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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  

第 2 回 ネズミの歌 

＜日本語訳＞ 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

E: テツ、質問があるんだ！ 

T: どうぞどうぞ、どんなことでも聞いてくれたまえ。 

E: 何年もの間、日本のテレビやラジオコマーシャルは、よく、とても高い声の女性たちを使っ

ているけど、あのやり方についてずっと疑問に思ってきたんだ。あの人たちの声はネズミのよう

に聞こえる。この国の人たちは皆、あの声を魅力的だと思うのだろうか。 

T: そうだよ。我々の多くが、あのような声を魅力的と感じると思う。君は彼女たちの声をかわ

いいと思わないのかい？ 

E: 正直に言って、いつも僕はもっと芸術的な宣伝のやり方のほうが好きなんだ。最近、バック

グラウンドミュージックにとても垢抜けた歌を使っている素晴らしいテレビコマーシャルを見か

けたりするよ。 

T: そうだね。商品の売り込みの目的のためだけに、いくつか素晴らしいメロディーが作られて

いる。今、僕に、君の好きなコマーシャルソングを歌ってみてくれよ！ 

E: ああ、僕の音感は、今すぐ声に出して歌えるようなものじゃないと思う。僕は歌うことにつ

いてはいつも弱気なんだ。 

T: 君はカラオケをやらないのかい？ ここ日本では国民的娯楽だよ。 

E: そうだね。それに、仲間を探す場所として人気があるよね。でも、僕は自分がよく知らない

人たちの前では、教会のネズミのように、静かにしているのが好みだね。 

T: 教会のネズミのように静かだって！ おや、今月の話題へとうまくもってきたね。 

E: そうとも。それに、その話題ときたらこの上なく興味深いんだ！ さぁ、始めようか。 

T: 皆さんを焦らす必要なんかない！ 早速、始めよう！ 

 

 

 2  Listen to the passage and answer the questions that follow. 

 

ネズミの歌  (2014 年度 第 1 回 1 級 A No.11, No.12) 

 

 雄のネズミがある状況、例えば、つがいになる相手を探し求めているときなどに、声を発する

ことが、知られている。しかし、ほとんどの鳴き声が、人の耳には甲高過ぎるのでネズミの声

は、深く研究されることはなかった。最近の音声処理技術の発達のおかげで、ワシントン大学医

学大学院のティモシー・ホーリーとゾンシェン・グオ氏は、雄のネズミの声を録音し分析した初

めての研究者となった。その科学者たちは、ネズミの鳴き声を分析する際、声の高さを低く下げ

るために、コンピューターソフトウエアを使った。ネズミが歌っているように思えることが分か
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って、驚いたのだ。 
 ホーリーとグオは、雄ネズミが、雌によって発せられる化学信号に対して、どのように行動面

で反応するかを調査しようとしていた。ところが、雄の発声があまりにも興味深いものであった

ので、その研究者たちは行動面での反応よりも、もっぱらその発声だけに照準を当てたのだ。ホ

ーリーとグオは、ネズミの歌が、鳥の歌よりも洗練されてはいないと認めているが、その歌は、

まさしく、発声を歌としてみなす二つの基準を満たしているのだ。まず、異なる種類の音が含ま

れている。さらに、流行歌にある反復部分のような、繰り返される識別可能なフレーズが含まれ

ている。今や、研究者たちは、雄のネズミが、実際、これらの歌を、成長する過程でお互いから

学習して身に付けなければならないのか、あるいは、本能的に作り出すのか、ということを究明

したいと望んでいる。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 
 
No.1  なぜ、もっと以前に、ネズミの発声は分析されなかったのか。 
No.2  雄のネズミについて、まだ知られていないことは何か。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードのあとについて繰り返してください。 

 

1 つがいになる相手を見つける seek mates 

2 チューチュー（ネズミの鳴き声） squeak 

3 声を出す vocalize 

4 甲高い high-pitched 

5 徹底的に研究する study in depth 

6 音声処理技術 audio technology 

7 音の高さを低くする lower the pitch 

8 ～しようとする intend to ～ 

9 行動面で behaviorally 

10 全く～だけ exclusively 

11 基準を満たす meet criteria 

12 認識できる recognizable 

13 本能的に instinctively 

 



 
3 

 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

ネズミの歌  (2014 年度 第 1 回 1 級 A No.11, No.12) 

 

 雄のネズミがある状況、例えば、つがいになる相手を探し求めているときなどに、声を発する

ことが、知られている。しかし、ほとんどの鳴き声が、人の耳には甲高過ぎるのでネズミの声

は、深く研究されることはなかった。最近の音声処理技術の発達のおかげで、ワシントン大学医

学大学院のティモシー・ホーリーとゾンシェン・グオ氏は、雄のネズミの声を録音し分析した初

めての研究者となった。その科学者たちは、ネズミの鳴き声を分析する際、声の高さを低く下げ

るために、コンピューターソフトウエアを使った。ネズミが歌っているように思えることが分か

って、驚いたのだ。 
 ホーリーとグオは、雄ネズミが、雌によって発せられる化学信号に対して、どのように行動面

で反応するかを調査しようとしていた。ところが、雄の発声があまりにも興味深いものであった

ので、その研究者たちは行動面での反応よりも、もっぱらその発声だけに照準を当てたのだ。ホ

ーリーとグオは、ネズミの歌が、鳥の歌よりも洗練されてはいないと認めているが、その歌は、

まさしく、発声を歌としてみなす二つの基準を満たしているのだ。まず、異なる種類の音が含ま

れている。さらに、流行歌にある反復部分のような、繰り返される識別可能なフレーズが含まれ

ている。今や、研究者たちは、雄のネズミが、実際、これらの歌を、成長する過程でお互いから

学習して身に付けなければならないのか、あるいは、本能的に作り出すのか、ということを究明

したいと望んでいる。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 
 
No.1  なぜ、もっと以前に、ネズミの発声は分析されなかったのか。 
No.2  雄のネズミについて、まだ知られていないことは何か。 

 

 

 5  Repetition and Interpretation Drill 

 

英文がポーズ付きで読まれます。また日本語の訳が流れます。 

 

1) ポーズの間に英語をリピートしましょう。きちんとリピートできるようになるまで何度も練

習しましょう。 

2) 聞きながら、ポーズの間に日本語に通訳しましょう。モデルの日本語が流れるまえに、自分

の訳を言い終えることができるように、何度も練習しましょう。 

3) 英文が聞こえるのと同時に、シャドーイングをしてみましょう。さらにポーズの間に日本語

に通訳しましょう。 
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ネズミの歌 
雄のネズミがある状況で声を発することは、知られている、 / 
例えば、つがいになる相手を探し求めているときなど。// 
しかし、ほとんどの鳴き声が、人の耳には甲高過ぎるので、 / 
ネズミの声は、深く研究されることはなかった。// 
最近の音声処理技術の発達のおかげで、 / 
ワシントン大学医学大学院のティモシー ・ホーリーとゾンシェン・グオ氏は、/ 
雄のネズミの声を録音し分析した初めての研究者となった / 
その科学者たちは、コンピューターソフトウエアを使った。 / 
ネズミの鳴き声を分析する際、声の高さを低く下げるために、 / 
そして、次のようなことが分かって驚いたのだ / 
ネズミが歌っているように思えて、驚いたのだ。// 
ホーリーとグオは、雄ネズミがどのように、行動面で反応するのかを調査しようとしていた / 
雌によって発せられる化学信号に対する行動面での反応を。// 
ところが、雄の発声があまりにも興味深いものであったので、 / 
その研究者たちは行動面での反応よりも、もっぱらその発声だけに照準を当てたのだ。// 
ホーリーとグオは以下のようなことを認めている / 
ネズミの歌は、鳥の歌よりも洗練されてはいない、/ 
しかし、その歌は、まさしく、発声を歌としてみなす二つの基準を満たしていると。// 
まず、異なる種類の音が含まれている、// 
さらに、繰り返される識別可能なフレーズが含まれている。// 
流行歌にある反復部分のような、繰り返される部分が含まれている。// 
今や、研究者たちは、究明したいと望んでいる / 
雄のネズミが、実際、これらの歌を学習して身に付けなければならないのか / 
成長する過程で、お互いから学習しなければならないのか / 
あるいは、本能的に作り出すのか、ということを究明したいと望んでいる。// 

 

 

 

 6  Model answers 

 

解答例を聞いて、自分の答えと比べてみてください。 

 
T: さて、エドワード、君の答えはなんですか。1 番、「なぜ、もっと以前にネズミの発声は分析

されなかったのか。」 

E: ネズミの高い音程での発声を分析するために必要な技術が、最近まで得られなかった。 
T: ありがとう。2 番、「雄のネズミについて、まだ知られていないことは何か。」についてはどう

ですか。 

E: 研究者たちは、雄のネズミが他のネズミたちから歌を学習して身に付けるのか、あるいは本

能的に知っているのか、まだ不確かで迷っている。 

T: ありがとう。 
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 7  Challenge 1 

 

T: さて、エドワードが話をします。賛成の意見あるいは反対の意見を言ってください。最低 30

秒は話し続けるようにしましょう。 

 

E: ネズミが歌う、と言う人たちがいる。鳥は確かに歌うし、とくに春、彼らのさえずりを聞く

のは大好きだ。我々は、詩人が詩の中で鳥の歌声の素晴らしさを称えるとよく聞く。ネズミは決

して歌い手ではない。あの小さくてふわふわした生き物は可愛らしいが、正直に言おう。ネズミ

はチューチュー泣くだけだ。 

 

E: 模範例です。さて、テツの話を聞いてみましょう。模範例を皆さんに伝えます。よく聞いて、

自分の答えと比べてみてください。 

 

T: でも、ネズミが実際は歌うのだ、ということを何人かの科学者たちが見つけた。鳥の歌ほど

素晴らしいものではない。確かに、人間の発声のレベルに達することもできない。しかし、彼ら

の鳴き声にはフレーズの繰り返しがあり、様々な音も含まれている。これら二つの要素は彼らの

鳴き声を科学的な意味で歌として認める基準に適合するのに十分なのだ。  

 

 

 8  Challenge 2 

 

E: よく聞いてください。次の発言に、最低 1 分間は、反対の意見を言ってください。皆さんの

発話には、聞いた英文に書かれてあったいくつかの要点が含まれていないといけません。用意は

いいですか。 

 

T: ネズミは我々にとても馴染みがある。ときに深刻な問題を発生させるが、例えば、致死的な

病を蔓延させたりするが、ペットとして買われているネズミもいる。さらに、ネズミは医学や薬

学の研究において重要な実験動物である。私は科学者や研究者たちが深くネズミを研究してお

り、ネズミについては何もかも分かっていると思う。 

 

T: 模範例です。ではエドワードの話を聞いてみましょう。彼が皆さんに例を示してくれます。

よく聞いて、自分の答えと比べてみましょう。 

 

E: 私はそうは思わない。何人かの科学者がネズミの発声について真剣な研究に取り組んだと聞

いた。雌が引き起こす生化学的な刺激に対して、雄のネズミが反応するということは長く知られ

ている。最近の研究によると、オスもまた一連の発声によって求愛の行為をするのかもしれな

い、ということだ。彼らの歌は我々のものには似ていないが、彼らの鳴き声は歌として認めるた

めに必要とされる基準を満たすための二つの鍵になる要因を含んでいる。雄のネズミは異なる種
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類の音を出し、また、繰り返されるフレーズを使う。雄ネズミの鳴き声はそれまで深く研究され

ることはなかった。というのも、音程が人間の感覚には高過ぎたからだ。最近の音声処理技術の

向上で、これらの音を科学的に精査できるようになった。科学者たちは次に、この鳴き声のパタ

ーンが他の雄ネズミから学習して身に付けられているのか、あるいは、そうではなくて本能的に

獲得されるものなのか見極めたいと思っている。ネズミは身近な小動物だが、いくつかの不可思

議なことがまだ解明されないままである。 

 

 

 9  Closing Dialogue 

 

T: また、自然の不思議を我々は見たのだ。歌うネズミたち！ 

E: とっても素晴らしい考えじゃないか。自然の深さにいつも僕は興味をそそられているよ。し

かもよくあることだけれど、その素晴らしさは人類に対しては隠されているんだ。 

T: 確かに、たくさん学ぶべきことがある。ところで我が友よ、君に質問があるんだ。 

E: 恥ずかしがらずにどうぞ。 

T: あれ、でも、恥ずかしがっているのは君だよ！ 我々の最初の会話を思い出してくれよ。 

E: おっと。僕が他の人の前で歌いたがらないことを言っているのかい。 

T: そうだよ。君は人間かそれともネズミか。 

E: ネズミができるなら、僕もできると認めなければならないな。君はカラオケの達人だ、テツ. 

一緒に行こう！ 

T: そうこなくっちゃ。 

E: 僕はまた、日本のメディアで流れる甲高い女性の声について科学的な精査を始めることを約

束するよ。おそらく、そこにも学ぶべき何かがあるだろう。僕にも新しい展望が開かれつつある

ってことさ！ 

T: 君は人が変わったぞ。さて、とりあえず、皆さんに地球上の他の動物たちによる歌うという

行為について、ここでその役割を考えてもらうことにしよう。 

E: いい考えだ。作曲家のポール・ウィンターズは、オオカミとクジラの歌の両方を使って素晴

らしい楽曲を録音した。本当に美しく忘れられない音がこれらの素晴らしい生物から聞こえてく

るんだ。 

T: *それについてはこう言おう… 

T&E: 次回、またお会いしましょう。 

 

 

*on that note の訳し方について 

通常、on that note は「それについては」と訳されますが、ここでは少し含みがあります。note には「声

の調子、音符」など歌や曲に関する意味があり、これをかけて  on that note 「その曲の調子に乗せて」と

も取れるように「シャレ」を言っています。これを踏まえた上で、通例通り「それについては」と訳出す

ることにしました。 
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Mouse Squeaks について、さらに興味のある方は以下の URL を訪ねてみてください。 

 

★Mice squeak into song (nature.com) 

http://www.nature.com/news/2005/051031/full/news051031-2.html 

 

★Why male mice feel urge to break out into song (The Guardian) 

http://www.theguardian.com/science/2005/nov/01/research.highereducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★講師陣プロフィール★ 

 

◇中西 哲彦 （Tets Nakanishi） 

日本福祉大学国際福祉開発学部准教授、アルファ英語会顧問、NPO 愛知善意ガイドネット

ワーク理事。 

愛知教育大学出身。三重県立高校、大手英語学校を経て、現在、小学生～社会人まで幅広い

層を対象に英語を指導している。英検セミナー派遣講師として各地の特別授業や英語教育セ

ミナーにて活躍。2007 年度まで、5 年間にわたって三重県英語教員集中研修講師も務めた。 

 

◇エドワード・スクラグス （Edward Scruggs） 

テネシー出身。比較文学の分野で博士号、音楽の分野で修士号。 

翻訳、英語教授に大活躍し、現在、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部准教授を務

めるほかアルファ英語会（津市）アドバイザーとしても活躍中。 

 

 

 


