう。
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【動詞】
スタート
start
始める

[同意語]
ビギン

begin 開始する、着手する

[反意語]
フィニッシュ / ストップ

finish / stop 終える、終わる／止める、止まる
トゥ ストップ ザ マシーン シンプリー プレス ディス バトゥン

例）To stop the machine, simply press this button.
その機械を止めるには、このボタンを押すだけです。

キャン ウィー スタート ザ ミーティング フロム ウェアー ウィー レフト オフ

Can we start the meeting from where we left off 
ザ ラスト タイム

the last time?
前回終わった（次の）部分から会議を始めて良いで
すか？

ビフォー スターティング ザ ワーク メイ アイ リヴュー ザ

Before starting the work, may I review the 
プロシージャー

procedure?
仕事を始める前に、手順を復習しても良いですか？

－151－



【動詞】
ダミッジ
damage
破損する、傷つける

[類義語]
ハーム

harm
（肉体的・精神的に）害する
[関連語]
スクラッチ

scratch
引っ掻き傷

ルック アット ディス デァズ ァ スクラッチ ォン ザ サーフィス

例）Look at this!  There's a scratch on the surface.
ここを見てください。表面に引っ掻き傷があります。

ウェン ユー デタッチ ザ センサー ビー ベリー ケアフル ノット

When you detach the sensor, be very careful not 
トゥ ダミッジザ サーフィス

to damage the surface.
センサーを取り外す際は、表面を傷つけないように
充分注意しなさい。
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【動詞】
トーク
talk
話す、しゃべる

[同意語]
スピーク

speak 話す、物を言う
talkと同様「会話する」の意味ですが、軽い内容を示し
ます。

[類義語]
テル

tell 伝える、告げる、語る
プリーズ テル ヒム トゥ リプレイス ディ オウルド オイル

例）Please tell him to replace the old oil.
古いオイルを（新しいのに）交換するよう、彼に伝
えてください。

プリーズ ドゥ ナッ トーク ァバウト ザ ニュー プラジェクト ウィズ

Please do not talk about the new project with 
エニワン

anyone.
新プロジェクトについては、誰とも話さないでくだ
さい。

トーク ウィズ ヒロシ ビフォー ユージン ザ ニュー エキップメント

Talk with Hiroshi before using the new equipment.
新しい装置を使用する前に、ヒロシと話しをしなさい。
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【形容詞】
ファースト
fast
速い

[同意語]
ラピッド

rapid
速い

[反意語]
スロウ

slow
遅い

[関連語]
アーリー / レイト

early / late
早い／遅い
fastや slowは速度に関して、earlyやlateは時期や時刻
に関して、「早い／遅い」という場合に使います。

ザ ニュー プロセッサー イズ ァバウト フォー タイムズ ファースター ダン

The new processor is about 4 times faster than 
ディ オウルドゥ ワン

the old one.
新しいプロセッサーは、旧式のものと比べ約４倍速い。
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【形容詞】
ヴェアリード
varied
ばらついた

[類義語]
アニーヴン

uneven
不揃いな、むらのある、平らでない

アニーヴン ヒーティング メイ コーズ トゥラブルズ レイター

例）Uneven heating may cause troubles later.
むらのある過熱（＝過熱ムラ）は、後にトラブルを
引き起こすかも知れません。

[反意語]
ユニフォーム

uniform
均一の

ザ クウォリティー ォヴ プロダクツ シュッ ビー ユニフォーム

例）The quality of products should be uniform.
製品の品質は均一であるべきです。

イーヴン

even
揃った、平らな、一様な

クウォリティー ォヴ ザ マティアリアル ィズ ァ ビッ ヴェアリード

Quality of the material is a bit varied.
材料の品質が少しばらついています。
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【動詞】
ペイスト
paste
貼り付ける、糊付けする

[関連語]
アタッチ

attach
取り付ける

アプライ

apply
塗る、当てる

アプライ ザ グルー イーヴンリー

例）Apply the glue evenly.
接着剤は均等に塗って下さい。

ディーズ パーツ アー ペイスティド トゥギャダー ウィズ グルー

These parts are pasted together with glue.
これらの部品は接着剤で貼り合わされています。

プリーズ ペイスト ディス オントゥ ザ サイド オヴ イーチ ボックス

Please paste this onto the side of each box.
各箱の側面にこれを貼り付けて下さい。
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【形容詞】
オポスィット
opposite
反対の、逆の

[同意語]
コントゥラリー

contrary 反対の、逆の

[関連語]
スィミラー

similar 同じような、似ている
ディーズ トゥー ルック スゥミラー バッ ハヴ ディファレント

例）These two look similar, but have different 
ィフェクツ

effects.
これら２つは似ていますが、違った効果があります。

[関連表現]
ディ アダー ウェイ アラウンド

the other way around 逆向きに、逆順に、あべこべに
ヒー コネックティッド ザ バタリー ディ アダー ウェイ アラウンド

例）He connected the battery the other way around.
彼は電池を逆向きに接続しました。

クッド ュー ゴウ オウヴァー トゥ ディ オポスィット サイド ォヴ ザ

Could you go over to the opposite side of the 
マシーン

machine?
機械の反対側に行ってもらえますか？
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【動詞】
サーダー
solder
ハンダ付けする

[関連語]
サーダリング アイアン

soldering iron
ハンダゴテ

[類義語]
ウェルド / ジョイン

weld / join
溶接する／接合する

プリーズ ウェルド デム トゥギャダー

例）Please weld them together.
それらを溶接して下さい。

ウィーニードトゥサーダーサムアヴザピースィズアゲイン

We need to solder some of the pieces again.  
デェィアールース

They are loose.
幾つかをハンダ付けし直す必要があります。それら
は緩んでいます。
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【動詞】
コンペァー
compare
比較する、比べる

[関連語]
コンパリスン

comparison 比較
コントゥラスト

contrast 対比（する）
スィミラーリティー

similarity 類似点
ディファレンス

difference 相違点

ウィー コンペァード ザ ニュー カンポウネント ウィズ ザ ワンズ ォブ

We compared the new component with the ones of 
ァワー コンペティターズ

our competitors.
私たちは新しい部品を競合他社のものと比較した。

コンペァード トゥ ラースト ィヤーズ モウデル ディス ニュー

Compared to last year's model, this new 
ワン パーフォームズ トゥウェルブ パーセント ファースター

one performs 12% faster.
昨年度モデルに比較して、この新モデルは12％高速
になっている。
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【動詞】
ドゥラッグ
drag
引きずる

[同意語]
プル

pull
引く

ユー ニー トゥ プル ィッ ハード トゥ デタッチ ィッ

例）You need to pull it hard to detach it.
それを取り外すには、強く引く必要があります。

[反意語]
プッシュ

push
押す

プッシュ ザ レヴァー トゥ オウプン ィッ

例）Push the lever to open it.
開けるには、そのレバーを押してください。

ビー ケアフル ノット トゥ ドゥラッグ ディ エンド ォブ ザ ワイアー アロング

Be careful not to drag the end of the wire along 
ザ サーキット ボード イッ マイト コーズ ァ ショートサーキット

the circuit board.  It might cause a short-circuit.
ワイヤーの端を回路基板の上に引きずらぬよう注意
してください。短絡を引き起こすかもしれないから。
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【動詞】
テイク オウヴァー
take over
引き継ぐ

[関連語]
テイクオウヴァー　(/テイクオウヴァー)

take-over (/takeover)
（会社など、組織の）引継、乗っ取り
テイクオウヴァー　(/テイクオウヴァー) ビッド

take-over (/takeover) bid
株式公開買付

ジェイムズ トゥック オウヴァー ザ ジョブ フロム マイクル

James took over the job from Michael.
ジェイムズがマイケルから仕事を引き継いだ。

ドゥ ユー シンク ジョン キャン テイク オウヴァー ザ プラジェクト

Do you think John can take over the project?
ジョンがプロジェクトを引き継ぐことはできると思
いますか？
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【動詞】
ロウアー
lower
…を低くする、下げる、降ろす

[関連語]
レイズ

raise
上げる
デミニッシュ

diminish
減少する、減少させる
リデュース

reduce
下げる、減少させる

ウィー ニー トゥ リデュース ザ コスト

例）We need to reduce the cost.
コストを下げる必要があります。

ロウアー ザ テンプラチャー トゥ ワンハンドゥレッド エン トゥウェンティー

Lower the temperature to 120 
ディグリーズ センティグレイド

degrees centigrade. 
温度を摂氏120度まで落としなさい。

プリーズ ロウアー ザ ハイドローリック プレシャー

Please lower the hydraulic pressure.
油圧を下げて下さい。
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【動詞】
スクラッチ
scratch
…に引っ掻き傷をつける、…を引っ掻く

[参考]
scratchには「引っ掻き傷」という意味があります。

チェック ザ サーフェス ケアフリー フォー エニー スクラッチズ

例）Check the surface carefully for any scratches.
引っかき傷がないか、丁寧に表面をチェックしなさ
い。

[関連語]
塗装面などについて、よく使われる他の単語を以下に記
しました。
クラック / ブリスター / スクレイプ

crack / blister / scrape
ひび割れ／塗装面等の気泡／削り取ったような擦り傷

ビー ヴェリー ケアフォー ナッ トゥ スクラッチ ザ サーフェス ウェン

Be very careful not to scratch the surface when 
ユー ドゥ ディス ジョブ

you do this job.
この仕事をする際は引っ掻き傷を付けないよう充分
気を付けて下さい。
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【動詞】
フィット
fit
…にぴったりと適合する、合わせる

[関連語]
フィット ィン

fit in
ぴったり入る

サムティング ィズ ロング ザ ディスク ドゥライブ ダズン フィット

例）Something is wrong.  The disk drive doesn't fit 
ィンザ ベイ

in the bay.
何かがおかしい。ディスク・ドライブがベイにぴっ
たり収まらない。

フィット ザ ドァー ケアフリー オア イッ ウォウント クロウズ プロパリー

Fit the door carefully or it won't close properly.
注意してドアを合わせなさい。そうしないと、きっ
ちり閉まらなくなりますよ。
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【動詞】
ニード　
need
必要とする

[関連語]
ラック

lack …
…が欠けている
ビー ショート オヴ

be short of …
…が不足している

ウィー アー ァ リトル ショート オヴ マンパワー

例）We are a little short of manpower.
少し、人手が不足しています。

ラン アウト オヴ

run out of …
…が切れてしまう

ユー ニード パーミション トゥ アペレイト ザ マシーン

You need permission to operate the machine.
その機械を操作するには、許可が必要です。

ユー ニー トゥ ウェアー セイフティー グラスィズ イアー プラグズ エン

You need to wear safety glasses, ear plugs and 
グラヴズ トゥ アペレイト ザ グラインダー

gloves to operate the grinder.
その研磨機を操作する為は、安全メガネ、耳栓と手
袋を着用する必要があります。
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【形容詞】
ネセサリー
necessary
必要な、必要がある

[類義語]
エッセンシャル

essential
必須の、基本的な

イーメイルィズァンエッセンシャルコミュニケイショントゥールズ

例）E-mail is an essential communication tool.
Ｅメールは基本的なコミュニケーションの手段です。

[反意語]
アンネセサリー

unnecessary
不必要な、不要な

[関連語]
ネセサリリー

necessarily
必然的に
ナッ ネセサリリー

not necessarily …
必ずしも…ではない

フィズィカル ストゥレングス ィズ ナッ ソウ ネセサリー フォー ディス ジョブ

Physical strength is not so necessary for this job.
この作業には余り力は必要ありません。

－241－



【動詞】
クラック
crack
ヒビが入る、ヒビを入れる、割れる、割る

[関連語]
クラックト

cracked
ヒビが入った

ディス ナット ィズ クラックト アイ ニード ァ ニュー ワン

例）This nut is cracked.  I need a new one.
このナットはヒビが入っている。新しいのが必要で
す。

ネバー ベンド ザ プラースティック プレイト イッツ イーズィー トゥ クラック

Never bend the plastic plate.  It's easy to crack.
絶対にプラスチック板を曲げないこと。ヒビが入り
やすいから。

ビー ケアフル ノット トゥ クラック ザ パネル イッツ メイド ォヴ

Be careful not to crack the panel!  It's made of 
プラースティック

plastic.
パネルを割らないように注意して！　プラスチック
製ですから。

－59－



【名詞】
レイショ
ratio
比率、割合

[類義語]
レイト

rate 率、割合
（注）「率」という意味では、rateもratioと全く同様に使
われます。但し、「比率」と明確に言う場合はratioが適
当です。

[関連語]
エンプロイイー　ターノーヴァー　レイショ (/ レイト)

employee turnover ratio (/ rate) 退社率
ォペレイション　レイショ (/ レイト)

operation ratio (/ rate) 可働率
カンフォーミティ　レイショ (/ レイト)

conformity ratio (/ rate) 遵守率

インディスプラント ザレイショォヴフィーメイルマネジャーズトゥトウタル

In this plant, the ratio of female managers to total 
マネジャーズ ィズ アバウト テン パーセント

managers is about 10 %.
この工場では、女性管理職が全管理職に占める比率
は約10％です。
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【形容詞】
ソアー
sore
ヒリヒリする、痛い

[類義語]
ペイン

pain 痛み、痛さ
スィック

sick 気分が悪い
ヘッデイク

headache 頭痛
バッケイク

backache 腰痛
アイフィールァリトースィックェンアイハヴァヘッデイク トゥー

例）I feel a little sick and I have a headache, too.
少し気分が悪いです。頭痛もあります。

[参考]
soreは「ヒリヒリ」又は「筋肉痛」にpainはそれ以外の
「痛み」に使います。

ウェア キャン ァイ スィー ア ドクター アイ ハヴ ァ ソアー スロウトゥ

Where can I see a doctor?  I have a sore throat.
医師はどこにいらっしゃいますか？　咽が痛いです。

イフ ヨー アームズ ゲッ ソアー プリーズ コール ミー

If your arms get sore, please call me.
腕が痛くなったら、私を呼んでください。
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【形容詞】
ワイド
wide
（幅が）広い、…の幅である

[反意語]
ナロウ

narrow （幅が）狭い

[関連語]
ウィドゥス

width 幅
プリーズ メジャー ザ ウィドゥス ォヴ ザ テイボー

例）Please measure the width of the table.
台座の幅を測ってください。

ワイドゥリー

widely （幅）広く
ディス ファクト ィズ ワイドゥリー ノウン

例）This fact is widely known.
この事実は広く知られています。

ザパノーィズフォーティーセンティミターズワイドェンサーティーセンティミ

The panel is 40 centimeters wide and 30 centime
ターズ ハイ

ters high.
そのパネルは40センチメートルの幅で、高さは30セ
ンチメートルあります。
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【動詞】
スプレッド
spread
広がる、広げる

[類義語]
アンラップ

unwrap
（包装を）開ける

プリーズ アンラップ ザ パケッジ

例）Please unwrap the package.
パッケージを開いて下さい。

エンラージ

enlarge
（建物や土地を）広げる

ユーズ ディス ロウラー トゥ スプレッド ザ グルー イーヴンリー

Use this roller to spread the glue evenly.
接着剤をむらなく広げるのには、このローラーを使
ってください。

ディス テクノロジー スプレッド アウト アラウンド ザ ワールド

This technology spread out around the world.
この技術は世界中に広がりました。

－149－



【動詞】
ワイドゥン
widen
広げる

[類義語]
ブロードゥン

broaden 広げる、広くなる
ヒー ブロ-ドゥン ヒズ ナレッジ バイ ワーキング

例）He broadened his knowledge by working 
オウヴァシーズ

overseas.
彼は、海外勤務で知識を広げた。

エンラージ

enlarge 広げる
（enlargeの項も参照して下さい。）

ウィー ハド トゥ ワイドゥン ザ ドアー ソウ ザ ニュー マシーン ウィル

We had to widen the door so the new machine will 
フィット イントゥ ザ ルーム

fit into the room.
新しい機械をその部屋に入れるのに、ドアを広げな
ければなりませんでした。

ウィー シュドゥ ワイドゥン ザ スペース ビトゥウィーン ドーズ トゥー

We should widen the space between those 2 
パーツ

parts.
それら２つの部品間の隙間を広げるべきです。

－180－



【名詞】
クワリティー
quality
品質、質

[反意語]
クワンティティー

quantity 量
ワッ クワンティティー ドゥ ユー ニード

例）What quantity do you need?
どれ位の量が必要ですか？

[関連語]
クワリタティヴ

qualitative 質的な、定性的な
クワンティタティヴ

quantitative 量的な、定量的な

ウィー トゥライ トゥ プロヴァイド ハイ クワリティー プロダクツ ァット ロウ

We try to provide high quality products at low 
プライスィズ

prices.
低価格で高品質の製品を提供するよう努力しています。

ザクワリティーォヴザマティアリアルィズノッイェッサーティスファクトリー

The quality of the material is not yet satisfactory.
その素材の品質は未だ満足できるものではない。

－206－



【動詞】
シール
seal
…に封をする、シーリング剤を塗布する、
シールする

[関連語]
ペイスト

paste 塗布する、塗る

アプライ

apply 塗布する、塗る

シーラント

sealant シール剤、シーリング剤（／材）

シーリング ワックス

sealing wax シーリングワックス、封蝋
アプライ ディス シーリング ワックス トゥ ザ ジョイント

例）Apply this sealing wax to the joint.
この封蝋を接合部に塗布して下さい。

ユーズ ディス シーラント トゥ シール ザ スレッデッド ジョインツ トゥ

Use this sealant to seal the threaded joints to 
ウォータープルーフ デム

waterproof them.
防水の為に、ねじ継ぎ手をシールするのには、この
シール剤を使用してください。
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【動詞】
インクリース
increase
増える、…を増やす

[類義語]
イクスパンド

expand
広げる、広がる

[反意語]
ディクリース

decrease
減少する、減らす
リデュース

reduce
減らす

ウィー シュドゥ ノッ インクリース ウェイスト リクィド

We should not increase waste liquid. 
我々は、廃液を増やすべきではない。

ウォッチ ザ ゲイジ ザ プレシャー ハズ インクリースト

Watch the gauge. The pressure has increased. 
計器を見てください。圧力が上昇しましたよ。

－87－



【形容詞】
ディープ
deep
深い、奥の

[関連語]
デプス

depth
深さ、深度、奥行き

ザデプスォヴザマシーンィズワンポインセヴンファイヴミーターズ

例）The depth of the machine is 1.75 meters.
その機械の奥行きは1.75メートルです。

[反意語]
シャロウ

shallow
浅い、手前の

インサート デェム ィントゥー ザ スロッツ ォン ザ ディープ サイド ォヴ ザ

Insert them into the slots on the deep side of the 
ケイス

case.
それらをケースの奥の側にあるスロットに挿入して
ください。

ハウ ディープ イズ ディス セトゥリング ベイスン

How deep is this settling basin?
この沈殿池はどれくらい深いですか？
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【名詞】
ディフェクト
defect
不具合、欠陥

[関連語]
リドゥー

redo
やり直す
コーズ

cause
原因、（問題等を）引き起こす

ハヴ ュー アイデンティファイド ザ コーズ ォヴ ザ ディフェクト

例）Have you identified the cause of the defect?
その不具合の原因は特定できましたか？

ウィー ファウン(ド) サム ディフェクツ ィン ザ カントロール スィステム

We found some defects in the control system.
私たちは制御システムに幾つかの不具合を発見しま
した。

ィミーディエットリー リポート ェニー ディフェクツ ォヴ ザ カンポウネンツ

Immediately report any defects of the components.
部品のどんな不具合でも、直ぐに報告して下さい。

－189－



【動詞】
コンテイン
contain
含む、含有する

[関連語]
コンテント

content
内容、内容物、中身、成分

メイ アイ アースク アバウト ザ コンテンツ ォヴ ディス リクィッド

例）May I ask about the contents of this liquid?
この液体の成分について質問して良いですか？

コンテイナー

container
容器、コンテナー

ディス ドキュメント コンテインズ サム ィンポータント

This document contains some important 
ィンフォメイション ォン アワー ニュー プロダクツ

information on our new products.
この書類には、新製品の重要情報を含まれている。

ダズ ディス リクィッド コンテイン トクシック サブスタンスィズ

Does this liquid contain toxic substances?
この液体には有毒物質が含まれていますか？
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【動詞】
プリヴェント
prevent
…を防ぐ、予防する、…が～しないよう
にする

[同意語]
アヴォイド

avoid
避ける

プリーズ アヴォイド ドゥリンキング ザ タップ ウォーター

例）Please avoid drinking the tap water.
水道の水は飲まないようにして下さい。

ストップ･･･フロム～

stop … from ～
…を～から防ぐ（／守る）

[関連語]
プリヴェンション

prevention
予防、防止

ディス インディペンデント サーキット プリヴェンツ オウヴァーヒーティン

This independent circuit prevents overheating.
この独立した回路が過熱を防ぎます。

ユーズ ディス ワックス トゥ プリヴェント ザ マシーン フロム ラスティン

Use this wax to prevent the machine from rusting.
機械が錆付かないように、このワックスを使いなさい。
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【動詞】
バンプ
bump
ぶつける、ぶつかる

[同意語]
ヒット

hit
当てる、打つ、叩く

ドン ヒット ザ バトン バッ プレス ィッ ジェントゥリー

例）Don't hit the button but press it gently.
そのボタンは叩かないで、優しく押しなさい。

プリーズ ビー ケアフル ノッ トゥ バンプ ヨー ヘッド ォン ザ

Please be careful not to bump your head on the 
ビーム

beam.
頭を梁にぶつけないように注意してください。
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【動詞】
プラグ
plug
プラグを差し込む、…に栓をする、…を
ふさぐ

[関連語]
サケット / アウトレット

socket / outlet
電源の差込み口 /電源の差込み口（米語）

[反対語]
アンプラグ

unplug
プラグを外す

プリーズ アンプラグ ザ コネクター

例）Please unplug the connector.
コネクターのプラグを外して下さい。

プリーズ プラグ ザ セイム カラー コネクターズ トゥギャダー

Please plug the same color connectors together.
同じ色のコネクター同士を差しつないで下さい。

プラグ ザ マイクロチップ イントゥ ザ サーキット ボード

Plug the microchip into the circuit board.
マイクロチップを回路基板に差し込みなさい。

プラグ ザ ホウルズ ウィズ ァ テイプ シーラント

Plug the hole with a tape sealant.
密封テープでその穴を塞ぎなさい。
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【動詞】
アナライズ
analyze
分析する、検討する

[関連語]
アナリシィス

analysis（単数）
分析
アナリシィーズ

analyses（複数）
分析

ホワット タイプ オブ アナリシィス メソッド ディッド ュー ユーズ

例）What type of analysis methods did you use?
どんな分析方法を使いましたか？

キャン ニュー アナライズ ザ ダータ ビフォー ネクスト マンデイ

Can you analyze the data before next Monday?
そのデータを次の月曜日までに分析することができ
ますか？
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【動詞】
ターン
turn
方向が変わる、方向を変える、回す

[参考表現]
ターン アラウンド

turn around
回す

ターン ザ テイボー アラウンド ナインティー ディグリーズ

例）Turn the table around 90 degrees.
テーブルを９０度回してください。

ターン (トゥ ザ ) レフト (/ライト)

turn (to the) left (/right)
左へ（／右へ）曲がる

ターン アップ (/ダウン)

turn up (/down)
（速度、温度、音量などを）上げる、（／下げる）

プリーズ ターン アップ ザ テンプラチャー イフ ユー ゲッ コウルド

例）Please turn up the temperature if you get cold.
寒くなったら、温度を上げてください。

プリーズ ターン ヨー アテンション トゥ ザ グラフ

Please turn your attention to the graph.
注意をグラフに向けてください。（＝どうぞ、グラフをご覧ください。）
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【名詞】
メジャーズ
measures
方策、対策、手だて

[類義語]
アクション

action 対策、行動
ウィー シュッ テイク サム アクションズ ナウ

例）We should take some actions now.
我々は直ぐに行動を起こすべきです。

ポリシー

policy 方針、政策
メソッド

method 方法
ワッ カインド ォヴ クリーニング メソッド ドゥー ユー ユーズ

例）What kind of cleaning method do you use?
どんな種類の洗浄方法を使いますか？

テイク メジャーズ

take measures 手だてを講じる、対策を取る

ウィー アー テイキング ヴェアリアス メジャーズ トゥ プリヴェント ザ

We are taking various measures to prevent the 
リーケッジ ォヴ パーソナル インフォメイション

leakage of personal information.
私たちは、個人情報の漏洩を防ぐ様々な手だてを講
じています。
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【動詞】
ヴィズィット
visit
訪問する

[類義語] 
コール オン

call on （人や組織を）訪問する
ウィー ウィル コール オン アワ カスタマーズ ネクスト ウィーク

例）We will call on our customers next week.
来週私たちは顧客を訪ねます。

コール アット

call at （場所に）立ち寄る
ヒー コールド アット アワ オーサカ アフィス オン マンデイ ラスト

例）He called at our Osaka office on Monday last 
ウィーク

week.
先週の月曜、彼は我々の大阪事務所に立ち寄りまし
た。

アイハフトゥヴィズィットザニューファクトゥリーインタイランドネクストマンス

I have to visit the new factory in Thailand next month.
来月、タイの新工場を訪問しなければなりません。

ウェン ア- ユー ゴーイン トゥ ヴィズィット ミスター ヒラノ

When are you going to visit Mr. Hirano?
いつ平野さんを訪問なさいますか？

－172－



－228－

【形容詞】
ダスティー
dusty
埃っぽい

[関連語]
ダスト

dust 埃
メイク ショー ノウ ダスト ハズ ビルト ァップ ォン ザ ヴァルヴ

例）Make sure no dust has built up on the valve.
バルブに埃が溜まっていないことを確認してください。

ダート

dirt （塵、埃、汚物、泥などの）汚れ
リムーヴェニーダートバイウォッシンウィズマイルドディタージェント

例）Remove any dirt by washing with mild detergent.
汚れを中性洗剤で洗い落としてください。

トゥラッシュ

trash ゴミ

トゥライ トゥ キープ ザ ルーム フロム ビーイン ダスティー ディス キャン

Try to keep the room from being dusty.  This can 
プリヴェント マルファンクショニング ォヴ ザ マシーンズ

prevent malfunctioning of the machines.
部屋を埃っぽくならないようにしてください。それ
で、誤動作を防ぐことが可能になりますから。



【副詞】
オーモウスト
almost
ほとんど、もう少しで

[同意語]
ニアリー

nearly
ほとんど

ザディフェックトレイトォヴディーズパーツィズニアリーズィーロウ

例）The defect rate of these parts is nearly zero.
これらの部品の不良品率はほとんどゼロです。

ディ インストレイション ォヴ ザ マシーン ィズ オーモウスト コンプリーティッド

The installation of the machine is almost completed.
その機械の据え付け作業はほとんど完了しています。

イッツ オーモウスト ヌーン ノウ ワンダー アイム ハングリー

It's almost noon.  No wonder I'm hungry.
もう少しでお昼だ。道理でお腹が空いているわけだ。
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【動詞】
ガウジ
gouge
（丸鑿などで）ほる、えぐる

[参考]
gouge には「丸鑿」や彫られた「溝」という意味もあ
ります。

[関連語]
チズル

chisel
鑿
グルーヴ

groove
溝

[類義語]
スクープ

scoop
掬う、えぐる

プリーズ ガウジ ア グルーヴ アロング ディス ライン

Please gouge a groove along this line.
この線に沿って溝をほってください。

－80－



【動詞】
ベンド
bend
曲げる

[反意語]
アンベンド

unbend 伸ばす

[関連語]
フォウルド

fold （薄い紙や布を）折る
トウィスト

twist ねじる、より合わせる
トウィスト ザ レッド ェン グリーン ワイァーズ トゥギャダー

例）Twist the red and green wires together 
ライク ディス

like this.
このように、赤と緑のワイヤーをより合わせなさい。

ベンド ディス アルミナム ワイァー ライク ディス ファイブ ミリミターズ フロム

Bend this aluminum wire like this, 5 millimeters from 
ディ エンド

the end.
このアルミ線を、端から５ミリの所で、このように
曲げなさい。

－35－



【動詞】
ミクス
mix
混ぜる、混合する、混ざる

[関連語]
ミクスチャー

mixture
混合液、混合物
セプレイト

separate
分離する、分ける

プリーズ ミクス ドォーズ トゥー タイプス オヴ リクィド

Please mix those two types of liquid.
これら２タイプの液を混合して下さい。

メイク シュアー ダット ザ ファン イズ ワーキン ビフォー ミキスィン

Make sure that the fan is working before mixing
ディス サーヴェント

this solvent.
この溶剤を混合する前に、ファンが回っていること
を確認しなさい。

－110－



【動詞】
ミステイク　
mistake
間違う、誤る、混同する

[関連表現]
ミステイク A フォー B

mistake A for B
AをBと取り違える
メイク ァ ミステイク

make a mistake
間違いを犯す

ビー ケアフォー ナッ トゥ ミステイク ディーズ トゥー カートゥリッジズ

Be careful not to mistake these two cartridges.
これら２つのカートリッジを混同しないよう、気を
付けて下さい。

ウィー シュドゥ ユーズ ディファレント カラー ケイスィズ フォー

We should use different color cases for 
ディファレント パーツ イッツ イージー トゥ ミステイク ドーズ パーツ

different parts.  It's easy to mistake those parts.
異なる部品には異なる色のケースを使うべきです。
それらの部品は混同しやすいですから。

－109－



【動詞】
ロウテイト
rotate
回す、回転する

[類義語]
スピン

spin スピンする
ザ ウィール イズ スピニング ファスター ナウ

例）The wheel is spinning faster now.
今度は、ホイールがより早く回っています。

リヴォールヴ

revolve 回転する
ターン

turn 方向を変える、回転する

アズ ザ シャフト ロウテイツ ディス パート ムーヴズ アップ エン

As the shaft rotates, this part moves up and 
ダウン

down. 
シャフトが回転するのに合わせて、この部品は上下
動します。

ザ ディスク ロウテイツ ファースター イフ ユー ターン ディス ダイァル

The disk rotates faster if you turn this dial 
クロックワイズ

clockwise.
このダイアルを時計回りに回すと、ディスクはもっ
と早く回転します。
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【動詞】
ポリッシュ
polish
…を磨く、…のつやを出す

[関連語]
スムーズ

smooth
滑らかにする

ワイプ

wipe
拭く

ワイプ アウェイ ザ リメイニング グリース

例）Wipe away the remaining grease.
残りのグリースを拭き取ってください。

ワックス

wax
ワックスをかける

プリーズ ポリッシュ ザ サーフェス ウィズ ア ソフト クロス

Please polish the surface with a soft cloth.
表面を柔らかい布で磨いてください。

プリーズ ユーズ ディス カンパウンド トゥ ポリッシュ イッ

Please use this compound to polish it.
それを磨くのにはこのコンパウンドを使って下さい。

－119－



【形容詞】
ライト
right
右側の、正しい

[同意語]
コレクト

correct 正しい
[反意語]
レフト

left 左の
ゥロング

wrong 誤った、間違った
コネクション ォヴ ディーズ ケイブルズ ィズ ゥロング

例）Connection of these cables is wrong.
これらのケーブルの接続は間違っています。

デェアズ ァ スモール ホウル ィン ザ デープ ライト コーナー ォヴ

There's a small hole in the deep right corner of 
ザ チャシー

the chassis.
シャーシの右奥の角に、小さな穴があります。

メイク ショー ダッ ザ ヴォルティッジ ィズ ウィディン ザ ライト

Make sure that the voltage is within the right
レインジ

range.
電圧が正しい範囲に収まっているか、確認してくだ
さい。
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【動詞】
ショートゥン
shorten
短くする

[反意語]
レングスン

lengthen
伸ばす、長くする
"lengthen" の項も参照して下さい。

[関連語]
カッ ダウン

cut down
削減する

ウィー キャン ショートゥン ザ ワイアリング プラシージャー バイ

We can shorten the wiring procedure by 
ユーズィン ディス トゥール

using this tool.
この工具を使うことによって、ワイヤリングの工程
を短くすることができます。

プリーズ ショートゥン ザ ケイボー イッツ ア ビッ トゥー ロング

Please shorten the cable.  It's a bit too long.
ケーブルを短くして下さい。少し長すぎますから。

－141－



【形容詞】
ウォータータイト
watertight
水を通さない、水密の

[類義語]
ウォータープルーフ

waterproof 防水されている、防水の

[関連語]
スィール

seal シール、シールする、漏れ止めする
メイク ショー ダッ オール ザ ジョインツ ァー スィールド

例）Make sure that all the joints are sealed.
全ての接合部をシールしてあることを確認してくだ
さい。

エアータイト

airtight 空気を通さない、気密の
ウィーニードァンエアータイトコンテイナートゥストアーディス

例）We need an airtight container to store this 
マティアリアル

material.
この材料を保管するには気密性のある容器が必要で
す。

プリーズ メイク ショー ダット ザ ケイス ィズ ウォータータイト

Please make sure that the case is watertight.
ケースが水を通さないことを確認して下さい。
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【動詞】
フィル
fill
満たす、詰める、注入する

[反意語]
エンプティー

empty
空にする

ハヴ ユー エンプティード ザ コンテイナー

例）Have you emptied the container?
その容器を空にしましたか？

[関連語]
フィル ァウト (/ィン)

fill out (/in)
（空欄などに）記入する。

フィル ィン ザ ブランクス / フィル ァウト ディス フォーム

例）Fill in the blanks. / Fill out this form.
空欄を埋めなさい。／この用紙を記入しなさい。

フル

full
満タンの、一杯に満ちた

クッド ユー フィル ザ タンク ウィズ ルークウォーム ウォーター

Could you fill the tank with lukewarm water?
タンクをぬるま湯で満たしてもらえますか？
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【動詞】
ファインド
find
見つける

[類義語]
ディスカバー

discover
発見する

ディッド ユー ディスカバー ザ コーズ ォヴ ザ プロブレム

例）Did you discover the cause of the problem?
その問題の原因は発見できましたか？

[関連語]
ルック フォー

look for
捜す

アイム ルッキン フォー ザ キー トゥー ディス キャビネット

例）I'm looking for the key to this cabinet.  
キャン ユー ヘルプ ミー

Can you help me?
このキャビネットの鍵を捜しているのですが、手伝
ってもらえますか？

キャン ユー ヘルプ ミー ファインド ァ スモーラー サイズ レンチ

Can you help me find a smaller size wrench?
もう少し小さなレンチを見つけるのを手伝ってもら
えますか？
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【動詞】
ウェア
wear
身に付けている

[類義語]
プット オン

put on 身に付ける（状態ではなく動作）

[参考]
"wear" は主に「身に付けている」状態を表します。

[反意語]
テイク オフ

take off はずす、脱ぐ、剥がす
ユー シュドゥ テイク オフ ディ オールド ペイント ビフォー

例）You should take off the old paint before 
アプライイン ザ ニュー カラー

applying the new color.
新しい色を塗布する前に、以前の塗料を剥がすべき
です。

プリーズ ウェア ヨー セキュリティー パス ウェン エンタリング ァ

Please wear your security pass when entering a 
リストゥリクティド エリア

restricted area.
関係者外立ち入り禁止区域に入る際は、通行許可証
を身に付けておいてください。
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【動詞】
ポイント アット
point at
向ける、指す

[類義語]
ディレクト… トゥ～

direct … to ～
…を～の方向に向ける

ザ リカヴァード フルーイッド ィズ ディレクテド トゥ ザ

例）The recovered fluid is directed to the 
ウェイスト コンテイナー

waste container.
回収された液体は廃液槽に向けて流されます。

ポイント トゥ

point to
point at と殆ど同じ意味

プリーズ ポイント ザ ドゥリル アッ ザ レッド ドット マークト オン ザ

Please point the drill at the red dot marked on the 
プレート

plate.
ドリルをプレートに印してある赤い点に向けて下さい。

ディ エンド ォヴ ザ テューブ マスト ビー ポインテド アッ ザ ホウル

The end of the tube must be pointed at the hole.
チューブの先端はその穴に向いていなければなりま
せん。
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【形容詞】
ディフィカルト
difficult
難しい

[同意語]
ハードゥ

hard
難しい、困難な、硬い

[反意語]
イーズィー

easy
簡単な

[関連語]
カンプリケイティッド

complicated
複雑な
スィンプル

simple
単純な

ユーメイファインドディスジョブディフィカルトァッファースト バットィッゲッツ

You may find this job difficult at first, but it gets 
イーズィアー アズ ユー プラクティス

easier as you practice.
この作業は、最初は難しいと感じるかも知れません
が、練習するにつれて、より簡単になります。
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【動詞】
タイ
tie
結ぶ、縛る

[類義語]
バインド

bind 縛る、束ねる
ユー マスト バインド ドォーズ バクシズ セキュアリー

例）You must bind those boxes securely.
それらの箱はしっかりと（束ねて）縛ってください。

[反意語]
アンタイ

untie ほどく
ドン アンタイ ザ パケッジ アンティル ユー ニード ザ ニュー

例）Don't untie the package until you need the new 
カンポウネンツ

components.
そのパッケージは新しい部品が必要になるまで、ほ
どかないでください。

ユーズ ディス コード トゥ タイ アップ ザ カードボード

Use this cord to tie up the cardboard.
ダンボールを縛るのには、このひもを使いなさい。

タイ ザ トゥ- ワイアーズ トゥギャダー ウィズ ディス トゥール

Tie the two wires together with this tool.
この工具でワイヤーを結線してください。
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【形容詞】
クリアー
clear
明確な、明らかな

[反意語]
ヴェイグ

vague
ぼんやりした、曖昧な
アンビギュアス

ambiguous
どちらにも受け取れる、曖昧な

イクスプラネイションズシュドゥンビーヴェイグォーアンビギュアス

例）Explanations shouldn't be vague or ambiguous.
説明は、曖昧だったり、どちらにも受け取れたりし
てはいけない。

ディ インストゥラクションズ ィン ザ マニュアル ァー ヴェリー クリアー

The instructions in the manual are very clear.
取扱説明書の指示は非常に明確です。

ドゥー ユー ハヴ ェニー クウェスチョンズ アー マイ インストゥラクションズ

Do you have any questions?  Are my instructions 
クリアー イナフ

clear enough?
質問はありますか？　私の指示は十分明確ですか？
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【形容詞】
インヴィズィブル
invisible
目に見えない、不可視の

[反意語]
ヴィズィブル

visible
目に見える、可視の

イッビカムズヴィズィブルァンダーウルトゥラヴァイオレッライト

例）It becomes visible under ultra-violet light
それは紫外線の下で目に見えるようになります。

[類義語]
ヒドゥン

hidden
隠れた、隠された
トゥランスパーレント

transparent
透明な

ウィーユーズディスオプティカルィンスペクタートゥチェックフォーフォールツ

We use this optical inspector to check for faults 
インヴィズシブル トゥー ザ ネイキッド アーイ

invisible to the naked eye.
肉眼では見えない不具合がないかを、我々はこの概
観検査機を使ってチェックします。
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【動詞】
バーン
burn
燃える、燃やす

[関連語]
コンバスティブル

combustible
可燃性の

ビー ベリー ケアフル ウェン ュー ユーズ ディス マテリアル

例）Be very careful when you use this material.  
イット ィズ ハイリー コンバスティブル

It is highly combustible.
この素材を使う際は充分注意してください。可燃性
が高いですので。

コンバスチョン チェインバー

combustion chamber
燃焼室

ザフューウルバーンズモウストエフィシェントゥリーウェンミクストウィズ

The fuel burns most efficiently when mixed with 
エイティー パーセント エアー

80% air.
その燃料は80%の空気と混合された時に最も効率よ
く燃焼する。
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【動詞】
リフト
lift
持ち上げる

[類義語]
レイズ

raise
起す、上げる
ピック アップ

pick up
拾い上げる
プット ダウン

put down
降ろす、置く

プリーズ プット デム ダウン オウヴァー デアー

例）Please put them down over there.
それらは向こうに降ろして下さい。

ユーズ ア ジャック ウェン ユー リフト ディス マシーン

Use a jack when you lift this machine.
この機械を持ち上げる際には、ジャッキを使いなさい。

ファースト テイク オフ ディ アッパー サイド オヴ ザ マウント デン リフト

First take off the upper side of the mount, then lift
ザ モウター ストゥレイト アップ

the motor straight up.
先ずマウントの上部を外してから、モーターを垂直
に引き上げなさい。

－99－
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【動詞】
テイク
take
持って行く、取る、受け取る、（時間・労
力が）かかる

[類義語]
ブリング

bring
持って来る（takeと異なり、話者のいる方向に物を運び
ます。）

クッド ュー ブリング ミー ザ トゥールズ

例）Could you bring me the tools?
工具類を持って来てもらえますか？

[反意語]
ギヴ

give
与える

ドン フォゲッ トゥ テイク ヨ- セキュリティー パス ウェン ユー

Don't forget to take your security pass when you 
ゴウ デア

go there.
そこに行く際は、通門許可証を持って行くのを忘れ
ずに。

イッ トゥック オウンリー ファイヴ ミニッツ トゥ ドゥ ザ ジョブ

It took only 5 minutes to do the job.
その仕事をするのに５分だけかかりました。



【動詞】
リーク
leak
漏れる、漏らす

[関連語]
フロウ アウト

flow out
流れ出る

ルーブリカント フロウズ アウト ヴェリー スロウリー フロム

例）Lubricant flows out very slowly from 
ディス ヴァルヴ

this valve.
潤滑油はこのバルブから非常にゆっくりと流れ出し
ます。

プラグ (アップ) ア リーク

plug (up) a leak
漏れ穴を塞ぐ

クッデ ユー プラグ アップア リーク テンペラリリー

例）Could you plug up the leak temporarily?
その漏れ穴を一時的に塞いでもらえますか？

ルック ディス ヴァルヴ イズ リーキング イット マスト ビー リプレイスト　

Look!  This valve is leaking.  It must be replaced 
クイックリー

quickly.
見て！このバルブから液が漏れています。直ぐに交
換しなければなりません。
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【形容詞】
ユースフル
useful
役立つ、有用な

[類義語]
ベネフィショー

beneficial 有益な

[反意語]
ユースレス

useless 役に立たない、無駄な

[関連語]
フレクシボー

flexible 柔軟な
ア フレクシボー パイプ ィズ ユーズド トゥ コネクト ドウズ トゥー

例）A flexible pipe is used to connect those two 
ポインツ

points.
それら２点をつなぐのには、フレキシパイプが使わ
れています。

トゥー ベンド ザ メタル プレイト ディス ジグ ィズ ヴェリー ユースフル

To bend the metal plate, this jig is very useful.
金属板を曲げるのに、この治具は大変役立ちます。
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【副詞】
ジェントゥリー
gently
優しく、そっと、緩やかに

[類義語]
ソフトゥリー

softly
静かに、緩やかに

[反意語]
ストゥロングリー

strongly
強く
ハード

hard
強く、一生懸命に

プリーズ ドン プル ザ コーヅ ヴェリー ハード

例）Please don't pull the cords very hard.
コード類は余り強く引かないでください。

ジェントゥリー ワイプ ァウェイ ザ ダスト ェン ファイン パーティクルズ

Gently wipe away the dust and fine particles.
埃や微粒子をそっと拭きとってください。
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【形容詞】
アブセント
absent
休んでいる、欠席している、不在の、ない

[反意語]
プレズント

present
ある、いる、出席している、現在の

ワー ユー プレズント アッ ザ ラースト ミーティング

例）Were you present at the last meeting?
あなたは前回のミーティングに出席していましたか？

[類義語]
ラック

lack …　　…が欠けている、不足している
ザ パッケッジ ラックト ァ マニュアル

例）The package lacked a manual.
パッケージには取扱説明書が欠けていました。

ビー アウェイ フロム

be away from …　　…から離れている

ティム ウィル ビー アブセント フロム ザ ミーティング バッ アイル アテンド

Tim will be absent from the meeting but I'll attend 
フォー ヒム

for him.  
ティムはその会議を休みますが、代わりに私が出席
します。

－217－
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【動詞】
ソフン
soften
柔らかくする、柔らかくなる

[参考]
soften は人間の態度や姿勢にも使用できます。

ヒズ アティテュード ハズ ソフンド

例）His attitude has softened.
彼の態度は軟化しました。

[反意語]
ハードゥン

harden（"harden"の項も参照してください。）
固める、固まる

プリーズ アド ディス リクォッド トゥ ソフン ディ アドヒーシヴ

Please add this liquid to soften the adhesive.
その接着剤を柔らかくするには、この液を加えてく
ださい。

プリーズ ヒート ザ ワックス トゥ ソフン イッ

Please heat the wax to soften it.
ワックスを暖めて、柔らかくしてください。



【形容詞】
ルース
loose
緩い、緩んだ

[類義語]
フリー

free 固定されていない、繋がれていない、自由な
メイク ショー ダット ディ オポスィッ エンド ォヴ ザ ケイブル ィズ

例）Make sure that the opposite end of the cable is 
フリー

free.
ケーブルの反対側の端がどこにも接続されていない
ことを確認してください。

[反意語]
タイト

tight 固い、しっかり固定された

[関連語]
ルースン

loosen 緩める（動詞loosenの項を参照）
タイトゥン

tighten 締める（動詞tightenの項を参照）

ケイブル コネクション ィズ ルース ヒア プリーズ タイトゥン ィット

Cable connection is loose here.  Please tighten it.
ケーブルの接続が緩んでいます。締めて下さい。
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【動詞】
ルースン
loosen
緩める

[反意語]
タイトゥン

tighten
締める、締めつける

プリーズ タイトゥン ザ ワイアー ループ

例）Please tighten the wire loop.
ワイヤーで作った輪を締めてください。

ファースン

fasten
留める、留め金などで締める

ファースン ヨー シート ベルト

例）Fasten your seat belt.
シートベルトをお締めください。

プリーズ ルースン ザ ジョイント ボルト スライトリー

Please loosen the joint bolt slightly.
接合部のボルトを若干緩めてください。

ターン イッ カウンタークロックワイズ トゥ ルースン ザ ジョイント

Turn it counterclockwise to loosen the joint.
接合部を緩めるには、それを反時計回りにまわしな
さい。

－102－



【動詞】
ウェルド
weld
溶接する

[関連語]
ア ウェルディング マシーン

a welding machine 溶接機
ア ウェルダー

a welder 溶接工（又は、溶接機）
サーダー

solder ハンダ付けをする
ウィー ニー トゥ サーダー ザ ウァイアーズ トゥギャダー フォー ァ

例）We need to solder the wires together for a 
ストゥロンガー コネクション

stronger connection.
もっと強い接続のためには、ワイヤー同士をハンダ
付けしなければなりません。

ユー ニー トゥ ウェルド オール オヴ ディーズ パーツ トゥギャダー トゥ

You need to weld all of these parts together to 
メイク ザ ニュー トゥール ラック

make the new tool rack.
新しい工具棚をつくるのには、これら全ての部品を
溶接してつなぐ必要があります。
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【名詞】
カパーシティ
capacity
容量、能力、キャパ

[類義語]
ァビリティ

ability 能力
アイムショーヒーハズディァビリティトゥソルヴディスプラブレム

例）I'm sure he has the ability to solve this problem.
彼にはこの問題を解決する能力がきっとあると思います。

ポテンシャル

potential 可能性、潜在能力、潜在的な
ザポテンシャルォヴザニューディヴァイスィズスティルァンノウン

例）The potential of the new device is still unknown.
新しい装置の潜在能力は未だ分からない。

ディス ステインレス コンテイナー ハズ ァ カパーシティ ォヴ フィフティーン

This stainless container has a capacity of 15 
リターズ

liters.
このステンレスの容器は15リットルの容量がある。

アワ ニュー プラントゥ ハズ ザ カパーシティ ォヴ プロデューシング

Our new plant has the capacity of producing 
ァバウトスリー タイムズ モー ダン ディ オウルドゥ ワン

about 3 times more than the old one.
我々の新しい工場は、古い工場の約３倍生産する能
力がある。
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【名詞】
ルーム
room
余地、余裕、部屋、室

[関連語]
メイク ルーム フォー

make room for …
…の為に余地を作る、（空間・時間を）空ける

ヒー メイド ルーム ィン ザ タイト バヂェット フォー マイ ニュー

例）He made room in the tight budget for my new 
アイデアー

idea.
私の新しい案の為に、彼はきちきちの予算の中に余
地を作ってくれた。

[参考]
room は「部屋」という意味では数えられ、複数形は
roomsと言いますが、「余地」という意味では数えられ
ません。

キャン ュー リーヴ サム ルーム フォー ザ ケイブルズ トゥ ゴウ

Can you leave some room for the cables to go 
スルー

through?
ケーブルが通る余地を少し残しておいてもらえますか？

デェア ィズ オールウェズ ルーム フォー インプルーヴメント

There is always room for improvement.
必ず改善の余地はある。



【形容詞】
スペアー
spare
予備の、スペアの

[類義語]
エクストゥラ

extra
余分な、余分の

デァワズァンエクストゥラセットォヴワイアーズィンザボックス

例）There was an extra set of wires in the box.
箱の中には、１セット分の余分なワイヤーが入って
いた。

ドゥ ウィー ハヴ ァ スペアー カートゥリッジ フォー ディス マシーン

Do we have a spare cartridge for this machine?
この機械用の、予備カートリッジはありますか？

プリーズ プリペアー アッ リースト トゥー スペアー インパクト ドゥライヴァー

Please prepare at least two spare impact driver 
ビッツ ウェン ュー ドゥー ディス ジョブ

bits when you do this job.
この作業を行う際は、インパクト・ドライバー用の
予備ビットを最低２つは用意してください。
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【動詞】
コール
call
呼ぶ、電話をする

[関連語]
リング

ring 電話する（主にイギリス英語）
テレフォン

telephone 電話、電話する
イクステンション ナンバー

extension number 内線番号
プリーズ コール ミー アット ィクステンション ナンバー

例）Please call me at extension number 
ワン トゥー トゥー スリー ウェン ュー ニード ミー

1223 when you need me.
私に用事がある時は、内線１２２３番へ電話してく
ださい。

プリーズ コール ミー ウェン ュー ハヴ ァ クウェスチョン

Please call me when you have a question.
質問がある時は私を呼んでください。

ディッド ュー コール ミー ラースト ナイト

Did you call me last night?
昨夜私に電話をしましたか？
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【名詞】
ウィークネス
weakness
弱さ、弱点

[反意語]
ストゥレングス

strength
強さ、強み、強度、長所

ザ ストゥレングス ォヴ ザ チャシー ィズ モー インポータント

例）The strength of the chassis is more important 
ダン ィッツ ライトゥネス

than its lightness.
シャーシの強度は、軽さより重要です。

ストゥローング ポイント

strong point
強い点、長所

アストゥローングポイントォヴディスメソッドィズイッツスピード

例）A strong point of this method is its speed.
この方法の長所は、その速さにあります。

ザ ニュー コントゥロール スィステム ハズ インプルーヴド ヴェリー マッチ

The new control system has improved very much 
バッ スティル ハズ サム ウィークネスィズ

but still has some weaknesses.
新制御システムは非常に進歩したが、まだ幾つか弱
点がある。
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【動詞】
フォール
fall
落下する、倒れる

[関連語]
フォール ォフ (/フォール ァウト)

fall off (/fall out) 外れ落ちる
ザ パート ィズ ルースリー アタッチト イット メイ フォール ォフ

例）The part is loosely attached. It may fall off.
部品の取り付けが緩いです。外れ落ちるかもしれま
せん。
タイトゥン ザ ボウルト ソウ イッ ウィル ノッ フォール ァウト

例）Tighten the bolt so it will not fall out.
外れないように、ボルトを締めてください。

セイフティー シューズ ウィル プロテクト ヨー フィート ウェン

Safety shoes will protect your feet when 
サムティング ヘビー フォールズ ォン デェム

something heavy falls on them.
安全靴は、何か重たいものが足に落ちた際に、足を
保護します。

ウォッチ ヨー ステップ ソウ ユー ウィル ノッ フォール ダウン フロム

Watch your step so you will not fall down from 
ザ ステアウェイ

the stairway.
階段から落ちないよう、足元に注意しなさい。
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【名詞】
キュービック ミーター
cubic meter
立方メートル

[関連語]
スクウェア ミーター

square meter 平方メートル
ザプラントハズァランドエアリアォヴトゥウェンティータウザンスクウェア

例）The plant has a land area of 20,000 square
ミーターズ

meters.
その工場は、２万平方メートルの敷地面積があります。

ヴォリューム

volume 体積、容積、音量、（書籍などの）巻
ワッ ィズ ザ ヴォリューム ォヴ ディス スィリンダー

例）What is the volume of this cylinder?
このシリンダーの容積はどの位ですか？

エアリア

area 面積、区域
サーフィス エアリア

surface area 表面積

ザ カンテイナー ハズ ァ カパーシティ ォヴ テン キュービック ミーターズ

The container has a capacity of ten cubic meters.
その容器は10立方メートルの容量があります。
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【動詞】
ドゥレイン
drain
流出する、排出を行う

[関連語]
ドゥレイニッジ

drainage
排水（／排液）、排水（／排液）装置

プリーズ メイク シュアー ザ ドゥレイニッジ ィズン ブロックト

例）Please make sure the drainage isn't blocked.
排水がブロックされていない事を確認してくださ
い。

ドゥレイン パイプ

drain pipe
排水管、排液管

ウェアー シュッ ディス ドゥレイン パイプ ゴウ

例）Where should this drain pipe go?
この排液管はどこへ出すべきですか？

プリーズ ドゥレイン ザ クーラント ェン チェック ザ マシーン

Please drain the coolant and check the machine.
冷却液を抜き取ってから機械を検査してください。

キャン ユー ショウ ミー ハウ トゥ ドゥレイン ディ オウルド オイル

Can you show me how to drain the old oil?
どうやって古いオイルを抜くか教えてもらえます
か？
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【動詞】
レヴル
level
レベルを出す、水平にする、水平である
ことを確認する

[関連語]
ホリゾンタル

horizontal
水平な、水平である

メイク シュアー ダット ザ プレイト イズ ホリゾンタル エン

例）Make sure that the plate is horizontal and 
アラインド ウィズ ザ センター ライン

aligned with the center line.
プレートが水平であり、中心線に並んでいることを
確認しなさい。

ヴァーティクル

vertical
垂直な、垂直である

ユーズ シムズ トゥ レヴル アウト ザ セクション

Use shims to level out the section.
シムを噛ませて、その部分を水平にしなさい。

メイク シュアー ザ カンポウネント ハズ ビン レヴルド

Make sure the component has been leveled.
部品が水平になったことを確認しなさい。
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【動詞】
プラクティス
practice
練習する

[慣用表現]
プラクティス メイクス パーフェクト

Practice makes perfect.
練習を積めば完璧になる。＝習うより慣れよ

[関連語]
リピート

repeat
繰り返す

クッド ユー リピート ダット ァゲイン

例）Could you repeat that again?
もう一度、それを繰り返してもらえますか？

レペティション

repetition
反復

プラクティス ディ アペレイション ウィズ ビル　アンティル ユー キャン ドゥー

Practice the operation with Bill until you can do
イッ バイ ヨーセルフ

it by yourself.
独りで出来るようになるまで、ビルについて操作を
練習してください。
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【動詞】
コンタクト
contact
連絡する、接触する

[同意語]
ゲット ィン タッチ ウィズ

get in touch with …　　…に連絡する
イフ ュー ハヴ エニー クウェスチョンズ ゲット ィン タッチ ウィズ

例）If you have any questions, get in touch with
ミー バイ イーメイル

me by e-mail.
質問があれば、私にＥメールで連絡してください。

プリーズ コンタクト ミスター フレッチャー ァット ィクテンション

Please contact Mr. Fletcher at extension 
セブン シックス ワン

761.
内線761でフレッチャーさんへ連絡してください。

ディス パート シュッド ネヴァー コンタクト ザ サーフィス ォヴ ザ

This part should never contact the surface of the 
センサー

sensor.
この部分は絶対にセンサーの表面に接触してはいけ
ません。
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【動詞】
アンダスタンド
understand
分かる、理解する

[同義語]
グラスプ

grasp
把握する

ドゥ ユー グラスプ ワット アイ アム セイイン

例）Do you grasp what I am saying.
私の言っていることは把握できますか？

ゲッ ティット

get it
（会話表現で）分かる

ドゥ ユー ゲット ィット

例）Do you get it?  
分かった？

ドゥ ユー アンダスタンド ザ ニュー セイフティー プロシージャー

Do you understand the new safety procedures?
新しい安全手順は分かりますか？

アイ ドン アンダスタンド ウァイ ディス パート ィズ ユーズド ヒアー

I don't understand why this part is used here.
なぜこの部品がここに使われているのか理解できま
せん。
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【動詞】
フォーゲット
forget
忘れる

[類義語]
ネグレクト

neglect
怠る、忘れる

[反意語]
リメンバー

remember
憶える、憶えている、思い出す

ドゥー ユー リメンバー マイ インストゥラクションズ

例）Do you remember my instructions?
私の指示を憶えていますか？

ドン フォーゲット トゥ ターン オフ ザ メイン パウワー スウィッチ

Don't forget to turn off the main power switch.  
アザーワイズ ザ マシーン ウィル ユーズ サム エレクトゥリシティー

Otherwise the machine will use some electricity.
主電源のスイッチを切り忘れないでください。そう
しないと、その機器は小電力を使い続けますから。
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【位置の表現】
イン … / オン … / ビハインド …
in … / on … / behind …, etc
…の中／…の上／…の後ろ　等

下記の表現は、イラスト内で○囲み数字がある位置を位
置を表しています。
これらは、文章内で次のように使われます。

イン フロント ォヴ ザ ボックス

①　in front of the box.
箱の前に
オン ザ ボックス

②　on the box.
箱の上に（／箱に密着して）

(注)箱の上面だけでなく横面であっても、密着して貼ら
れている場合などには "on" が使われます。)

例（１）
プッ ザ コイン ィン フロント ォヴ ザ ボックス

Put the coin in front of the box.
その箱の前にコインを置いて下さい。

例（２）
ザ コイン ィズ ィン フロント ォヴ ザ ボックス

The coin is in front of the box.
コインはその箱の前にあります。
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イン ザ ボックス (/インサイド ザ ボックス)

③　in the box (/inside the box)
箱の中に（／箱の内側に）
イン ザ コーナー オヴ ザ ボックス

④　in the corner of the box
箱の内側の角に



アッ ザ コーナー オヴ ザ ボックス

⑤　at the corner of the box
箱の外側の角に
オン ザ コーナー オヴ ザ ボックス

⑥　on the corner of the box
箱の外側の角に
ビハンド ザ ボックス

⑦　behind the box
箱の後ろに
ニア ザ ボックス

⑧　near the box
箱の近くに
ファー フロム ザ ボックス

⑨　far from the box
箱から（遠く）離れて
アクロス ザ ホールウェイ フロム ザ ボックス

⑩　across the hallway from the box
通路を挟んで、箱から反対側に

－276－



[参考]
"on" は接触していることを表す場合に使われます。従
って、「…の上に」だけでなく、たとえば壁に「掛かっ
ている」時計や「貼られている」表示板などでも、"on
the wall" と言えます。また、天井についている蛍光灯
などでも接触している感覚でとらえられる物は "on the
ceiling" と言います。
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【位置の表現】
ネクスト トゥ … / ビッウィーン …
next to … / between …, etc
…の隣に／…の間に　等

次ページのイラストで、下記それぞれの文が示す位置関
係を確認して下さい。

"A" イズ ネクスト トゥ "B" 

"A" is next to "B".
ＡはＢの隣にあります。

"A" イズ オン (/トゥ) ザ レフト ォヴ "B"

"A" is on (/to) the left of "B".
ＡはＢの左側にあります。

プレイス (/プッ) ア ワッシャー ビッウィーン ザナット ェン ザ

Place (/put) a washer between the nut and the 
マウンティング ブラッケト

mounting bracket.
ナットと取付金具の間にワッシャーを入れてくださ
い。

ザ センサー イズ ライト ネクスト トゥ ディ エアー フィルター

The sensor is right next to the air filter.
そのセンサーはエアーフィルターの直ぐ隣にありま
す。



"B" イズ ビッウィーン "A" ェン "C"

"B" is between "A" and "C".
ＢはＡとＣの間にあります。

"C" イズ ネクスト トゥ "B"

"C" is next to "B".
ＣはＢの隣にあります。

"B" イズ ィン ザ センター (/ミドゥル) ォヴ ザ ロウ

"B" is in the center (/middle) of the row.
Ｂは列の中央（／まん中）にあります。
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【位置の表現】
オン トップ ォヴ … / アンダー …
on top of … / under …, etc.
…の上に／…の下に　等

次ページのイラストで、下記それぞれの文が示す位置関
係を確認して下さい。

"A" イズ オン トップ ォヴ "B"

"A" is on top of "B".
ＡはＢの上にあります。

"B" イズ アンダー "A"

"B" is under "A".
ＢはＡの下にあります。

"C" イズ アッ ザ ボトム ォヴ ザ パイル

"C" is at the bottom of the pile.
Ｃは重なりの一番下にあります。

"A" イズ アッ ザ トップ ォヴ ザ パイル

"A" is at the top of the pile.
Ａは重なりの一番上にあります。

"D" イズ ビロウ ザ テイボー

"D" is below the table.
Ｄはテーブルの下にあります。
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"E" イズアッ (/オン) ディ エッジ ォヴ ザ テイボー

"E" is at (/on) the edge of the table.
Ｅはテーブルの端にあります。

"F" イズ アバヴ ザ パイル

"F" is above the pile.
Ｆは重なりから離れてその上にあります。
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【方向性の表現】
イントゥ … / アウト ォヴ …
into … / out of …, etc.
…の中へ／…から外へ　等

ムーヴ ザ ボックス アップワード(ズ)

①　Move the box upward(s).
箱を上へ動かして下さい。

ムーヴ ザ ボックス ダウンワード(ズ)

②　Move the box downward(s).
箱を下へ動かして下さい。

ムーヴ ザ トゥライアンゴー アップワード(ズ)

③　Move the triangle toward(s) the box.
三角を箱の方向へ動かして下さい。

プッ ザ トゥライアンゴー イントゥ (/イン) ザ ボックス

④　Put the triangle into (/in) the box.
三角を箱の中へ入れて下さい。

テイク ザ トゥライアンゴー アウト ォヴ ザ ボックス

⑤　Take the triangle out of the box.
三角を箱から外へ取り出して下さい。

（Take the triangle from the box. とも言えます。しか
し "from" を使うと「外へ」の感覚が多少弱くなります。）
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ムーヴ ザ トゥライアンゴー アウェイ フロム ザ ボックス

⑥　Move the triangle away from the box.
三角を箱から遠ざかる方角へ動かして（＝離して）
下さい。
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【方向性の表現】
クロックワイズ / フロム ザ レフト
clockwise / from the left, etc.
時計回りに／左から　等

次の表現も上記のように使います。次ページのイラスト
を参照して下さい。

クロックワイズ

①　clockwise
時計回りに、右回りに

カウンタークロックワイズ (/アンティクロックワイズ)

②　counterclockwise (/anticlockwise)
反時計回りに、左回りに

フォーワード(ズ) バックワード(ズ)

③　forward(s) ④　backward(s)
前方へ、前へ 後方へ、後ろへ

プリーズ ターン ザ ダイアル クロックワイズ

Please turn the dial clockwise.
ダイヤルを時計回りに（＝右回りに）回して下さい。

テイク ワン ボールト フロム ザ レフト

Take one bolt from the left.
左からボルトを1本取って下さい。
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トゥ ザ ライト フロム ザ ライト

⑤　to the right ⑦　from the right
右方へ、右へ 右方から、右から
トゥ ザ レフト フロム ザ レフト

⑥　to the left ⑧　from the left
左方へ、左へ 左方から、左から



【形状】
ヘクサゴン
hexagon, etc.
六角形　等

下記の単語については、イラストを参照してください。

サークル

①　circle
円

ラウンド

②　round
丸い、円形の

トライアングル

③　triangle
三角

クッド ュー ゲッ ミー ザ ボールツ ウィズ ヘクサゴン ヘッズ

Could you get me the bolts with hexagon heads?
六角ヘッドのボルトを取ってもらえますか？
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スクウェア

④　square
正方形

レクタングル

⑤　rectangle
長方形

ペンタゴン

⑥　pentagon
五角形

ヘクサゴン

⑦　hexagon
六角形
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【形状】
パラレル
parallel, etc.
平行　等

下記の語句については、イラストを参照してください。

アングル

①　angle
角度

キューブ

②　cube
立方体

ハウ メニー ディグリーズ ィズ ザ レイク アングル ォヴ ザ

How many degrees is the rake angle of the 
ブレイド

blade?
刃のすくい角は何度ですか？

ザ ワイト ワイアー シュッ ラン パラレル トゥ ザ ブルー ワン

The white wire should run parallel to the blue one.
白いワイヤーはその青いのと平行に走っていなけれ
ばなりません。
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スフィアー

③　sphere
球、球形

ホリゾンタル

④　horizontal
水平（の）

ヴァーティカル

⑤　vertical
垂直（の）

パラレル

⑥　parallel
平行な、平行に
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ダイアゴナル（／キティ） コーナー

⑦　diagonal (/kitty) corner
対角、斜向いの角

[参考]
kittyは主に北米で使われ
ます。又、"kitty corner"
も "diagonal corner" も単
数形で使われるのが普通
です。

[関連語]
キュービック

cubic
立方体の
スフィアリカル

spherical
球形の
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機内で　（On the Jet）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、F: は
客室乗務員（Flight Attendant）の発話です。

イクスキューズ ミー

H: Excuse me.
すみません。
イエス サー ハウ メイ アイ ヘルプ ュー

F: Yes, sir.  How may I help you?
はい。何かご用でしょうか？
キャン ァイ ハヴ ァ コウク プリーズ

H: Can I have a Coke, please?
コークを一杯頂けますか？
サートゥンリー アイル ゲッ ダット フォー ユー ナウ

F: Certainly.  I'll get that for you now.
かしこまりました。今お持ちいたします。

ワッウッドューライクフォーディナー ビーフオーフィッシュ

F: What would you like for dinner, beef or fish?
アイル ハヴ ビーフ プリーズ

H: I'll have beef, please.
ビーフを頂きます。
サートゥンリー ヒア ユー アー

F: Certainly.  Here you are.
かしこまりました。はい、どうぞ。
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【出張時の表現】



ウィル ウィー ビー アライビング ォン タイム

H: Will we be arriving on time?
定刻に到着しそうですか？
イエスウィーウィル プリーズファースンヨーシートベルト

F: Yes, we will.  Please fasten your seatbelt.
はい。定刻に着きます。シートベルトをお締
めください。

[客室乗務員がよく使う表現]
メイ アイ ヘルプ ュー

May I help you?
何か、お伺いいたしましょうか？
プリーズ プッ ヨー シート イントゥー ディ アップライト ポジション

Please put your seat into the upright position.
座席を垂直にしてください。
ウィール ビー アライビング ショートゥリー

We'll be arriving shortly.
まもなく到着いたします。

[乗客がよく使う表現]
キャン ァイ ハヴ ァ カップ ォヴ カフィー

Can I have a cup of coffee?
コーヒーを一杯もらえますか？
キャン ァイ ゲット ァ ジャパニーズ ニュースペイパー

Can I get a Japanese newspaper?
日本語の新聞はありますか？
アイドゥ ライク トゥ ハヴ マイ ミール レイター

I'd like to have my meal later.
食事は後でもらいたいのですが。
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入国　（Immigration）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、O: は
入国審査官（Officer）の発話です。

キャン ァイ スィー ヨー パスポート エン イミグレイション

O: Can I see your passport and Immigration 
カード

Card?
パスポートと入国カードを見せてもらえますか？
ヒア デイ アー

H: Here you are.
はい、どうぞ。
ワッツ ザ パーパス ォヴ ヨー ヴィズィッ

O: What's the purpose of your visit?
訪問の目的は何ですか？
アイム ヒア オン ビジネス

H: I'm here on business.
出張です。
ハウ ロング イズ ヨー ビジネス トゥリップ

O: How long is your business trip?
出張の期間はどれくらいですか？
アイル ビー ヒア フォー スリー マンツ

H: I'll be here for three months.
３ヶ月ここにいる予定です。
ウェアー アー ユー ステイイング

O: Where are you staying?
どこに泊まりますか？
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アット ザ カンフォート イン

H: At the Comfort Inn.
コンフォート・インです。
センキュー

O: Thank you. 
有り難うございます。

[入国審査官がよく使う表現]
ハウ ロング ウィル ユ- ビー ステイイング イン ディ ユナイテド

How long will you be staying in the United 
ステイツ

States?
合衆国には、どれ位の期間滞在する予定ですか？
ワッ ドゥ ユー ドゥ

What do you do?
職業は何ですか？
ワッ イズ ヨー アドゥレス ヒア

What is your address here?
こちらでの住所はどこですか？

[入国者がよく使う表現]
アイム アン エンジニアー

I'm an engineer.
私はエンジニアです。
アイム ヒア アズ ア テクニカル トゥレイナー

I'm here as a technical trainer.
私は技能トレーナーとして滞在します。
アイ プラン トゥ ステイ フォー スリー ウィークス

I plan to stay for three weeks.
３週間滞在する予定です。



ホテルのフロントで　（At the Front Desk）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、C: は
フロントの事務員（Clerk）の発話です。

マイ ネイム ィズ ヒロシ オカモト アイ ハヴ ァ

H: My name is Hiroshi Okamoto.  I have a 
レザヴェイション

reservation.
私の名前は岡本洋です。予約しています。
ウェルカム トゥ ザ カンフォート イン ワン モウメン

C: Welcome to the Comfort Inn.  One moment, 
プリーズ

please…
コンフォート・インへようこそ。少々お待ち
願えますか…。
アイム ソーリー ハウ ドゥ ユー スペル ヨー ネイム サー

I'm sorry, how do you spell your name, sir?
失礼ですが、お名前の綴りを教えて頂けますか？
イッツ オウ ケイ エイ エム オウ ティー オウ

H: It's O-K-A-M-O-T-O.
オウ、ケイ、エイ、エム、オウ、ティー、オ
ウです。
アー ヒアウィーアー クッドァイアスクユートゥフィルァウト

C: Ah, here we are.  Could I ask you to fill out 
ディス フォーム ミスター オカモト

this form, Mr. Okamoto?
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ええ、ございました。岡本様、この書式にご
記入お願いできますか？
シュアー

H: Sure. 
はい。
ハウ ウィル ユー ビー ペイイン フォー ザ ディパジッ

C: How will you be paying for the deposit?
前払い金は、どのようにお支払いになりますか？
イズ ディス クレディッ カード オウケイ

H: Is this credit card OK?
このクレジットカードは大丈夫ですか？
ノウ プロブレム サー

C: No problem, sir.
ええ、問題ございません。

ヒアィズヨールームカードキ-   ルームスリーシックストゥー

C: Here is your room card key. Room 362.
こちらがお部屋のカードキーでございます。
お部屋は３６２号室です。
センキュー

H: Thank you. 
有り難う。
アワレストランツアーオウプンアンティルテンサーティーピーエム

C: Our restaurants are open until 10:30 p.m. 
ハヴ ァ プレザント ステイ ミスター オカモト

Have a pleasant stay, Mr. Okamoto.
レストランは午後１０時半まで開いておりま
す。岡本様、どうぞ、ごゆっくりと。
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[フロント事務員がよく使う表現]
ハウ ウッド ュー ライク トゥ ペイ

How would you like to pay?
どのようにお支払いなさいますか？

[宿泊客が使う表現]
アイル ペイ イン キャッシュ

I'll pay in cash.
現金で払います。
アイドゥ ライク トゥ ユーズ ァ セイフティ ディパジッ ボックス

I'd like to use a safety-deposit box.
セイフティーボックスを使わせてもらいたいのです
が。

ホテルの部屋で　（At the Room）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、C: は
ホテルの事務員（Clerk）の発話です。

デアズ ァ プロブレム ウィズ ザ シャワー イン マイ

H: There's a problem with the shower in my 
ルーム

room.
部屋のシャワーに問題があるのですが。
クッドゥ アイ ハヴ ヨー ルーム ナンバー サー

C: Could I have your room number sir?
部屋番号をお伺いできますか？
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イエス イッツ ルーム スリー シックス トゥー

H: Yes. It's room 362.
ええ。３６２号室です。
ミスター オカモト ライッ クッ デュー テル ミー ザ

C: Mr. Okamoto right?  Could you tell me the 
プロブレム ウィズ ザ シャワー

problem with the shower?
岡本様でございますか？　シャワーの問題点
をお教え頂けますか？
アイ ドン ハヴ エニー ハッ ウォーター

H: I don't have any hot water.
お湯が出ないのですが。
オウケイ アイル センド サンバディ アップ トゥ ヨー

C: OK. I'll send somebody up to your 
ルーム トゥ チェック ィッ ライト ァウェイ

room to check it right away.
分かりました。直ぐに、係りのものにお部屋
まで伺わせてチェックさせて頂きます。
センキュー

H: Thank you.
有り難う。



以下では、H: は山口洋さん（Hiroshi）、C: はホテルの
ルームサービス係り（Room Service）の発話です。

ヘロウ ルーム サーヴィス ハウ メイ アイ ヘゥプ ユー

R: Hello, room service.  How may I help you?
はい、ルームサービスでございます。ご用件は？
グッド ァフタヌーン アイ ウッドゥ ライク トゥ ゲット ァ

H: Good afternoon. I would like to get a 
サンドゥウィッチ ディリヴァード トゥ マイ ルーム プリーズ

sandwich delivered to my room please.
こんにちは。サンドイッチを部屋へ持って来
てもらいたいのですが。
ワッ カインド ォヴ サンドゥウィッチ ウッドゥ ユー ライク

R: What kind of sandwich would you like?
サンドイッチの種類は何がよろしいですか？
アイ ウッドゥ ライク ア ハム アン チーズ ォン ブラウン

H: I would like a ham and cheese on brown 
ブレッド アイ ウッドゥ オールソー ライク サム カーフィー

bread. I would also like some coffee.
ブラウンブレッドでハム・チーズをお願いし
ます。それから、コーヒーも。
ワッ イズ ヨー ネイム ェン ルーム ナンバー プリーズ

R: What is your name and room number please?
お名前とお部屋番号を頂けますか？
マイ ネイム ィズ ヒロシ オカモト エン マイ ルーム

H: My name is Hiroshi Okamoto and my room 
ナンバー イズ スリー シックス トゥー

number is 362.
名前は岡本洋で、部屋は３６２号室です。
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センキュー ミスタ- オカモト イッ シュッ ビー デア

R: Thank you Mr. Okamoto. It should be there 
イン アバウト トゥウェンティー ミニッツ

in about 20 minutes.
岡本様、有り難うございます。２０分程度で
お伺いいたします。
センキュー

H: Thank you.
有り難う。

[宿泊客がよく使う表現]
マイ ティーヴィー ダズン ワーク

My T.V. doesn't work.
テレビが映らないのですが。
ディ エアー カンディショナー イズ ブロウクン

The air conditioner is broken.
エアコンが故障しています。
クドゥ アイ ゲット ァナダー ピロウ プリーズ

Could I get another pillow please?
枕をもう一つもらえますか？
アイ ウッドゥ ライク トゥ ハヴ マイ スート ドゥライ クリーンドゥ

I would like to have my suit dry cleaned.
スーツをクリーニングに出したいのですが。
クッド ュー テル ミー ディ アワーズ フォー ザ スウィミング

Could you tell me the hours for the swimming 
プール

pool?
プールの営業時間を教えてもらえませんか？



レストランで　（At a Restaurant）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、W: は
ウェイター（Waiter）の発話です。

テイボー フォー スリー プリーズ

H: Table for three, please.
３人席をお願いします。
ドゥ ユー ハヴァ リザヴェイション サー

W: Do you have a reservation, sir?
ご予約はおありですか？
ノウウィードン ドゥユーハヴァテイボーアヴェイラボー

H: No, we don't.  Do you have a table available?
いえ、ありません。席は空いていますか？
イズ ダット スモーキン オー ナンスモーキン

W: Is that smoking or non-smoking?
喫煙席、禁煙席、どちらがよろしいでしょうか？
ナンスモーキン プリーズ

H: Non-smoking, please.
禁煙でお願いします。

アー ユー レディー トゥ オーダー

W: Are you ready to order?
ご注文はお決まりですか？
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イエス アイル ハヴ ァ グラス ォヴ レッド ワイン エン

H: Yes, I'll have a glass of red wine and 
トゥデイズ スペシァル

today's special.
ええ、赤ワイン一杯と本日のお勧めをお願い
します。
ワッ ドゥレッシン ウッ デュー ライク

W: What dressing would you like?
どのようなドレッシングがよろしいですか？
ィターリアン プリーズ

H: Italian, please.
イタリアンでお願いします。
サートゥンリー

W: Certainly. 
かしこまりました。

イクスキューズ ミー クッド ァイ ハヴァ グラス ォヴ

H: Excuse me.  Could I have a glass of 
ウォーター プリーズ オウ ェンド ア カーフィー リフィル

water please.  Oh, and a coffee refill.
すみません。お水を一杯もらえますか？　あ
っ、それからコーヒーのおかわりも。
ドゥ ユー テイク エニシン ウィズ ヨー カーフィー

W: Do you take anything with your coffee?
コーヒーには何かお入れしますか？
ア リルー ミルク プリーズ

H: A little milk please.
ミルクを少々お願いします。
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アイル ジャストゥ ビー ア ミニットゥ

W: I'll just be a minute. 
少々、お待ちください。

以下では、H: は山口洋さん（Hiroshi）、J: は山口さん
の知り合いのジョン（John）の発話です。

ハウ マッチ ドゥ ピーポー ユージュアリー ティップ イン

H: How much do people usually tip in 
ニュー ヨーク ジョーン

New York, John?
ジョン、ニューヨークでは普通チップはどの
位払うのですか？
ユージュアリービトゥウィーンファイヴエンフィフティーンパーセント

J: Usually between 5 and 15 percent 
デ゛ィペンディングオンザレヴェルォヴサーヴィス

depending on the level of service.
サービスのレベルにも依るけど、普通は５か
ら15％の間だね。
アワビルワズフィフティーダラ-ズエンザサーヴィスワズ

H: Our bill was 50 dollars and the service was 
エクセレン ソウ ウィー シュッ ペイ セヴン ダラーズ エン

excellent, so we should pay 7 dollars and 
フィフティー センツ イズ ダット コレクト

50 cents.  Is that correct?
僕たちの勘定は50ドルで、サービスは素晴ら
しかったから、７ドル50セント払うべきだ。
それで、良いのかな？
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イエス ダッツ ライトゥ

J: Yes, that's right.
そう。それで良いよ。

[ウェイターやウェイトレスがよく使う表現]
アイム ソーリー ウィアー フーリー ブックト

I'm sorry.  We're fully booked.
恐縮ですが、予約で満席となっています。
ウッド ュー ライク サムシン トゥ ドゥリンク

Would you like something to drink?
何かお飲み物は如何ですか？
ワッ ウッ デュー ライク フォー ディザート

What would you like for desert?
デザートは何がよろしいですか？

[食事客がよく使う表現]
ワッ ドゥ ユー レコメンド

What do you recommend?
お勧めは何ですか？
アイム レディー トゥ オーダー

I'm ready to order.
注文したいのですが。
キャ ナイ スィー ザ メニュー

Can I see the menu?
メニューを見せてもらえますか？
メイ アイ ハヴ ザ チェック プリーズ

May I have the check, please?
お勘定、お願いできますか？
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医院で　（At the Doctor's）

以下では、H: は主人公の山口洋さん（Hiroshi）、D: は
医師（Doctor）の発話です。

ソウ ハウ メイ アイ ヘウプ ユー

D: So, how may I help you?
如何なさいましたか？
アイ ハヴァ ソア スロウト

H: I have a sore throat.
喉が痛いのですが。
ハウ ロング ハズ イッ ビン ソア

D: How long has it been sore?
いつごろから痛いのですか？
アバウト トゥー デイズ

H: About 2 days.
２日間ほどです。
アイシンクユーハヴァコーウド エニーアダー

D: I think you have a cold.  Any other 
シムタンズ

symptoms?
風邪をひかれたようですね。他に症状は？
イエス アイオールソーハヴァスライトフィーヴァーエンドァカフ

H: Yes.  I also have a slight fever and a cough.
はい。微熱と咳がでます。
プリーズ テイク ディス メディスン トゥー ピルズ

D: Please take this medicine.  Two pills 
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トゥワイス ア デイ フォー ワン ウィーク

twice a day for one week.
この薬を飲んでください。１回２錠を毎日２
回で１週間続けて。
イズ ダッ オール

H: Is that all?
それだけですか？
ユーシュドゥオールソ- ドゥリンクロッツォヴジュースエンレスト

D: You should also drink lots of juice and rest.
それから、ジュースをいっぱい飲んで、休養
すべきですね。

[患者がよく使う表現]
アイ ハヴ ァ ペイン イン マイ ショウルダー

I have a pain in my shoulder.
肩が痛いのですが。
マイ レッグ ハーツ

My leg hurts.
足が痛いのですが。
アイ ハヴァ スタマッケイク

I have a stomachache.
お腹が痛いのですが。

[医師が使う表現]
ドゥ ユー ハヴ エニー アラジーズ オー カンディションズ

Do you have any allergies or conditions?
アレルギーや何か制限事項はありますか？
ユー ニー トゥ スィー ア スペシャリスト

You need to see a specialist.
専門医に見てもらう必要があります。
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場所や行き方を尋ねる　（Directions）

以下は、デパートでの会話です。H: は山口洋さん
（Hiroshi）、S: は店員（Sales Clerk）の発話です。

イクスキューズ ミー クッ デュー テル ミー ウェアー ザ

H: Excuse me.  Could you tell me where the 
ウォッシュルーム イズ

washroom is?
すみません。お手洗いの場所を教えてもらえ
ますか？
シュアー ゴウストゥレイトダウンディスホールァンティル

S: Sure.  Go straight down this hall until 
ユースィーザステアーズ ゴウアップザステアーズトゥザ

you see the stairs.  Go up the stairs to the 
セカンドフロアー ザウォッシュルームィズオンヨー

second floor.  The washroom is on your 
ライトゥ

right.
いいですよ。この廊下を階段が見える所まで
真っ直ぐ行ってください。階段を上って２階
へ行くと、右手にお手洗いがあります。
センキュー

H: Thank you.
有り難うございます。



以下は地下鉄の駅での会話です。H: は山口洋さん
（Hiroshi）、S: は駅員（Station Attendant）です。

イクスキューズ ミー ハウ ドゥ アイ ゴウ トゥ メモリオー

H: Excuse me.  How do I go to Memorial 
パーク サブウェイ ステイション

Park subway station?
すみません。地下鉄のメモリアル・パーク駅
にはどうやって行くのですか？
ファースト テイク ザ レッド ライン ェン ゴウ ウェスト

S: First take the red line and go west 
フォー ファイヴ ストップス デン チェンジ オントゥ ザ

for five stops.  Then change onto the 
ブルー ライン ェン ゴウ ノース フォー スリー ストップス

blue line and go north for 3 stops.
先ず、赤い線に乗って西に向かい５つ目の駅
で降りてください。それから、青い線に乗り
換えて北に向かって３つ目の駅です。
ドゥ ユー ノウ ディ エグジット ナンバー フォー ザ パーク

H: Do you know the exit number for the park?
公園への出口の番号はご存知ですか？
イエス イッツ エグジット ナンバー トゥー

S: Yes, it's exit number 2.
はい、２番出口です。
センキュー

H: Thank you.
有り難う。
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以下は歩道での会話です。H: は山口洋さん（Hiroshi）、
S: は、そこにいた人（Stranger）です。

クッド ュー テル ミー ウェアー ザ ニアレスト シティー

H: Could you tell me where the nearest Citi 
バンク イズ プリーズ

Bank is please?
一番近くのシティーバンクはどこか教えても
らえますか？
イッツイージー クロスディスストゥリートエンゴウ

S: It's easy.  Cross this street and go 
ストゥレイダウングリーンストゥリートフォートゥーブロックス

straight down Green street for two blocks. 
簡単だよ。この道路を横切ってグリーン通り
を真っ直ぐ２区画進めばいい。
オウケイ

H: OK.
分かった。
デンターンレフトアットザムーヴィーシアター ゴウ

S: Then turn left at the movie theatre.  Go 
アンティルディエンドォヴザブロック イッツオンヨーレフト

until the end of the block. It's on your left. 
それから、映画館の所で左に曲がる。その区
画の終わりまで進むと、左手にある。
ダット イズ イージー センキュー

H: That is easy.  Thank you.
そりゃ簡単ですね。有り難う。

－24－



[場所や行き方を尋ねる際の表現]
ハウ ロング ダズ イッ テイク

How long does it take?
どれ位、時間がかかりますか？
イズ イッ クロース イナフ トゥ ウォーク

Is it close enough to walk?
歩いても行ける距離ですか？
ウェアー イズ ザ クロウセスト バス スタップ

Where is the closest bus stop?
一番近いバス停はどこですか？

[場所や行き方を教える側の表現]
ゴウ ストゥレイト

Go straight 真っ直ぐ行く
ターン ライト

Turn right 右は曲がる
ターン レフト

Turn left 左へ曲がる
ユー キャン スィー

You can see … …が見えます
アクロス フロム

Across from … …を横切って反対側に
ネクストゥ トゥ

Next to … …の隣に
[参考]

block（ブロック）とは、碁盤の目や格子のように縦
横の道で区切られた最小の四角い区画のことです。
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： 三菱電機FAセンター 
　Mitsubishi Electric FA Centers

： FAセンターサテライト 
   FA Center Satellite

： 拠点 Offices

広州FAセンター
Guangzhou FA Center

上海FAセンター
Shanghai FA Center

天津FAセンター 
Tianjin FA Center

北京FAセンター 
Beijing FA Center

アセアンFAセンター 
ASEAN FA Center

タイFAセンター 
Thailand FA Center

台湾FAセンター 
Taiwan FA Center

韓国FAセンター 
Korean FA Center

三菱電機 
Mitsubishi Electric Co.

北米FAセンター 
North American FA Center

インドFAセンター 
India FA Center

ブラジルFAセンター 
Brazil FA Center

世界中どこでも、日本と変わらない サービスを。

世界中どこでも日本と変わらないサービスが受けられること。それは、グローバルな事業を展開される

お客様にとって、事業の継続と発展のためにも欠かすことのできない条件のひとつでしょう。三菱電機

は世界各地で、豊富な経験と高い技術力をもつ専任スタッフによるグローバルなFAサービス体制を完備

し、「FAセンター」を始めとする数多くのサポート拠点から、お客様に常に最良のサービス＆サポート

を提供しています。日本の高い技術と信頼を、全世界のお客様の元へ。三菱電機のFAグローバルサービ

ス体制をフルにご活用ください。

高い技術力でビジネスをサポートします。三菱電機のFAグローバルサービス。

Our target is to provide the same level of service anywhere in the world. For customers who have production bases around 
the world, this would be an essential prerequisite to develop and continue their business smoothly. To meet these 
customer’s needs, Mitsubishi Electric has established a global FA service system which consists of FA Centers and several 
support centers all over the world. Our dedicated staff with abundant experience and high technological knowledge will 
provide the best possible service and support to you. We offer Japanese high technology and reliability anywhere in the 
world. You can take full advantage of Mitsubishi Electric FA global service system.

英国FAセンター 
UK FA Center

チェコＦＡセンター
Czech republic
FA Center

欧州FAセンター 
European FA Center

ロシアFAセンター 
Russian FA Center

ドイツFAセンター 
German FA Center

Unchanging Service, in Japan and throughout the World

Mitsubishi Electric FA Global Service-Supporting Your Business with Superior Technical Expertise

シーケンサ
PLC

マイクロシーケンサ
Micro PLC

インバータ
Inverter

表示器
HMI

数値制御装置
CNC

レーザ加工機
Laser Processing Machines

産業用ロボット
Industrial Robots

放電加工機
Electrical Discharge Machines

ACサーボ
AC Servo

低圧開閉器
Contactors and Motor Starters

低圧遮断器
Low-voltage Circuit Breakers



高度なサポートで、世界のモノづくりを支えます。
日本の、そして世界のものづくりを支えている三菱電機のFAシステム。

それを支えているのが「コンサルティング」「修理」「セールス」「サポート」「トレーニング」「ショールーム」のサービス・メニューです。

日本各地で各支社にご相談いただくのと同じように、現地でもお気楽にご相談ください。

世界各地域にあるFAセンターをキーステーションとし、

現地の販社・支店・代理店と密接な連携をとりながら、お客様へ各種サービスをご提供致します。

また世界６５カ国、１８３拠点※の現地販売店・代理店にて、三菱電機製品をご購入いただくことができます。

もし海外で製品が壊れた際も、現地での修理対応のほか、調達の手配などきめ細かくサポートいたします。

We Support the World’s Manufacturing Businesses with Advanced Services 

Mitsubishi Electric’s FA system supports manufacturing not 

only in Japan but also around the world. It consists of a 

suite of services including consulting, repair, sales, 

technical support, training, and showrooms. You can receive 

the same quality of service as what our branch offices offer 

to you in Japan anywhere in the world.

Our FA Centers located around the world works as regional 

key stations provide various services to customers in close 

cooperation with our local sales companies, branch offices, 

and distributors.

Mitsubishi Electric products are available for purchase from 

our local dealers and distributors at 183 locations in 65 

countries worldwide.

Even when you find product malfunction outside Japan, we 

will provide a local repair service, support parts 

procurement, and respond to other needs as required.

基本操作から応用プログラミングまで実機を用いたトレーニン
グスクールを定期的に開催しております。また、お客様のご要
望に応じたトレーニングメニューの選択や出張トレーニングス
クールも行っています。

From basic operations to applied programming, we 
offer regular training courses that use actual 
products. We also provide customized training 
programs and on-site training sessions.

機械製品やメカトロ製品を展示し、お客様に当社最

新技術をご紹介しています。

Mitsubishi Electric’s latest technologies are on 
display at our showrooms. They include FA and 
mechatronics products.

地域に密着したセールスネットワークの充実を図ってい

ます。世界のお客様のニーズを的確に把握し、最適な製

品・システム提案を行っています。

We constantly work to enhance our 
community-based sales network to accurately grasp 
the needs of our customers around the world and 
propose products and systems best suited to those 
needs.

修理の受付から現場への技術者派遣、補用品の販売ま

で、海外サポート拠点と現地代理店（サービスショップ）

で連携を取りながら対応しています。

Our overseas support offices receive requests for 
repair, dispatch engineers to repair sites and provide 
spare parts in cooperation with local distributors 
(service shops). 

お客様の修理品をＦＡセンターにて現地修理対応してい

ます。この他、ＦＡセンターサテライト及びサービスショッ

プでも同様のサポートを実施しています。

Local FA Centers handle repairs of Mitsubishi 
Electric FA products. Our FA Center Satellites and 
service shops also provide after-sales support.

日本人／現地人専任スタッフがＦＡ製品に関する技術的
なお問合せにお応えしています。また、お客様のアプリ
ケーションに最適な製品・システムのご提案も行っていま
す。

Our Japanese and local service staff offer technical 
advice, and propose the best products and systems 
for customers’ specific application needs.

お客様のビジネスを

フルサポート
Full support of customer’s business

三菱電機
FAグローバル
サービス

Mitsubishi Electric
FA Global Service

ショールーム

Showrooms

コンサルティング

Consulting

トレーニング

Training

修理

Repair

サポート

Technical Support

セールス

Sales

※但し、各拠点によってサービス内容が異なることがあります。詳細は、最寄りの支社・代理店にお問い合せください。
※Please note that service contents vary by region. For further  , please contact our regional FA Centers.
●製品によっては、日本よりお取り寄せになる場合があります。
●海外へFA製品を納入あるいは海外からFA製品を導入される場合、万全のサポート/サービスを提供させていただくため、弊社国内支社または海
   外のFAセンターまで、FA製品の関連情報（機種／形式、システム、装置関連情報など）をご連絡くださいますようお願いいたします。
●Some products have to be ordered from Japan. 
●For better service, please provide your FA products detail information(product model, number, system, equipment etc) to our
   regional FA Centers in advance in case of your indirect export to overseas.

FAセンター（キーサービス拠点）

FA Center Satellite

FA Centers (Key service base)

Sales Offices and Distributors

※2012年7月現在
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本社機器営業部 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
北海道支社 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）
東北支社 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）
関越支社 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル（ランド・アクシス・タワー34階）
新潟支店 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）
神奈川支社 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
北陸支社 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
中部支社 〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー
豊田支店 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）
関西支社 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
中国支社 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
四国支社 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
九州支社 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

（03）3218-6760
（011）212-3794
（022）216-4546
（048）600-5835
（025）241-7227
（045）224-2624
（076）233-5502
（052）565-3314
（0565）34-4112
（06）6347-2771
（082）248-5348
（087）825-0055
（092）721-2247
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