
 

 ビジネス英語クラブ 

1 

 

February 26, 2017 

Words of the Month  challenge 

 

Q:  「司法試験にもう一度チャレンジしたい」を 

“I would like to challenge the bar examination 

one more time.” と訳したら、それは 

challenge という言葉の使い方が間違ってい

ると言われました。なぜですか? 

 

 

A:  講談社の日本語大辞典は、チャレンジを「難事に挑戦すること」、挑戦を「戦いを

挑むこと」と定義しています。 この意味では「司法試験にもう一度チャレンジし

たい」と言っても、日本語としてはおかしくありません。 しかしながら、challenge 

という英語の動詞は、挑戦を受けてそれに反応することができる自由意思を持って

いないもの (例えば、司法試験) に「チャレンジ」するという意味では使うことが

できません。 私たちには、「チャレンジ」とか「挑戦」という言葉を使うことが、

「学があって、格好良い」と思う傾向がありますが。私たちに求められていること

は、格好の良さではなく、相手に自分の意思が正確に伝わっているかどうかです。 

   それでは「困難なことを達成するために精一杯努力する、またはやってみる」と

いう本来の意味での、「挑戦」という言葉を使った用例をいくつか紹介しましょう。 

 

challenge (名詞) 権威や主義などへの挑戦  (動詞) 人に競争・試合・決闘をしてみろと

挑戦する  

-  The terrorist attack on the newspaper company is a challenge to freedom of speech.  その

新聞社へのテロ攻撃は, 言論の自由への挑戦だ。  

-  A direct Soviet challenge can be met only by a firm and coordinated response from the West

ソ連の直接的な挑戦には, 西側の断乎とした調整の取れた対応によってのみ対抗す

ることができる。. (「調整の採れた対応」を coordinated response としていることに

留意)   

-  He argues that Japan should take up the challenge posed by North Korea by indicating its 

willingness to develop nuclear weapons on its own.  日本は独自に核兵器を開発する意

志のあることをほのめかすことによって, 北朝鮮がつきつけている挑戦に応じるべ

きである, と彼は主張している。 (「ほのめかす」を indicate としていることに留

意)   

-  The company successfully challenged the Philippine monopoly of molasses in the Far East.

その会社はフィリピンによる極東における糖蜜の独占に挑戦して成功した。  
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   Challenge の他に「挑戦、挑戦する」を意味する言葉に、次のようなのがあります。 

 

(1) attempt (名詞) 物事をしようとする試み、挑戦 (動詞) 難事に挑む、挑戦する 

-  He passed the bar examination at his first attempt. 彼は最初の挑戦で司法試験に合格し

た。 

-   The Dow may have one more attempt at the high. ダウ平均は最高値にもう一度挑戦す

るかもしれない。 

-  At the age of 91, the senior Miura bravely attempted the slope of Mont Blanc - and succeeded 

admirably.  91 歳の三浦氏 (父親) はモンブランのスロープに挑戦し, 見事に成功し

た。(challenge を使っていないことに留意)  

(2) take a crack at (口語) 物事を試みる、やってみる:  

-  I would like to take a crack at (口語) the world record.  私は世界記録に挑戦してみた

い。  

(3) gear up for 情熱・期待などで人を駆り立てる、闘争に立ち上がる、挑戦する:  

-  Stock markets around the world looked like they were gearing up for a record-shattering 

1990.  世界中の株式市場か記録破りの 1990 年にしようと挑戦しているかのように

見える。  

(4) make a stab at  …に対して初めて試みる。挑戦する: 試す  

-  The Dow fell during December, then made another stab at a new higher after New Year 

began.  ダウ平均は 12月下げたが, 新年が始まったあと新最高値に再び挑戦した。 

(5) test 事・物が …を試す、挑戦する  

-  The Nikkei index of 225 blue-chip Japanese stocks is testing new heights. 日経 225種の

日本の優良株価平均は新高値に挑戦している。 

 

 

(詳しくは「ビジネス英語和英活用辞典」を参照されたし。)  


