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合の方が翻訳支援ソフトの処理効率が良

最後に、今年は知財専門委員会の活動

いので、国内 L10N業界であれば IT 系を

再開に取り組ませてもらうことになって

中心に外資企業からの日本語への翻訳依

おります。先ずは各方面から講師をお招

頼の方が多いと認識しています。
他方、
日

きして、
JTFからの対外的な主張となる啓

本市場への適応が外資企業の収益を左右

発セミナー等を企画していきたいと考え

するのと同様、海外市場への製品とサー

ております。
また、
今年３月には日本知的

ビスの投入開始を可能とするまでのL10N

財産翻訳協会が設立されましたが、知財

期間短縮は、海外収益に大きく影響を与

に関連する他組織との連携も意識しなが

え、
L10Nされた各種コンテンツの品質管

ら、
JTFの知財専門委員会ならではの領域

理は、顧客満足度向上と企業のリスク管

を模索していく所存です。言わば有志の

理のために大切ですから、海外市場向け

活動ですので、企画運営への参加にご興

のL10N状況、
情報発信の流れにより強く

味ある方はJTF事務局を通じご遠慮なく

関心を持っています。外国語への翻訳で

是非ご一報ください。

は、対象言語を母国語とする翻訳者が中
心となるため、日本の翻訳会社と海外提
携先との脈流、
また、
日本企業の多言語化
を促進させる新たなITの導入度合いにつ
いては、日本経済のバロメーターとして
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ローカライズ翻訳のイメージ
（株）ランゲージドキュメンテーションサービス

●粗悪品？
「ローカライズ」と聞いて、どのようなイ
メージが浮かぶだろうか。
筆者が見聞した限り、
概してローカライズ
のイメージは、粗悪な訳文や、低い技能で十
分な単純作業がまかり通っている新分野、
と
いうもののようだ。
しかしながら、
翻訳の各分野に貴賤がある
とは思えない。
どの分野にも、
「要求水準の高
い仕事 / 低い仕事」
、
「質の高い翻訳 / 低い翻
訳」といった差異はある。ローカライズ翻訳
でも、質の高い翻訳を指向するならば、それ
なりのスキルと専門知識、
そして日々の努力
が必要なことは同じである。
●翻訳の初心者向け？
昔も今もローカライズ翻訳に求められてい
ることは、
「一定の表記規約を満たした、誤り
のない訳文を、翻訳後のプログラム・ドキュ
メント作成過程に組み込めるデータ形式を
保って作成すること」である。基本的な工程
を次に示す。
(1)原文データの準備
(2)表記規約に則った翻訳
(3)翻訳済みデータの QA（Quality
Assurance、品質確保）
(4)動作確認
（ソフトウェアの場合）
かつては、小規模なローカライズならば、
業務の流れを最初から最後まで担当できたこ
ともあった。
しかし昨今のローカライズは大
規模な「プロジェクト」になり、各工程の分
業が進んでいる。
それゆえローカライズ翻訳者の作業は、
原
文データを受け取り、
指定された規約を守っ
て翻訳し、QA先にファイルを納品するとい
う形になった。
ほぼ翻訳のみに集中できる点
では、
ローカライズ以前の図式に
「戻った」
と
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を先取りしたものだと思う。
実際に経験してみると、確かに、標準的な
業務モデルに沿わなければ、
納期や収益の面
で厳しいと感じる。
各社が既存の業務体制に
「接ぎ木」するような形では、その「継ぎ目」
の部分で齟齬や追加負担が生じてしまうので
ある。たとえば、いわゆる「安かろう悪かろ
う」という意識で揃えられた翻訳者から上
がってくる訳文ファイルを大量に抱えて、
QA担当者がため息をつく。
また翻訳者も、
以
前ならば常識外の低報酬と短納期に虚無感を
抱く。
日本語化に独自の手間をかける必要もある
とはいえ、
従来のローカライズのイメージか
ら生まれてきた業務体制を、
最新の状況に合
わせて見直す時機が来ていると感じられる。
また、
管理職クラスが問題になる場合もあ
る。翻訳者やQA 担当者は、さまざまなロー
カライズ・プロジェクトの経験から、実戦部
隊として業務の状況を正しく把握しうる立場
にある。しかし、彼らからの報告を処理する
管理側がローカライズ業務の要点やスピード
感を理解せず、プロジェクト全体のフット
ワークを重くしている事例も見聞されるとこ
ろである。
多国語展開で想定される業務モデルに合わ
せて、
「接ぎ木」や「継ぎ目」の部分を再検討
●「外資」の仕事？
すれば、
納期および収益の両面で競争力を維
昨今のローカライズ翻訳といえば、
実質的
持でき、ひいては関係各位への報酬も、多少
な標準は Windows 向け製品の仕事である。 なりとも改善されるのではないだろうか。
それゆえに、Windows向け製品のローカラ
数年前には、
費用と収益の折り合いが付け
イズに長けた会社が、大口顧客の「パート
ば、中国の会社でローカライズの和訳を行
それを日本の会社がチェックするという
ナー」
になって大規模な案件を受注している。 い、
プランを耳にした。
実現に至ったかは寡聞に
複数の言語バージョンを同時開発するプロ
して知らないが、
そのような形で顧客を奪わ
ジェクトでは、
各国語版の業務の流れがほぼ
れるのは、
なかなか受け入れ難いシナリオだ
共通化される。こうした流れは、
「業務モデ
と思う。
ル」
の国際標準化が進む、
産業翻訳の将来形

言っていいと思う。
とはいえ、翻訳メモリを用いた翻訳支援
ツールの導入により、
頻出するテキストには
定型訳が用意されていることが多い。
このた
め、
単純に翻訳するのみならば、
難易度は低
くなっている。しかし、
それはローカライズ
翻訳が簡単だという意味ではない。
まずは、
表記規約の遵守が重要である。
あ
まりにも細かい規約はかえって問題だが、
翻
訳の営みを阻害しない程度の合理的な規約で
あれば、
たとえば新聞記者が表記規約に則っ
「もの書き」
の基本とし
て記事を書くように、
て大切なことである。
また、
画面表示を的確
に訳すには、
プログラムのしくみや操作に関
する実践的な知識と洞察力も必要である。
ローカライズ翻訳の段階でQA以降の工程
を見通し、
適切な翻訳をして変更点を申し送
るだけで、
QAや動作確認の負担が確実に軽
減され、
最終的な成果物の品質も大幅に向上
する。
このように、
作業時の工夫や配慮、
そして
専門知識の有無によって質の高低が分かれる
点では、ローカライズ翻訳も同様なのであ
る。
本当に良質な成果物を求めるならば、
翻
訳の初心者のみに任せて済ませる業務ではな
いと思う。
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翻訳とは何か
●表層構造と深層構造
表層構造（surface structure）とは，いろいろな単語が結合し
て具体的な文に近いところまで整えられた構造ですが，具体的な
文と同じとして理解してよいと思います。深層構造（d e e p
structure）は，現実の文の裏または奥に潜在している原型的な
構造です。深層構造には，実際に使われている文によく見られる
不規則性はなく，英語の語順の大原則に従った，規則どおりのき
れいな文だとされています。ただし深層構造は直接見ることがで
きない抽象概念です。深層構造に「変則規則」を適用して，単語
を移動したり，単語を付け加えたりすることによって，表層構造
が作られます。単語を付け加えるとは，たとえば You love who?
という深層構造に，疑問文の do が付け加えられて Who do you
love? という表層構造となります。
深層構造と表層構造を説明する例として，Flying planes can
be dangerous. というセンテンスがよく引用されます。このセン
テンスの意味は，
「飛んでいる飛行機は危険なことがある」と，
「飛
行機を飛ばすことは危険なことがある」という２つあります。こ
の例文はわざと２つの意味を持つように作られたものですが，ひ
とつの表層構造が複数の深層構造を持ちうることを示唆していま
す。このように表層構造から意味を読み取ろうとする場合，複数
の意味に解釈できることが，現実の翻訳の場でもよくあります。
翻訳という作業は，起点言語で書かれた原文を理解し，理解した
内容を目標言語の翻訳文に変換するという２段階から成りたって
います。前段である原文を理解することは，表層構造を読んで，
深層構造の意味を推測する作業だと考えることができます。この
段階において意味を正しく把握できないことが，誤訳の原因とな
ります。
初期の生成文法，すなわち N. チョムスキーの標準理論に基づ
いて考えるならば，翻訳では原文に書かれた表層構造を分析し
て，文の根底に潜在している深層構造の基本的な要素に還元しま
す。その基本的な要素を，目標言語に転移し，目標言語の表層構
造，すなわち翻訳文に「生成」するプロセスをたどることになり
ます。以下この理論をめぐる各種の情報を断片的に列記します。
① 英日翻訳を考えてみましょう。翻訳者は英文の表層構造を分
析して英語を基盤とする深層構造を推測し，この深層構造から
日本語の表層構造に展開しますが，ある深層構造に対応する表
層構造はひとつとは限りません。すなわちひとつの原文に対応
する翻訳文はいくつも可能です。生成文法では，たとえば能動
文も受動文も，同じ深層構造を持つとされています。したがっ
て，原文の受動態を翻訳文では能動態で表現するという操作
は，きわめて妥当だということになります。このことは翻訳の
本質と深くかかわっており，「意訳」の妥当性を説明するもの
であるといえるでしょう。
② ところが生成文法の理論は，1970 年代はじめごろから，深層
構造からでなく，表層構造から意味を読むべきであると変わっ
てきています。そうなると表層構造を分析して深層構造から意

翻訳における等価性（3）

高崎 栄一郎

味を推察するという理論が，根拠を失ってきたことになりま
す。実際に私たちの翻訳のプロセスを考えてみると，深層構造
までたどりついて意味を理解しようとしているとは思えません。
③ チョムスキーの生成文法の理論体系は，標準理論→拡大標準理
論→修正拡大標準理論→統率・束縛理論→最小主義文法という
変遷をたどってきました。現在の生成文法では，表層構造と深
層構造の意味が薄らいでいます。複数の日本人理論言語学者か
ら教わったところによると，表層構造と深層構造の理論は，
チョムスキーの初期の一理論であり，誤解を招きやすいからと
いう理由で，現在の生成文法理論では取り上げられていないよ
うです。そこで筆者も，この理論については，これ以上の考察
はしないことにします。
チョムスキーという偉大な言語学者の生成文法理論は，どの解
説書を読んでも複雑で難解に思えます。筆者が読んだ最近の本の
中では，「生成文法がわかる本」[1] は，チョムスキーの理論を非
常にやさしく解説しています。また，
「英語の意訳とはなにか」[2]
は，翻訳への生成文法の適用を具体的に説明しており，表層構造
から深層構造の憶測，そして深層構造から情報構造への還元を，
実際の翻訳を引用しながら論じています。さらにこの本は，「旧
情報―新情報」の原則についても，具体例を挙げて説明していま
す。
以上，深層構造と表層構造という生成文法の一理論を翻訳に適
用できるのではないかという仮説を考察しました。この仮説は翻
訳者にとって興味深いものがありますが，生成文法理論において
もっと重要なことは，現在では別なものだとされています。生成
文法理論では，全人類の言語に共通な普遍文法（u n i v e r s a l
grammar）の存在を仮定し，この「文法」はいくつかのパラメー
タ付きで書かれており，個々の言語の文法的な違いは，これらの
パラメータの値の違いとされています。この考えによると，普遍
文法の原理は少数ですが，それぞれの原理には値が未確定になっ
ているパラメータが組み込まれているそうです。そして，実際の
言語データに晒されることによって，各原理に組み込まれたパラ
メータがセットされるというものです。パラメータは，英語の
データに晒されれば英語風に，日本語のデータに晒されれば日本
語風にセットされ，それぞれ英語の文法，日本語の文法になりま
す。
そして，すべての人間は生まれながらに，この「普遍文法」を
脳内に備えており，子供は周囲の大人たちの会話を聞いて，普遍
文法のパラメータの値を設定しながら，急速に母国語の文法をマ
スターする，と想定されています。
[1] 町田健「生成文法がわかる本」研究社 2000
[2] 小川智時「英語の意訳とはなにか」中央公論社 1998

（高崎 栄一郎：日本大学非常勤講師、JTF 専務理事）
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誌上勉強会（38）医薬翻訳（第 24 回）

今回は、
米国疾病管理センター
（CDC）
が出しているインフルエン
ザに関する一般向けの文章を訳していただきました。
力作をお寄せい
ただいた方々、
ありがとうございます。
課題文の文章は難しくありません。
難しい医学用語を使わず平易な
表現で書かれていますから、
意味はすぐ取れることと思います。
でも

森口 理恵

“Information for Health Care Professionals”の項目に含まれる情報を読
んで確かめてください。
表現が全く違うことがわかります。
次は日本で一般市民向けにインフルエンザの解説をしているサイト
を探してみましょう。Google（http://www.google.co.jp/）の検索窓に
［インフルエンザ］
［インフルエンザ “Q&A”］
［インフルエンザとは］

翻訳するとなるとどうでしょう。
平易な表現で読みやすい訳文にする

などと入力して、
ヒットした情報を読んでみてください。
一般向けの

のは、
あまり簡単な仕事ではありません。
今回は、
訳文の読者を想定

文章では敬体（ですます体）を使い、
「まずは予防をしっかりと」
「人

して適した表現を探す手法を考えてみましょう。

ごみを避ける」
など平易な言葉や表現を使っていることがわかりま

どのような文体で、
どんな読者を念頭において訳すべきかと考える

す。私達も、このラインで訳しましょう。

のは、
パーティーに何を着ていこうかと考えることと似ています。
自
分が参加するパーティーがどういう集まりなのか、
どんな服装が期待

第 1 文：How do I find out if I have the flu?

されているのかを把握しておかないと、
ラフな恰好で出席してしまっ

質問の項目です。
質問者は、
風邪のような症状が出たとき
「これは

たり、
自分だけ正装して浮いてしまったりするでしょう。
翻訳とてお

インフルエンザだ」
とわかる方法を知りたがっています。
「インフル

なじです。
どんな文体で訳せばよいのか、
事前に調べる必要があるの

エンザの診断方法は？」
はコンパクトにまとまった表現なので使いた

です。

いところですが、
診断は医師にしかできない行為なので質問者の聞き

翻訳は意味さえわかれば良くどんな文体でもかまわない、
というこ
とは絶対にありません。
またこの文章は、
個性的な表現を駆使して書
くべきものでもありません。
新聞記事や雑誌記事の表現をチェックし

たいこととは違ってくるかもしれません。
自分が質問者になったつも
りで、考えてください。
訳例：
「インフルエンザにかかったことを知る方法は？」

てみましょう。
「終始無言で足早に」
「にぎやかな歓声がこだまする」
などの繁用表現があふれていることがわかります。
没個性といわれる

第2文：It is very difficult to distinguish the flu from other viral or bacterial

かもしれませんが、
そんな表現で構成された文章であるからこそ私達

causes of respiratory illnesses on the basis of symptoms alone.

は多量の記事をすばやく読み情報を受け取ることができるのです。
翻

bacteria は「バクテリア」ではなく「細菌」と訳しましょう。

訳者は、
読者の情報吸収の妨げにならないよう、
読者になじみの深い

訳例：症状だけでは、
インフルエンザと他のウイルスや細菌が引き

表現を使い、
効率よく情報が伝わる文章に訳すことを目標とすべきで

起こした呼吸器疾患とをはっきりと区別することができません。

しょう。
「没個性」は大歓迎です。
訳文のスタイルを考えるため、
原文の出典サイトに
「取材」
に出か
けましょう。原文の出典は米国疾病対策センター（CDC）のサイト

第3文：A test can confirm that an illness is influenza if the patient is tested
within the first two to three days after symptoms begin.

（http://www.cdc.gov/flu/about/qa/disease.htm）
です。
写真入りのバナー

ここでいう検査とは、
診察室で鼻の奥の粘膜から粘液をとって調べ

には“Influenza (Flu) / Protect Yourself & Your Loved Ones”と書いてあ

れば15分程度で結果がわかる迅速診断キット
（ディレクティジェン

ります。
一般市民を意識したつくりです。
トップページの“Flu Home”

など）
を指します。
このキットは便利ですが、
陽性判定が出るには十

(http://www.cdc.gov/flu/) を表示させてみましょう。コンテンツが

分な量のウイルスが試料に含まれていなければなりません。
発病後2

“Avian Flu”, “About Flu”, “Protecting Yourself and Others”, “Information

〜3日に検査を受けると陽性判定が出やすいのですが、
発病の直後や

for Health Care Professionals”に分かれています。
“Information for Health

発病から数日が経過した場合は陽性結果が出ません。
このことが、
if

Care Professionals” 以外は一般向けの情報のようです。試しに

以下のフレーズに示されています。
もっと正確な検査もあるのです
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が、
結果が出るまでに数日かかり、
医師が治療法を検討する材料とし

sick and for three to seven days after they first develop symptoms. Some

て活用できるものではありません。

children may be contagious for longer than a week.

この文章は、
前の文章
（症状だけでは他の病気が区別がつかない）

ウイルスを人にうつす危険性があるという内容を
「保菌」
という表

を受けて、
「検査を受ければわかるよ」という流れで訳せそうです。

現で説明するのは間違いです。
ウイルスは菌ではないので、
保菌や病

訳例：症状が出てから2〜3日以内に検査を受ければ、インフルエ

原菌という用語は使えません。
うっかりして間違うことが多いので、

ンザかどうかがわかります。

よく気をつけましょう。
訳文：成人では発症の前日から発症後3〜7日まで他人に感染させ

第 4 文：In addition, a doctor’s examination may be needed to determine

る危険性があります。
小児では、
1週間以上たっても他人に感染さ

whether a person has another infection that is a complication of influenza.

せる場合があります。

Doctor’s examinationは「医師の診察」と訳します。“may be needed”
とは、
「場合によってはある」
という意味で常に必要とは書いていま

次回は米国医薬品局が消費者向けに出している隔月誌 “ F D A

せん。complicationは合併症。一般向けの文章に使っても問題ない表

Consumer”に掲載された記事を訳してください。
どんな文体を選択す

現でしょう。
でも
「合併症として感染症にかかっているかどうか確か

べきか、
よく取材してから訳しましょう。

める」
と訳すとまわりくどい表現になります。
Googleで
［インフルエ
ンザ 合併症 感染症］
をキーワードに検索して、
表現を探ってくださ
い。訳例では「二次的」という言葉を使いました。

New Product for Treating Facial Wrinkles

訳例：また、
インフルエンザによって二次的な感染症がおきていな

Restylane (hyaluronic acid), approved by the FDA in December

いか確かめるために、
医師の診察が必要となる場合もあります。

2003, is the third injectable product available to treat facial wrinkles.
Restylane is different than the other approved products in that its effects

第 5文：How long is a person with flu virus contagious?

last longer, about six months.

contagious は、ここでは「他人にインフルエンザをうつす可能性 /

Studies showed that Restylane, classified as a medical device by

危険性」
を意味します。
専門用語では他人にウイルスをうつす可能性

the FDA, is safe and effective for filling moderate-to-severe wrinkles

のある時期を「感染期間」
、人に感染させる可能性を「感染力」と表

around the nose and mouth. Most people needed one injection to get

現するのですが、
「感染期間」
では読者には意味が伝わらないでしょ

optimal correction, while about one-third of people tested needed more

う。
［インフルエンザ 他人に感染］
［インフルエンザ 人にうつす］な

than one injection to get a satisfactory result.

どをキーワードに検索して、
同内容の文章を探してください。

The two other injectable products approved by the FDA are collagen

訳例：インフルエンザを他の人に感染させる危険性があるのは、
発

injections for correcting soft tissue deficiencies such as wrinkles and

病後何日まで？

acne scars, and botulinum toxin (Botox Cosmetic) for treating frown
lines between the eyebrows. The effects of both treatments last as

第6文：The period when an infected person is contagious depends on the
age of the person.
The age of the personのpersonはインフルエンザウイルスを持って

long as four months.
Restylane is manufactured by Q-Med AB of Uppsala, Sweden.
(http://www.fda.gov/fdac/departs/2004/204_upd.html)

いる人です。
「感染した人から他の人にうつす」
と前半で訳して後半
を
「その人の年齢によって異なる」
と訳した場合、
その人がどの人な
のか(感染者か周りの人間か)がすぐにわからず、読者は疑問に思い
ます。
「感染者」や「患者」とはっきりと明記してください。
訳文：インフルエンザを他人にうつす危険性のある期間は、
患者の

翻訳は、6月30日までに森口理恵まで電子メールでお送りくださ
い（Email: riye@remus.dti.ne.jp）
。電子メールの件名は
『ほんれんそう
No.89訳文』としてください。皆様のご参加をお待ちしております。

年齢によって違います。
第 7 〜 8 文：Adults may be contagious from one day prior to becoming
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JTF 翻訳環境研究会報告
************************************
平成 15 年度第 9 回 JTF 翻訳環境研究会
平成 15 年 2 月 17 日（火）14:00~16:40
【開催場所】翻訳会館
【テーマ】医薬翻訳：外注翻訳の姿はこう
変わるのだ
【講師】今井 正治氏（医薬翻訳家・大学講
師・医学博士・理学博士）
************************************
●医薬翻訳外注の変貌
1996 年までは製薬会社が新薬を開発す
る際、治験に関わる様々な業務を全て自
社内にて行わなければならなかった。
しかし 1997 年からはそれら業務を受託
するアウトソーシング会社である C R O
（開発業務受託機関）の存在が認められる
ようになり、以前は製薬会社が行ってい
た新薬開発に関する業務が社外に委託さ
れるようになった。また、海外の製薬会社
が日本で治験実施及び新薬承認の申請す
る際に、ICC（治験国内管理人）を利用す
る動きが活発化してきた。これにより翻
訳の需要も変化を見せてきている。かつ
ては製薬会社から治験や新薬承認の申請
に関する翻訳依頼があったが、現在では
営業やマーケティングのための資料翻訳
の依頼が多くを占めるようになっている。
このため治験や新薬承認の申請に関する
翻訳依頼を受けるために CRO や ICC から
需要を引き出さなくてはならないだろう。
またこのように製薬会社が業務のアウト
ソーシング化を図るのは、景気動向とも
関連している。翻訳予算に関しては二極
化しており、企業の業績による格差が大
きくなっている。
●医療企業の抱える課題
医療事故が多発（顕在化）している現
在、事故防止のための対策を行うことが
医療にかかわる企業の抱える課題であり、
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対策を行うための動きが翻訳の需要に影
響を与えている。たとえば外資系企業で
あれば、事故についての報告を本社に送
らなければならない。事故を役所へ報告
する義務の強化も行われている。また、外
国のケーススタディを医師に伝えること
も必要である。このような背景により翻
訳の新しい需要は増えている。
● ICH と CTD
新薬承認申請資料の様式を国際標準化
することにより、申請用資料編集作業の
軽減や、審査の迅速化、外国データの受
容、新規医薬品の迅速提供といったメ
リットを引き出す動きがあり、2001 年よ
り申請資料の受付を開始し、2003 年 7 月
以降の承認申請資料に CTD 作成要綱を適
用することが決まった。しかし作業と実
施が困難なことから適用が遅れており、
結果として CRO と ICC が大きな役割を
担っている。
●今後の翻訳受注先
医薬翻訳の受注先となり得るのは翻訳
会社を経由するかどうかは別として従来
までの医薬品・医療用具・化粧品企業に加
えて CRO と ICC が出てくるだろう。また
大学や研究機関から受注することも増え
ていくだろう。
●発注元が期待する内容
企業からの発注の場合は発注部門によ
り期待する内容は異なる。マーケティン
グや営業部門であれば、顧客の購買意欲
を促進させることが重要になるため、直
訳よりもどうやってものを売るのかを考
えた訳が必要である。このため意訳をす
ることも可能である。技術部門であれば、
内容が重視される。最近は営業用技術資
料の翻訳が増えているため、正確かつ平
易な翻訳が求められる。研究開発部門は
業務の外部委託の増加の影響で営業・
マーケティング向け資料が増えているた
め、正確な内容と前後関係に整合性が取
れていることが求められる。特許に関し

ては、特許用語や用法に気をつけること、
内容を網羅すること、意図的に不明瞭な
文書にすることが重要である。
大学・NPO などの研究機関は論文の翻
訳がある。日本語は難しくて長いが、海外
に投稿するためには短く容易に翻訳する
ことが求められるので依頼者に相談をす
ることが大切である。投稿先の文体に合
わせることや用語の統一を図ることが課
題となる。
企業の国籍を考慮すると、欧州系は形
式重視、米国系は内容重視であるが最近
は形式が重視されるので、米国企業の翻
訳を扱う際は形式を配慮する必要がある。
なお技術指向企業は内容重視、営業指向
企業は表現重視の傾向がある。
●専門知識・用語・構文などについて
専門から大きく外れる分野の翻訳依頼
は断るべきである。これは労が多い割に
功が少ないことと、何よりも最終的に依
頼主に迷惑を掛ける可能性があるからで
ある。化学と生物学の基礎知識は必須で
あり、一般用語を使用する際は再検索を
することを心がける。また学名は斜体に
するといった規則を守る必要がある。専
門知識に関しては、自身の専門以外は原
則的に検索をする必要がある。これは同
じ単語に複数の意味がある場合や、複数
の単語に同じ意味がある場合に間違いを
防ぐためである。また用語の日本語での
読み方を確認しておく必要もある。専門
用語についてはできるだけ依頼者から用
語集を得ると良い。特に臨床試験や手術
の分野では用語の統一が進んでいるため、
用語集は不可欠である。また病名につい
ては依頼者に照会しなければならない。
数多くの略語が使用されることも特徴の
ひとつだが、複数の意味を持つ語や類似
しているが全く意味の異なる語もあり、
細心の注意が必要である。
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************************************
平成 15 年度第 10 回 JTF 翻訳環境研究会
平成 16 年 3 月 9 日（火）14:00~16:40
【開催場所】翻訳会館
【テーマ】先進市場：外国人を魅了する
ウェブページ
【講師】
講演Ⅰ：長澤 義昭氏・ジャクリーン グ
レイ氏（株式会社デジタルパレット）
講演Ⅱ：吉谷 多美氏（株式会社メディア
ンスフリー）
************************************
講演Ⅰ
●デジタルパレットとは
電通グループのデジタル戦略会社とし
て 2001 年 4 月に設立以来、独創性と質に
こだわった作品創りに努めるだけでなく、
新しいデジタルコミュニケーションの提
案を続けている。インターネット上での
広告やキャンペーンのためのウェブサイ
ト制作、企業サイトの制作などを数多く
手がけている。プロモーションサイトは
一過性のものであるが、企業のサイトは
長期にわたり使い続けるという特徴があ
るため、その用途に合わせたウェブサイ
トをプロデュースしている。
●グローバルアーティストネットワーク
海外への情報配信をする必要性が高ま
りつつあることを受け、海外ユーザーに
も魅力的な外国語サイトの開発に力を入
れるために国際的な人材のネットワーク
化を進めた。まず自社ウェブサイトに国
内外の斬新なサイトを紹介するコーナー
を作成し、その制作過程で各国のアー
ティストとコンタクトを図り人材のネッ
トワークを広げていった。ユーザビリ
ティの専門家や編集者、デザイナーや音
楽家など、世界中の多彩なアーティスト
が「グローバルアーティストネットワー
ク」を形成し、これにより海外スタッフの
様々な知見を活かしたウェブサイトのプ
ロデュースを可能にした。
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●バイリンガルサイト事例
海外からの顧客の比率 50% を目指す日
本のあるホテルのウェブサイトを制作す
る際、従来のように日本語サイトを英訳
するだけでは不十分であると考え、海外
の顧客にとっても魅力的なバイリンガル
サイト制作の方法論を検討した。そして
英語表現やインターフェースデザインと
いったウェブサイトの基礎部分を最初に
英語版で構築し、次に英語圏の感性を反
映させた日本語サイトの制作に移行して、
日本語表現やメニュー表記の順番など、
インターフェースデザインについて改善
を加えていった。
海外の顧客にウェブサイトで企業イ
メージを伝えようとする場合、デザイン
や内容がどんなに素晴しくても、言語的
な問題があれば一気にイメージダウンに
つながる危険性があるため、国外の顧客
をターゲットにする場合、言葉やユーザ
ビリティに対する配慮は重要なポイント
となる。
講演Ⅱ
●ウェブ制作にかかわる技術理解
ウェブサイトの翻訳をするためにはサ
イトの制作技術や特性の理解が必要であ
る。たとえば HTML 言語は英語で開発さ
れた言語のため、日本語の全角の処理が
難しく「★」のような全角の記号はそのま
までは表示ができない。このためたとえ
HTML の理解はなくとも、表示のできる
文字とできない文字についての理解を持
ち、翻訳後の工程を意識した仕事をする
ことが大切である。またウェブサイトは
画面に現れていることを全て翻訳しなけ
ればならないため、細やかなところまで
目を配る必要がある。
●情報の正確さ
情報が正しく翻訳されなかったことか
らトラブルが発生することがある。特に
歴史・宗教・文化面に関しては誤った情報

伝達が原因で国際問題に発展する可能性
もあるため、諸外国について深く理解を
する必要がある。サイト内の表記の正確
性については使用する語彙の統一はもち
ろんスペースの空け方もしっかり統一す
る必要がある。また調べものをして訳語
を決定した場合には、何故その訳語に
なったのかという裏づけが必要になる。
サイトを閲覧した人からの問い合わせに
対応するための訳注の作成が必要となる。
●速度感覚・ネイティブの表現
ウェブサイトには情報の即時性が求め
られる。翻訳者に必要なことは簡潔に興
味を喚起する訳語を使えること、ウェブ
サイトのデザインを崩さない文字数で表
現ができること、日本語の意味を深く理
解した表現を使用して意訳ができること
などが挙げられる。また世界中の人が閲
覧していることを意識して、ネイティブ
の使用する表現を選択できなければなら
ない。このため海外に対する理解は不可
欠である。一方で日本国内でしか通じな
い言葉も数多く存在する。このようなも
のは表記の統一を図ることやローマ字読
みを入れるなど読み手への配慮が必要に
なる。
●将来の展望
ブロードバンド化に伴い今後は動画の
翻訳が増えていくことが予想される。こ
のため映像翻訳の技術を身につけること
や話し言葉や感情に対応できることなど
が重要になるだろう。ウェブサイトは生
き物であり 365 日稼動していることを念
頭に置くと、翻訳者はこれまで以上の行
動力やレスポンスの早さも求められるこ
とを理解する必要があるだろう。

報告者：長田 裕之
( 株) アメリア・ネットワーク
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JTF 西日本セミナー報告

************************************
平成 15 年度第 5 回 JTF 西日本セミナー
平成 16 年 2 月 21 日（土）13:00 〜 15:30
【開催場所】大阪国際会議場
【テーマ】ステップアップを目指して
【講師】井口 耕二氏（JTF 理事）
************************************
当日は、日本語作成能力の重要性や豊
富な実例をもとにしたリライト、辞書ソ
フトの効率的なカスタマイズなど多岐に
わたる内容について解説していただきま
した。
事務局の未熟さにより、貴重な講義内
容を非常に拙い形でしかお伝えできない
ことを心よりお詫び申し上げます。
以下井口氏の講義内容と、それについ
ての感想（ゴシック）を付してみました。
大量翻訳者
ツールの使いこなしで比較的短期間に
実現可能。ただし、翻訳スキルが低下する
危険のあるツールもあるので注意が必要。
人間が考えなければならない所を機械
（ツール）にさせると自分の力がつかない。
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高品質翻訳者
いろいろと考え、手間暇をかけないと
力は伸びない。時間はかかるが、最終的に
力がつけば強い。
最初は考えなければならないが、考え
なくてもできるようになる。
積極的に解釈することによってのみ、
「翻訳者の解釈が入らない訳文」
（＝原著者
の意図どおりの訳文）が完成する。
原著者の意図どおりの訳文→原著者の要
求通りに解釈。どう書いても主観になるの
で注意して書く。どう書いても 解釈 は
する。解釈しなければ選べないはず。
原文を書いた専門家ほどの知識を翻訳
者は持てない（前提）。だから、字面どお
りに訳すべき（結果）
。
前提は正しいが、結果はおかしい。知識
が足りないことを認識し、勉強や調査を
すべき。
考えればわかる訳文であればいい。
考えた結果、どうわかったのかを書く
のが翻訳という仕事。
「考えればわかる訳
文でいい」は（最低レベルではあるが）
「自
分は翻訳をしていない」と言うに等しい。
産業翻訳では、読み手は訳文など読み
たくない。情報が欲しいだけ。
英語で読むと伝わるのに日本語では伝
わらない。→間に入った訳者が仕事をし
ていない。
『原文がわかりにくいので訳文もわかり
にくくていい』は×。
どのようにしてステップアップしてい
くか。基礎トレーニングをくり返し、スキ
ルを身につけることが必要。一つ一つた
いしたことでなくても注意して行う。

見た瞬間、これはあれだな、とわかるよ
うになる。＝身についたと言える。
薄紙を積んで塔を作る。＝実力をつけ
る。積んでいかないと上がらない。

西日本セミナーではいつも終了後に皆
様からアンケートを頂戴しております。
今回はこのような結果となりました。
アンケート結果（参加者38名・アンケー
ト回収数 32 名・回収率 84%）
1. 講演内容について
満足
24 名
やや満足
6名
普通
1名
回答なし
1名
2. 講師について
満足
28 名
やや満足
3名
回答なし
1名
3. 会場設備について
満足
16 名
やや満足
10 名
普通
3名
やや不満足
2名
回答なし
1名

報告者：奥村 未知
( 株) 翻訳センター
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−電子辞書の高度な使いこなし−
JTF 理事

電子辞書（CD-ROM 辞書）は、翻訳者に
とって使いこなしが必須ですが、
その状況に
大きな変化が生まれつつあります。
『日本語に関する電子辞書』（日本翻訳
ジャーナル 2004 年 1 月 /2 月号）でも簡単
に触れたように、
電子辞書にはさまざまな規
格があり、複数辞書を一度にひくためには、
なるべくEPWING規格の辞書を選ぶべきで
す。しかし、EPWING 規格以外の規格でし
か手にはいらない電子辞書もありますし、
む
しろそのような辞書が増えつつあります。
今
回は、独自規格辞書をEPWING規格の辞書
と一緒にひくノウハウをご紹介します。
■辞書ブラウザが対応（Win、Mac）
・ランダムハウス（小学館）
ランダムハウスは、
DDWinやJammingと
いった翻訳者がよく使う辞書ブラウザが対応
してくれています。そのため、これらの辞書
ブラウザを使う限り、EPWING規格の辞書
とまったく同じように使うことができます。
■ Jamming の拡張機能で対応（Win、Mac）
JammingにはJammingDicToolsという
ヘルパーアプリケーションがあります
（Jamming のウェブサイトで別途公開。無
償）
。これを使うと、以下の辞書をJamming
で使える形式に変換することができます。
・英辞郎
・Collins COBUILD（画像は見られない）
・Longman 現代英英 4 版
■ EBStudio を使用して変換（Win のみ）
EBStudioというシェアウェア（シェア料
金：1050円）を使うと、以下の形式の辞書を
EPWINGに変換することができます。
・PDIC
・英辞郎
なお、EBStudio には、作成できる索引が
前方一致のみのフリー版もあります。
自分に

井口 耕二

使えるだろうかと不安に思った方は、
まずは
フリー版のEBStudioで試してみて、よさそ
うだと思ったらシェア料金を支払い、
その他
の索引まで作成すればいいでしょう。
■EBStudioとToolKitを使用して変換（Win
のみ）
EBStudioと同じサイトで公開されている
変換ToolKit（フリーウェア）を併用すると、
以下の辞書をEPWINGに変換することがで
きます。
・経済・金融 英和／和英実用辞典
（日経 BP。山岡さんの辞書）
・デジタル大辞典（日経 BP）
・Super 日本語大辞典（学研）
・世界大百科事典（日立デジタル平凡社）
山岡さんの辞書は、日経BPが出している
DTONICという規格の状態では、
検索にとて
も時間がかかります。
EBStudioとToolKitに
よってEPWING化すると、一瞬で用語が出
てきてとても便利です。
DTONICでは引いた
言葉がハイライト表示されるのが便利です
が、Jamming なら「検索した語に色をつけ
る」
という機能で同じようになります。
■EBStudioと変換スクリプトを使用して変換
EBStudioのサイトでは、
その他の辞書を
変換するためのスクリプトも、多数、公開さ
れています
（詳細はhttp://www31.ocn.ne.jp/
~h_ishida/scripts.html）
。
・Longman 現代英英 3 版
・Longman 現代英英 4 版
・Collins COBUILD（画像もOK）
・Oxford 現代英英 6 版
・その他多数
これらのスクリプトは、主に、Ruby とい
う環境で作られています。そのため、
EBStudioのサイトからスクリプトをダウン
ロードするだけでなく、Ruby など、当該ス

クリプトの実行環境が必要なので、
少々ハー
ドルが高くなります。
■ dessed を使用して変換（Win のみ）
EBStudio のサイトで公開されている
dessed（フリーウェア）を使うと、システム
ソフトの辞書をEPWING規格に変換するこ
とができます。ただし、新旧2つあるフォー
マットのうち、
新しいほうのみです。
DDWin
のようにシステムソフト辞書が検索できない
辞書ブラウザを使用している場合は、
この方
法でEPWINGにするといいでしょう。
■ Win 用しかない辞書をMacで使いたい！
辞書の中には、Windows用しか市販され
ておらず、Mac用がないものもあります。そ
のような辞書も、上記の方法でEPWING化
すればMacで使うことができます。
変換後の
データをそっくり M a c にコピーし、
Jammingなどの辞書ブラウザに登録してや
ればいいのです。
■著作権に注意
このような変換を行う場合、
辞書の著作権
を侵害しないよう、注意する必要がありま
す。必ず、正規に購入した CD-ROM をもと
に、
自分自身が使うためのみの変換にとどめ
てください。オリジナルだけでなく、変換後
のデータも、他人への貸与やコピー配布、
サーバー・クライアント環境での不特定多数
による利用は著作権侵害となります
（辞書の
使用条件として特に許可されている場合をの
ぞく）
。
■関連 URL
Jamming http://dicwizard.jp/
DDWin http://homepage2.nifty.com/
ddwin/
EBStudio http://www31.ocn.ne.jp/
~h_ishida/
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法人会員プロフィール

トランスマート株式会社
〒 160-0022
東京都新宿区新宿1-13-11 シブヤビル2F
TEL: 03-5363-0370
FAX: 03-3350-6055
E-mail: info@trans-mart.net

■会社概要

トを取り合うことができるので、
翻訳作業の

処理を簡素化するだけでなく、
翻訳者による

打診、スケジュール確認、指示伝達、質疑応

案件へのアクセスを段階的に制限することに

答、分納（5 MB 以内のファイルをメッセー

より、
高品質な翻訳結果を得やすい仕組みと

ジに添付可能）
も柔軟に行えます。

なっています。QQ翻訳の担当翻訳者は、す
べて公募によって決定されます。

■翻訳会社様向けの機能と価格設定

QQ翻訳を利用するお客様は、
作業を担当

翻訳会社様向けにご用意した特別な機能も

した翻訳者を「お気に入り」として登録する

あります。
TRADOSを利用する作業では、
翻

ことができます。
次回以降の発注時にその翻

訳対象ファイルにタグなどの情報が追加記述

訳者が応募してきた場合は、
優先的に受注が

されたり、
翻訳メモリとの一致率に応じて発

確定します。一方、
「気に入らない」と評価さ

トランスマート株式会社は、1996 年設立

注単価が上下するため、通常の操作インタ

れた翻訳者は、
そのお客様が発注する案件を

の有限会社ヒューコムが発展的に組織変更お

フェースから発注することができませんでし

一切受注できなくなります。

よび社名変更し、
現在に至っています。
2000

た。このような案件に対応するため、
翻訳対

年に運営を開始した翻訳仲介サイト
「トラン

象ファイルに関係なく文字数、
ワード数を直

スマート」をその中核として、現在は「トラ

接指定し、翻訳メモリや作業指示書など、
合

「ダイレクトソリューション」は、
インター

ンスマート」、「QQ 翻訳」、「ダイレクトソ

計20 MBを添付して発注できる機能を翻訳

ネット経由のセルフサービスでのご利用とは

リューション」
という3種類のサービスを提

会社様専用に設けました。また、
翻訳会社様

異なる、
通常の翻訳会社としてのサービスの

供しています。

から申請をいただいた場合は、
通常は原文1

総称です。デジタル化が進んだ今日でも、新

ワードあたり￥4、
1文字あたり￥2の手数料

聞記事のような紙媒体の翻訳需要はまだ途絶

をそれぞれ￥2、
￥1の半額に設定変更いたし

えていません。
また、
IT分野のマニュアルの

ております。

ように、
タイトなスケジュールで大量の作業

■トランスマート
（http://www.trans-mart.net/）
「トランスマート」は、
インターネットを通
じて翻訳案件発注者と翻訳者を結びつける

■ダイレクトソリューション

が必要となる案件では、
プロジェクトのコー
■ QQ 翻訳（https://qq.trans-mart.net/）

ディネーションが不可欠です。

マッチングサイトとして、2000年秋にビジ

「QQ翻訳」
は、
翻訳案件の取り扱いに習熟

ネスを開始しました。以来、3,000 名を超え

されていない利用者の使い勝手を考慮して、

な案件に対しても、
全国各地から登録された

るお客様および翻訳者からのご登録を集め、

トランスマートの発注処理をより簡素化した

多数の登録翻訳者の中から経験豊富なスタッ

現在もその数を増やし続けています。
翻訳者

発注インタフェースです。
トランスマートで

フが適材を発掘し、
適所に配することで柔軟

は、
翻訳結果に対する評価を積み重ねること

の発注は原則としてすべてファイルアップ

に対応しております。そして、これらの優秀

コーディネーターの介在が必要なこのよう

で上位の「ランク」を取得できます。現在、有

ロードで行われますが、
QQ翻訳はテキスト

な翻訳者は、翻訳仲介サイト「トランスマー

料案件を受注できる B ランク以上の翻訳者

ボックスへのコピー＆ペーストにも対応して

ト」
を通じて広く公開されています。

は約 1,300 名、そのうち A ランクは 42 名で

いますので、
受信した英文電子メールを部分

す。

的にコピーして翻訳案件として発注するよう

受発注の機能や操作インタフェースは、
お

な使い方も可能です。

■変化を続ける環境への対応
コンピュータのハードウェアやソフトウェ

客様からのご意見、
ご要望に基づいて改訂を

ビジネス上やり取りされる電子メールメッ

アの進化、インターネットの普及など、翻訳

重ね、現在では、特定の翻訳者を ID 番号で

セージの英訳、和訳に適した
「QQジェット」

という産業を取り巻く環境は変化を続けてお

指定するだけでなく、
受注希望者を公募する

は、200ワードまたは400文字以内の原文を

ります。トランスマートは、これらの変化に

こともできるようになりました。
また、
「メッ

発注後 90分以内に納品するサービスで、価

対応し、
お客様の一層の使いやすさを求めて

セージセンター」
機能を通じてお客様と翻訳

格も税込￥2,100と割安になっています。

今後も進化を続けて参ります。

者が個人情報（氏名、メールアドレス、電話

「QQ エクスプレス 8」と「QQ エクスプレ

番号など）
を開示する必要なく直接コンタク

ス24」
は、
納期と単価の設定を固定して発注

14

