はじめに
まずは以下の英語の文章をご覧下さい。

Introduction of Low Emission Vehicles
ABCD Co.,Ltd. continues its innovation with the introduction of "low emission
vehicles" into its service fleet. A survey conducted in June 2014, revealed that 40 ～
50% of vehicles owned by companies and organizations were low emission vehicles ※ 1,
a vast increase over the approximately 19% in the fiscal 2010 survey.
（日本語訳）低公害車の導入

ABCD 株式会社では、業務用車両における低公害車の導入を推進しています。2014 年 6 月に実施
したアンケート調査によれば、関連事業者が保有する車両約 6,500 台のうち 40 ～ 50% が低害車※ 1
という結果となっており、2010 年度調査時の約 19% から大幅に向上しています。
一見何も問題の無さそうな英語の文章ですが、実は以下のハイライト部分は間違いであり、修正する必
要があります。

Introduction of Low Emission Vehicles
ABCD Co.,Ltd. continues its innovation with the introduction of "low emission
vehicles" into its service fleet. A survey conducted in June 2014, revealed that 40 ～ 50%
of vehicles owned by companies and organizations were low emission vehicles ※ 1, a vast
increase over the approximately 19% in the fiscal 2010 survey.
（正しい表記は 22 ページに掲載）
このように、「英語の組版に馴染みのない方が一読しただけでは気が付きにくい間違い」が放置された
ままの外国語ドキュメントやウェブサイトなどが世の中には大変多く出回っています。もちろんネイティ
ブの読者にとっては非常に読みづらい文章であり、このような間違いは企業の信用低下にもつながりか
ねません。
英语の文章における间違いの例を見ただけではあまりピンとこないかもしれません。しかし、日
本语の文章に间違いがあった場合はどうでしょう？例えば、この文章には通条日本语には试用さ
れない中国语のフォントが使われており、五字もあるのですが、たったそれだけでも違和感を覚
えたり、读みにくいと観じたりしませんか？
アイエルシーでは長年にわたる経験をもとに確立した英語ドキュメント制作のノウハウを結集し、本書
「ILC マニュアル」を作成いたしました。弊社では「英語ドキュメント制作（組版含む）のルール」を熟
知した経験豊かなスタッフがネイティブの視点で校正を行い、質の高い英語ドキュメントを提供いたし
ます。
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1-1
■

コロン（ : ）／セミコロン（ ; ）の使い方
コロン（ : ）の使い方

基本的な使い方

① コロンの後に続く節が、コロンの前の節を説明、補足、詳述する際に使用します。コロンは「namely
（即ち）」や「as

follows（以下の通り）」といったニュアンスを持っています。

There are three train lines to reach Ogikubo station, namely Chuo line, Tozai line,
and Marunouchi line.
There are three train lines to reach Ogikubo station: Chuo line, Tozai line, and
Marunouchi line.
② 通常コロンの前の節は独立節（その文だけで意味が通る文）でなければいけません。

I went to famous temples in Kyoto: Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and Ginkakuji.
Famous temples I went to are: Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and Ginkakuji.
しかし「the

following /as follows」などを補い、コロンの前の節を独立節にすればコロンを使用する

ことができます。

Famous temples I went to are as follows: Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and
Ginkakuji.
Famous temples I went to are: Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and Ginkakuji.
③ また、製品カタログなどに記載されている製品仕様の表記等にコロンを使用する際はその限りでは
ありません。

Supply voltage: 9 V DC
Current consumption: 50 mA
TEL: 03-0123-4567
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■ コロン
（欧文フォント）
の前後のスペーシングに関して

① コロンの前にはスペースを入れない
② コロンの後には半角スペースを一つ入れる

We have two ways to reach the destination: by train or bus.
We have two ways to reach the destination:by train or bus.
We have two ways to reach the destination :by train or bus.
ただし、時間表記にコロンを用いる場合は、コロンの後にスペースを入れる必要はありません。

11:00 a.m.
■ コロンの直後の文字は大文字？小文字？

通常、コロンに続く単語の頭文字は、固有名詞でない限り小文字にします。しかし、コロンの後にコロ
ンの前の節を説明する文や関連する文が二つ以上ある場合、会話文、引用文、直接疑問文である場合
は大文字にします。

You can pick one of the instruments in this room: the guitar, bass, or drums.
（通常、コロンに続く単語の頭文字は小文字にする。）

I have been wondering why he committed suicide: He seemed to be very excited
about his new workplace. In addition, his wife told me that the housing loan was just
approved.
（コロンの前の節を説明する文や関連する文が二つ以上続く場合は大文字にする。）

I could not answer the following question on the geography exam yesterday: “Where
is the capital of New Jersey located?”
（会話文かつ直接疑問文である場合は大文字にする。）

英語ドキュメント作成の際には日本語フォントのコロンではなく、必ず欧文フォントのコロンを使いま
しょう（誤って日本語フォントのコロンが英語ドキュメントに使用されているケースがよく見受けられま
す）。

2
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1-2
■

セミコロン（ ; ）の使い方

基本的な使い方

① 接続詞でつながれていない文 A（独立節）と文 B（独立節）の強い関連性を示す際に、セミコロンを
使い二つの文をつなぐことができます（ただし、セミコロンの多用は推奨されません）。

I have a fever. I cannot go to school today.
（熱がある。今日は学校に行けない。＝二つの文には強い関連性がある＝セミコロンを使用し、文章を
つなぐことができる。）

I have a fever; I cannot go to school today.
（熱があるので、今日は学校に行けない。）

I have a fever, so I cannot go to school today.
（セミコロンを「コンマ＋ so」に置き換えても同じ意味の文章になる。）
I am flying to New York. I will be there for a couple of weeks.
（二つ目の文が一つ目の文に関することを述べている。）

I am flying to New York; I will be there for a couple of weeks.
② 文の関連性をより強調したい場合は、接続副詞とコンマを使い、文をつなぐことができます。

I have a fever; therefore, I cannot go to school today.
接続副詞の例
因果関係

Thus/Therefore/Accordingly/Consequently/In consequence/As a result/Hence
逆説関係

However/Nevertheless/Nontheless/Still/All the same/Even so
対比・対象

On the other hand/Meanwhile/In contrast/By comparison
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③ コロンと違い、セミコロンを使用する場合、セミコロンの前後の節はどちらも独立節でなければいけ
ません。

I went to famous temples in Kyoto: Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and Ginkakuji.
（コロンを使用する場合はコロンの後の節が独立節でなくても可。）

I went to famous temples in Kyoto; Kiyomizu-dera, Kinkakuji, and Ginkakuji.
④ 一連の事項を列記する場合、通常コンマを使用しそれぞれの事項を区切りますが、一連の事項内で
コンマがすでに使用されており、更なるコンマの使用によって文章構造が複雑になってしまう場合には
セミコロンを使い事項を区切ることができます。
以下の三つの項目を文章内に列記する場合の例

1. Boston, Massachusetts（ボストン／マサチューセッツ州）
2. Seattle, Washington（シアトル／ワシントン州）
3. Los Angeles, California（ロサンゼルス／カリフォルニア州）
Our winter trip will include the following cities: Boston, Massachusetts, Seattle,
Washington, and Los Angeles, California.
（地名をすべてコンマで区切ると分かりづらい。）

Our winter trip will include the following cities: Boston, Massachusetts; Seattle,
Washington; and Los Angeles, California.
（コンマの代わりにセミコロンを使用すれば、地名と州名がワンセットになっていることがわかるため読
みやすくなる。）
同様に、一連の事項をコンマで区切る際、一つ一つの事項が長い文章だったり複雑な文章であれば、コ
ンマの代わりにセミコロンで区切ることでわかりやすい文章にすることができます。

⑤「that

is」、「namely」、「for example」などの表現の直前にセミコロンを置くことがあります。

Many people walking outside are holding umbrellas; that is, it will rain later today.
⑥ 通常、独立節が接続詞の後に続く場合、その接続詞の前にはコンマが置かれますが、フォーマルな
文章においてはコンマの代わりにセミコロンが使用されることもあります。

He implemented the radical reformation; but the efficiency in production did not
improve at all.

4
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クオテーションマークについて

アメリカ英語の場合、クオテーションマークで括った文がピリオド／コンマ／クエスチョンマーク／エク
スクラメーションマーク等で終わる場合、これらの記号はクオテーションマークの内側に置きます。逆
にイギリス英語の場合はクオテーションマークの外側に置きます。

John said “I decided to go study abroad.”（アメリカ式）
John said “I decided to go study abroad”.（イギリス式）
垂直のアポストロフィー ( ' )、およびクオテーションマーク (

" " ) は通常英語のドキュメントでは使

用しません。
斜めのアポストロフィー ( ’ )、およびクオテーションマーク (

“ ” ) を必ず使用するようにしましょう。

クオテーションマークは左右の形が異なり、左右それぞれ決まったマークを使用しなければいけないの
ですが、左右のマークが逆になっていたり、同じ形のマークが左右両方に使用されている間違った表記
をよく目にします。クオテーションマークで括る文章の左に位置するマークは数字の 6 のような形（
括る文章の右に位置するマークは数字の 9 のような形（

“ ）、

” ）ですので、正しく使用しましょう。

“Quotation mark”
”Quotation mark“（左右のマークが逆）
”Quotation mark”（同じ形のマークが左右両方に使用されている）
“Quotation mark“（同じ形のマークが左右両方に使用されている）
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3

スペーシングについて

① 文と文の間には、必ず半角スペースを入れます。

② 括弧の前後／ピリオド（ . ）／コンマ（ , ）／コロン（ : ）／セミコロン（ ; ）／クエスチョンマーク（ ? ）
／エクスクラメーションマーク（ ! ）の直後も、必ず半角スペース一つを入れます。ただし、これらの記
号の前には半角スペースを入れる必要はありません（括弧を除く）。
よくある間違いの例

ABCD Co., Ltd.
ABCD Co.,Ltd.
No. 1
No.1
CSR (corporate social responsibility)
CSR(corporate social responsibility)
③ 通常、スラッシュ（ / ）の前後にはスペースを入れません。

ABCD/EFGH
クライアントの希望があれば、スラッシュの前後両方に半角スペースを入れて文書を作成するケースも
あります。

ABCD / EFGH
ただし、
スペースを入れるスタイルと入れないスタイルが一つの文書内に混在してはいけません。また、
スラッシュの前後いずれかのみに半角スペースを入れるスタイルは使用しません。

ABCD /EFGH
ABCD/ EFGH

6
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ピリオドに関するルール

① タイトル／サブタイトル／欄外の見出し／表の列の見出し／キャプション／サイン／住所には基本
的にピリオドは付けません。

② ピリオドの後には半角スペースを一つ入れます。

Approx. 10 min.
Approx.10 min.
③ 省略形（abbreviation ）の単語には、通常単語を省略したことを示すためのピリオドを置きます。

et cetera
company
limited

etc.
co.
ltd.

④ ファーストネームがイニシャルで表記されている場合はピリオドを置きます。

E. B. White (Elwyn Brooks White)
しかし、ファーストネーム／ラストネームがどちらもイニシャルで表記されている場合は、ピリオドは置
きません。

JFK (John Fitzgerald Kennedy)
⑤

Traditional state abbreviation が使用されている文書内では、アメリカ合衆国名、アメリカの各

州名および準州名を省略表記する場合、省略を示すピリオドを置きます。

U.S.
N.Y.
（スタイルによっては TX や NY などの二文字ポスタルコード（ピリオドなし）の使用が推奨されている
ケースもあります。）

⑥ 通常、省略形の単語同士の間にはスペースを入れますが、一文字で表記される省略語と併記される
場合、スペースは入れません。

Gov. Gen.（通常はスペースを入れる）
S.Sgt.（スペースを入れない例）
ILC Manual of Style
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⑦ 通常ピリオドの後には半角スペースを一つ入れますが、省略形の場合ピリオドの後でもスペースを
詰めるケース（例１）や、大文字が二文字以上含まれる省略形の単語の場合（その中に小文字が含まれ
ていても）、ピリオドを省略するケースがあります（例２）。
例１

a.m.
p.m.
U.S.
例２

USA
PhD
US
NY
省略形の単語が文末にある場合、文末につけるピリオドを余分に置く必要はありません。

I work as a translator in ILC LTD.
I work as a translator in ILC LTD..

8
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ピリオドと完全文（コンプリートセンテンス）

英語の文書などを作成／校正する際に、ピリオドを文末に置く必要があるかどうかしばしば迷う事があ
ります。そういった場合、その文章が「完全文（コンプリートセンテンス）」か不完全文（インコンプリー
トセンテンス）かを判断する事により、ピリオドが必要かどうかを判断する事ができます。
文章が完全文だった場合
文章が不完全文だった場合

■

通常ピリオドが必要
通常ピリオドは不要

完全文（コンプリートセンテンス）
とは？

完全文とは「主語（subject ）」と「述部／述語（predicate）」が含まれる文を指します（述部＝動詞や補
語を含む）。またその一文だけで意味が明白に伝わる文を指します。反対に、主語や動詞がなく、完全
な文章になっていないものを不完全文（インコンプリートセンテンス）や fragment と呼びます。
■

完全文と不完全文の例

I love translating Japanese songs into English.（完全文）
Translating Japanese songs into English（不完全文）
The bomb exploded.（完全文）
Bomb explosion（不完全文）
How often do you go to the gym?
—I go to the gym twice a week.（完全文）
—Twice a week（不完全文）
命令文は主語が文頭に隠れていると解釈し完全文とみなすため、文末にピリオドを付けます（アイエル
シーでのスタイル）。

Please open the door behind you.
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6

ハイフン／エヌダッシュ／エムダッシュの使い方

6-1

3種類の横棒

ハイフン／エヌダッシュ／エムダッシュにはそれぞれ異なる役割があります。いずれも頻繁に使われる
記号で一見同じように見えますが、使い方を理解し、正しく使えるようになりましょう。
ハイフン
エヌダッシュ
エムダッシュ

hyphen
en dash
em dash

–
—

エヌダッシュのショートカットキー：Alt

+ 0150（Microsoft word の場合）
エムダッシュのショートカットキー：Alt + 0151（Microsoft word の場合）
6-2
■

ハイフン

基本的な使い方

① 数字のマイナス記号として使う。

The temperature this morning reached -10 degrees Celsius.
② 文意を明確にするために、単語同士をつなげる際に使う。

Japanese language teacher（「日本人の語学教師」なのか「日本語教師」なのかわからない）
Japanese language-teacher（日本人の語学教師）
Japanese-language teacher（日本語教師）
modifier）。
修飾される単語が名詞の場合、修飾する単語の連なりを複合形容詞（compound adjective）
③ 二つ以上の単語が他の語を修飾する場合（複合修飾語／ compound

といいます。

Cutting-edge technology
Mid-term exam
Up-to-date factory

10
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複合形容詞の中の名詞は常に単数系です。

She is a five-year-old girl.
She is five years old.
She is five-years old girl.
ただし、分数を表記する場合はこの限りではなく、必要があれば複数形の表記にします。
例：a

two-thirds majority

複合形容詞が動詞の後に続く場合は、ハイフンを入れる必要はありません。

A well-trained athlete
An athlete who is well trained
An athlete who is well-trained
④ 改行する際、一つの単語が分かれてしまうとき（ハイフネーション）。

⑤ つるしハイフン（suspended

hyphen ）の手法を使用するとき。

short- and long-term strategies (short-term and long-term strategies)
⑥ 電話番号、社会保障番号（social

security number）、ISBN などに含まれる数字を区切るとき。

+81-3-3940-2821
⑦ 単語のスペルを一つ一つ説明したり、強調したいとき。

My name is Taro; that’s t-a-r-o.
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6-3
■

エヌダッシュ

基本的な使い方

① 範囲や期間を表す
日本語の文書で頻繁に使われる波線記号「～」は通常英語ドキュメントでは使用されません。そのため、
英語ドキュメントでは波線「～」の代わりにエヌダッシュ「–」が使われます。通常エヌダッシュの前後
にはスペースを入れません。

Please refer to pages 14–15 for more details.
Please refer to pages 14 ～ 15 for more details.
通常エヌダッシュの前後にはスペースを入れません。

Please refer to pages 14–15 for more details.
Please refer to pages 14 – 15 for more details.
何かの範囲を表す際に「from

A to B（A から B まで）」の構文が使われていた場合、「from A–B」の
ように「to」をエヌダッシュに置き換えて使うことはできません。同様に、「between A and B」の構文
が使われていた場合にも、「between A–B」のようにエヌダッシュを使うことはできません。

He was in university from 2006 to 2010.
He was in university from 2006–2010.
Our office closes for a lunch break between 12:00 p.m. and 1:00 p.m.
Our office closes for a lunch break between 12:00 p.m.–1:00 p.m.
② 得点（スポーツの試合等）や方向（direction）などを示すとき、to の代わりに使われることもありま
す。

The Tokyo–Osaka train is delayed for 2 hours.
Team ABC defeated Team DEF 5–8 in the final game last year.
③ 本の巻数や、在命中の人物の生年など、表記する数字が継続していることを表すとき。

Angus Young (1955–) is recognized as one of the greatest guitarists.
④ その他
時々エヌダッシュはマイナスサインの代わりに使用されることがあります（本来、マイナスサインとエヌ
ダッシュは全く違う記号）。しかし、ある記号を別の記号で代用してしまうと、検索機能で文書内を検
索した際に正しい検索結果が得られない場合があります（マイナスサインがついている数字を検索しよ
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うとしたが、
エヌダッシュに置き換わっているので検索結果にヒットしない）。特別な理由がないかぎり、
正しい記号の使用を心がけましょう。（ただし、ある特定の科学分野では通例としてハイフンが使用さ
れるべき箇所にエヌダッシュが使用されるケースもあります。）

6-4
■

エムダッシュ

基本的な使い方

① エムダッシュは文中で説明／詳述したい文章を挿入したいときに使います。また、主文と関係のな
い事柄を文中に挿入する際に使います。括弧／コンマ／コロンの代わりに使用することもできます。
（混
乱を避けるため、通常エムダッシュで囲われた文の中にさらにエムダッシュを使用することはありませ
ん。）

These three countries—Japan, China, and Korea—are the planned destinations for a
summer trip next year.（括弧の代わり）
Studying in a cafe—I thought this was a good idea—is inefficient.（コンマの代わり）
Steve Jobs introduced a revolutionary music player—iPod.（コロンの代わり）
② エムダッシュは時々文頭にある名詞や連続した名詞と、主節から繋がる代名詞とを区切るために使
われることがあります。

Tokyo, Osaka, and Nagoya—these are considered as three major cities in Japan.
Coca-Cola—this is one of the most popular soft drinks around the world.
③ 唐突な中断（思考、文構成、会話の途中などに起こる）を意味する際に使われます。

“Will she—actually can she—keep the secret?” asked Rebecca.
“Well, I think she can but—”
“But what?” she raised her voice.
④ クエスチョンマーク（

? ）かエクスクラメーションマーク（ ! ）のいずれかはエムダッシュの前に置く

ことができますが、コンマ、コロン、セミコロンはエムダッシュの前に置かれることはありません。ピリ
オドに関しても、ほとんど置かれることはありません。

⑤ また、エムダッシュは時々クオテーションマークの代わりにも使われることがあります。その場合、
エムダッシュの後にはスペースを入れず、文は大文字で始めます。

—Will she keep the secret?
—I don’t think she will.
ILC Manual of Style
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7
■

スラッシュ
（ / ）の使い方

基本的な使い方

① 事項が複数あり、それらを並列表記する場合に使用されます（or と同等の意味を持つ。但し、やや
インフォーマルな表現）。一つ以上の open

compound（ハイフンでつながれていない、二単語以上で

構成される単語）をスラッシュで区切る場合、スラッシュの前後にスペースを入れる場合があります。

he/she his/her and/or
World War II / Second World War
② 一つの単語に対し二つ以上スペリングの方法や名称がある場合、併記するために使われます。

Aluminum/Aluminium
Tom/Thomas
③ スラッシュは and と同様の意味を持ちます。

Undergraduate/master course (Undergraduate course and master course)
④ 2 年間のスパンを表すときに使われます。

Three fire accidents occurred in the factory during the fiscal year 2003/4–2005/6.
Per（毎）の代わりにスラッシュを使うことができます。

You salary is $10/hour.
省略を表すピリオドの代わりにスラッシュを使うことができます。

N/A (not available)
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単位・記号について

A（アンペア）、V（ボルト）、など人名由来の単位は大文字にします。そのため、キロワットは kw では
なく kW と表記します。しかし、単位をスペルアウトした場合は、大文字ではなく小文字で始めます。

10 ampere
10 Ampere
ただし、degree のあとに単位が続く場合は大文字で始めます。

degrees Celsius
degrees celsius
また mega-（M）、giga-（G）、tera-（T）のような接頭語（prefix

letters）から始まる単位も大文字

表記にします。

■

単位・記号とスペース

①Ω

% ºC ºF + - ± 通貨単位（$ £ ¥）等は数字と単位をくっつける。（アイエルシーでのスタイル）

通常、単位と数字の間にはスペースを入れますが、% や °C に関しては例外的に数字との間にスペー
スを入れないスタイルも存在します。

SI units（国際単位系）ではパーセント（%）とセルシウス（C）を伴う度（ ° ）に関しては、数字と単位
の間にスペースをあけることを推奨しています。
例：22°14′33″（この場合、数字と度（

° ）の間にスペースを入れる必要はない。）

22 °C（セルシウス [C] と併記しているためスペースを入れる。）
0.5 %（SI units の場合、数字とパーセントの間にスペースを入れる。）
② 頭文字語の間にある & の両側にはスペースを入れません。

R&D, M&A
図表の中など、スペースが限られている場合は、通常スペースを入れる単位・記号であってもスペース
を入れない場合があります。

ILC Manual of Style
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9
■

上付き文字／下付き文字について

上付き文字

登録商標を示す「®」のマークは通常上付き文字にする必要があります。

NIKE®
NIKE®
自乗を表記したい場合も上付き文字にする必要があります。

105
〔上付き文字のショートカットキー〕
上付き文字にしたい文字を選択
■

⇨

Ctrl + Shift + ;

下付き文字

H 2O や CO2 などの「2」にあたる数字は下付き文字にする必要があります。

H2O/CO2
H2O/CO2
〔下付き文字のショートカットキー〕
下付き文字にしたい文字を選択
では不可）
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⇨

Ctrl + Shift + -（マイナスサイン。テンキーのマイナスサイン

10
10 -1

日付
日付の書き方

日付の書き方は、アメリカ英語とイギリス英語で表記の仕方が異なりますので注意しましょう。
日本の場合：年 + 月 + 日

2017/11/10
2017 年 11 月 10 日
アメリカの場合：月 + 日 + 年

11/10/2017
November 10, 2017
Nov. 10, 2017
Nov. 10th, 2017
イギリスの場合：日 + 月 + 年

10/11/2017
10 November, 2017
10 Nov., 2017
10th Nov., 2017
アメリカ式の場合もイギリス式の場合も、コンマは年の前に置きます（スラッシュで表記する場合を
除く）。月と日はワンセットになっていると覚えましょう。

ILC Manual of Style

17

10 -2
■

月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

■

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May（省略しない／ May. と書かない）
June（省略しない）
July（省略しない）
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs. or Thur.
Fri.
Sat.

曜日
日
月
火
水
木
金
土

18

月／曜日の省略表記
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英語ドキュメントにおける電話番号の表記

日本の電話番号を英語のドキュメントで記載する場合は、通常「日本の国番号」＋「市外局番の先頭の
0 を取った番号」も併記します。

03-3940-2821

+81-3-3940-2821

ILC Manual of Style
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■

イタリック体について

イタリック体と斜体

作品のタイトルや本の題名などを引用するとき、また単語を強調させたいとき等にイタリック体を使用
します。
■

イタリック体と斜体の違い

ワードにはツールバーにある「I 」のボタンを押すと、選択した文字が斜めになる機能がありますが、こ
の機能を使い斜めにした文字は、厳密にはイタリック体ではありません。

ILC limited is located near Otsuka station in Tokyo.（ワードの「I 」ボタンで斜めにした文字）
フォントにはイタリック体の字体を備えているフォントと、そうでないフォントがあります。イタリック
体の字体があるフォントを使用し、
「I 」を押した場合、選択した文字はイタリック体になります。しかし、
イタリック体の字体を持たないフォントを使用し、「I 」を押した場合、それはイタリック体ではなく、単
に文字を傾けただけの「斜体（oblique）」になります。

ILC is located near Otsuka station in Tokyo.
（斜体、フォント：Arial）

ILC is located near Otsuka station in Tokyo.
（イタリック体、フォント：Times New Roman）
一見どちらも同じように見えます。しかし、例えば「a」の表記が「a 」と「a」のように違うように、イタリッ
クと斜体（oblique）は全く異なる概念ですので、きちんと使い分けるようにしましょう。
■

イタリック体と句読点

イタリック体にした単語の直後にコンマやエクスクラメーションマーク等の句読点がある場合、句読点
もイタリック体にするべきか？
作品のタイトル等に含まれる句読点以外は周辺の文と同じ書式を使用します。

Otsuka station, where ILC is located belongs to Toshima Ward.
（Otsuka station の直後にあるコンマは、Otsuka station と全く関係がないので、イタリック体にし
ません。）

Lambert, Hendricks & Ross, which was formed in 1956, changed jazz vocalization.
（Lambert の直後にあるコンマはグループ名に含まれるので、イタリック体にしますが、Ross の直後
にあるコンマはグループ名と関係がないので、イタリック体にしません。）
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ウィドー（widow）について

ウィドーとは段落の最後の行に単語が一つだけ残ることを指します。アイエルシーでは最後の行に残
る一単語が五文字以下ならウィドーとみなし、文章を書き換えるか、単語のスペーシングを見直すこと
でウィドーを解消します。残る一単語が六文字以上ならそのままにしておきます。
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おわりに

本書をご覧いただいた方の中には「細かいルールばかりで全て覚えられない！」と思われた方もいらっ
しゃるかもしれません。しかし、本書で紹介している事項はあくまでも基礎的な英語ドキュメント作成
（一部組版含む）ルールのごく一部を抜粋しただけに過ぎません。また、英文の流し込み／レイアウト
（DTP）をする際には、全く別のルールやデザイン概念が必要となり、いずれも質の高い英語ドキュメ
ント制作には欠かせない重要な知識です。

しかし、残念ながら日本では英語の組版ルールはまだまだ浸透しておらず、巷で見かける英語をあし
らった広告や印刷物をふと見てみると、多くの間違いが含まれていることにしばしば気付かされます。
身近にいるネイティブの方に簡単なチェックを依頼するだけで修正できるような些細な間違いが、その
チェックの手間を惜しんだがためにそのまま校了を迎えてしまい、時には大々的に世間に流通してしま
うのです。結果として企業の信用に影響を及ぼしてしまうこともあるでしょう。

このような間違いを防ぐために、本書がこれから英語ドキュメントを制作される方のお役に立つことが
できれば嬉しく思います。本書を最後までお読みいただければ、冒頭に掲載した英語の文章における
間違いの例も修正することができるのではないでしょうか。下記に回答を記載しておりますが、まずは
何も見ないで挑戦してみて下さい。

制作においてわからない点などがあった際にはネイティブの方に意見を求めてみてください。簡単なネ
イティブチェックを設けるだけでも、成果物のクオリティは劇的に変化します。もし英語に関して相談
ができる方が近くにいらっしゃらない場合には、ぜひ弊社にご相談ください。英語ドキュメント制作に
おいて豊富な経験を有するスタッフが翻訳、校正、DTP、印刷、すべての工程においてサポートさせて
いただきます。

株式会社アイエルシー

英語の文章における間違いの例（解答）

Introduction of Low Emission Vehicles
ABCD Co., Ltd. continues its innovation with the introduction of “low emission
vehicles” into its service fleet. A survey conducted in June 2014, revealed that 40–50%
of vehicles owned by companies and organizations were low emission vehicles*1, a vast
increase over the approximately 19% in the fiscal 2010 survey.
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