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ビジネス
スペイン語

中級（B2）以上NIVEL

　引き続き製造部門と生産現場の様々な表現と用語を学ぶことにしま
す。仕事上、必要な方は頭に入れ、日常業務あるいは現場でどんどん使っ
て語彙力と応用力を高めてください。実践あるのみです。 伊藤 嘉太郎先生

 Yoshitaro Ito 
 長年の海外経験を活かし、

大学でのビジネススペイン語
非常勤講師などを歴任。

□  例文は西文和訳、和文西訳のどちらからでも学習できます。

ejemplo 1

Ahora que la manufactura depende de las máquinas robotizadas, 
dejando al mínimo el uso de la mano de obra, no es fácil formar 
aquellos técnicos bien adiestrados de antaño.
今や、モノづくりはロボット機械に依存することで、人手に頼る部分を最小限度にし
ていて、あの昔風の優れた熟練工は生まれにくくなっている。

ejemplo 2
Aparte de que habitualmente en la línea de producción hay 
algunos puntos para la revisión de la calidad, en el proceso final se 
lleva a cabo un estricto control de calidad.
通常生産ラインの中に品質検査のポイントが何ヶ所かあるのとは別に、最終工程で
厳しい品質管理が行われている。

ejemplo 3

Un técnico veterano a cargo del mantenimiento de las máquinas 
sabe detectar dónde se encuentran los fallos y sus causas 
simplemente escuchando ruidos extraños de las propias 
máquinas, por muy menudos que sean.
機械の保守担当のベテラン技能者は、どんなに僅かであっても機械自体の異常音を
聞くだけで故障個所とその原因を突き止めることができる。

ejemplo 4 
Cuando se trata del inventario de productos obsoletos, hay una 
medida de rematarlos en última instancia, pero no así el 
inventario de materiales obsoletos que se contabilizará como 
pérdida casi en un 100%.
陳腐化製品の在庫だと、仕方なくたたき売るという手段があるが、陳腐化材料在庫
はそうとはいかずほぼ100％損失処理となる。

ejemplo 5 

Se cuentan en el cálculo del coste de fabricación gastos de 
materiales, mano de obra directa e indirecta, energéticos, 
depreciación de máquinas e instalaciones, entre otros.
製造原価計算で計上されるのは、材料費、直接・間接労務費、動力費、機械・
設備の償却費、等である。

前回と合わせて、製造現場でのほんの一部の用語や表現を学びました。次回はどのよ
うなジャンルになるかお楽しみに。

ejemplo 1
1  ahora que... : ～である今となっては。ここでは頭から訳して「今や...」と
表現する

2  la manufactura : 本来の意味は製品、製造、あるいは工場。モノづくりの
同義語は“fabricación, producción”. 完成品は“producto terminado/
acabado/final”. 半製品は“producto semi-manufacturado/semi-
elaborado”. 仕掛品は“producto en proceso”

3  las máquinas robotizadas : 前号で例示した“los robots industriales”と同
義でロボット機械

4  el uso de la mano de obra : そのままの意味では“人手（労務）の使用”
5  no es fácil formar : 簡単には養成（育成、教育）されない ⇒ 生まれない
6  aquellos técnicos bien adiestrados de antaño : aquellos は 漠
然と不特定の人を示しているだけで、和訳には省略しても差し支えない。
“adiestrados”は“hábiles”と同じ

ejemplo 2
1  aparte de que : “aparte que...”とも表現される。“independientemente 
de que...”と同義

2  la línea de producción : 製造・生産ライン。組立てラインは“línea de 
ensamble/ensamblaje/montaje”

3  la revisión de la calidad : “revisión”に代わって“inspección”も使われる
4  control de calidad : スペインでは“control”よりも“gestión”が使用される。
優れた品質は“óptima calidad”、劣悪な品質は“ínfima calidad”

ejemplo 5
1  el cálculo del coste de fabricación : “coste”はスペイン、“costo”はラ
テンアメリカで使われる

2  materiales : “materias primas”（原材料）も同義
3  mano de obra directa e indirecta : 生産現場で要する労力・労賃のこ
とで、直労・間労ともいう

4  energéticos : 光熱や燃料費
5   depreciación de máquinas e instalaciones : “depreciación”は減価償
却のこと。為替用語としては「通貨切り下げ」の意味がある

6  entre otros : 中でも、等、ということ。ここの“otros”は“otros gastos”のことで、
「数ある費用の中でも」が本来の意味。通常このフレーズは「等」と訳される

中級ビジネス
スペイン語特別講座

もっと詳しく
知りたい方は...

【対象者】
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ejemplo 3
1  a cargo de... : ～の担当。“encargado de...”も同義。ただし前者は会計
用語では「～の負担で、勘定で」と別の意味になる

2  sabe detectar : “saber”は能力を表し、“Juan sabe nadar”の場合と同じ
3  dónde se encuentran los fallos y sus causas: ラテンアメリカでは“fallos”
ではなく“fallas”(失敗、故障、欠陥）が使われる

4  ruidos extraños : いつもとは違う異常な音
5  por muy menudos que sean : この従属節の主語は“ruidos extraños”

ejemplo 4
1  inventario de productos obsoletos : “inventario”は「棚卸」の意味もあ
る。陳腐化製品とは売れ残ったり、古くなって所定の値段で売れないものを
指す

2  rematarlos : “rematar”は大幅値引きでたたき売って処分すること
3  en última instancia : 仕方なく、ほかに打つ手がなく
4  no así : たたき売りできない、という意味
5  se contabilizará como pérdida : 損失として経理処理される、ということ

【お問合せ】 スペイン語教室ADELANTE

【講座概要】
計 6講座 （各 90分）
定員：4～ 5名の少数クラス
         （最小実施人数 3名）
講師：伊藤嘉太郎
場所：スペイン語教室ADELANTE
　　　大阪校｜神戸校

スペイン語のユニークな慣用表現を学びましょう！
今回はスペインの軍隊、警察、治安警備隊を例に学びます。
スペインの治安組織は実は種類が多いのです。順番にチェック！
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原案 / Francisco Torregrosa　翻訳・イラスト / Nagisa Miyata

aguantarは耐え忍ぶ、こらえるの意味。大衆のデモに対して
暴力で抑え込むようなことはせず、ひたすらその圧力に耐える。

Aguantar lo que le echen
押し寄せてくるものに耐える→ひたすら防衛する

Hoy, en la manifestación de los antisistema, la policía 
antidisturbios tendrá que aguantar lo que le echen.
今日は反体制デモがあるが、機動隊は押し寄せてくる大衆の波に耐
えなければならないだろう。
Actuar en caliente
直ちに行動する→すぐに反撃する
en calienteは即行動すること。機動隊の場合、デモが始まっ
たらすかさず力でねじ伏せるような強行策を取ること。
El ministro del Interior ha presentado su dimisión 
porque, en la manifestación de ayer, los antidisturbios 
actuaron en caliente.
昨日のデモで機動隊が大衆に対して強行手段に出たことで、内務大
臣は辞職する意向を示した。

Aguantar lo que le echen Actuar en caliente

VS

Poner el cascabel al gato
猫に鈴をつける→自ら危険な任務に挑む
猫に鈴をつけるためには、引っ掻かれるリスクも負わなくてはな
らない。危険を承知の上で重大任務に挑むこと。
El barrio está tranquilo porque la Policía le puso el 
cascabel al gato y acabó con la venta de droga en la calle.
警察が危険を顧みず、路上の薬物ビジネスを始末したから、その地区
は平和である。
Meter la cabeza en la arena
砂に頭を突っ込む→現実逃避、見て見ぬふりをする
現実の問題から目を背け、トンチンカンな行為に走る。
El policia encargado del caso metió la cabeza en la 
arena y el asesino anda libre por la ciudad.
その事件を担当していた警察官が無茶苦茶な捜査をしたせいで、殺人犯
は街中で自由に行動している。

Poner el cascabel al gato Meter la cabeza en la arena

VS

Tirar del hilo
糸を引っ張る→手がかりを元に調査する
indagar（捜査する）の別表現。糸（手がかり）を手繰り寄せて
事件の真実を突き止めること。
La pareja de la guardia civil encargada de investigar 
el asalto al banco, tiró del hilo y capturó al atracador.
銀行強盗の捜査にあたった治安警備隊の2人組は、手がかりを元にし
て強盗犯を捕まえた。
Dejar cabos sueltos
バラバラの糸を放っておく→未解決のままにする
sueltoは「バラバラの、束ねられていない」の意。手がかりが
あっても捜査・検討を始めずに放置する。
El juez tuvo que archivar el caso porque, la pareja de la 
Guardia Civil encargada del caso, dejó cabos sueltos.
事件の担当をしていた治安警備隊の2人組が捜査を放ったらかしにし
ていたので、判事がその事件を整理しなければならなかった。

Tirar del hilo Dejar cabos sueltos

VS

A capa y espada
マントと剣で→死守する、守り抜く、全力で防戦する
マントと剣は、西洋剣術で用いられる防具と武器。かつての騎士
道精神に習って、守るべきものを己の攻防で守り抜く姿勢。
Los soldados lucharon a capa y espada defendiendo la 
frontera del país.
兵士たちは国境線の防衛のため、全力で戦い抜いた。

tanquesは戦車のこと。軍隊や武装警察が国に対して反乱を起
こした時に使われる表現。

Sacar los tanques a la calle
戦車を道で走らせる→クーデターを起こす

Los militares contrarios al nuevo orden constitucional 
sacaron los tanques a la calle.
新しい立憲秩序に反対した軍人たちは、クーデターを起こした。

A capa y espada Sacar los tanques a la calle
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