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2.1.4 1000 の単位はコンマで区切る

2

ベーシックルール (2)

例

7000 → 7,000
16783 → 16,783

2 数字をめぐるルール
ビジネス文書でも、技術文書でも、絶えず数字を使います。この Section では数字・単位・
記号などの表記法を学びます。まず、数字の表記についてのルールを整理します。

2.1.5 hundred, thousand, million, billion を用いて数字を表す場合、複数語尾
-s をつけない
例

￥4,000 → four thousand yen（yen は単複同形）

2.1 整数
整数の表記のルールをまとめると、以下のようになります。

2.1.1 10 未満の数字はスペルアウトして書く
例

5 つの半導体チップ

five semiconductor chips

8 個のトランジスター

eight transistors

2.1.6 100万単位の数は数字だけか、あるいは数字と million の組み合わせで表す
例

130,000,000

→ 130 million

1,600,000

→ 1.6 million

134785326

→ 134,785,326

2.1.7 金額の場合、１億を超えても million を使って表せる
2.1.2 計量単位、ページ番号にはアラビア数字で
ただし、計量単位、ページ番号、図表番号とともに使われる数字の場合は、10 未満でも
数字で書きます。
例

billion は米国では 10 億、英国では 1 兆を意味し、混乱を引き起こす可能性があるので避
けるべきです。
例

4 キロメートル

4 km, 4 kilometers

5 パーセント

5 %, 5 percent

午前 9 時

9:00 a.m., 9 o’clock

6 ページ

page 6

￥9,300,000,000 → ￥9,300 million

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
練習問題 
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
（

）内の表記のうち、適切なものを選んでください。

＊

3 ページから 9 ページ

pages 3 − 9

図７

Figure 7

グラフ 1 とグラフ 2

Graphs 1 and 2 ＊

＊複数語尾 -s がつくことに注意してください。

1. この会社には 35 人の従業員がいます。
This company has (thirty five / 35) employees.
2. グラフ 3 は日本の貿易黒字の推移を表しています。
Graph (three / 3) shows Japan’s trade surplus trend.

2.1.3 10 以上の数字はアラビア数字で書く
例

昨年の生産高は 1998 年の 10 倍に達しました。

3. 2001 年の日本の国家予算は 82 兆 6524 億円でした。
Japan’s national budget was (82,652,400 million / 82,652,4 billion) yen in 2001.

The last year’s outcome rose 10 times as much as in 1998.
 解答 1. 35 ☞2.1.3 2. 3 ☞2.1.2 3. 82,652,400 million ☞2.1.7
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2.3.3 近似値は about、roughly などの副詞とアラビア数字を組み合わせる

2.2 小数、分数
分数の表記についてのルールおよび留意点をまとめると、以下のようになります。

2.2.1 小数、分数はアラビア数字の方が読みやすい
例

「およそ」「約」を表す副詞には about, almost, approximately, around, nearly, roughly,

some などがあります。
例

zero-point-five-six → 0.56
three-fifths → 3/5, 0.6

女性 100 人のうち約 5 人

about 5 out of 100 women

ほぼ 200 床のベッド

almost 200 beds

約 40 %

approximately 40 %

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
練習問題 
2.2.2 分数は、可能ならば小数で書いた方が読みやすい
空欄に適語を入れて、次の和文英訳を完成させてください。
例

28/100 → 0.28
1. 沖縄県の面積は 2,265 平方キロメートルで、日本の領土全体の 0.6％ということになりま
す。

)1 km2, which is (

The land area of (

2.2.3 0.5 トンは 0.5 ton 、1.5 トンは 1.5 tons：複数語尾 -s は、１以上につ
ける

) 2.

2. 日本の米軍基地の約 4 分の 3 は沖縄県に集中しています。
例

0.8 kg = 0.8 kilogram

(

1.5 m = 1.5 meters

) of the American military bases in Japan are concentrated in

Okinawa prefecture.

2.3 概数、近似値
2.4 序数は順番を表す
概数、近似値の表記についてのルールおよび留意点をまとめると、以下のようになります。
順番を表す場合は序数を使います。

2.3.1 hundreds、thousands、millions は、概数（数百、数千、数百万）を表す
例

数十の

tens of 〜

数百の

hundreds of 〜

数千の

thousands of 〜

数万の

tens of thousands of 〜

数十万の

hundreds of thousands of 〜

数百万の

millions of 〜

数千万の

tens of millions of 〜

例

4 番目に小さい
4th smallest, fourth smallest

例

1999 年時点の日本の GDP* は米国に次いで世界第 2 位、1 人あたり GDP では経済協力
開発機構（OECD ）諸国中第 6 位でした。

Japan’s GDP in 1999 was the second largest and its per capita GDP was sixth among
2.3.2 half、quarter はスペルアウトして書く
例

OECD countries.
＊ GDP ＝ gross domestic product，国内総生産

コップ半分の水

1/2 glass of water → half a glass of water
4 分の 3 マイル
3/4 mile → three quarters of a mile
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 解答 1.1 Okinawa prefecture is 2,265 1.2 0.6% of Japan’s total land territory

2. About three quarters ☞2.3.2
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