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上手にアピールする人たちが英語圏

same thing as she does are increasing′

にいっぱい出てきています。でもこ

especia‖ yin US.They are exce‖

れは日本語ではなかなかできない。

expressing themseives But you know′

パ ックン 英語にsound bteと いう

thisis hard to do wvhen using」 apanese.

entin

表現があ りますが、著名人がインタ

P:Isit a difference between the con―

ビューなどでインパク トのある短い

struction of the languages?T:No′

フレーズを言うようにしている。オ
ンエ アされるのは20〜 30秒 ですか

don t think so. Because′

ら、使われるところで効果的に自己

succinctness.P:Rea‖ y?Thatis inter―

アピールすることを心がけている。
手嶋

日本にはワンフレーズ・ポ リ

I

I rarely see

British people capable of the same

esting ln English there is a term

・SOllnd

bite′・ vvhich

means expressing

ティクスという言葉がありますがそ

yourself on TV or other media with

れとやや近いのかな。小泉さんのこ

the kind of short phrase that wi‖ be

とを指 してよくそう言 うけれど。

used on TV and sticks with the audi―

パ ックン 似て い ますね。sound

ence T:Is it lilく e・ one phrase politics‖

bleは 短時間で聞き手の印象に残る

as、 Ⅳ
e

ように話をするために、意味深な、

term quite often to describe Prime

say in」 apanese?We use this

シンボル的な単語を使って会話する

Minister Koizumi P:Maybe live

のがコツ。でも、ボクは本来は日本

never heard that term in English.

語のほうが簡潔な言葉だと思います

Sound bite often means using a sym―

が。漢字は表意文字だから見るだけ

bolic v′ ord

で意味が取れるし。

ence so thatis easy forthem to under

to give animage to the audi

stand Persona‖ y′

英語が進化 した背景に
大統領選挙があると
僕 は思っています

I think」

apanese is

much more concise than English You
know′ you can te‖ the meaning of a

Kanil in a second since■

ls a wrtten

symbol T:Exactし .Weし Kaniiも frOm

手嶋 漢字は中国で発明された表意

China′

文字ですが、近代の抽象概念を表す

didnt have Kanii terms for new

ものはあまりな く、随分 と明治時代

abstract ideas′ so nnost of ollr rllodern

の日本人が発明 した。例えばspeech

terminology was created during the

but back in the Edo era they

を「演説」 と訳 したのは福沢諭吉で

Meli era by」 apanese people For

す。だから日本語が中国語に影響を

instance′

与えていることも多いですよ。

transiated as ENZETSU by Yukichi

the Englishterrn SPEECH′

is

パ ックン おもしろいですね。 とこ

Fukuzavva So in a sense′ 」apanese

ろで、さきほどの、多 くの情報を回

actua‖ y influenced Chinese in many

ジカルに提供 して上手にアピールで

ways. P: Thatls interesting Welし

きる人たちの英語は、そうではない

you:ve mentioned people whO can

人 とどう違 うので しょうか ?

アメ

express themselves pithily VVhat are

リカ英語 とイギリス英語の違い ?

the specific differences between those

イギリス人は自分たちが本家本元だ

better l m sure British nlen wonlt

手嶋 ハハハ。 いや、そうではない
んですけど、確かにハーバー ドにい

who can and those who cant?Is t the

と思っているんで しょうが

agree wlh me′

difference between American English

パ ックン もともとイギリスはマナ

たころ、同級生にイギリス人の外交

and Queenis English?T:Haha.I dont

ーを気にする階級社会。婉曲表現が

rea‖ y care about lllanners′

官がいました。彼はケンブ リッジを

think so Though′ when l was in

多 く、 とってもばかにされているの

giving offense.Sotheytalkto othersin

出ているのに、話をするとどうもわ

Harvard′ I had a classmate who wasan

に気づかないアメリカ人は多い。

a very circulous way Many Amencans

か りにくいんです。内容が回 りくど

Englも h dip10nlat He wasa graduate of

手嶋 それを京都弁で「いけず」 と

usua‖ y don t even realize when a Britis

く、30秒 かけてもそれほど多 くのこ

Calη bridge′

とは言っていませんで した。

stand him because he always murll―

言 うんです。
パ ックン 慇懃無礼みたいなこと?

Youire right.We ca‖

パ ックン そういう人、いますね。

bles.He could say nothing in 30 sec―

手嶋 底意地が悪い感 じ、かなあ。

the Kyoto dialect.P: Do yOu mean

手嶋 そのころ、僕たちが使ってい

onds P:I understand.There are peo―

結局、スノビッシュなイギリス人が、

polite on the surfaces but actua‖ y con―

たのはアメリカ英語でもなければイ

ple like that T:Back then′ lmy class―

母語が英語ではない人たちのために

temptuous?T:Sort oi butiぜ S more

ギリス英語でもない。母語が英語で

lmates vvere a‖

はない人たちが話す、いわばインタ

English′

ーナショナルな英語です。このイン

Queenls Eng ish but the English that

ターナシ ョナルな英語はそれほど難

non―

しい単語を使 うわけではないのに中

use dificuL terms but sj‖

innpart a

パ ックン 確かに効率化されている

logical than the original P: Perhaps

身が比較的濃い。ここが従来の英語

lot ofinfornlation quickly l think that s

ね。enormousと 言わずbgと 言えば

youire right.For example′ there is no

とは違 うところだ と思っています。

、
′́
hy international English is actua‖ y

十分という風潮は強い。

reason you have to use・ enormous・
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but nobody could under―

(笑 い)。

though P:Welし

tra―

ditionally7 U K is a class society.People

about not

making fun of thenn.T:Hahal Yep.
that IIく EZU

in

speaking‖ international

使ってあげていたのがインターナシ

:ke being mean lnternational English

‖
not American English or

ョナル英語。それがいつの間にか本

was first used by snobbish British peo―

家本元よりも高度でロジカルな言語
へ と進化 したのだろうと思います。

ple tovvard non― native speakers′ but it

native speakers use We do not

developed into a language thatis more

「'階 悪 (hatred)の 枢軸」になって

tough for someone lilく e a speechvvriter

が変えたと聞きました。

with great verbal sk‖

パ ックン そうですか ? でも、言

Bush′ considering his iinguistic ten―

語能力の高いスピーチライターがブ
ッシュの言語 レベルに合わせた原稿

一
菫

=

ls to、

′́
ork for

dencies T:I had the same question so
l asked hilm and he sald thatit s silmple

を書 くことにすごくス トレスがたま

He says that he keptlistening to tapes

りそうですよね。

of Bushゝ conversations from morning

手嶋 朝から晩までずっとブッシュ

鱚

Rea‖ y?That s interesting.It must be

̀ま
いたそうです。 ここだけをブッシュ

to evening.He also read Bushis essays

大統領が喋った日常の会話を吹き込

He acquainted hinnself w■ h the ternls

んだテープを聴き、書いた文章を読

which Bush tends to use on a da‖ y

み続けるんだそうですよ。そうする

basis′

と、あるとき大統領が使 っているシ

nlimic Bushゝ The funny thing is that

ンプルな言葉そのものを使いこなせ

this continued several months alter he

and his vvriting style changed to

るようになるとか。そのかわ り、や

quit his job The poor guy walked

めてもしばらくはブッシュ流になっ

around talking ike Bush P:Hahaha

て しまうそうですが

(笑 い)。

By the way′ Iive heard that」

apanese

パックン かわいそうに。そういえ

politicians donit have speechvvriters

ば日本の政治家にはスピーチライタ

ls that right? It seerlns bizarre since

ーはいないんですよね ? 政治家ほ

po iticians are the people who need

ど必要だ と思うけれ ど。アメ リカで

speechwrters most ln the US′ even

は政治家からレイ トショーのコメデ

iate night comedians have their own

ィアンたちまでみんなスピーチライ

writers T:Yes′

ターを使つています。

quite shocked when l found out that

I know Butl was

even Dan Rather′ the famous news

まずは日本語で
シンプルかつロジカルに
表現できることが課題

anchor uses a writer.When l was
v√

orking as a news anchor at N HI〈 ′I

wrote every piece myse f.AlournaliSt

with a writer doesni make sense to

手嶋 僕は英語が進化 してきた背景

instead of‖ big‖ in re9ular conversa―

に、大統領選挙があると思っていま

tion T:Exactly My theory is that this

す。同時に恐ろ しくた くさんの人を

is a‖

相手にする大統領選挙では、たった
一言でつまずいて しまうことも珍 し

手嶋 あの有名なアンカーマンのダ

me P:Maybe so.Dan Rathers wrter

ン・ラザーにもスピーチライターが

was Pe99y Noonan′ vvho later became

いると知って驚きました。NHKで は

a speechwriter for President Mr

自分で原稿を書いて、それを喋って

Reagan T: VVhen it comes to the

いましたから。ス ピーチライターが

repo/ters on radios′

キャスターについているなんて、な

exce‖ ent They considertheir breath―

novv they are

んだかジャーナ リズムから離れてい

ing and timing when they wrle But

るようですけれど。
パ ックン ダ ン・ラザーのスピーチ

they donit Ⅵ
√
rite as they speak′

they

speak asthey wnte As my own expe―

ライターだったのはペギー・ヌーナ

nence at Harvard taught nle′

ンで、後に レーガン大統領のス ピー

essential IIrll sure you were we l

wrling is

チライターになった人で したよね。

trained′ too How did yollr parents

手嶋 アメ リカのラジオの記者たち

teach you to write?P:Welし

the American presidential elections

は特に素晴らしい。彼らは自分の呼

ents are both teachers so they did give

the influence from the coverage of

my par̲

Dunng elections theCandidates HAVE

吸や息の長 さに合わせて書 くけれ

me a lot ofadvice about writing essays

くない。そんな戦場の中で勝ち抜 く

to lllake themselves c ear′

ど、喋るように書 くのではな く、書

So you want to know our ancient

ために、アメリカの有識者たちは言

ply P:Welし

語感覚をますます一般向けに変えて

Bush simplified his speech so that the

磨いているで しょう。

crowds wou d understand him′

パ ックン ま、ブッシュ大統領の場
合は、聴衆の レベルに合わせている
というよりは本人の レベルが低いの

speak sim―

いたように喋る。だから書 くという

Harian fanlily secret?T:Yes′ please

行為はとても大事 と思っています。

P:OK The principle is simple First

I think

向こうは若いときから文章を書 く訓

you say whatyou wantto saル

his speaking standards were ow from

練を しますよね。パ ックンは家庭で

you explain it′ then you say it again

the beginning T:Good point As you

どんな訓練を受けてきましたか ?

Thatts the overa‖

know′ the President has a speech―

パ ックン うちは両親がともに教師

essay′ but itis also the construction of

yeah But l donit thinlく

and then

structure of the

だと思うけれど。

vvriter Every president does President

なので、小学生の頃から書 くことに

each paragraph The pattern goes

手嶋 そこなんですが、アメリカの

Bushゝ former speechwrler was David

ついてはいろいろと指摘されてきま

assertion―

―explanation― ―assertionメ

大統領にはスピーチライターがいま

Frum′ and l ve talked wlh hinl before

した。門外不出のハーラン家の指導

assertion―

―explanation― ―assertion

す。デビッド フラムという人がブ

He told nle thatit vras President Bush

ッシュのスピーチライターだったけ
ど、彼は 「悪 (e輌 )の 枢軸」 とはも

vvho changed the last word of

ともと書かなかった。はじめの原稿

now― famous・ axis of the e宙

hatred‖

方法を伝授いたしましょうか (笑 い)。

axis of

which David had written to the
1・

P:

T:I see!P:My prob em wasthatI

手嶋 よろしくお願いいた します。

llke to use esoteric′ muLi― syllabic

パ ックン 基本は簡単です。言いた

Ⅵ
√
ords that most people rarely use.In

いことを書いて、それを膨 らませて、

co lege l wastold my convoluted sen―
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1949年 、北海道生 まね。 外交ジャーナ リス ト、作家。
慶応義塾大学経済学部卒業後 NHKに 入局。
94年 、 ハーバー ド大学シニアフェロー。
97年 か ら2005年 まで、NHKワ シン トン支局長。
06年 4月 より早稲田大学大学院政治学研究科客員教授。
近著に『ウル トラ・ ダラー』 御悧 社)。

また言いたいことを書 くだけ。主張

tences iacked rhythm.So l had to re―

たいな抽象的で人を驚かせるような

cuLure wili succumb to English and

―飾 リー主張。主張―飾 リー主に

learn wrling from the beginning.T:I

表現力ヽ日濫 しています。でもこうい

other countriesi culture So the most

それがまず守る文体のパ ターン。大

understand.P:I already had the vocab―

った表現はよく聞 くと論理が破綻 し

important thing that vve have to do

きな構成も各段落の中もそうです。

ulary and structure′ I just had to stop

ていることが少な くない。一方で、

right novv is to study」 apanese and

手嶋 おお、なるほど。

showing Off.Before′ I was like if I

インターナショナルな英語はどんど

make sure that we can express our―

パ ックン ボクは特に人が使わない

wanted to 9etfrom A to B′

instead of

ん進化 している。そういう状況にあ

selves in simple butlogical sentences.

ような長い単語が好きで、わざとそ

iuSt Walking there l would be doing

るのだから、今のような日本語のあ

P:I agree thatis criticai lim positive

ういう言葉を使 つて書 いていま し

handsprings and back flips T:Haha.I

り方では勝負できな くなると思いま

that you can learn any language ifyou

た。そうしたら大学で、ボクが書 く

can imagine that.You were stuck wrl―

す。まずは日本語で、シンプルな文

have a lrm foundation establも

体でかつロジカルにきちつと表現で

your mothertongue So fina‖ y′ do you
have anything to say directly to our

right?That

hed wlh

文章は不透明だと酷評された。それ

ing pedantic sentences′

でゼロから勉強 しなお しました。

sounds like an important lesson. P:

きるようになることが課題ですね。

we

パ ックン 同感です。母語が しつか

readers?T:Sure.Donit think you are

りしていれ￨よ ほかの言語もしっか

studying Amencan Engiish or Queenゝ

手嶋 大変そうですね。
パ ックン 語彙力・構成力はあった

Yes′ I think so′

ので、自分をひけらかすような文章

」apanese such as・ Politics

have

too.T:You know′

many abstract phrases

in

is heart‖

りできるようにな ります。では最後

English ltls international English that

you are studying′ and it‖ open the

さえ書かなければよかつたんです。

which really doesni make sense when

に、読者に一言いただけますか ?

それまでのボクはまっす ぐ普通に歩
けばいいところを、バ ック転 しなが

you translate it litera‖ y to English lf

手嶋 インターナショナルな英語を

ll notice that

勉強 していると考えるといい。英語

ら歩いているようなもので した。
手嶋 ハハハ。ペダンティックな文

most ofthem are void oflo9ic But on

ができればいろんな機会が与えられ

the other hand′ even here in」 apan

ます。そのためにもしつか り勉強 し

Pakkun′ I think your role in that effort

章を書 いていたんですね。そこを鍛

people wvho speak international English

て ください。そこで伝道師としての

in disseminating this rnessage is hu9e.

えなおされたわけか。すごく大事な

are nlaking an innpact′ and the lan―

パックンの役割は大きいですよ

It might change the worid.P:Welし

訓練で したね。日本語でも大事で し
ょう。日本語には 「政治は心だ」み

guage itselfis evoiving rapidly.lam a

パ ックン 了解 しました。責任は取

you listen carefu‖

litt e v√

ルyou

orried that one day」 apanese

らないけど。

￨

ノ

doors that stand in front of you.Ifyou
masterit you ll getthe chance to make

your own way in the world.And

I:‖

do nly best Donit hold nle account―

able′

though

Patrick Harlan

、トリック
・ハーラン
′

コメディア ン。お笑い コンビ「パ ックンマックン」の
パ ックン。米・ コロラ ドリ
11生 まれ。
ハーバー ド大学比較宗教学部卒業。
NHK「 英語で しゃべ らナイ ト」などにも
レギュラー出
'島
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