
ESPと経済英語・ビジネス英語
―大学英語教育の観点から―

堀 口 和 久

Ⅰ　序章

近年，大学の英語教育・語学教育の分野では改革が進展しつつあり，今

後の英語教育のあり方の一つの方向性としてESP(English for Specific

Purposes)が提唱されている。現実的にも多くの大学でESPを意識したカ

リキュラムの改革が実施されており，かつ「（一般教養）英語」等の名称

の科目の場合でも，英語教員に対して，ESPを意識した教育を行なってほ

しいという要望が強くなっている。

そしてESPのなかで，重要な分野として経済英語・ビジネス英語がしば

しば取り上げられている。しかしながら，ESPの他の分野である理工系英

語・テクニカルイングリッシュ（技術英語）の場合とは異なり，理論的・

実証的分析は進展しておらず1，筆者の直感や経験等に基づき多くの教材

やテキスト等，辞書等が作成され，シラバスなどが組まれているのが現状

のようである。他方で、市販の語学教材でも英語教材を考えた場合，非常

に多くのビジネス向け教材が出版されており，ビジネスに携わる人等から

の強いニーズが存在することがわかる。

さらに問題となるのは，現実の大学英語教育の場で，近年，極端な形で

TOEIC・英検等を中心とした資格を重視した教育への流れが見られるこ

とである。大学新卒者を採用する企業サイドでもTOEICのスコアがかな

り重視されてきている2。一部の大学では，ほとんどすべての英語科目に

ついて，テキストをTOEIC準拠教材に限定しているという話さえ耳にす

るようになっているのが現状である。
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ところが，このTOEICは出題対象が，日常英語とビジネス英語中心で

ある。またTOEICに関しては，近年ビジネス関連の出題（株式・金融な

ど）を中心に難易度が高まりつつあると言われており，今後の英語教育を

考えた場合，こうした分野について十分に検討を加える必要があろう。

近年，大学の英語教科書会社が出版する新刊教材でも，TOEIC関連教

材やESPを意識した科学，福祉，経済，医学関連の教材が急激に増大して

いる。金融，バイオ，マーケティング等のように分野を絞った業界分野別

の用語の語彙集の出版も相次いでいる3。

こうした現状に鑑み，この論文では近年のESP研究の動向，ビジネス英

語教育研究の動向との関連で，今後の「ビジネス英語教育」「経済英語教

育」のあり方を大学教育との関連で検討してみたいと考える。

Ⅱ　ESPとは

ESPとは，English for Specific Purposesの略であり，言語教育の中心が

文学等であることへの反動・反発から1960年代以降に主張されるように

なったといわれる。ESPに対立する概念はEGP（English for General

Purposes）である。ESPの一般的な定義は以下のとおりである。

わが国の中学・高校および大学の教養課程の英語は，通常，特定の職

業や専門分野に進む者を対象としていない。それはいわば，general

Englishのコースで，技能の調和的な発展を目指す。これに対して，学

習者の特定の目的に合った英語を教えようとするのがESPである。たと

えば外国旅行のための英会話コースとか，特定の分野におけるコミュニ

ケーション活動を目的としたコースなどである。高校の上級学年や大学

の外国語科目の英語などには，ESPの考え方を取り入れるのが効果的で

あろう4。

しかしながら，ESPとは，厳密には方法論であり，しばしば誤解されて
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いるように「経済英語」「金融英語」等の授業科目・英語の一種ではない。

実際に大学で導入されているESP教育は，ほとんどは名ばかりのESP

で実態を伴っていないのではないか。なぜならESPという言葉自体，日

本の英語教育界では正確に理解されていないように思われるからであ

る。たとえば，「ESPとは教授法の中の1アプローチである」「金融英語，

法律英語などの英語の一種である」「TOEICのような資格試験を目指す

ものである」「経済の英語，福祉の英語などの授業科目名である」など

ESPに対する認識は千差万別なのが実状である5。

ESPは，方法論であり，学習者の特定のニーズに合致するように，コー

スデザインがなされなければならないとされる6。さらに，ジャンル，つ

まり学問的な背景や職業等の同質性が認められることが必要であると考え

られている7。

ESPの代表的な分野として，EBE(English for Business and Economics)

があり，EAP（English for Academic Purposes）を重視すると， English

for Management， Finance， and Economics などとなり， EOP

（English for Occupational Purposes）の立場からは， English for

Business Purposes， Vocational English(ホテル英語などの職業英語，

English for Secretariesなど)の分野が存在するということになる8。

Ⅲ　ニーズ分析と英語教育

ESPにおいて，ニーズ分析が重要視される。この場合のニーズ分析では，

一般に①ディスコース・コミュニティーのニーズ，②教師・大学のニーズ，

③学習者のニーズ，が問題になると言われる。そして，達成すべき目標が

設定され，教材の作成・選定が行なわれ，指導・評価が行なわれることに

なる9。

最近，大学英語教育において「経済英語・ビジネス英語」が重要視され
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ている背景としては，経済学部・商学部・経営学部等における専門科目の

教員側の要望と，①が関連しているものと思われる。

ディスコース・コミュニティーのニーズを考えた場合，ビジネスで本当

に英語は必要なのであろうか。ビジネス英語関連の教材や，英語教育関係

者の著書等では，「ビジネスに英語は絶対必要である」ということがあた

かも絶対的真理のごとく語られている。しかし，こうした主張は経済的な

既得権・利益を守るという観点から主張されている可能性もあり，「迷信」

に過ぎない可能性もある。一部の企業の一部の人にとってのニーズが，あ

たかもビジネス関係者全体にとってのニーズであるかのように誇張されて

きたのではないか。

こうした問題について，客観的に検討するには，経営学等による企業研

究が参考になる。最近では，国際経営学等の分野の研究で，英語等の言語

と経営戦略との関連などが議論されるようになってきているからである。

ボーダーレスエコノミーとかグローバル経営の時代とされるこんにち

でも，国際志向というよりも，むしろ国内優先の組織文化の企業は多い。

国内優先の組織文化の企業では，海外勤務の経験はあまり評価されず，

国内で実績をあげた人が出世するという暗黙のルールができている。海

外勤務経験者で英語のよくできるひとは，ときに「英語屋」といわれ，

社内の主流に入れない。そのため，英語ができても，社内ではなるべく

英語を話さないようにする人が多い10。

吉原秀樹は，こうした状況を憂い，企業組織・文化等を変革させる必要

性， 「内なる国際化」の必要性を説くが，今後の日本経済・日本企業を

考えた場合，どこまで変革が進展するかは定かではない。英語学習熱が高

まる一方で，こうした企業文化を察知し，経済合理的に行動し，冷静な目

で「英語病」を見ている人も多いのではないか。

TOEIC対策の学習等が過熱するのも，TOEICが本来のニーズとは無関

係に，人事労務管理等の一手段となっているためではないのか。バブル崩
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壊後，多くの日本企業はリストラの必要に迫られた。その際の選抜の一手

段となってはいないか。人事労務管理では，「能力評価」が，「情意評価」

「業績評価」と並んで重視されるが，点数化されるTOEICであれば，点数

という絶対的基準で，能力の一項目を評価可能だからである。

一般的に資格取得は，経営学，人事管理の観点からは，以下のように評

価されている。

では資格をもっていることは，世の中でいわれているような効果が本

当にあるのだろうか。資格保有と転職の関係を調べた研究は，残念なが

ら，資格が就職や転職のときに大きな効果を発揮するとはいえないと結

論づけている11。

よって，英語検定やTOEICを目標として指向する教育が，「ニーズ」と

いう観点からみて正当化されるかといえば，経営学的な実証分析からすれ

ば，疑問の余地があるのである。

では全く英語が不要かといえば，そうではない。IT革命の進展により，

必要不可欠となっていると考えている企業が増大しているのである。

パソコンの普及とともに外国との情報伝達の方法として電子メールの

使用が急増している。・・・携帯電話で外国と電子メールでコミュニ

ケーションできる日はすぐそこまできている。ところで電子メールによ

る国際コミュニケーションの多くは英語で行なわれる。電子メールなど

インターネットの普及とともに，国際経営における英語の重要性はこれ

からますます高まると予想できる。

アンケート調査で「インターネットなどコンピュータ情報システムの

普及のため，日本企業でも英語は必要不可欠になっている」の考え方に，

経営者は同意するか，同意しないかをたずねたところ，1.74の解答結果

が得られた。1が「まったくそのとおり」で，2が「だいたいそのとおり」

であるから，経営者はかなり強く同意していることがわかる。なお，こ
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の質問の回答は，海外に企業進出していない国内企業でも1.87であり，

多国籍企業とあまり差はない。経営の国際化の程度に関係なく，すべて

の企業において，インターネットの普及のために英語の必要性が強まっ

ているといえる12。

こうした「ニーズ」，「IT革命」の状況を考えると，大学の英語教育で

も，単なるビジネス英語，経済英語ではなく，インターネットによる経済

事情・国際情勢，為替・株式市場動向等の情報収集を組み入れた教育や携

帯電話等のモバイルコンピューティングを意識した「ビジネスコミュニケー

ション，ビジネスコレスポンデンス」の教育が必要となっていると考えられ

る。これ以外にも専門科目の基礎の習得という側面・ニーズもあろう。

ただし技術革新のスピードの激化，経済情勢・国際情勢の激変，金融の

自由化や技術革新，ビジネス関連の法律の改変，会計制度の改変等に代表

されるように，社会の変化は近年急激であり，一方的に既成の知識・語

彙・文法等を教授しても，すぐに陳腐化し全く役に立たなくなってしまう

可能性が高い。よって，「自立した学習者の育成」が求められる。

ESP教師は，自らが専門分野のエキスパートとなって専門知識を学習

者に提供することを目指すのではなく，「自立した学習者を育成するこ

と」を最大の目標としなければならない。

専門分野の英語は，社会の多様化とその変化の加速化に伴なって，そ

の姿がどんどん変化していっている。・・・したがって，学習者自らが

必要な知識を選択し，分析でき，変化に対応できるような能力を身につ

ける必要がある13。

なおこのように英語が国際的な共通言語となり，経済的優位性を持つこ

とについては社会言語学的に，「英語帝国主義」という問題が含まれてい

ることも十分に考慮に入れておかなければならないであろう。
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Ⅳ　ESPとEGP

ESPは，EGPと対立する概念としてしばしば捉えられるが，両者の間の

関係は連続体としての側面もある。日本では，英語以外の第二外国語の場

合であれば，全くの初心者にESPを意識した教育を行なうことも考えられ

るが，英語の場合，何らかの程度の基礎的なレベルは中学・高等学校段階

で学習し，習得しているのが通例だからである14。

Tony Dudley-Evans， Maggie Jo St Johnは次のように両者の関係を説

明している。

Position 1 English for Beginners

Position 2 Intermediate to advanced EGP courses with a focus on

particular skills

Position 3 EGAP/EGBP courses based on common-core language

and skills not related to specific disciplines or professions

Position 4 Courses for broad disciplinary or professional areas， for

example... Legal English， Negotiation/Meeting Skills for

Business People 

Position 5 An‘academic support’course related to a particular

academic course15

ここで， EGAPとは，English for General Academic Purposes であり，

EGBPとはEnglish for General Business Purposesの意味である。日本の

大学や大学院を社会人の再教育・訓練の場として活性化させるのであれ

ば， 実際にビジネスを経験した（あるいはビジネスに従事している人向

けの）English for Specific Business Purposesが望まれるが，現実の日本

の大学生の多くは，ビジネス経験はないケースが多く，こうした場合の

ESPとしては，Position 3のEGBPが大学英語教育では求められているとい

うことになろう。本来であれば，日本のビジネス英語教育や経済英語教育
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は，学生の卒業後の企業のニーズや国際経営戦略や国際人材開発の観点か

らも議論がなされなければならないが，こうした観点からの試み，改革は

依然として不十分であると言わざるをえない。

このようにビジネス英語は，学習者によっていくつかに分類される。実

際に，学習者が現在職についており，ビジネスで英語が必要な学習者の場

合と，学習者が職についておらず，将来の就職のための準備段階としてビ

ジネス英語を学ぶ場合では，学習教材等が異なるのは当然のことである。

以上が，ESPについての概要であり，以下ではビジネス・経済英語の特

質と教材開発・今後のあり方等を論じることとしたい。

Ⅴ　ビジネス英語・経済英語の特質

ビジネス・経済英語は他のESPの分野と異なり，その分野特有の内容

（仕事，業務内容，産業ごとの語彙等）と一般的な内容（コミュニケー

ション）の両者を含む。特にビジネスコミュニケーションの領域で，海外

出張，交渉，プレゼンテーション等の分野は，コミュニケーションと重複

する領域が多い16。

また，ビジネス英語は以下のような特性と持つといわれる。

①　Sense of Purpose

②　Social Aspects

③　Clear Communication17

まずビジネス英語には達成すべき目的がある。例えば「同意を得る」

「契約を締結する」「クレイムを伝える」「商品の情報を入手する」などで

ある。こうした目的が実現できること（伝達内容）がまず重要であり，そ

のための言語形式は第二義的である18。

次に，ビジネスという社会的関係では上下関係や権力関係も問題となる。

ポライトネスや儀礼表現も時として必要となる。こうした社会言語学的観
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点から見た場合，伝達内容よりも言語形式の方が重要視される。日本人の

ビジネス英語がポライトネス等の観点から最近問題視され，こうした問題

の著書が多数出版されているが，これは②に着目した場合の問題である。

最後に，伝達内容は，明確かつ論理的，簡潔でなければならない。なお

こうした問題については，日本語は非論理的であり，よって国際語たりえ

ない等の主張がなされることがあるが，これは暴論であり，日本語には日

本語の独自の論理がある。国際経営を考えた場合に英語が共通語として用

いられることが多いのは，ドルという事実上の国際通貨の存在といった国

際経済学的な理由や，政治的理由に基づくものである。

さらに経済関連の英語の特質としては以下のような点を挙げることがで

きる19。

①　専門用語の存在

こうした専門用語は，一般的には経済・経営の教科書や，専門語の

用語集に定義・説明がある。ただし，特に経営理論関連の用語の中に

は，論者によって定義が異なるもの，意味的外延や他の語との違いが

不明瞭なケースがある。また，ビジネス法の分野であれば，ある専門

用語が多義的である場合も多い。

会計や金融の分野では，日本語の勘定科目の英語での訳語等にいま

だ統一性が見られず，Annual Reportなどで翻訳者の間で同一の日本

語に対して全く別の訳語が用いられるケースが存在するのが現状であ

る。特に金融・証券市場等の分野では専門用語の日本語－英語辞典等

も十分なものが存在しない。

②　準専門用語の存在

経済・経営の概念の場合，用語それ自体は一般的であるが，経済や

経営等の文脈では特殊な意味で用いられる用語が存在する。「ビジネ

スに出る英単語（講談社）」にもいくつが例が提示されているが，日

常の通常の意味と異なる意味で専門分野で用いられるケースがある20。

③　新語の存在

すべての学問分野に該当することであるが，経済・ビジネスの場合，
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技術革新，新産業の創生，金融技術革新等により，新語や俗語が頻繁

に登場する。なおこうした問題はジャーナリズム英語全般や映画英語

等にも見られる現象である。

教材をインターネットや新聞等から収集し，オーセンティックな英

語を教材として用いる場合，こうした新語に出会う確率が高くなるが，

時として市販の書籍や辞書では対応できない。

④　非文・悪文の存在

ジャーナリズム英語にも見られる現象であるが，情報を即時に伝え

ることが急務であるため，時として非文法的な文章が用いられること

がある。

Ⅵ　経済英語の領域と教材

経済学や経営学・商学等の学問領域は多岐に及び，かつ新しい分野（経

営情報論，情報経済論，ファイナンス等）が急速に発展している以上，経

済英語・ビジネス英語といってもその内容はさまざまである。また，こう

した分野では，かつてから存在した「商業英語」や「英文会計・英文簿記」

といった科目との関連も検討する必要がある21。

まず，経済英語から検討すると，日本で出版されている大学教科書（テ

キスト）の内容は大体以下のように類型化されると考えられる。

①　経済理論（ミクロ・マクロ・国際経済等）

②　経済時事

③　経済教養

これ以外にも専門的術語の解説等を中心とする教材もあるが，こうし

た教材は副次的に用いられるべきものであろう。それでは各ケースの問

題を論じることとする。

①　経済学の理論を中心に取り上げたもの

例えば，Tilmant Economics in our life（日常の経済）（成美堂）を

近年のテキストとして取り上げることができる。このテキストでは，ミ



クロ理論では機会費用，需要，供給，生産可能性曲線，限界概念，弾力

性，代替財，限界効用逓減法則，限界費用，規模の経済，収穫逓減法則

などが扱われている。マクロ経済学理論では，GNP，失業，ケインズ，

資本主義vs社会主義等が扱われている。

このようなテキストを用いた場合，あるいはこのような内容をシラバ

スの中心とした場合，次のような問題が生じる。

（1）オーソドックスな新古典派理論を中心としたミクロ経済学，あるい

はケインズ理論等を中心としたマクロ経済学であれば，評価の確定し

た英語で書かれた大部の詳しい（かつ英語の文章も比較的易しい）テ

キストブックが存在する。よってこうしたテキストを最初から用いた

方が効率的である。また学習内容も経済理論等の専門科目と重複する。

（2）経済理論の内容は，抽象的であり，かつ数理的で一般的に難解であ

るため，日本語のテキストでも多くの学生は理解が困難である。よっ

て，こうした内容の文章を英語で読ませた場合，英語の理解と，内容

の理解の二重の理解が必要であり，非効率的である。内容面でも言語

形式面でも妥当なレベルの教材を用いるべきだからである。

一般に英語教育で用いるべき教材は，内容がありかつ学生が内容を

ある程度把握しているものを用いた方が効果的であると考えられてい

る。日本の大学の場合，多くの学生は社会人としての経験も乏しく，

かつ経済やビジネスの知識が全くないケースが多く，ある程度学生が

経済理論的な予備知識を身に付けた上で経済英語等を学んだ方が効率

的ということになる。

（3）EAP(English for Academic Purpose)を考えた場合，つまり経済理

論研究を志向する学生の場合の入門として，専門分野の研究の基礎と

して，英語を学習する場合には意味があるが，EVP(English for

Vocational Purpose)， つまり職業目的・指向で考えた場合，ミクロ

経済理論の内容を中心にどれだけ有用性が存在するか問題がある。

（4）Tilmantのテキストなどこのタイプの教材で特に初学者向けの教材

の場合，可能な限り，平易な文体を意識したものが多い。よって，一
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般英語の知識をそのまま経済に応用するにとどまり，専門語彙の学

習・受動的暗記はできるが，「経済英語（その実態・ジャンルは多様

だが）」の語学的学習や文体的特徴等の把握はできない。もし発信型

の英語教育を重視し，論文やレポートの執筆等までも視野に入れるの

であれば，ビジネスイングリッシュ・理工系英語・テクニカルイング

リッシュの書き方・文体も学習する必要がある。

（5）native speakerが執筆したテキストであれば，通常，提示するデー

タや具体例，経済統計の定義・基準がどうしてもアメリカやイギリス

中心となり，理解がしにくかったり，日本との違いについて混乱が生

じる可能性がある。

（6）経済理論の内容も時代の制約を受けたり，経済情勢を反映したりす

るが，一般に，経済理論の場合，現実の学生生活等との接点等を見出

しにくい。よって，学生の自主的学習等を誘発しにくい。

（7）外国語教育の目的として「異文化コミュニケーション・異文化理解」

を重視するならば，オーソドックスなミクロ経済理論・マクロ経済理

論はその理論の普遍性・普遍的妥当性を強調するものであり目的と矛

盾する，あるいは適合的ではない。

（8）マクロ経済学理論の場合，学問的動向と実務との間の乖離が問題と

なる。これも結局のところ，EAP(English for Academic Purpose)と

EVP(English for Vocational Purpose)，の対立の問題となろう。

このような様々な問題を抱えてはいるものの，英語教育に対して，「専

門科目」との接点，橋渡し役を望む声は根強いのが現状である。これは以

下のような事情があるためである。つまり経済学（経営学を含む）はいず

れも「輸入学問」としての性格が強く，特に，経済理論の場合，英語での

略語がそのまま用いられるケースが多い。さらに，ファイナンス，ファン

ド，パフォーマンス等のように，英語からのカタカナ表記の外来語がその

まま学問上の専門用語として用いられるケースが多い。

そのため，大学英語教育の目的として，「専門学習の基礎づくり」を挙

げるならば，基礎概念，略語あるいは，日常的・時事的に用いられる外来
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語として用いられている英語等は取り上げる必要がある。

②　経済時事を取り上げたもの

エコノミスト(The Economist)やタイム，ニューズウィーク，新聞な

どから素材を取り上げた教材である。

こうした素材を用いた場合には，時事英語教育全般と問題点が共通し

以下のような点が問題となる。

（1）即時性，タイムリー性を重視すると，インターネット，新聞，雑誌

等から素材を選択しなければならないが，選択はときとして恣意的と

なり，体系的コースデザインが不可能になる。内容的に経済のある特

定分野（特に経済統計や日本経済論・海外経済事情的な内容）に偏る

可能性がある。

（2）一部の雑誌は文体的に難解である。こうしたメディア情報のみに依

存すると，ジャーナリズム英語のみに学習者は触れることになり，

「ジャンルの多様性」を図ることができない。

（3）時として，職業経験のない学生（かつ専門科目の知識の乏しい学生）

向けのコースの場合，金融・為替，国際経済等を中心として学習者に

とって内容把握が困難である。

（4）大学英語教育の目的として，「専門学習の基礎づくり」を挙げるな

らば，こうした内容が主体の場合，必然的にミクロ経済理論，経済史，

経済学史22等の内容が比較的取り上げられないことになる。

（5）学習者の主体的取り組みを誘発し，「自立した学習者の育成」とい

うESPの理念に照らすと望ましいが，取り上げる素材の情報的価値の

判断は難しく，時として情報の価値は乏しく，情報の寿命も極端に短

くなる可能性がある。

③　経済教養を取り上げたもの

例えば，日米家計比較，労働事情の比較，バイオ・アグリビジネスや，

産業全般や情報経済等なども含め，教養としての経済を学ぶタイプの教

材・テキストである。②とも関連するが，直近のデータは必ずしも要求

されない。このタイプの場合，果たして「教養の中身とは何か」，素材
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の取捨選択が恣意になる可能性が生じることになる。

Ⅶ　ビジネス英語の領域と教材

次に，経済分野（経済理論，事情）を除くビジネス英語の領域と教材に

ついて検討して見たい。

一般に，ビジネス英語という言葉がしばしば用いられ，この言葉を用い

た書物が大量に出版されているが，内容は極めて多種多様である。

「ESPの理論と実践」のp166では，

Business English is the language of the international business world.

という定義が述べられているが，これでは概念が極めてあいまいであるし，

かつ「国際的」である必要性があるか否かは疑わしい。

ビジネス英語の大学教材やシラバス等から，一般的に，広く扱われてい

る内容は以下のように類型化できると考えられる。

①　オフィスコミュニケーション23

②　ビジネスライティング（コレスポンデンス）

③　商業英語24

④　特定の企業の経営史・企業史，企業（ビジネス）を取り上げたもの

⑤ 経営理論および事情全般（マーケティング，経営戦略，企業倫理や

組織論など）

⑥　特定の実業家の自伝・伝記を主体とするもの

よって既成の教材を見た場合，分野・領域的に見て，会計・財務や，ビ

ジネス法の領域で教材開発があまり進んでいないことが分かる。ビジネス

法，契約法等の領域で英米法（英米契約法）25を主体に取り上げるならば，

「ジャンル分析」や文体という観点からも他のビジネス英語とは性質をか
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なり異にし，ESP教材として重要になり得る。

なお，一般に，「法の言語」については以下の特徴があるといわれる26。

①　Archaic， Formal， and Unusual Words

②　Impersonal Constructions（非人称構文）

③　Overuse of Nominalization and Passives

④　Long and Complex Sentences

こうした側面，特に①のアルカイズム（古語使用）は，他のビジネス英

語の領域と言語的特質を異にするといえる。

オーセンティックな教材を考えた場合，ビジネス英語教育で利用可能な

教材としては以下のような素材があると言われる27。

①　Business Books

②　The Media 

Newspapers， magazines， specialist journals

③　Radio， TV

④　The Annual Report

⑤　Product Information

⑥　PR material

⑦　Company videos

⑧　Correspondence

⑨　Contracts

⑩　Minutes of Meetings

⑪　Manuals

⑫　Public Information material

ただし，こうした素材を教材に用いようとしても，企業側の守秘義務や

著作権等の知的財産権との関係で自由に利用できないケースがあるのは言
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うまでもない。

なお，近年，マネジメント能力の向上や，人材開発のためのシミュレー

ションやビジネスゲームを，ビジネス英語教育でも活用しようという動き

があり，これも多種多様な素材と有機的に活用されれば，クラスの活性化

が図られるであろう28。

Ⅷ　ビジネス英語教育と異文化経営

大学のビジネス英語教育は，言語教育の一貫である以上，技能教育より

は，言語素材を基本とした言語教育を第一義とすべきであろう。

ただし，国際経営や異文化コミュニケーション論等の観点から，特にビ

ジネスコミュニケーションとの関連で､非言語メッセージの重要性や，交

渉スタイルの違いといった問題が議論されてきた29。

言語教育の目的には，一般に「異文化間の相互理解」という側面が含ま

れる。ここで国際経営で，「クロスカルチャーマネージメント」と呼ばれ

る領域を重要視するのであれば，異文化コミュニケーションの視点を加え

たビジネス英語が求められることになる。なお，「クロスカルチャー・マ

ネージメント」とは，一般には以下のように定義される。

グローバルな事業展開を行なう企業では，異文化との遭遇を余儀なく

されている。「クロスカルチャー・マネージメント」とは文化と経営の

問題を扱い，異なる国籍，言語，文化的背景を持つ人々が構成する組織

のマネジメントを対象としている30。

Ⅸ　結論

本論文では，ESPとビジネス英語・経済英語の関連を論じ，こうした分

野の英語の特質を論じた。また，ESPの観点から，大学英語教育において，

望ましいと考えられる経済英語・ビジネス英語のあり方，その問題点等を
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主として理論面を中心に分析した。今後は，ESPの観点から，大学英語教

育において，望ましいと考えられる法律英語・ビジネス法英語のあり方，

その問題点等を理論面・実証面等から分析したいと考えている。

1 Mark Ellis, Christine Johnson  Teaching Business English (Oxford

University Press) P.7

Mark Ellis, Christine Johnsonはこれまでのビジネス英語研究では，ミーティ

ングやディスカッションの言語についての研究もあるが，基本的には書かれ

た文章中心の研究になっている旨を指摘している。

2 こうした状況については，吉原英樹他著　英語で経営する時代（有斐閣選書）

に詳しい。

3 例えば，吉本秀人著　金融の英語（NOVA）を挙げることができる。

4 土屋澄男他著　新英語科教育法入門（研究社）p203-204。

5 深山晶子編　ESPの理論と実践（三修社）p10

6 Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John, Developments in English for

Specific Purposes (Cambridge University Press) P2～5に各論者の定義の例が

挙げられている。

7 深山晶子編　ESPの理論と実践（三修社）p19

8 Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John, Developments in English for

Specific Purposes (Cambridge University Press) P6

Tom Hutchinson, Alan Waters English for Specific Purposes (Cambridge

University Press) p17

9 深山晶子編　ESPの理論と実践（三修社）p40-41

10 吉原英樹著　国際経営（有斐閣）p232

11 佐藤博樹他著　新しい人事労務管理（有斐閣） p160

12 吉原英樹著　国際経営（有斐閣）p229

13 深山晶子編　ESPの理論と実践（三修社）p86

14 最近の大学生の学力低下が指摘されており，大学生にfalse beginnerとしての

レベルの指導の必要性が高まっているがこうした問題は本稿ではこれ以上は
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論じない。

15 Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John, Developments in English for

Specific Purposes (Cambridge University Press) P9

16 Mark Ellis, Christine Johnson  Teaching Business English (Oxford

University Press) P.3～p.4

なお同書では，ビジネス英語の教育が，かっては専門用語の習得が中心で

あったのが，最近では機能中心，スキル中心へと移行しつつあることが述べ

られている。

17 Mark Ellis, Christine Johnson  Teaching Business English (Oxford

University Press) P.7～p.9

18 こうした側面を重視した場合，ビジネス英語はピジン的な簡略なものでよい

とか，ビジネスで必要な英語はネイティブイングリッシュではなく，バッド

イングリッシュ，インターナショナルイングリッシュでよいという主張に結

びつくことになる。こうした問題については，吉原英樹著　国際経営（有斐

閣）p227

19 大学生の英語学習ハンドブック（研究社）p245

20 商業英語であれば，例えば，羽田三郎著　商業英語の手ほどき（日本経済新

聞社）p24

21 商業英語については，「専門科目」として通常位置付けられ，日本ではESPと

しては扱われないのが通例のようである。この点に関しては，深山晶子編

ESPの理論と実践（三修社）p28

この問題については，本稿ではこれ以上は詳しくは論じない。

22 経済学史との関連では，経済学の古典的書物の「原典講読」という選択肢も

あり得るが，ニーズ分析等を無視し，一方的に旧態依然たる訳読を行なうと

いうのであれば，全くESPの理念に反することになる。

23 ミーティング，プレゼンテーション，交渉，電話・Emailによるコミュニケー

ションなどが含まれる。

24 なお，広義の商業英語の場合，使用説明書や広告表現なども含まれる。羽田

三郎著　商業英語の手ほどき（日本経済新聞社）p170-172

― 162 ―

堀口：ESPと経済英語・ビジネス英語



25 契約法にとどまらず，知的財産権法関連，産業法関連（独占禁止法関連），商

事法関連でも「法と言語，文体」は特異であり，問題となるが，本稿ではこ

れ以上は取り上げない。

26 Peter M. Tiersma  Legal Language (The University of Chicago Press) p203

～p208

27 Mark Ellis, Christine Johnson  Teaching Business English (Oxford

University Press) P.158～P.162

28 Mark Ellis, Christine Johnson  Teaching Business English (Oxford

University Press) P.218

29 石井敏他著　異文化コミュニケーション・ハンドブック(有斐閣) p.177，

p.185

30 根本孝他編　国際経営を学ぶ人のために（世界思想社）p.60

参考文献

石井敏他著　　異文化コミュニケーション・ハンドブック(有斐閣) 1997

研究社出版編集部編　　大学生の英語学習ハンドブック（研究社）1999

佐藤博樹他著　新しい人事労務管理（有斐閣） 1999

土屋澄男他著　新英語科教育法入門（研究社） 2000

根本孝他編　　国際経営を学ぶ人のために（世界思想社）2001

羽田三郎著　　商業英語の手ほどき（日本経済新聞社） 1991

松野守峰他著　ビジネスに出る英単語　（講談社）2002

吉原英樹著　　国際経営[新版]（有斐閣） 2001

吉原英樹他著　英語で経営する時代（有斐閣）2001

吉本秀人著　　金融の英語（NOVA）2001

John Tilmant  Economics in Our Life （成美堂）1997

Mark Ellis, Christine Johnson  

Teaching Business English (Oxford University Press) 1994

Peter M. Tiersma  Legal Language (The University of Chicago Press) 1999

― 163 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



Tom Hutchinson, Alan Waters English for Specific Purpose

(Cambridge University Press) 1987

Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John, 

Developments in English for Specific Purposes

(Cambridge University Press) 1998

― 164 ―

堀口：ESPと経済英語・ビジネス英語


