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Q:  徹底させる」という言葉？ 
 
「政府は全国民にエネルギ‐節約の緊急性の認識を徹底させるために , 
全国的運動を展開した。」という文章を英語に訳したいと思い、「徹底させ

る」という言葉をある辞書を引いてみましたら、be thorough, be complete, be 
exhaustive という訳語を並べていました。 
 
そこに挙げているどの訳語や用例もしっくり来ません。この文脈に合う「徹

底させる」の訳語とその用例を教えていただけませんでしょうか。 
 

 
A:  わかりました。「徹底させる」という言葉の英訳が見付からない場合には、

「徹底させる」という言葉と同じ意味の日本語を探して、その訳語を調べ

て見ます。 
講談社の日本語大辞典は、「徹底」という言葉を 「底まで通る意、考え方
や行動などが、中途半端でなく、一つの方針で貫かれていること、十分に

行き渡ること」と定義しています。これを基にして「全国民にエネルギ‐

節約の緊急性の認識を徹底させる」という文脈での「徹底させる」を、「…

の緊急性を国民によくわかってもらう」というふうに読み替えることがで

きます。 
 
この「よくわかってもらう」という言葉を、ビジネス英語	 和英活用辞

典」（アルク刊）で、「徹底させる、理解させる drive home (to)」という訳語
を見つけました。また、小学館のランダムハウス英和大辞典によりますと、

drive home を「議論・趣旨などを人に十分納得させる、痛感させる」と解
説しています。これがお尋ねの「徹底させる」にぴったりだと思います。 
＊１：drive は「教訓などを頭に叩き込む」ことを意味する他動詞、 
＊２：home は「胸に応えるほど、痛烈に、徹底的に」という意味の副詞で
す。 
  
これを使ってお尋ねの文章を英訳すると、 
The government has launched a nationwide campaign to drive home to everyone 
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the urgency of economizing on energy.  
となります。	  

 
「徹底させる」という言葉のついでに、より頻繁に使われている「徹底的、

徹底した」という用例とその言葉の訳語を紹介しましょう。 
 
 
「用例」  
(1)  all-out	 徹底的な  
-    He was elected as prime minister on a platform of all-out structural reform. 彼

は徹底的な構造改革の政綱を打ち出して総理大臣に選出された。 
   
(2)  in-depth	 徹底的な	  

We must study the proposal in depth before we submit it to the board of directors.
私たちはその提案を取締役会に提出する前に, 徹底的に検討しなければな
らない。 
 

(3)  drastic (行動・処置・手段などが) 徹底的な  
-   We must take drastic measures to effectively deter North Korea's spy ships from 

infiltrating into our territorial waters.  われわれは北朝鮮の工作船がわが国の
領海に潜入するのを効果的に思い止まらせるため徹底的な対策を講じな

ければならない。 
 
(4)  exhaustive (調査などが) 徹底的な  
-   We must make exhaustive investigations of the company before we agree to their 

proposal for forming a joint venture in China. われわれは中国において合弁会
社を設立しょうとの彼らの提案に合意する前に, その会社を徹底的に調査
しなければならない。 

 
(5)  once and for all  徹底的に, きっぱりと  
-    Behind his protests lies a steely determination to rid the ruling party of its corrupt 

money-politics once and for all.  彼の抗議の背後には, 与党から腐敗した
金権政治を徹底的になくそうとする鋼のよう決意がある。  

 
(6)  radical  改革などか徹底的な  
-   The new president of the company introduced a radical change in its 
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management policy.  新しい社長は会社経営方針に徹底的改革案を導入
した。 

 
(7)  sweeping  徹底的な, 全面的な  
-   The Prime Minister has pledged to make sweeping administrative reforms.  そ

の首相は徹底的な行政改革を行うと誓った。 
 
(8)  thorough 行為などが徹底的な  
-   A whistle-blowing by an American inspection agent provoked a thorough 

inquiry into the case. アメリカの検査員による内部告発がきっかけとなっ
て, その事件についての徹底的な調査が行われた。 

-   Opposition parties demanded a thorough investigation of the campaign funding 
scandal.  野党は選挙資金疑惑の徹底的な調査を要求した。 

 
(9)  thrash out  (問題などを) 徹底的に議論する 
-   We must thrash out the problem before we commit ourselves.  われわれは態度

をはっきりさせる前に, その問題を徹底的に議論しなければならない。 
 
(10) to the bone 徹底的に  
-   新しい経営陣は交際費を徹底的に切り詰めることを決めた。The new 

management decided to cut entertainment expense to the bone.  
 
(11) to the hilt 徹底的に、すっかり 
-   The president promised me that he would support my proposal to the hilt.  社長

は私の提案を徹底的に支持することを約束した。 
 

 
「訳語」 
 [徹底的] 徹底的な all-out, in-depth;  
 問題などの徹底的究明, 検討 exhaustion;  
 行動・処置・手段などが徹底的な drastic; 
 徹底的な, 根っからの dyed-in-the-wool;  
 調査などが徹底的な exhaustive;  
 徹底的な out and out;  
 改革などか徹底的な radical;  
 冷酷なほど徹底的な remorseless;  
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 徹底的な, 全面的な sweeping;  
 行為などが徹底的な thorough;  
 徹底的な改革 an all-out (or a thorough, thoroughgoing) reform;  
 徹底的に to the bone, to the bottom, to the core, downright, through and 

through, roundly;  
 徹底的に, きっぱりと once and for all;  
 問題などを徹底的に議論する thrash out; 徹底的に戦う, あくまで戦う 

(口語) battle it out;  
 徹底的に戦う, とことん戦い抜く fight to the bitter end; 
 徹底的にやる (口語) go the whole hog; 問題を徹底的に論じる argue out 

 

	 	 	 	 	 	 	  

C 


