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翻訳支援ツール

最前線

ビジネス急拡大につき
優秀な人材を多数募集中！
・プロジェクトマネージャー
・翻訳マネージャー /
翻訳コーディネーター / 翻訳者
・ローカリゼーションエンジニア
・QA テスティングエンジニア
・プリセールス
・アカウントマネージャー
詳細は下記 URL をご覧ください。
http://www.sdl.com/jp/about-us/careers/default.asp
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2013年で 創立

50周年

Communications for a global marketplace
十印は、ローカリゼーションをはじめとして、翻訳、多言語展開など
お客さまのあらゆるニーズにお応えできるよう
グローバルマーケットを見据えながら
これからも取り組んでまいります。

translation

planning

writing

design
DTP &
publishing
system
development

十印は、
プラスのしるし。
みなさまのご繁栄にプラスします。

ローカリゼーション、翻訳サービス、ドキュメンテーションサービス、
システム開発をご提供しています。
十印では、翻訳者・QA チェッカを募集しています。詳しくはご連絡ください。

http://www.to-in.com

翻訳・ローカリゼーション・
ドキュメンテーションサービス

Communications for
a global marketplace

〒105-0014 港区芝 1-12-7 芝一丁目ビル
Phone: 03-3455-8711 ( 代 ) Fax: 03-3455-8616 http://www.to-in.com

Phone: 03-3455-8712

翻訳スクールの

サン・フレア アカデミー

創業42周年の翻訳会社サン・フレアが母体だから講座修了後も安心。
通信科・通学科の両方をご用意しています。
学院長の本、好評発売中
ぜひ一度お問い合わせください。

『翻訳の布石と定石

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセビル2F
TEL: 03-6675-3965
FAX: 03-6675-3968
E-mail: academy@sunflare.co.jp http://www.sunflare.com/academy/
受付時間：平日 10:00～20:00 土曜日 10:00～17:00

～実務翻訳プロへの道』
（岡田信弘著、三省堂）
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MESSAGE FROM
THE EDITOR

かわ の ひろ き

河野 弘毅
日本翻訳ジャーナル編集長

［ 翻訳支援ツールはどこに向かうのか ］
翻訳業界の関係者には機械翻訳に対して否

訳者は翻訳メモリの参照結果と機械翻訳の翻

定的な印象を抱く人が少なくありません。そ

訳結果が並べて表示されたワークベンチの画

れは、機械翻訳によって自分たちの仕事場を

面を見て、どちらをもとに手直しするかセン

価格的にも品質的にも「荒らされる」経験を

テンス単位で判断しながら一文ずつ先に進ん

しているからでしょう。自分が翻訳を発注す

でいく、という作業フローが一般的です。そ

る立場にあるときは機械翻訳の出力をざっと

して一文単位であっても結局これはポストエ

眺めてなんとなく下訳に使えそうに感じても、

ディットなので、翻訳者の意気が揚がらない

ひとたび自分が機械翻訳の出力を修正する立

のも無理からぬことです。

場になると未完成な機械の後始末をやらされ

しかしやっと、二十五年以上も続いてきた

ている気分になってウンザリしてしまいます。

このポストエディットの苦役から翻訳者を開

そもそも機械翻訳の研究者や開発者の大部

放してくれるかもしれない研究が、いま欧州

分は、人の手を借りずに高品質の翻訳を出力

で行われています。そのプロジェクトの名前

できるシステム、すなわち「自動翻訳」の実

は「CASMACAT」。プロジェクトを率いるリー

現をその目標としています。そして、その「自

ダーは、オープンソースの統計機械翻訳エン

動翻訳」の夢はまだ実現されておらず、現状

ジン Moses の開発者として名高い機械翻訳研

の機械翻訳システムが出力するテキストはし

究の第一人者、エディンバラ大学のフィリッ

ばしばおかしな内容です。そのおかしなテキ

プ・コーン教授です。

ストを手直しして翻訳物として流通させるた

「機械翻訳の研究者が翻訳支援ツールを研

めの後処理工程、すなわち「失敗した自動翻

究する」のは当たり前のように感じるかもし

訳の後始末」がポストエディットですから、

れませんが、意外にもとてもめずらしいこと

ポストエディットする作業者の作業性や生産

です。上に述べたとおり、大部分の機械翻訳

性などへの配慮がそこにはありません。

研究者は少なくともこれまで翻訳支援には興

これとは対照的に現在市場に流通している
「翻訳支援ツール」は、翻訳という作業に着

味を持っていませんでした。一流の機械翻訳
研究者が翻訳支援という分野に関心を持ち、

目して発展してきました。翻訳メモリ機能・

そこに時間と努力を投入している状況が機械

スペルチェック機能・コンコーダンス検索機

翻訳の歴史にとってどれほど画期的なことか

能など、いずれも作業を行う翻訳者の使い勝

は、おそらくもう少し時間がたたないと広く

手や生産性、品質改善への効果を考慮して開

理解されないのかもしれません。しかしこれ

発されています（もちろん、そのすべてが成

は、翻訳の歴史にとって新たな一歩となる可

功している訳ではありませんが）。ユーザー

能性を秘めたできごとだと思います。

である翻訳者から「使えない」と評価された

コーン博士とその共同研究者が開発してい

翻訳支援ツールは市場での競争で生き残れま

る CASMACAT とはどのような翻訳支援ツー

せんから、翻訳者の視点からツールを改良し

ルなのか、そしてコーン博士はどのような考

ようと考えるのは自然です。

えから翻訳支援ツールの研究へと関心を移し

最近はそれらの翻訳支援ツールにも機械翻
訳機能が組み込まれていますが、そこでは翻

てきたのか、今月号の特集でその一端をご紹
介できればさいわいです。
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特集：翻訳支援ツール最前線
CASMACAT プロジェクトの概要
翻訳者を支援する 4 つの方法
フィリップ・コーン博士インタビュー

連載コラム
プロジェクト・マネージャに栄光あれ●平野 幸治
特集：名古屋の翻訳ライフ●高橋 聡
結局趣味が仕事になった●安達 俊一
そんな名詞は、捨てちゃえば？●上林 香織
モリエール劇の翻訳●柴田 耕太郎

イベント報告
第 2 回 JTF 関西セミナー●福井 博泰氏「新薬開発と医薬翻訳：現場が望む品質と技」
第 3 回 JTF 翻訳セミナー●時國 滋夫氏「技術翻訳入門（知りたいことはなんでも質問できる）」

スペシャル「株式会社 十印の五十年」
十印五十年史：最終回「次の五十年へ向けて」

表紙の人
フィリップ・コーンさん
Philipp Koehn
エジンバラ大学教授。機械翻訳の世界的
研究者。この分野の代表的教科書である
『Statistical Machine Translation』(2010）
の著者であり、オープンソースの統計機
械翻訳エンジン Moses の開発者でもある。
現在は EU が支援する翻訳支援ツール研
究プロジェクト “CASMACAT” の共同コー
ディネーターとして、「未来の翻訳支援
ツール」を構想している。機械翻訳の研
究をリードするのみでなく、翻訳支援
ツールの研究においても注目を集めるこ
の分野のキーパーソン。
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翻訳支援ツールと機械翻訳を組み合わせて
利用する時代がきた。日本の翻訳現場では
まだ翻訳支援ツールすらなかなか普及しな
い状況がある一方で、「翻訳先進国」の欧州
では EU が多額の研究費を助成して多数の
翻訳関連プロジェクトが推進されている。
機械翻訳の利用といえば「ポストエディッ
ト」というのが一般的な理解だが、機械が
翻訳したおかしな文章を手直しさせられる
ことの苦痛は日本語 - 欧米言語間とくらべ
て機械翻訳の品質が良いと言われる欧州言
語間でも同じらしく、現在行われている翻
訳支援ツールの研究では、さまざまなアプ
ローチによりコンピュータ支援の新しい翻
訳フローが研究されている。
この特集では、2013 年 10 月 8 日にう
めきた・グランフロント大阪にて開催さ
れた独立行政法人情報通信研究機構
（NICT）主催の「第 2 回未来の翻訳研究
に関するワークショップ」の発表の中か
ら、CASMACAT プロジェクトの最新情
報を紹介する。
----------------------------------------------------（謝辞：この記事の制作にあたり独立行政法人情
報通信研究機構（NICT）の隅田英一郎様なら
びにスタッフの皆様に多大なご協力をいただき
ました。ここに深く感謝いたします）

特 集

翻訳支援ツール

最前線

名称

CASMACAT プロジェクト（Cognitive Analysis and Statistical Methods
for Advanced Computer Aided Translation）

目的

次世代の翻訳ワークベンチを開発し、翻訳の生産性と品質の改善に
寄与すること。
認知科学の手法を適用して得られた洞察にもとづいて、翻訳者に対
する新しい支援方法を開発するとともに、その方法を組み込んだワー
クベンチ（翻訳支援ツール）を提供することを目指す。

期間

2011 年 11 月から 2014 年 10 月（3 年間）

資金

EU の Seventh Framework Programme の助成を受ける

参加

エディンバラ大学、コペンハーゲンビジネススクール、バレンシア
工科大学、CELER SOLUCIONES

URL

http://www.casmacat.eu/

CASMACAT プロジェクトの目標
CASMACAT プロジェクトは、機械翻訳がなぜ翻訳者になかなか受け入れられないの
かという問いから出発している。ポストエディットという方法では翻訳者による機械
翻訳の活用がスムーズに進まないことがわかっているため、このプロジェクトの研究
者は、翻訳支援ツールを通じてポストエディットとは異なる方法での翻訳支援をユー
ザーである翻訳者に提供する必要がある、と考えた。その目標を達成するために、
CASMACAT プロジェクトでは次の 3 つの研究を組み合わせて推進する。
・人間による翻訳工程を認知科学の手法を使って分析し、翻訳者のニーズをより良
く理解した上でインターフェイス・デザインの改良に関する知見を得る
・人間翻訳者に対してまったく新しいタイプの支援を提供するワークベンチを開発
する
â インタラクティブな翻訳予想機能の提供
â インタラクティブな編集機能とレビュー機能の提供
â 適応的な翻訳モデルの開発
・新しく開発した翻訳支援ツールをプロ翻訳者に実際に使ってもらい、有効性を検
証する

認知科学的手法による翻訳工程の分析
翻訳作業中に翻訳者がどのような活動を行っているのか？それを調べるために、
CASMACAT プロジェクトで
は、翻訳者の視線を記録（ア
イ・トラッキング）すると
ともにキーボード入力をこ
れに重ね、翻訳者が行う「読
む→考える→入力する」と
いう活動を細かいステップ
で記録して、定量的な分析
を 可 能 に し た。 こ の 結 果、
時間の経過とともに翻訳者
がどこを読み、何を入力し
たかは、たとえば次のよう
なグラフとして「見える化」
できるようになった。

（資料の出典：Michael Carl, CASMACAT 1st year review, WP1
プレゼン p.11 より引用）

続きは WEB へ

▶▶▶

November / December 2013

# 268

7

翻訳者を支援する 4 つの方法
NICT 主催「未来の翻訳研究に関するワークショップ」で講演したフィリップ・コー
ン教授は、CASMACAT プロジェクトで研究している翻訳者の支援方法を Interactivity、
Choices、Confidence、Adaptation の 4 つの視点に整理して解説してくれた。

Interactivity
現状では翻訳者は自分で最初から翻訳するか、翻訳メモリを参照してそこから文を
編集するか、機械翻訳の出力をポストエディットするかのいずれかの方法で訳文を作
成しているが、インタラクティブな技法を使うことによってもっと生産性の高い翻訳
が可能かもしれない。
Interactive Machine Translationー機械翻訳では 1 文を翻訳するにもたくさんの選択
肢の組み合わせを訳文の候補として検討せねばならず、その計算量が爆発的に増える
のをどう防ぐかが工夫のしどころだが、人間翻訳者が訳語の選択結果を MT エンジン
にインタラクティブに返すことによって、その訳語までの訳文を確定し、その訳語以
降の訳文の選択肢を制限して計算量を軽減させることができるはずだ。
Word Alignment Visualization/Shading off Translated Materialー現在翻訳中の単語
に対応する原文を順次強調表示していく、あるいは翻訳済みの箇所を順次グレー表示
にしていく、などの方法で翻訳対象範囲を特定しやすくする視覚的支援を提供する。

Choices
機械翻訳では多数の選択肢から適切な訳をスムーズに選択する必要があるが、その
ための翻訳支援ツールとしてエディンバラ大学ではすでに caitra という翻訳支援ツー
ルを開発している。caitra ではユーザーは文節ごとに候補となる多数の訳文を一覧表
示により確認できる。その中でも確率の高い訳文候補はハイライト表示でユーザーに
提示される。多数の選択肢を効率よく翻訳者に提示できれば、翻訳者を支援できる。
Alternative Translationsーcaitra を一歩進めて現在着目している訳語の箇所のみに対
して代替の訳文候補を表示するのもよい方法かもしれない。
Bilingual Concordancerー通常のコンコーダンス検索は原文ないし訳文の中で検索
対象語を含む文例を一覧表示するが、これを進めて指定した単語を翻訳した訳語を訳
文側でも検索して強調表示することができる。このとき、多義語については訳語が複
数存在するから、それぞれの訳語別に文例を仕分けして表示することによって、いず
れの訳を選択するのが適切かを判断しやすくする。

Confidence
翻訳支援ツールは、翻訳者に対して機械翻訳の訳文を提示するだけでなく、その「確
からしさ（の推定情報）
」または「品質（の推定情報）
」を提供して、翻訳者が訳文の
処理方法を判断するのを支援できる（Quality Estimation）
。具体的には、⑴ 機械翻訳
の出力がどの程度役に立ちそうか（たとえば 5 段階評価のスコア）
、⑵ ポストエディッ
独 立 行 政 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構（NICT） と

トに値する品質かどうか、⑶ ポストエディットにかかるコスト、⑷ エラー箇所のピン

Copenhagen Business School（デンマーク）

ポイントでの指定、などの点を推定した結果を翻訳者に提示することで、翻訳者を支

が主催した「第 2 回未来の翻訳研究に関する
ワークショップ」の詳細については下記の
URL をご覧ください。当日の発表に使われた

援できる可能性がある。
Sentence-Level Confidenceー翻訳メモリで広く利用されている「ファジーマッチ」

スライドも近日中に公開される予定です。

と同じようなスコア方法を導入してはどうか。ファジーマッチ率が 70％を下回ると新

http://www.mastar.jp/wfdtr/index.html

規翻訳したほうが早い、と判断するのと同じように、
「MT 品質スコア」が 70％を下回
るとポストエディットしないで自分で翻訳したほうがよい、と判断できるような…
続きは WEB へ
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Interview

フィリップ・コーン博士インタビュー
2013 年 10 月 8 日、NICT 主催「未来の翻訳研究に関するワークショップ」会場にて。
聞き手：レイチェル・デパルマ

Moses プロジェクト

─機械翻訳に関連するたくさんのプロジェクトに取り組まれていると思いますが、
これらのプロジェクトの中でどれが最も刺激的だと感じていますか？

そうですね、いろいろなことが複合的に組み合わされているので、ひとつに絞る
のは難しいですね。
私はいろいろなことに興味を感じる人間なんです。

フィリップ・コーン博士はオープンソースの

大きくとらえれば機械翻訳の改良に興味があるのですが、その中でも機械翻訳が

統計機械翻訳エンジン Moses の開発者とし

どうすればより役に立つものになるのかという点への関心がだんだんと高まってき
て、その結果として翻訳支援ツール（Computer Aided Translation）をテーマとす
るようになりました。

て機械翻訳の世界では広く名前を知られてい
る。Moses を使うとあらゆる言語の組み合わ
せに関して統計機械翻訳を行うことができ
る。Moses の特徴のひとつとして、ソフトウェ
アを公開するだけでなくソフトウェアの背景
にある処理についての詳しい解説が提供され

─そこで翻訳支援ツールなんですね？

ている点を挙げることができる。詳しい解説
を読みながらソースコードを調べ、実際に処

機械的に計算されたスコアばかり相手にするのではなくて、翻訳そのものに目を
向ける余裕を与えてくれるよい環境を、翻訳支援ツールが提供してくれるんです。
─数値化された結果だけを生成することには満足できなかったということでしょうか。

理を行ってみることによって、初心者でも統
計機械翻訳を学習できる。
コーン博士が執筆したこの分野の代表的なテ
キスト「Statistical Machine Translation」と併
せて、コーン博士の学問における姿勢が感じ
られるソフトウェア開発プロジェクトである。

もしもあなたがコンピューター科学者であるならば「どんなスコアが得られた
か」だけに耳をかたむけていればいいのですが、それでは実際の翻訳とは何かが見
えなくなってしまいます。
続きは WEB へ

■ Moses のホームページ :
http://www.statmt.org/moses/

▶▶▶
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WRITER PROFILE

MISSION STATEMENT
「翻訳会社の社員」とひとくちに言っても、翻訳から編集、チェックまで一人何役もこ
なす人もいれば、翻訳者としてスタートし、チェッカーを経て現在はコーディネーター
という人もいます。あるいは、はじめからコーディネーターやプロジェクトマネージャ
として採用された人も。
「フリーランス」ではない「翻訳会社勤務の人々」のキャリア、ワークスタイルはどの
ようなものなのでしょう。また彼らが、それぞれのキャリアを経て辿り着いた現在の立
ち位置からは、どんな景色が見えているのでしょうか。
このコーナーでは、翻訳会社の社員の方に、これまでのキャリアを経て今みえてきた何
か、リアルな日常、等々、「等身大の自分」を通して様々な本音の部分を自由に語って

ひら の こう じ

いただけるとよいな、と思っています。

平野 幸治
（株）メディア総合研究所 翻訳事業部
営業部長
中央大学文学部哲学科西洋哲学専攻。1998
年 IT ローカライズ専門翻訳会社に入社。プ
ロジェクトマネージャとして、ソースクラ
イアント系、MLV 系の多数のプロジェクト
マネジメントに携わる。プロジェクトマネ
ジメントの傍ら、同社付属の教育センター
定期講座にて TRADOS 系講師を務める。そ
の後、ドキュメント部部長／シニアプロジェ
クトマネージャとして組織運営を学ぶ。
2009 年（株）メディア総合研究所入社。ロー
カライゼーション部長としてローカライ
ゼーション部門の立ち上げを担当。
2012 年より現職。IT ローカライズのみな
らず、多言語、多分野の世界で奮闘中。最
近の興味は IT 以外のローカライズ分野と
クロスメディア翻訳。

プロジェクトマネージャに栄光あれ
～元プロマネより愛をこめて（笑）～
私は言語というものに興味がなかった。むしろ今でも苦手である。受験はなる
べく英語の配点の少ないところを選び、会社に入ってからも、「言葉はツールだ。
通じれば良い。」という気持ちで（時にはカタコトの英語を使いながらも）ほとん
どまともな勉強をしなかった。ではなぜ翻訳業界に入ったのか？今から思えばな
んとも若気の至りではあるが「楽そうだから」というのが理由である。この業界
に入る前には IT 企業でインストラクターをしており、その範疇でトレーニングテ
キストの日本語化も行なっていた。もちろん自分で翻訳ができるわけもなく、翻
訳会社に翻訳を依頼していた。そのころ（20 年位前）は牧歌的であり「Power
User」を「電源ユーザー」と訳されても笑って済ませられる時代であった。「こん
ないいかげんな事していても仕事になるのかぁ」と思っていた。翻訳会社さんか
らもちやほやされるし、あの頃は翻訳をなめきっていたのだと思う。
それでもなぜ英語嫌いの私が翻訳業界に入ったのか？それは私の興味が翻訳で
はなくプロジェクトマネジメントにあったためだ。とはいってもソフトウェア開
発のプロジェクトマネージャは過酷だろうな（なれるかどうかは考慮せず）、など
と考え、結局のところは自分に都合の良い、しかもなるべく楽ができそうな仕事
を選んだはずであった。
それが大きな間違いであったことに、すぐに気づくことになる。
入社 1 社目の翻訳会社は IT 専門の翻訳会社であった。入社面接で「IT 企業で
テキスト開発をされていたのなら、TRADOS は当然ご存知ですよね？」と質問さ
れ、その時はうまくごまかしたが、実は「TRADOS」というものがこの世にある
ことを初めて認識した。なめていた分、入社してからの数ヶ月は七転八倒の苦し
みの連続であった。まずは、英語がわからない（笑）、スタイルガイドってなんだ
か知らない、TRADOS もわからない、誰も教えてくれない（笑）。
「誰も教えてくれない」というと語弊があるかもしれないが、皆自分の業務に手
一杯であるし、今から振り返ってみると、わからないことだらけで、何がわから
ないかもわからなかったのだと思う。
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ただ、今から思えばこれが良かった気がする。自分の浅薄さが骨身にしみたし、
「だれからも教わらず自分で勉強するしかない」と開き直ることができた。
プロジェクトマネージャー（PM）は管理職であり、技術職であり、営業職でも
ある。クライアントや翻訳者をはじめたくさんの関係者とうまく意思疎通するこ
とが求められ、コスト管理もしなければならない。 また、品質や段取りが悪けれ
ば真っ先にクライアントから怒られる。ただ、私はこの PM という仕事で、たく
さんの貴重な経験を積ませてもらった。クライアントからのクレームだけではな
く、翻訳者やチェッカーからは「PM は翻訳の事をわかっていない」、「納期がタ
イトすぎて品質の保証はできない」等クレームが入る。それと相反して売上のプ
レッシャーものしかかる。もちろん落ち込む、プレッシャーに押しつぶされそう
になる。人間とはすごいもので窮地に陥ると脳が一所懸命「生きよう」と回転す
る、あがく。そして私なりに一所懸命解決策を模索する。そして、つまるところ、
この言語嫌いの私なりに「翻訳の本質とはなんだ？」などということまで考えざ
るを得なくなっていった。
また、当時の社長に半ば無理矢理にセミナーや業界懇親会に連れて行かれたの
も良かった。PM としては平日の日中なんて発注や納品でそれどころではないは
ずだが、なんとか時間を捻出した。その時見聞きしたことや「ご縁」は今でも私
にとっての貴重な財産になっている。若手・中堅 PM の諸氏には激務の連続であ
ると思うが、是非、会社の外にも目を向けることをお勧めしたい。新しい発見が
あり、自分を高めることができるはずである。井の中の蛙、はよくない。
今では SNS 等を使ってオンラインでの議論もできるが、それらの有効性は限定
的であり、あくまでもコミュニケーションの補助的なツールだと思っている。古
いといわれるかもしれないが face-to-face のコミュニケーションが重要と思う。
その後 PM の頭に「S（シニア）」がつくようになりおこがましくも PM の元締
めになった。PM 業務は常に頭のフル回転が求められ、過度にストレスのかかる
仕事である。しかしそれを発散する場がない。そこで、SPM としての最初の仕事
は PM の愚痴の聞き役になることから始めた。PM の苦しみは PM にしかわから
ないためだ。SPM になり一層売上責任も重くなったが、その代わり、「会社をま
わす」ということがどんなに大変な事なのかも私なりに経験することができた。
この場を借りて権限を委ねていただいた前職の社長には感謝する次第である。

O W N E R

P R O F I L E

その後、IT 系翻訳以外の分野や営業さんががんばっている翻訳会社に興味を持
つようになり、今の会社に転職した。転職当初はローカライズ部門の立ち上げを
任された。ほぼゼロからの立ち上げは人生の中でもそうできる経験ではないと思
う。翻訳者募集、トライアル手配、スタッフ募集、クライアント開拓ととりあえ
ずなんとかできたのも PM 時代があってこそと思っている。（昔も今も、もちろん
たくさんの人に支えられて、である）。
今ではどうにか過度の緊張もせずにお客様と会話ができるようになってきたと
思う。石の上にも三年とはよく言ったものだが、歳を重ねるのも意外と悪くない
ことだと思う今日このごろである。
今営業として思うことは、翻訳と一口に言っても、ニーズがますます細分化さ
れているということだ。
勿論、文字情報を原語から他の言語へ変換するという仕事がかなりの部分を占
めるが、非常にニッチな、翻訳とは少し毛色の異なる案件の相談も頂くようになっ
てきた。現状そういった案件にすべて対応できているかといえばなかなか現実は
難しい。
以前の寄稿者の方も書かれていたが、日本の翻訳のガラパゴス化問題も含めて
まだまだ解決すべき問題は山ほどある。言葉は生きている以上、翻訳業界は当面
斜陽化しないと思うのは楽観的すぎるであろうか？

矢野 直子
PFU ソフトウェア（株）のドキュメント制作部門
に所属。テクニカルライタを経て現在は社内翻
訳者兼チェッカー。IT 系ドキュメントの英日翻
訳と、機械翻訳の活用に関する調査を担当。
「ほんやく互学会」メンバー。石川県在住。
■PFU ソフトウェア（株）
ソフトウェア開発／
マニュアル制作・翻訳（ローカライズ）
http://www.pfu.fujitsu.com/psw/
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フリースタイル、
翻訳ライフ
WRITER PROFILE

MISSION STATEMENT
意外と知られていないフリーランス翻訳者の「リアルなライフスタイル」。仕事のしか
たや生活時間帯は言うまでもなく、趣味やストレス解消法にいたるまで千差万別です。
そんなフリーランス翻訳者の「生の姿」を語ってもらったらおもしろいに違いない ――
そう思って始めたこのコーナーも開始からちょうど 1 年。6 人の翻訳者の方にそれぞれ
の「フリースタイル、翻訳ライフ」を語っていただきました。
今年度も、どんなフリーランス生活が登場するか、引き続きご期待ください。

たかはし さとし

高橋 聡
CG 以前の特撮と帽子をこよなく愛する実
務翻訳者。翻訳学校講師。学習塾講師と
雑多翻訳の二足のわらじ生活を約 10 年、
ローカライズ系翻訳会社の社内翻訳者生
活を約 8 年経たのち、2007 年にフリーラ
ンスに。現在は IT・テクニカル文書全般
の翻訳を手がけつつ、翻訳学校や各種 SNS
の翻訳者コミュニティに出没。
■ブログ「禿頭帽子屋の独語妄言」
http://baldhatter.txt-nifty.com/trados/

特集：名古屋の翻訳ライフ
このコーナーもおかげさまで連載第 10 回を迎えました。1 年目は関東在住の男
性と女性 3 人ずつに執筆をお願いし、過去 3 回は関西在住の方々にご登場いただ
きました。ところが、気付いてみると、その中間の東海地方にお住まいの翻訳者
さんには、執筆をお願いできるほどの面識が私自身にあまりありません。
そんな折、東海地方の翻訳ライフを知る絶好の機会がありました。
日本翻訳者協会、通称 JAT は IJET（英日・日英国際翻訳会議）という年次総
会を開催しています（昨年の広島大会についてはこのジャーナルでも特集記事が
組まれました。http://jtfjournal.homepagine.com/eventreport/id=123）。来年は 6
月 21-22 日に東京で開催されますが（http://ijet.jat.org/ja/）、本番に向けた約 9 か
月の間、日本各地でプレイベントも予定されており、その第 1 回が 10 月 5 日に名
古屋で開かれたのです。
コラムオーナーである高橋がこの名古屋プレイベントに参加し、「中京地区の翻
訳業界事情」と題するパネルディスカッションでモデレーターを務め、同地区の
翻訳ライフを垣間見ることができたので、今回は特別回としてその様子を私がご
報告することにしました。
パネリストとしてご登壇いただいたのは、大手自動車メーカーに社内翻訳者と
して勤務した経験を持つ日英翻訳者、大手楽器メーカーと自動車メーカーでライ
ティングと翻訳に携わってきた日英翻訳者、メーカーで制作企画から翻訳実務ま
でを幅広くこなす翻訳者、工業製品の翻訳を中心に名古屋で活躍している日英翻
訳者、の 4 人でした。パネリストだけでなく会場からもできるだけ声を集めなが
らディスカッションを進めましたが、全体に日英翻訳者の比率が高かったのは、
国産メーカーの多いこの地域の特徴だったのかもしれません。
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私がいちばん知りたかったのは、やはり「リーマンショックのときにどんな影
響があったのか」ということでした。ところが、まったく意外なことに、パネリ
ストからも会場からも「影響があった」という声はほぼ皆無だったのです。
当の自動車メーカーでもそれ以外の製造業でも、社内勤務かフリーランスかを
問わず、翻訳業務が激減するような直接の影響はなかった（社内の場合、残業規
制やコスト削減徹底の指示などはあった）。むしろ、不況だからこその販促物や社
内教育のための資料などが必要になって翻訳需要は増えたぐらい、なのだそうで
す。ただし技術分野以外の翻訳については、代理店からの ICT 案件がかなり減っ
たという意見もありました。
そして、自動車業界について言えば、リーマン以上に影響が大きかったのは例
のリコール問題。ところがこちらも、訴訟関係で翻訳需要が増えるという側面が
あり、discovery（情報開示）については現在に至るまでその傾向が続いていると
いうことです。

皮肉なことに、「世間の人が困るときに翻訳者の仕事が増えることもある」とい
うことなのかもしれません。

続きは WEB へ

▶▶▶
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人間翻訳者の仕事部屋
WRITER PROFILE

MISSION STATEMENT
フリーランス翻訳者になって 12 年目になりました。最初の 10 年はがむしゃらに走って
きました。リーマンショック、大震災、Facebook、Twitter、Ustream、YouTube、JAT
アンソロジー、スクール講師。10 年後、20 年後のキャリアパスを模索して、いろいろ
な方のお話を伺ってきました。向こう 10 年、20 年、30 年の翻訳者としてのキャリアパ
ス、ライフプランを立てる上で、翻訳者としての皆さん方のお仕事ぶりを拝見したい、
と思い、このコーナーでは、2000 字、翻訳、というお題に対して、映し出される「人
間翻訳者」さんたちの「仕事部屋」を覗き見したいと思います。皆さん方の「機械翻訳」
に負けない「人間翻訳者」としてのキャリアパスの一助となれば幸いです。

あ だち しゅんいち

安達 俊一

結局趣味が仕事になった

1962 年生まれ、新潟県長岡市出身、中央
大学文学部文学科独文学専攻卒、同大学

「仕事部屋」というお題を頂いたのにいきなり私事で恐縮ですが、やはり私の今

院文学専攻科独文学専攻修士課程修了、
文学修士（日独対照言語学）。院在学中か
らアルバイトで翻訳エージェントの独語
チェッカーを担当しこの業界に興味を持
ち、終了後は契約社員や派遣社員として
様々な現場で翻訳やテクニカルライティ
ングを経験、1992 年よりフリーランスと
して独立。現在に至る。
最初は IT や電子関係を専門としていたが、
最近は自動車を主として、鉄道や航空な
ど輸送機器関連の仕事が中心となってい
る。訳書には『Visual Basic 6.0 コンポーネ
ントプログラミング』（日経 BP ソフトプ
レス）『日本と世界の自動車最新カタログ
2002 年版 / 2003 年版』（成美堂出版）な
ど。以前では週刊紙『PC WEEK 日本語版』
（ ソ フ ト バ ン ク プ レ ス ）、 現 在 は 月 刊 誌
『AUTOCAR JAPAN』
（朝日新聞出版）など、
海外定期刊行物の日本語版の仕事が多い。
東京都小平市在住、JAT 会員。JTF は現時
点で入会申請中。
■Blog：http://adatsun.cocolog-nifty.com/
tagebuch/（長いこと開店休業中、これ
を機会に再開します）
■Twitter：＠adatsun
■Gmail：adatun01@gmail.com

の仕事を理解して頂くためにはある程度自分の具体的な履歴というものを知って
頂かねばならないので、少々お付き合いをお願い致します。
私の亡父は高卒で定年まで工作機械メーカーのサラリーマンで現場一筋でした。
大学に進学できなかったのは経済的な理由もありましたが、戦争末期で学徒出陣
が始まっていたので徴兵に取られないよう工業学校に入ったためもありました。
その父からは小学生の時から常々「お前はサラリーマンにはなれないから好きな
だけ勉強して好きな人生を選べ」と言われていました。それだけ私は子供の時か
ら協調性のない奔放な性格で親教師を手こずらせていたのです。恥ずかしながら
今でもその性格は基本的には変わっていません。
というわけで、大学に入った当時は言語学者になりたいという、今の自分から考え
ると噴飯ものの身の程知らずな目標を持っていました。中大の文学科に入った理由は
ドイツ語で入試を受けられたからで、新潟県内の高校でドイツ語を教えているところ
はありませんからまったくの独学です。独文ですから第 1 外国語がドイツ語で第 2 外
国語が英語、ドイツ語受験者はドイツ語の初級講座は免除されていたので、単位とは
無関係にいろいろな講義を聞いていました。時代はニューアカデミズム真っ盛りで、
しかも当時の中大にはソシュールの丸山圭三郎教授（仏文）やハイデガーの木田元教
授（哲学）がおりました。単位と関係なくてもこれを聴講しないのはあまりにももっ
たいない、というわけで専攻は別ですがいわゆる「盗講」を繰り返していました。
また、これまた必修単位と関係ないギリシャ語ラテン語、サンスクリットなど
古典語の講座に熱中して、結局ひとコマ分だけ単位が足りずに留年したのは我な
がら滑稽な思い出です。5 年目は学費は払うが生活費の仕送りはしないと親から言
い渡され、週 1 日だけ登校することにしてトラックの運転手のバイトに熱中しま
した。免許を取るはるか前から自動車雑誌を立ち読みしていたほどのこのクルマ
好きが現在の私に大きく関わってくるとは、当時は想像もしていませんでしたが。
しかし大学院に入ると、現実の苦さはすこしずつ判ってきます。ドイツ語やドイツ文
学を専攻して晴れて教授となった優秀な先輩の多くが、いわゆる「パンキョーのニガ
イ」、つまり一般教養で第 2 外国語としてドイツ語を教えるだけで定年までを過ごす、
ただの語学教師に甘んじているという現実に直面して、もともと教師という職業が嫌い

14

JTF JOURNAL

人間翻訳者の仕事部屋

だった私は将来の展望を喪失して呆然とした…というか、若輩の誇大妄想でしかなかっ
たはかない夢がもろくも崩れて愕然とした、というのが今に至る私の紆余曲折の出発点
でした。この時点で博士課程を出て研究者になる気は完全に失せていたわけです。
でも、そうは言っても大学院の勉強は面白く、特に卒論と修論を担当していただい
た恩師の安井啓雄教授（のちに中大杉並高校校長、1995 年没）から教わった当時草創
期のテクニカル・ターミノロジー理論は、のちに翻訳を仕事にするようになってから
大いに役立つことになります。教授は IBM との共同研究で社内用語の国際的統一事
業に参画しており、実際にこの分野の現場で活躍しておられたのです。翻訳と言うも
のが何で、そこにはどういう問題があるのか、言語学だけでなく工業規格をめぐる工
学や、技術者集団の階層方言としてジャーゴンを捉える社会学的視点など、学際的な
立場からの画期的な研究が行われていたのを前にして当時の私は興奮していました。
ともあれ、宮仕えが駄目ならば一国一城の主になるしかない。語学を専攻して独立す
るなら翻訳という商売がある。というわけで今に至っているわけですが、もちろん同業
者である読者の皆さんならご存知の通り、この道もそんな甘いものではありません。
最初のきっかけは大学院の先輩から紹介してもらった、とあるエージェントの
チェッカーのアルバイトでした。バブル真っ盛りな当時、時給は破格でした。こ
れに味をしめて、修士論文を提出するや Japan Times 月曜版の求人広告を見て、
適当な外資系に契約社員として入り込んだはいいが、その正体は米国では有名な
某カルト系宗教団体だった…などという今だから笑って言える話もあります。
本格的に技術翻訳の腕を磨く機会となったのは、派遣社員として NEC の産業オー
トメーション事業部（当時）でドキュメント一式を担当することになり、郵便機械
という機械と電機とソフトウェアとが一体となった巨大なロボットを相手にするよ

O W N E R
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うになったのが最初です（NEC の郵便機械については同社のサイト「知られざる
郵便の世界 http://jpn.nec.com/profile/mitatv/discover/08/index.html」をご参照
ください）。ここでは自分専用の DTP 用コンピュータを用意してもらったり、
UNIX システムへのアクセス権までいただいたりして、本当にお世話になりました。

や のう ち あき

矢能 千秋

大型旅客機や軍用機も好きですが、警備が厳しくて航空祭
でもなければ近くで見ることができないのが難点。近所の
調布飛行場では、小型機を見通しの良い丘の上から至近距
離で観察できます。時刻表がないので航空無線を受信でき
るレシーバーは不可欠。

仕事と関係ない趣味も沢山あります
が、中学時代から欠かさず続けている
のがバードウォッチング。本格的な撮
影には航空機以上に高価な超望遠レン
ズが必要となるところですが、公園の
水鳥なら何とか手持ち機材で撮れま
す。写真は井の頭公園のカワウ。

続きは WEB へ

University of Redlands 卒。サイマル・アカデ
ミ ー 翻 訳 者 養 成 コ ー ス 本 科（ 日 英 ） 修 了。
NPO えむ・えむ国際交流協会（代表：村松
増美）事務局を経て、現在フリーランス 12
年目、JAT 会員 8 年目。JAT ではアンソロジー
委員会、SNS 管理委員会、ウェブサイト・コ
ンテンツ委員会に所属。NES とペアを組み、
スピーチ、ウェブコンテンツ、印刷物、鉄道、
環境分野における日英翻訳に従事。昨年より
サン・フレアアカデミーにてオープンスクー
ル講師も務める。
■Twitter：人間翻訳者 ＠ChiakiYano
■ブログ：http://chiakiyano.blog.so-net.ne.jp/
■http://jat.org/translators/4596
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翻訳横丁の表通り
WRITER PROFILE

MISSION STATEMENT
「翻訳横丁の表通り」には色々な人々が往来するようになりました。
このコーナーでは、翻訳者さん達に「翻訳横丁の表通り」に出店して頂き、自身が持つ
翻訳への「こだわり」を記事にして頂きます。「想い」であったり「ツール」であった
り、「翻訳方法」であったり「将来の夢」であったり、何が飛び出るかは執筆者の翻訳
への「こだわり」次第。ちょっと立ち寄って、覗いていきませんか？

そんな名詞は、捨てちゃえば？
かんばやし か おり

上林 香織
フリーランス医薬翻訳者・メディカルラ
イター。証券会社、IT コンサル会社を経
て医療機器輸入販売業者の薬事業務部に
翻訳者として勤務。400 種以上の添付文書
の作成・発行に携わる。治験翻訳を学び
在宅フリーランスとして独立。現在は専
門分野の医薬・医療機器を中心にビジネ
ス全般の翻訳を手がける。またメディカ
ルライターとして薬事申請書類の作成業
務も行っている。「人と出逢う才能」を武
器に、今日も新たな可能性を模索中。
■カンサンの医薬翻訳ノート
http://www.kambayashi.net/

何か新しいことを知る、自分で考えてみることが好きな私にとって、翻訳とい
う仕事に出会えたのは本当に幸運だったと思います。日々の仕事をしながら、興
味の向くまま調べ、理解した結果を元にわかりやすい言葉にしていく。こんな楽
しい（時にはツライ）仕事があっていいのでしょうか！愛しい翻訳との関係に酔
いしれているだけだと揶揄されそうですが、毎日楽しくお仕事をできるというの
は、本当に恵まれているなと思います。
今回、「翻訳のこだわり」について考える機会をいただきました。「原文よりもわかり
やすい訳文を上げる！」を目標に毎日ガリガリと訳しているので、それが私のこだわり
なのかもしれません。技術向上のために、セミナーに参加したり、書籍で勉強を重ねて
いくうちに、わかりやすい英語を書く（Writing）、わかりやすい日本語を書く（ライティ
ング）、光る訳文を書く（翻訳／Translation）、この 3 点には共通項があると気づきま
した。この機会に日本語と英語の類似点を踏まえながらまとめてみたいと思います。

英文ライティングを学びながら

いい英訳をあげるためには、原文の日本語をわかりやすく正しく書いてもらうこ

とを啓蒙する必要があるのではないかという議論を目にするようになりました。確
かに原稿をいただいて長い一文を目にした時、筆者が一番言いたいことは何なのか
な？と頭を抱えてしまう経験はどなたにもあるのではないでしょうか。もちろん英
日翻訳の訳文は日本語ですから、読みやすい日本語を書くというのは、翻訳者にとっ
ても重要な課題であるのは言うまでもありません。私の翻訳分野は、医薬・医療機
器を中心に広くビジネス全般を対象としていますが、翻訳に加えて薬事申請書類の
ライティングもお引き受けしているため、審査官が申請書を読んで、余計な疑問が
生まれず、審査がスムーズに進むような日本語が書けるように努めています。

Nominalization（名詞化）の撲滅

英語のライティングのテキストを読んだり、セミナーに行くと、必ずテーマに

あがるのが “Nominalization”（名詞化）。読み手に誤解をあたえないわかりやすい
文章を書くためには、この Nominalization を撲滅しましょう、とまず指導されます。
私が初めて Nominalization という言葉を知ったのは、本年 2 月に日本翻訳者協
会（JAT）の医薬分科会（JATPHARMA）が主催のセミナーで、トム・ラング氏
※ 2 が講師としてお話された時でした。
動詞の名詞化とは、強い動詞を一つ用いれば済むところを、「弱い動詞＋名詞」
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で表現することです。先のトム・ラング氏のセミナーでもたっぷりと解説があり、
またご自身の著作『トム・ラングの医学論文「執筆・出版・発表」実践ガイド』（シ
ナジー）でも書かれているのですが、動詞には「強い」動詞と「弱い」動詞があ
り、1 語で明確に動作を示せるのが強い動詞、これに対し、目的となる名詞を伴わ
ないと意味を持たないのが弱い動詞と分類できます。この Nominalization を排除
すれば、たとえ一文が長くなっても、何が何をどうした、という関係が明確にな
るため、読者が文の行方を予測しやすくなり、読みやすくなるわけです。
おもしろいことに、日本語のライティングにも名詞化の概念は存在しています。
日本語と英語、言語体系も異なりますし、主語と動詞の扱いも違う言語。それで
も「読みやすくわかりやすい文章」を編み出す技が共通しているのです。
医薬関連文書でよくみかける動詞を Nominalization した例と、名詞化した動詞
を元の動詞に戻して使う例（Denominalization）を以下に挙げました。
Nominalization
1）
Denominalization

We performed operation on the patient with gastric cancer.

“perform＋operation”

胃がん患者に手術を行った

手術を

We operated on the patient with gastric cancer.

operate

胃がん患者を手術した

手術する

行う

上段の英文では、operate という動詞が名詞化した例です。perform という弱い
動詞はそれだけでは意味をなさないので、operation という目的語を必要としていま
す（perform＋operation）。このため、この一文が伝えたい本当の目的語、patient
が動詞と離れてしまっています。
下段の英文では、operate という行動を示す動詞のすぐ後ろに目的語 patient が
来ているため、誰に、何を、どうする、がはっきりしています。
Nominalization
2）
Denominalization

This study conducted an investigation of the finding.

“conduct＋investigation”

本試験で所見の調査を行った

調査を

This study investigated the finding.

investigate

本試験で所見を調査した

調査する

行う

O W N E R
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1）の例と同様に、conduct だけでは何を行ったのか不明瞭であるため、investigation
という名詞で意味を補っています。下段の英文は、このまどろっこしい conduct を削
除し、investigation を元の動詞である investigate に戻し、本来の目的語である finding
を従えています。短い例文ですが、主語と動詞を読んで、調査する対象は何だろうと
予測できると思います。
Nominalization
3）
Denominalization

Examination of the specimens was carried out microscopically. “carry out＋examination”
標本の検査を顕微鏡下で行った

検査を

The specimens were examined microscopically.

examine

標本を顕微鏡下で検査した

検査する

行う

齊藤 貴昭

上段の英文では、主語が Examination であり、この一文の主体である specimens
ではありません。さらに弱い動詞である carry out を用いており、全体にぼやっと
した印象になっていますね。下の英文では、主語に主体を据えたことで一番最初に
「何が」という部分が明確になりました。さらに主語の後ろに examine という強い
動詞が続くため、「（主語が）どうした」という部分も頭に入ると思います。
ここで示した 3 例の動詞以外にも、動詞が名詞化した名詞の語尾には、-ment（例：
mesaurement）、-or（例：indicator）、-ity（例：reality）、-ory（例：category）、-al
（例：approval）などもあります。また名詞化を引き寄せる弱い動詞には、perform、
conduct、carry out の他に、make、do などもあります。分野によっても気をつけ
なければならない単語も変わってくるでしょう。
続きは WEB へ

電子機器メーカーにて開発／製造から市場ま
での品質管理に長年従事。5 年間の米国赴任か
ら帰国後、社内通訳・翻訳者を 6 年間経験。
2007 年から翻訳コーディネータ兼翻訳者とし
て従事。「翻訳者 SNS コーディネータ」として
業界活動に精を出す。ポタリングが趣味。甘
いもの好き。Twitter や Blog「翻訳横丁の裏路
地」にて翻訳に関する情報発信をしています。
第 25 回英日・日英翻訳国際会議 東京大会
（IJET-25）実行委員
（http://ijet.jat.org/ja/）
■Twitter：terrysaito
■Blog：http://terrysaito.com
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WordSmyth Café
WRITER PROFILE

MISSION STATEMENT
翻訳に関わるさまざまの人々が集う「誌上カフェ」WordSmyth Café では、毎号異なる
執筆者にご登場願い、各人の「こだわりアイテム」を切り口に、信条、仕事、趣味、ラ
イフスタイルなど硬軟取り混ぜたテーマで語っていただきます。テーマは毎回変わり、
一人ひとりのこだわりや、関心の対象がよく分かるアイテムを選んでいただきます。
11-12 月号では演劇に造詣の深い柴田耕太郎氏に、フランスの劇作家モリエールの出世
作「女房学校」の翻訳について語っていただきます。

モリエール劇の翻訳
しば た こう た ろう

柴田 耕太郎
1949 年、東京生まれ。早稲田大学第一文
学部仏文専修卒業。岩波書店嘱託を経て
渡仏、演劇を学ぶ。帰国後、翻訳業界へ。
演劇・映像・出版・産業の 4 ジャンルで
実績ある翻訳者。老舗翻訳会社アイディ
の元代表。出版翻訳者を 40 人以上デヴュー
させ、大学でも教鞭をとる翻訳教育者。
「英
文教室」主宰。
著書 『翻訳家になる方法』（青弓社）
『英文翻訳テクニック』（ちくま新書）
『翻訳力錬成テキストブック』（日外
アソシエーツ）

訳書 『ロックシンガー 間違いだらけの
発声法』（東亜音楽社）
『ブレヒト』（現代書館）
『現代フランス演劇傑作選』（演劇出
版社）

実力派俳優の壌晴彦（エジンバラ国際演劇祭批評家賞受賞）と組んで、モリエー
ル作品を連続上演してゆくことになった。シェークスピアほどではないが、モリ
エールにも既訳が幾種かある。新訳でやるには、それだけの意味がなければなら
ない。そこでまず忠実な直訳をし、鈴木力衛訳、秋山伸子訳と並べてみた。
＊印

上下の行の訳文が原文の順序と逆転

「女房学校」（忠実な直訳） 700 字
第4幕
第1場

アルノルフ
実のところ、俺はじっとしているのに苦労する、
俺の精神は幾千もの心配を抱え込んでいる、
あのいかれた若者のすべての努力を断ち切る*
あれこれの算段をとるには*：⑴
俺の視線を受け止めた裏切女めの何たる眼差し、
自分がしたこと全てにいささかも動揺していない。
俺を死ぬほどの目に合わせているくせに、
自分は何もしていないといった感じを人に与える風情だ。⑵
アレをじっと視て、その落ち着いた様子を見るにつけ、
俺は身のうちに怒りの気持ちが増すのを感じる、
そしてわが心を燃やす煮えたぎる激情が、
心のなかでわが恋の熱情を募らせる。
オレはアレに苛立ち、憤怒し、絶望した、
そのくせ、俺にはアレが可ほど美しく見えたことはなかった；
アレの目が可ほど俺の目を突き刺すように思えたことはなかった、
アレの目に可ほど差し迫った欲望を持ったことはなかった、
そして俺の哀しい運命の不面目が仮に成就してしまうなら*
俺はその中で死なねばならないと感じる*。
何ということか。俺はアレの教育に勤しんできたつもりだ、
たっぷりの優しさと用意周到さを以て；
子供のときから家へ来させていた、
そしてその中で最大の愛情のこもった期待を涵養してきたはずだ；
俺の心はアレの現れ始めた魅力の上に打ち立てられているはずだった、
そして十三年間俺のためにアレを仕込んできたものと信じていた、⑶
それが、アレが惚れこんだ莫迦な若者が
俺からアレを強奪しにやってくるなどとは、
それもアレが俺と結婚寸前の今となって。
駄目だ駄目だ、あほだら小僧め、
いくら立ち回ろうが無駄だ：それとも俺が徒労に終わるのか、
それともそう、俺が貴様の希望を打ち砕いてやり、
全くもって、貴様が俺を嘲笑できないようにしてやるかだ。⑷
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「女房学校」 鈴木力訳 （比較のため改行したが、元々はなし） 711 字
第4幕
第1場

アルノルフ
どうもはや、じっとなぞしてはおられんわい。
家の内外に締まりをつけるのに、
あれやこれやと気をつかうことばっかりだ。
あの色男めのもくろみを、ぺしゃんこにしてやらなきゃならんからな。⑴
あの裏切り女め、よくもしゃあしゃとわしに顔を合わせられたもんだ！
勝手な真似をしでかしおって、どきりとする様子もなかったよ、
わしを死ぬほどの目にあわせておきながら、
彼女の素振りを見たところじゃ、いっこう知らぬ存ぜぬといったふうだった。⑵
とりすました顔つきを見るにつけ、
じりじり腹が立ってくるばかりだ。
わしの気持が燃えあがって、煮えくり返すほど逆上するにつれ、
どうやら惚れた弱味がいや増して来るようだ。
彼女に会えばいらいらもし、腹も立ち、絶望もしているんだが、
彼女があんなに美しく見えたこともなく、
彼女の目があれほどわしの胸を打ち、
情欲をかき立てられたこともない。
運悪くこんな不幸が続くなら*、
焦がれ死にするくらいが落ちだろう*。
はてさて！わしはあんなに優しく*、
あんなに注意をはらって彼女の教育をしてやった*、
子供のときから家へ引き取って、
晴れて夫婦になれる日を心待ちに待っていた。
美しく育ってゆくにつけ、あれこれとさきざきのことも考えてみた、
十三年ものあいだ、わしとしてはできるだけのことをしてやったつもりだった。⑶
だというのに、あの小僧っ子め、彼女を丸めこんで、

O W N E R
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P R O F I L E

わしの掌中からさらって行こうというのか*？
いいや、ならぬ、断じてならん！おばかさん、坊ちゃん、
おまえが策略をめぐらしたってだめなこった、わしの丹精が徒になるか、
おまえさんの希望が空になるか、どっちかにしてくれる。
いい気になってわしを愚弄しようなんて、できない相談だよ。⑷

遠田 和子
日英翻訳の傍ら翻訳学校での講師、またプレ
ゼン・ディベート研修の講師をしています。
著 書 に、「 英 語 な る ほ ど ラ イ テ ィ ン グ 」、
「Google 英文ライティング」、「e リーディン
グ英語学習法」（すべて講談社）があります。
趣味の一つは読書で、最近はキンドルで電子
書籍を読むことが多くなりました。映画・旅
行も好きです。英語スピーチの練習と、バレ
エのレッスンを続けています。それぞれ少し
でも上手くなるため、地道に努力しています。
■Website：WordSmyth 英語ラボ
http://www.wordsmyth.jp
■Facebook Page：WordSmyth
http://www.facebook.com/wordsmythlab
■e-reading ブログ：One Chapter Reading Club
http://minamimuki.com/fun-and-free

モリエールの肖像画

秋山伸子訳および柴田氏による訳分析と上演台本例など、続きはウェブ版で

▶▶▶
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EVENT REPORT 1
FUKUI Hiroyasu

2013 年度第 2 回 JTF 関西セミナー報告
福井 博泰
中外製薬株式会社
研究業務推進部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2013 年度第 2 回 JTF 関西セミナー
2013 年 7 月 31 日（水）14：00 ～ 17：00
【開催場所】大阪大学中之島センター
【テーマ】「新薬開発と医薬翻訳：現場が望む品質と技」
【講

師】福井 博泰氏

【報告者】西村 美保子

中外製薬株式会社

研究業務推進部

個人翻訳者

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
中外製薬で長年新薬の研究開発に携わり、抗リウマチ薬アクテムラの開発にも貢献
された福井博泰氏に、医薬翻訳のクライアントの立場から、社内翻訳のチェック業務
のご経験を基に、翻訳に望まれる品質と技についてお話しいただいた。

1．新薬の研究開発と医薬翻訳
1-a．翻訳対象文書とは

代表的な翻訳対象文書は、医薬品（等）製造販売承認申請関連文書である。その翻
訳には、原文の専門性に関する基礎知識に加え、
「創薬→製薬→前臨床→臨床→審査
→市販後（→特許切れ）
」という医薬品のライフサイクル全般に関する知識が必要で
あり、これらの知識が顧客満足度の土台となる。このライフサイクルの各過程で翻訳
対象文書が発生するが、その目安となるのが ICH 国際共通化資料 CTD である。この
CTD 作成の前と後に多くの翻訳需要がある。CTD 作成前の翻訳需要としては、CTD の
モジュール 3 ～ 5 を作成する基となる文書がある。モジュール（M）3 は GMP に準拠
する品質に関する文書、M4 は GLP に準拠する非臨床試験報告書、M5 は GCP に準拠
する臨床試験報告書で、それぞれ品質、安全性、有効性に関する文書である。他に複
合領域に関する文書もある。また、CTD 作成後の翻訳需要としては、市販後の製造・
安全性監視に関する文書がある。

1-b．製薬会社の事情
クライアントである国内のグローバル製薬企業は、日常の口頭・文書によるコミュ
ニケーションを日本語で行う一方、英語のコミュニケーションも必要とする言語環境
にあり、社内で対応しきれない翻訳を外注に頼らざるをえない状況にある。社内で対
応しきれない翻訳とは、CTD 作成自体ではなく、その前後にある。
製薬会社が翻訳を外注するのは、1. 業務遂行には質の高い翻訳が欠かせないが、英
文解釈や自然な英文表記に自信がない、2. 自分で翻訳すると本来の業務に支障を来す
ため、翻訳に割く時間の余裕がない、という理由からである。医薬品開発には膨大な
量の文書が伴う。M5 の臨床試験報告書を例にとると、一つの治験に 66 種類もの文書
が必要で、各文書は多くの項目に分かれている。さらに、一つの医薬品を開発するの
に 10 本以上の治験が必要となると、M5 の作成だけで、まるでパンドラの箱を開けた
続きは WEB へ
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EVENT REPORT 2
TOKIKUNI Shigeo

2013 年度第 3 回 JTF 翻訳セミナー報告
時國 滋夫
技術翻訳者

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2013 年度第 3 回 JTF 翻訳セミナー
2013 年 9 月 12 日（木）14：00 ～ 16：40
【開催場所】剛堂会館
【テーマ】「技術翻訳入門（知りたいことはなんでも質問できる）
」
【講

師】時國 滋夫氏

【報告者】津田 美貴

技術翻訳者
個人翻訳者

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今回のセミナーはいつもとは少し異なり、セミナー中に英文和訳の実習を行った。
翻訳実習や質問への回答を通して、誤訳しやすい単語や技術翻訳の際のちょっとした
コツ、技術翻訳者として最低限身につけておくべきスキルや心構えなどについて、時
國氏がお話下さった。

私が考える技術翻訳とは
技術翻訳とは何かというと、技術文章を翻訳することである。技術文章は電気、
機械、
化学の 3 種類に分類されるが、最近は化学をバイオと化学に分けて 4 分野とする説も
ある。翻訳するモノの例としては、製品の取扱説明書、学術論文、特許、新薬の申請
書類などがある。
技術翻訳で一番大切なことは言語運用力であり、専門力は単にプラスになるだけだ。
というのも、実物を見せて伝えるのではなく言葉だけで伝えなければならないからだ。
翻訳者が原文の意味がわからないまま訳した文章は、読者が読んでも絶対に理解でき
ない。だから、まず原文（英語）を徹底的に読みこみ理解することが大切だ。
技術翻訳の読者はその製品を使う専門家に限定され、読む目的も情報を得る（専門
知識を増やす、または調査のためなど）に限定される。
対象が技術文章でも、原文の意味を読み取り、文化の違いや言葉の壁をどう乗り越
えるかを考え、訳文を作り上げるという意味では、他の翻訳となんら変わるところは
ない。原文から訳文を作る間に何を行っているか？ここに、良い翻訳者とそうでない
翻訳者の差があると私は考えている。例えば、英語と日本語で単語は一対一で対応し
ていない。同じ内容でも、相手の母国語が日本語か英語かで話し方を変えるのではな
いだろうか。英語の場合は具体的に細かく、日本語の場合はふんわり概要だけ話すの
ではないだろうか。このことを実感してもらうために、実際に英文和訳を数題行って
いただこうと思う。
（当日の課題から一部抜粋）
課題文 1
Program
The sequence of instructions inside a computer, telling it what to do with the
information fed in.
続きは WEB へ
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十印五十年史・最終回

十印五十年史・最終回

海外展開

─ 次の五十年へ向けて ─
これまで四回に渡って株式会社十印の五十年の歩みをお送りしてきたが、同社の
歴史を語ることは日本の翻訳業界史を振り返ることに等しい。他社に先駆けてこの
業界の道を切り拓いてきた同社の現在、そして今後の取り組みを探ることは、日本
の翻訳業界全体の一つの指針となりうるだろう。
現在のトップは 2005 年に代表取締役社長に就任した渡邊麻呂である。創業から
半世紀を迎えた十印が新体制の下で掲げる目標は、「日本の十印」から「アジアの
十印」ひいては「世界の十印」へと成長することである。
同社の海外展開の試みは四半世紀前の 1987 年に遡る。国内に目標とすべきライ
バル企業もいない中で、まさに試行錯誤の取り組みであった。
最初の海外拠点はアメリカ、ニューヨークに置かれた。日本の得意先大手企業の
海外進出に伴い、その言語面でのサポートが業務の中心であった。「当時は大企業
といっても国際テレックスや通訳ができる人材は貴重でしたから」と勝田は語る。
セントラルパークの目の前のビルの一室を購入し、本社から社員を派遣し小さなオ
フィスとした。しかし同地の日本企業がノウハウと人材を獲得するに従って需要は
縮小し、このオフィスは二年程で閉鎖にいたる。
連 載 第 三 回 で も 触 れ た と お り、1988 年 に は 米 国 の 大 手 マ ニ ュ ア ル 制 作 会 社
Dashe&Thomson 社と提携し社員を約 4 年間、半年ごと二名ずつ現地に送った。こ
の海外研修はテクニカルライティングや
プロジェクトマネージメントなどを学ぶ
ことを主な目的としており、事業所とし
ての活動が積極的に行われることはな
かった。日中はミネソタ大学でテクニカ
ルコミュニケーションのコースに通い、
夜は D ＆ T 社で米国流の実務を体験す
る日々であった。研修に参加した社員は、
アメリカで仕事の基本を学び視野を広
げ、その後さらに力をつけながらビジネ
スを展開していった。「人こそ重要な資
産であり、人の成長が会社の成長です。
人材育成への投資はおろそかにできませ
んでした」と勝田は言い、「力をつけて
活躍するようになった社員がどんどん外
資などにヘッドハンティングされていき
ました」と笑う。辛い思い出も笑い飛ば
すことができるのは、取材中に何度とな
1989 年
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く垣間見た勝田の魅力の一つである。

十印五十年史・最終回

初めて本格的な海外営業拠点が開設されたのはその翌
年の 1989 年のことだ。舞台はやはりアメリカ。事前の調
査の末に、アトランタに現地法人 TOIN America が設立
された。すでに多くの日本企業が進出していたことが同地
が選ばれた理由である。
結論から述べると、TOIN America の経営は軌道に乗る
ことなく、一年ばかしで手放すことになる。「日本企業を想
定顧客として海外進出を図ったのが失敗の要因だったので
はないか」と当時から十印に在籍する社員の一人は分析す
る。「でもその時現地で雇用した 2 人のアメリカ人が事業を
引き継ぎ、今は立派に事業を伸ばし、ヨーロッパにも拠点
を展開している。たまに連絡があります」と勝田は笑う。
そして訪れたのがバブル崩壊である。

Park Avenue にあったニューヨークオフィス

この後の日本経済の低迷は「失われた 20 年」とも言われるが、90 年代初頭の海
外ソフトウェア企業の日本進出に伴い、十印は新規事業に活路を見出した。ローカ
リゼーションである。軒並み経営不振に陥っていた日本企業からの受注は減少して
も、この新たな主力商品を以って外資 IT 企業にいち早く営業展開することで十印
はバブル崩壊のあおりを乗り越えることができた。
同時期に十印の海外戦略はある転換期を迎えた。キーワードは CCJK（中国語
繁体字、簡体字、日本語、韓国語）である。中国、韓国の国力が増すにつれこれ
らの言語がアジア四大言語として大きな市場を形成し、さらなる成長が約束され
ていた。
1998 年、十印は中国、台湾、韓国の企業と戦略パートナーシップを提携する。
日英以外の言語にも本腰を入れようという決意の現われであり、「アジアの十印」
へと変貌するための布石であった。
アジアに目を向けた海外展開戦略は、仕事の性質に変化を生じさせた。それまで
日本語をソース言語とする案件が大多数を占めていたのが、英語をソース言語とし
て日本語、のみならずその他のアジア言語に翻訳する案件が増加していったのだ。

1990 年 日本翻訳連盟としてベオグラードで
の国際翻訳家連盟（FIT）の世界大会報告に参加

どちらにより大きな未来が待っているかは明らかである。
80 年代には「翻訳の十印」、「ドキュメンテーションの十印」と謳っていた同社
は 2000 年代に入ると時代の変化に応じた「ローカリゼーションの十印」、「アジ
アの十印」という新しい二枚の看板を掲げ、積極的に海外へ打って出ていくこと
となる。
2005 年をターニングポイントとして、同社の外向き志向はさらに強くなる。世
界を市場とすることに人一倍強い情熱を傾ける渡邊麻呂が代表取締役に就任したの
がこの年だった。彼が十印の舵を握った当時はグローバリゼーションという言葉が
流行して既にしばらく経ち、世界の翻訳・ローカリゼーション業界に目を向けると
MLV（マルチ・ランゲージ・ベンダー）と呼ばれるいくつかの企業が欧米言語を
主軸としながら世界規模で展開していた。「同じ土俵で海外の MLV と勝負をする
のは得策ではない、と思いました」と渡邊は語る。
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最初に彼がこだわったのはやはり CCJK であった。欧
米企業にとって文化も風俗も全く異なりまだまだ敷居の
高い言語圏であるアジア、そこで MLV に対して優位性を
持てるかどうかが海外進出の鍵であった。就任したその年
に上海に中国オフィス、翌年にはソウルに韓国オフィスと
二つの海外生産拠点をアジアに設置し、「アジアの十印」
というブランドをより明確に国内外に示していくことと
なる。アジア言語に豊かなノウハウを持つことは欧米の企
業に対して大きなアピールポイントとなった。
世界に進出する足がかりとして CCJK があったが、アジ
アの言語はもちろんそれらだけではない。「CCJK を通し
て十印が持つ日本のクオリティ・ワークフローが欧米企業
に認められれば、そこからその他のアジア言語、ひいては
2009 年 3 月

ヨーロッパ言語においても十印と一緒に組みたいと思って

業務計画発表会での渡邊

もらえる」と渡邊は世界進出の戦略を語る。「アジア、そ
の中でも日本に本社があるということが十印の強みなのです」という言葉を裏付け
るように、欧米での業績は順調だ。
アメリカ進出の足がかりとして 2000 年に設立した営業拠点に加え、2006 年には
アメリカでの活動の統合拠点として TOIN

USA を設立、2008 年にはオレゴン州

の翻訳会社 Pacific Dreams 社の制作部門を買収することで、生産部隊も備えた支
社となった。その他、2007 年には英国ロンドン、2009 年には米国コロラド州に営
業拠点を設置している。
渡邊に今後の展望を伺うと、「間違いなく舞台は世界になるでしょう」との答え
が返ってきた。市場規模が全然違うことを考えれば、当然であろう。「テクノロジー
をいかに使っていくかが大事だと思います。海外のお客様はツールを好む傾向があ
りますが、印象で言うと日本の翻訳・ローカリゼーション業界は二年くらい遅れて
るんですね」。これからの翻訳業界を生き抜くためには革新的なツールに素早く対
応していく必要があるのだと渡邊は言う。
彼は十印の特徴の一つとして「フットワークの軽さ」を挙げる。昨今、よりスピー
ドを速める機械翻訳の進化をいかに上手く取り入れるか。フットワークの軽さはこ
れからの時代に日本の翻訳会社が海外で通用するためにはとても重要であろう。
「50 年続いた十印を絶えさせるわけにはいかないという気持ちが強くあります。
ビジネスモデルはこれまでも変わってきましたし、これからも変わるかもしれない。
だけど世の中の変遷と共に歩んできたこの十印という会社は、言うなれば一つの生
き物のようですし、これからも時代の変化、お客様のニーズの変化に合わせて生き
ていくのだと思います」と渡邊は語る。
「お客様にとってのベスト」を模索する中で果敢に新しいことにチャレンジして
きた勝田の進取の気性は、創業から半世紀を経て、次の五十年を見据える十印の
DNA に確実に刻み込まれてる。
（「十印五十年史」の連載は今回で終了します。ご愛読ありがとうございました。）
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