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Words of the Month  

2016/10/28 配信 

「代表的」という言葉の正しい使い方 

Q:  「彼は破産寸前の会社を立ち直らせて、日本の代表的な小型

自動車メーカーに育て上げた」の文章で、「日本の代表的小型自

動車メーカー」を small-car maker in Japan としたら、

representative の使い方がおかしいと言われました。  

 この場合の「代表的な」を何と言えばよろしいでしょうか?  

 

A:  「代表的」とは「全体を代表する」という意味で使われますが、正しい訳語を見つけるため

には、それが代表する中身が何であるかを先ず確かめなけなければなりません。 

 この場合、それが会社の規模の大きさを指しているのか、それとも経営の質の良さを言ってい

るのかによって訳語が変わります。例えば、ある時代または特定の活動分野を代表する人を意味

する「代表的人物」は a representative (or typical) figure, 特定の業界で最も規模の大きい会社

の一つを意味する「代表的企業」は a leading company と言います。 

 したがって、「彼は破産寸前の会社を立ち直らせてに育て上げた」は、

He has turned around a near-bankrupt company and built it up into a 

leading compact car maker of Japan. としたらいかがでしょうか。 

「代表的」を意味する言葉に次のようなのがあります。 

(1)  Bellwether (羊の群れを先導する雄羊が首に鈴をつけていることから転じて、職業・産業界の

先頭に立つ) 代表的なもの・人  

用例: The most dramatic drops in production and employment will be in two industries that the U.S. has 

always regarded as bellwethers - steel and autos.  

     最も劇的な生産と雇用の減少が, アメリカが常に代表的な産業と考えてきた製鋼および自

動車という 2つの産業に起こるであろう。  

(2)  Leading 一流の  

用例:  Nippon Steel is a leading steel maker of Japan.  

新日本製鉄は日本の代表的製鉄会社である。   

(3)  Representative (集団・種類などの) 代表的な 

用例: Mitsubishi Corporation is a representative trading firm.   

     三菱商事は代表的な商社である。 

(4)  Typical  典型的な、代表的な 

用例: This temple is typical of Buddhist architecture.  

     この寺は代表的な仏教建築である。 
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   ついでに、「代表」を意味する言葉とその用例をいくつか紹介しましょう。 

(5)  delegate  (政治的会議などに派遣される国などの) 代表者 

用例: More than 500 delegates from 32 countries attended the conference. 

     32カ国から 500人以上の代表がその会議に出席した。 

(6)  representation  代表 (者) を出す、representative 代表 (者)  

用例:He was appointed as Japan's representative to the Security Council of the United Nations. 

 彼は日本の国連の安全保障理事会への代表に任命された。/ Women's representation in the 

Diet (parliament) has increased significantly in recent years. 

 (日本の) 国会における女性の代表は近年大幅に増えた。  

「代表する」 

  (7)  on behalf of … に変わって、…を代表して 

用例:  On behalf of my company, I wish to express our heartfelt gratitude for the generous assistance 

extended to us by your city. 

       私はわが社を代表して, 貴市当局からいただきました惜しみない支援に対し, 心か

らの感謝の意を表します。  

 

(8)   人を会合などへ代表として派遣する 

用例: He was delegated to represent the Toastmasters clubs in Japan at the International Convention.  

     彼はその国際大会に日本のト－ストマスターズ・クラブを代表して派遣された。  

 

(9)  represent 会合・儀式などで…の代わりを務める、代表する 

用例: There was a terrific row over who should represent the association 

at the international convention.  

     その国際会議にだれが協会を代表して出席すべきかの問題で

激しい口論があった。 

Washington teems with lobbyists representing everything from major league baseball to chewing gum. 

ワシントンにはメジャーリーグ野球選手団からチューインガム・メーカーに至まで, さまざ

まな団体を代表するロビイストが大勢いる。  

  

(10)  speak for … 代表して意見を述べる  

用例: I am not in a position to speak for my company on this matter.  

     この問題に関して私は会社を代表して意見を申し上げる立場にありません。   

 

 TOEIC 攻略作戦の project (URL:http://www.agiclabo.com) は旬な global 話題を取り上げて、英語

の正しい使い方を掘り下げて解説している用例を豊富に提供しています。この Newsletter に関す

るあなたのコメントをお待ちしています。質の改善に反映させたいと思います。 
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