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なったことや、
デジタル家電をはじめとした

海外の情報を日本語に翻訳することについ

日本の高度な技術の輸出の勢いが加速してい

て考える機会も大切にしたいと思い、
今回の

ることが挙げられる。
このような活動の中に

パネルディスカッションでは翻訳者・翻訳会

翻訳は不可欠であるため、
今回は日本から文

社・ソースクライアントという異なる立場か

化や技術を海外へと伝えるための翻訳の現状

らパネラーを招き、
日本語への翻訳の現状に

理解を行い、
あわせて翻訳の明るい未来を考

関してそれぞれの本音を話し合う
「トークバ

える機会にできればと思う。
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トル」を行う。この３者がお互いに理解と協

基調講演をお願いしたグレッグ・アーウィ

力をしてはじめて最高の翻訳が完成するにも

ン氏はアメリカ合衆国生まれで、
日本の童謡

かかわらず、
一堂に会する機会は稀有なため

に感銘を受けたのをきっかけに自ら歌詞の翻

非常に貴重である。今回の「相互理解」の場

訳を手がけて歌っている。
英語を母国語とす

を通して翻訳業界全体のレベルアップが図ら

る人が日本語の歌を英訳して海外へ伝えるこ

れることを願いたい。

とは非常に斬新な取り組みであり、
従来とは

今回の翻訳祭はこれからの翻訳業界を考え

異なる視点で翻訳について考えるきっかけを

る上で非常に重要な機会となるだろう。
翻訳

つかむための公演となるだろう。
同氏はテレ

業界の歴史の転換点となると言っても過言で

ビ出演等でも活躍しており知名度があること

はない。
是非当日会場に足を運んで皆様にも

から、
翻訳業界以外の人たちや翻訳を学習中

「歴史の証人」
になっていただきたい。

の人たちにも興味を持って足を運んでいただ
けるものとなることが期待できる。
キヤノン株式会社でナレッジマネジメント
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10 月 7 日 （ 木 ） は翻訳祭に参加しましょう！
テーマは
「 日 本 発 世 界 へ ！ 」 〜海外への情報伝達が日本経済浮上の鍵〜
テーマは「
第14回翻訳祭は東京・八丁堀のマツダホー

模文書データからの知識発見の方法の研究と

す。
公演とパネルディスカッションの間に40

ルで開催されます。
「日本発世界へ！〜海外

開発に従事しているとのことです。
今回は翻

分の休憩時間がございますので、
ゆっくりご

への情報伝達が日本経済浮上の鍵〜」
という

訳業務の革新の結果、
製品の世界同時発売を

覧いただくことができるようになりました。

テーマの下、
日本翻訳連盟最大のイベントに

可能にしたその手腕と舞台裏についてご講演

相応しい非常に内容の充実した公演・パネル

いただきます。

ディスカッションや展示が行われます。
是非
参加して実りある１日をお過ごしください。

※展示・デモコーナー
翻訳ソフトや翻訳支援ツール、
辞書等の展示

●パネルディスカッション
（16:00〜17:50）
「The Translation Trinity 〜翻訳の頂上決戦

とデモがございます。
株式会社アクティブポイント

●公演

本音でトークバトル〜」

アルテックエーディーエス株式会社

公演１（13:10 〜 14:10）

翻訳の「品質」
「価格」
「納期」という 3 つ

株式会社インターメディア

「日本発・心を癒す贈り物」
グレッグ・アーウィン氏

の要素との戦いに挑む
「翻訳者」
「翻訳会社」
「ソースクライアント」の 3 者が、それぞれ

エス・ディー・エル・ジャパン株式会社
株式会社クロスランゲージ

アメリカ合衆国ウィスコンシン州オークレ

の立場から本音をぶつけあう白熱のトークバ

株式会社シュタールジャパン

ア生まれのシンガー・ソングライターです。

トルを展開します。
さらに会場の参加者の皆

東芝ソリューション株式会社

友人から日本の童謡の翻訳依頼を受けたのを

様にもご参加いただき翻訳の
「読者」として

トラドス・ジャパン株式会社

きっかけに100曲以上の英訳を手がけ、
曲に

の立場からの意見を加えて最高の翻訳とは何

日外アソシエーツ株式会社

込められた
「日本の心」
に心を打たれて以来、

かを考えその答えを追及するための機会とし

富士通ミドルウェア株式会社

歌詞を自らの視点で英訳し日本各地でコン

ます。

ロゴヴィスタ株式会社

サート等の活動を行う他、声優・ラジオDJ・

＜翻訳者＞

司会者など幅広く活動を行っているとのこと

井口 耕二氏（実務・技術翻訳者、社団法人日

※書籍・翻訳相談コーナー

です。
今回は歌詞の翻訳を手がけて思ったこ

本翻訳連盟理事）

翻訳者の募集情報を入手することやお仕事に

とをはじめ、
日本の童謡を英語にして歌うこ

森口 理恵氏（医学・薬学翻訳者、社団法人日

関するご相談をお寄せいただけます。

とについての講演を行い、
最後に一曲ご披露

本翻訳連盟会員）

株式会社アメリア・ネットワーク

いただく予定です。

＜翻訳会社＞

株式会社アルク

阿部 淳一氏
（株式会社エイブス代表取締役）

株式会社サン・フレア

近藤 哲史氏
（伝株式会社取締役）

株式会社知財翻訳研究所

＜ソースクライアント＞

株式会社十印

石田 育秀氏
（株式会社日本総合研究所研究事

株式会社日本経済新聞社

業本部新規事業戦略クラスター長）

株式会社翻訳センター

公演 2（14:20 〜 15:20）
「世界同時発スピード経営」
畠中 伸敏氏
（キヤノン株式会社）
1977年にキヤノン株式会社に入社して以
来、
情報通信システムと人工知能関係の研究

原田 節雄氏
（ソニー株式会社スタンダード戦

及び開発に携わり、1986年ソフトウェア評

略グループダイレクター）

価研究室室長、1991年知識工学課課長を経

＜コーディネーター＞

て、
K/Mシステム課長として現在ご活躍中で

林 秀厳氏
（株式会社フェロー・ネットワーク

訳者同士や企業同士など、
様々な立場の人と

す。
キヤノンの中における機械翻訳システム

代表取締役、
社団法人日本翻訳連盟副会長）

の交流ができる絶好の機会です。今回は

やサービスなどの活動により蓄えられた大規
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翻訳者と翻訳会社との交流はもちろん、
翻

4,950円で参加できます。是非お越しになっ

の導入と構築を早くより行ない、
業務改善の
実績を上げていらっしゃいます。
近年は営業

●交流パーティー（18:00 〜 19:30）

●翻訳プラザ（12:00 〜 17:00）
今回は合計18社様からの出展がございま

て人脈を広げてください。
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翻訳とは何か
●翻訳単位と最適翻訳（続き）
翻訳単位（unit of translation）とは，原文の意味内容と翻訳文の意
味内容が一致する最小の単位です。翻訳単位より低いレベルでは，原
文と翻訳文のそれぞれの構成要素に意味の違いがあることが許されま
すが，翻訳単位のレベルでは，全体として意味内容が一致している，
すなわち等価が成立しています。
■句（節）レベル
原文の品詞と翻訳文の品詞を一致させると，
不自然な翻訳文になる
場合が多いことは，誰しも経験しています。次は OHP 用の英語です
が，英語の名詞は日本語でも名詞，英語の形容詞は日本語でも形容詞
として訳そうとすると，自然な日本語にはなりません。
Benefit of Systematic Problem Solving
・Reduced cost of trial and error
・Maximized results
・Reduced problem backlog
・Personal satisfaction
・Improved communication
機械翻訳を使って翻訳してみます。
この機械翻訳ソフトは，
タイト
ルを翻訳してくれませんでした。
＊試行錯誤の減らされたコスト
＊最大にされた結果
＊減らされた未処理の問題
＊個人の満足
＊改善されたコミュニケーション
これらを自然な日本語にするためのアプローチのひとつは，
英語の
形容詞は日本語でも形容詞という固定観念をやめて，品詞を変換
品詞を変換す
品詞を変換
ることです。さらに，英語では句であるけれど，日本語では文にする
ことも考えるべきです。以下は筆者の案です。
組織的な問題解決の利点
＊試行錯誤のコストが削減できる
＊最大の結果が得られる
＊未解決の問題が少なくなる
＊個人の満足が得られる
＊コミュニケーションが良くなる
■文レベル
翻訳者は，原文の文（センテンス）を理解して，これに対応する翻
訳文を生み出そうとします。文（センテンス）以下の節，句，単語の
レベルでの対応または等価には，必ずしもこだわりません。以下は筆
者が時折メモしておいた実例のいくつかです。
（1）修飾語の順序の入れ替え
自然な訳文とするためには，
単語の並べ替えも必要です。
修飾語に
ついて言うと，
一般的に日本語では修飾語を長いものから短いものの
順で並べますが，
英語は逆に短いものから長いものへ並べる傾向があ

翻訳における等価性（5）

高崎 栄一郎

ります。
＜原文＞ It is not easy to identify a gap between the current situation and
the real needs for the future.
＜不適訳＞ 現状と将来への真のニーズとのギャップを明らかにする
のは容易ではない。
＜適訳＞ 将来への真のニーズと現状とのギャップを明らかにするの
は容易ではない。
（2）修飾語と被修飾語の変換
原文の修飾語と非修飾語を，
訳文では思い切って逆転するほうが良
い場合があります。
＜原文＞ the trend towards customized products
＜不適訳＞ カストマイズされた製品への傾向
＜適訳＞ 製品のカストマイズ化の傾向
（3）主語の変換
英語の you は，日本語で「あなた」とは限りません。
＜原文＞（プレゼンテーションのマニュアル）Your image is your
audience’s view of you, and it can be very different from your image of
yourself.
＜適訳＞ 発表者のイメージとは，出席者が発表者をどのように見る
かであり，
発表者が持っている自分のイメージとはかなり違うことが
あります。
（4）節と句の変換
英語では名詞（句），日本語では節（文）が多用される傾向があり
ます。上の例文の “audience’s image of you” は，試訳では「出席者が
発表者をどのように見るか」という節にしています。次の例では，
「ファイルに整理する」という節を into organized file という句に変え
ています。
＜原文＞ 関連データすべてを集めてファイルに整理する
＜適訳＞ Collect pertinent data into organized files.
（5）重文と複文の変換，主節と従属節（句）の変換
（a）
「ケーブルを電源に接続してモータを起動する」
と，
（b）
「スイッ
チを押してモータを起動する」は，同じ構造ですが，内容は違います。
（a）はコードを接続する動作だけではモータ起動しません。
＜適訳＞ Connect the cable to the power supply and start up the motor.
（b）は，スイッチを押せばその結果としてモータは起動するので，
＜適訳Ａ＞ Press the switch to start up the motor.
＜適訳Ｂ＞ Start up the motor by pressing the switch.
（6）英語の無生物主語構文
英語では抽象的な概念を動作主とすることができますが，
日本語で
は人間以外を動作主とすることは例外的です。
抽象的な概念を動作主
とする構文は，無生物主語構文と言われています [4]。
＜原文＞ このコマンドをお使いになると，テキストをイタリックま
たは２色で印刷することができます。
＜適訳＞ This command allows you to print text in italics or in two colors.
[4] 富井篤『技術翻訳のテクニック』丸善株式会社 1992
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誌上勉強会（39）医薬翻訳（第 25 回）

今回は、米国医薬品局（FDA）が発行する消費者向け隔月誌
“FDA Consumer” に掲載された記事を訳して頂きました。力作を
お寄せいただいた方々、ありがとうございます。
翻訳に入る前に、この記事をどのような形式で訳せばよいか、
考えてみましょう。この記事が含まれるページ “
では、

森口 理恵

シワ取り／しわ取りの件数のほうがシワ治療／しわ治療より件数
が多いことがわかります。facial ですが、大金を払って伸ばそう
とするシワはほぼ顔に限られるせいでしょう（美容の分野では首
筋のシワというのも問題になるようですが）、わざわざ「顔のシ
ワ取り」と表記するサイトは少ないようです。これらを踏まえて

FDA が最近に行った新薬の承認や措置についての短いニュース
が数本掲載されています。短い製品情報のコーナーといえば、身

タイトルは「シワ取り治療用の新製品」などと訳すとよいでしょ
う。内容は同剤の承認に関するものなので、「シワ取り治療用の

近なところでは新聞に掲載される新製品情報が思い当たります
が、新聞記事と今回の原文では発信元の立場が違います。新聞の

新製品を承認」と訳す手もありますね。
訳例：シワ取り治療用の新製品

新製品情報は企業のプレスリリースがベースですから、情報の発
信元はその製品を売り出す企業です。FDA Consumer は、日本の
厚生労働省にあたる政府機関が発行しているのですから、製品を

第 1文：Restylane (hyaluronic acid), approved by the FDA in December
2003, is the third injectable product available to treat facial wrinkles.

売るための情報ではありません。「当社の新製品を紹介します」
という雰囲気にはなりません。コンパクトな表現を使うという点
や文体の面は新聞の新製品情報を参考にしながら、発信元が政府

“third” とは皮膚に注入して使うシワ取り剤として FDA が承認
した製品としては 3 番目であることを示します。この文章は、
“Restylane is third product” が中心にあって、“approved by the FDA

機関であることを忘れないように訳す必要があります。
翻訳する前に、Restylane とは何なのか、情報を集めておきま

in December 2003” は付け足しの情報のような形で書かれていま
す。その通りの構成で和訳してももちろん間違いではないのです

しょう。アメリカで承認される製品なら、日本でも何らかの情報
があるはずです。Google で［Restylane の］（検索窓にはカギ括弧
の中の文字をスペースも含めて入力してください）をキーワード

が、
「レスチレンは 2003 年 12 月に FDA に承認された 3 番目のシ
ワ取り剤である」と訳すと記事としては落ち着きません。日本の
新聞では、「イオンは二十日、独自仕様の小型携帯音楽プレー

に検索すれば、この製品に関する日本語の情報を得ることができ
ます。詳しく説明されたサイトをいくつか読んでみましょう。

ヤーを発売する。音声メモの録音機能や（以下機能の説明）」な
どのように表記するのが定型のようです。原文の構造とは違いま

Restylane はバイオ技術で作ったヒアルロン酸で、皮下に注入する
ことでシワを伸ばす製品であること、カタカナでは「レスチレ
ン」と表記されていることなどがわかります。

すが、日本の記事にならって訳しすほうが読者には親切でしょう。
訳例：FDA は 2003 年 12 月、レスチレン（ヒアルロン酸）を
承認した。同剤は、FDA が承認したシワ治療のため顔に注入し

では、翻訳のポイントをみてみましょう。
タイトル：New Product for Treating Facial Wrinkles
Facial wrinkles は顔の皺のことですが、日本語では皺・しわ・シ
ワと様々な表記が考えられます。どういう表記が使われているの
か、［ヒアルロン酸 治療 シワ］［ヒアルロン酸 治療 皺］な
どと検索をかけて件数を探ってみましょう。
「シワ」と「しわ」が
多く使われ、「皺」の使用件数が少ないことがわかります。
Treating facial wrinkles ですが、こちらも Google で検索すると、
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て用いる製品としては 3 番目の製品にあたる。
第 2 文：Restylane is different than the other approved products in that
its effects last longer, about six months.
“other approved products” とは、レスチレンに先行する 2 製品の
ことです。「先行品」と訳してもよいでしょう。また前文に続け
て、
「3 番目の製品にあたり、先行品よりも効果が長く続く」と訳
すのも良いでしょう。
訳例：レスチレンは先行品よりも効果が長く続く（約 6ヶ月間

Honrenso
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有効）。

Japan Translation Journal No.195

る軟組織が減っている状態を意味しています。Collagen injections

第 3 文：Studies showed that Restylane, classified as a medical device

を「コラーゲン注射」と訳してしまうと、製品名のようには見え
ません。注射用コラーゲンや注入用コラーゲンなど、製品名らし

by the FDA, is safe and effective for filling moderate-to-severe wrinkles
around the nose and mouth.

く訳しましょう。
第 6 文の both treatments は前文の 2 製品を用いた治療のことで

“classified as a medical device by the FDA” の点に注目しましょ

す。訳例では 2 つの文章を 1 つにしました。
訳例：レスチレンに先行して承認された製品は、シワやニキビ

う。FDA は Restylane を drug（医薬品）ではなく medical device（医
療用具）に分類しています。Restylane を「薬」と訳してしまうと
FDA が医療用具に分類したという内容から外れてしまいますか
ら、訳語選択には注意が必要です。アメリカでの drug と device の
定義については、The Federal Food, Drug and Cosmetic Act を参照し
てください（http://www4.law.cornell.edu/uscode/21/321.html）
。日本
の薬事法でも定義されているので、参考にしてください（［薬事
法

医薬品

医療用具

定義］で検索してください）。

“Studies” は、FDA の承認を得るために企業が提出した申請資料
に含められていた臨床試験のことを意味しています。
訳例：FDA はレスチレンを医療用具に分類している。この製品
の研究では、鼻や口の周りの中等度から重度のシワの治療に安

跡などの軟組織欠損の治療に用いる注入用コラーゲンと、眉間
のシワの治療に用いるボツリヌス毒素（ボトックス・コスメ
ティック）の 2 種類であるが、いずれも効果は 4ヶ月間持続す
る。
第 7 文：Restylane is manufactured by Q-Med AB of Uppsala, Sweden.
訳例：レスチレンは、ウプサラ（スウェーデン）の Q-Med AB
社が製造している。
次回は、米国疾病対策センター（CDC）のウェブサイトにある
子ども向けのコンテンツを訳してください。

全で有効であることが明らかにされた。
Teens and Tobacco
第4文：Most people needed one injection to get optimal correction, while
about one-third of people tested needed more than one injection to get a
satisfactory result.
この文章は過去形です。このことから、この文章で述べられて
いる内容は、前文の “studies” の結果であることと考えることがで
きます。optimal correction は、本人が満足するくらいシワが伸び

What’s Really In?
You’re educated, you’re smart, and you’re aware. You know
what’s in and you know what’s out. But do you know the whole
story about what’s really in cigarettes? With teen smoking in the
rise, the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, needs

たことを意味しています。
訳例：多くの場合、1 回の注入で十分なシワ治療が行えたが、
約 3 分の 1 では 2 回以上の注入を必要とした。

your help to let students know the real deal about tobacco.
* Did you know that cigarettes contain formaldehyde-the same stuff
used to preserve dead frogs?
* Did you know that the same cyanide found in rat poison is available
in the cigarette smoke nearest you-whether you’re a smoker or

第 5-6 文：The two other injectable products approved by the FDA are
collagen injections for correcting soft tissue deficiencies such as wrinkles
and acne scars, and botulinum toxin (Botox Cosmetic) for treating frown
lines between the eyebrows. The effects of both treatments last as long as
four months.

just hanging around people who smoke?
* And how about the nicotine in cigarettes? You probably already
know that it’s addictive, but did you know that it’s also a potent
insecticide found in bug spray?
http://www.cdc.gov/tobacco/tips_4_youth/stand.htm

The two other injectable products は、Restylane の前に承認された
2種類の製品を意味しています。2種類の製品は、collagen injections
と botulinum toxin であることを読み取ってください。soft tissue
deficiencies は、ニキビ跡のくぼみや、深いシワなどの、皮下にあ

翻訳は、10 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.93 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。
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JTF 翻訳環境研究会報告
************************************
平成 16 年度第 2 回 JTF 翻訳環境研究会
平成 16 年 7 月 13 日（火）14:00 〜 16:40
【開催場所】翻訳会館
【テーマ】能力向上：ネット検索で翻訳力
を伸ばそう
【講師】安藤 進氏（フリーの翻訳者、丸善
刊『翻訳に役立つ Google 活用テクニッ
ク』）ほかを上梓）
************************************
● IT 技術関連分野の表現について―この
20 年を振り返る
富士通研究所で機械翻訳システムの研
究開発にかかわり、
（株）十印で翻訳部部
長を経験した安藤氏は、これまでの技術
翻訳およびテクニカルライティングの歴
史を振り返りながら、和訳・英訳の問題を
紹介した。出席者が学んだのは、
「見慣れ
ない表現」をどのように解決するかの答
えこそ、
「慣れ＝多読」であることだ。そ
して、翻訳での語句の使い方や表現方法
は、
「慣れ＝多読」で解決できるとし、40
億ページの用例辞典として活用できる
Google の存在がこの点でいかに重要であ
るかを確認した。
●とりあえず、Google に聞いてみよう
フルスペルのわからない略語、定訳の
わからない表現など、翻訳プロセスにお
いて、翻訳者はさまざまな問題にぶつか
る。安藤氏のような経験豊富な翻訳者で
も、毎回さまざまな分野からの翻訳依頼
を受けるので、その状況は同じである。そ
のような実体験に基づき、安藤氏は「その
まま、フレーズ指定（""）で丸ごと検索す
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る」ことを強調する。
「Google を使えば、
検索は0.5秒で問題を解決できる」
という。
例えば、ヒット件数をチェックすれば、す
でに広く使用されている表現かを確認で
きる。通じる英語であるかのチェックも、
ヒット件数の比較で検証できる。他の例
を試して、ヒット件数で使用頻度を比較
する。また、英単語と日本語単語を組み合
わせて、ヒット件数の違いを検討する。さ
らには、
「イメージ」をクリックして、文
字でなく画像を見て大まかな全体像を把
握することもできる。安藤氏によれば、翻
訳者が技術者と違うのは、翻訳者は単語
や略語がどういうものなのか（NLP 出力
の「NLP」とは装置なのか、製品なのか、
人名なのか、など）その大きな区別がわか
ればよく、その程度の理解ができれば文
脈を絞ることができ、適した訳語を選ぶ
ことができるようになると説明した。
● Google の日本サイトと米国サイト
Google の日本サイトと米国サイトを使
い分けることで、さらに多種多様な機能
を生かすことができる、という。Google
日本サイトでの日本語単語検索には日本
語特有のフィルタがかかり、表記ゆれ（例
えば、音引きを含むカタカナなど）を吸収
したあいまい検索になる。この日本語
フィルタを外すには、単語の先頭にプラ
ス記号をつける必要がある。詳細は
『Google に聞け！ 英語の疑問を瞬時に
解決』
（p.111）を参照。
●Googleにあるさまざまな機能、その他、
便利な検索サイト
安藤氏によれば、検索エンジン Google
には、一般的な「検索」だけでなく、電卓
機能、単位（互換）変換機能などは、翻訳
者にとっては大変役に立つツールもある。
また、
「予想される検索キーワード」の表

示を使えば、原文のスペルミスの可能性
も考慮して、翻訳に必要な情報を瞬時に
得ることができる。また、情報が多すぎる
という場合には、さまざまなコマンドを
使って絞込検索を行えば、緻密で効率の
良い検索を行うことができる。さらに、現
在では Google 以外にも検索に便利なサイ
トも登場しているので、上手に使い分け
れば、さらに詳細な検索も可能であると
いう。安藤氏の著書も参考にしながら、高
度な検索テクニックを身につければ、翻
訳での検索能力は飛躍的に上がるだけで
なく、仕事全体の効率もよくなる。検索能
力は、今後翻訳者にとって必須のスキル
となるに違いない。
報告者： 玉置 祐子 個人翻訳者、日本
通訳学会・翻訳理論研究会所属
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JTF 西日本セミナー報告

今回のセミナーは、画期的でした。倉橋
講師は、講演開始前にアンケートをとり、
その質問に答えていきながら参加者も巻
き込んで講演を進められました。メー
カー、特許事務所、翻訳会社、翻訳者と参
加された皆様から発言があり、業界情報
が盛りだくさんの講演となりました。
倉橋講師は、特許事務所内翻訳者を経
験後、独立して外注翻訳者となられ、現在
は翻訳会社を設立されています。ご自身
の経歴を紹介されながら、
「どうやってク
ライアントを獲得していったのか」とい
う、翻訳者ならぜひとも知りたいことを
お話しくださいました。どれも明日から
はじめられるような具体的な内容なので
すが、聞くは易し、でもそれを思いつくこ
とや、まして行動となるとなかなかでき
ないことで、皆様かなり刺激を受けられ
たようでした。

多岐にわたる内容で、全てはお伝えで
きませんが、私が面白かったことを、ご紹
介します。
○よい翻訳者、翻訳とは？
端的にいえば、特許事務所や翻訳会社
にとって都合のよい人。よい翻訳者とは、
納期を守り、ミスが少なく、ミスをすなお
に聞いてくれて、料金が安ければ更に良
い。よい翻訳とは、原文に忠実で、よく調
べていて、ヌケがない。ずいぶんご都合の
いい話ですねというところですが、ただ、
社会人として最低限のマナーもない翻訳
者がいる。少なくとも、一般常識的な電話
応対はして下さい。
○技術的バックグラウンドとは？
大学受験でも物理を選択しなかったの
で、電気関連の特許翻訳をするように
なって、実は工業高校の物理化学の教科
書と参考書で勉強しました。難しい専門
書からはじめるより、基礎的で充実して
いて、お奨めです。
ちょっと面白い話なのですが、コン
ピュータ制御のパチンコ台の特許翻訳で、
（男性でもパチンコの経験がない方がい
らっしゃって）私は、学生のころ電動式の
パチンコに通った経験があったので、
「従
来技術」のところが実によく理解できて、
「専門知識がありますね。」ということに
なったのですが、これも技術的バックグ
ランドというのでしょうか？ つまり、
日々の生活で習得していることもあるの
で、技術的バックグランドについては、そ
れほど難しく考えなくてもいいかなと

思っています。特許は最先端の技術であ
るので、たとえ工学部で勉強していても、
その知識は何年も前の知識であり、むし
ろ基礎をしっかり勉強し、そして何より
大切なことは、常に向上心をもっておく
ことです。
参加翻訳者から、
「元の日本語原稿がひ
どいものがある」との発言があれば、メー
カーの方は、
「実のところ外国出願は高い
ので、コンセプトをできるだけひろくと
り、日本の出願を3件ほどまとめていたり
するので、翻訳者には訳しにくいものに
なっていると思います。主語がない文章
になったり、特許事務所には外国出願用
の日本語に直してもらったりもしていま
す。」特許事務所の方は、
「はっきり明快に
書くことと、概念として広くとらえるこ
とは、相反することで矛盾がある。日本語
と英語の構造的な違いもあり、日本出願
の日本語をそのまま翻訳しても通じない。
そこをどうするかが特許事務所のノウハ
ウですが、これは企業秘密です。翻訳者の
知識で歪められると、あとがやりにくい
ので、
翻訳者にはそのまま訳してほしい。
」
翻訳会社の方は、
「一度見直しをすればす
ぐに分かるミスやヌケがある。少なくと
も1回は見直しをしてほしい、というのが
切なる願いです。
」といった本音トークが、
飛び交う活気あふれた講演会でした。講
演終了後も、皆様立ち去りがたいようで、
講師を交えて、又参加者同士でと話がはず
んでおられたのが、とても印象的でした。
報告者： 礒野 由美子
( 株) 翻訳センター企画室
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翻訳支援ツール委員会
支援ツール説明会報告
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操作に悩まされることなく翻訳作業に集中

タグの知識無しでもHTMLなどタグ付文書

し、ツールの利点・利便を享受しながら効率

をきれいに翻訳できる。

化が図れるとのこと。

● TransAssist の役割

TMのデータ保存形式によっては、
データ

TRADOSとの競合は考えておらず、翻訳

量が大きくなるので、TM全部を参照しよう

者が使い易いツールとして開発したものであ

とすると動作が遅くなったり、
パソコンがフ

る。TRADOSは訳文管理の観点からクライ

平成 16 年度第 1 回支援ツール説明会

リーズしたりすることがある。
その場合、
TM

アントの要請で使うケースが多いようだが、

平成 16 年 7 月 15 日（木）14:00 〜 16:00

を切り分けているが、
TransAssistが採用し

TransAssistはTRADOSとの競合より、TM

【開催場所】
（株）知財翻訳研究所

ている XML 形式はテキストファイルなの

を使う翻訳者を広げていく方向を考えてい

【テーマ】
TransAssist

で、
データ量が大きくても支障はない。

る。

【講師】岡野 信之氏（
（株）インターメディア

●簡単な操作

●翻訳者の要望を製品に反映

*****************************************

TransAssistは、
インストールすると自動

TransAssistの体験版をダウンロードする

【進行】村田 喜四郎氏（インターメディア）

的にWordやExcelのメニューバーに追加さ

とユーザーIDが発行され、サポートページ

【技術解説】山田 政彦氏（同上）

れるTransAssistをクリックして、
表示され

にアクセスすることができる。
ここで改善点

*****************************************

るプルダウンメニューを使って簡単に操作で

などを販売元と情報交換し、
インターメディ

●インターメディア

きる。それぞれの機能にはショートカット

アはその情報をもとに更に使いやすいツール

キーが割り当てられているので、慣れれば

に改善する。

代表取締役）

（株）
インターメディアは1986年に設立さ
れ翻訳業務を中心に業績を伸ばしてきた企業
である。
２年前からフリーランス翻訳者ライ

キーボード上でほとんどの操作ができる。
TRADOS はバイリンガル形式であるが、

バージョンが変わったときはアップグレー
ド料が必要になるが、
現行バージョンに追加

アン・ジンストローム氏が開発した翻訳メモ

TransAssistは原稿に直接上書き翻訳するか

される機能は無償提供を考えている。

リ
（TM）
を使用するツール
（CATツール）
を、

ら、
日本語として不自然な繰り返し文になり

● TransAssist の使用環境

相互の協力のもとに製品化を目指してきた。

がちな箇所も適切に訳せる。
訳した後も原文

TRADOSとのデータ互換性を持たせ、さ
らに機能アップしてTransAssist Ver. 1.0を
今年の5月に発売された。
公の場で公開するのは、
この説明会が最初

はメニューから簡単に呼び出せる。
●TRADOSのTMをインポート／エクスポート
TRADOSで作成されたTMをインポート
することができ、
TransAssistで作成したTM

である。

をTRADOS用にエクスポートすることがで

●翻訳の実務から生まれた翻訳支援ツール

きる。

TransAssistの特徴
税込み39,900円とCATツールとしては非
常に安価で、XML形式翻訳データベースな
のでソフト自体が軽く、
処理速度は非常に速
いという特徴がある。
従って、従来のCATツールの処理速度は
パソコン自体の性能に依存する傾向にあった
が、
TransAssistはロースペックのパソコン
でも快適に動作する。
また、例えばTRADOSの場合は翻訳管理

TransAssistを使って翻訳すると、TMは

Microsoft Office 連携：Office 97 以降
● TransAssist の入手法
TransAssistはダウンロード販売のみで、
最初に無料体験版を以下のURLからダウン
ロードしてテスト可能（容量約5MB）
。
http://www.transassist.com/

●用語集

問い合わせ：info@transassist.com

TMとは別に、
クライアントから支給され
た用語集や、翻訳者が作成した用語集は
Excel形式であれば一括登録することが可能
で、
グロサリウインドウに表示できる。
しかも、1 対 1 ではなく 1 対複数の訳語が

■次回の説明会
JTF翻訳支援ツール委員会は、
次回の説明
会は9月に東芝ソリューション株式会社にお
願いする予定。

列挙される。
翻訳作業中にグロサリファイルに登録する
ことも可能である。

り、操作も煩雑になる。TransAssistは翻訳

●タグ付ファイルの翻訳
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メモリ（RAM）
：64MB（128MB 推奨）

自動的に作成される。

機能があるので、ソフトの構造が複雑にな
会社の視点を加えたツールなので、
煩わしい

Windows98、Windows Me、WindowsNT、
Windows 2000、Windows XP

同梱されているTagAssistを使用すれば、

報告者： 久徳 省三 JTF翻訳支援ツール
委員会委員長
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EXPO2005 愛知万博

法人会員のご賛同とご協力のお願い

JTF EXPO 委員会委員長
(社)日本翻訳連盟(JTF)は、小泉内閣が掲げる 2010 年『観光
立国日本』の趣旨に賛同し、世界各国の団体・企業が参加して開
催される「EXPO2005 愛知万博」において、経済産業省と協議
しながら、翻訳サービスの提供に協力いたします。国内関連機関
および海外参加国に対する翻訳サービス紹介・協力関係構築を通
じて、
今後の我が国の翻訳産業の発展に寄与したいと考えていま
す。この協力活動を実施するにあたり、特に JTF 法人会員のご
賛同とご協力をお願いする次第です。
JTF が行う主要活動は以下の通りです。
(1) 法人会員の紹介
海外からの愛知万博参加団体に JTF 法人会員を紹介する。
(2) 発注情報の提供
愛知万博参加団体からJTFへの見積り依頼に基づく発注情
報を各法人会員へ報告し、受注の円滑化を支援する。
具体的には、
「EXPO2005 愛知万博」に参加する 125 カ国、8
団体、およびその他関係団体など、合計約 200 の組織に対して

さる 7 月 29 日、経済産業省商務情報
政策局サービス産業課大野担当官およ
び、河村理事委員長を中心とする JTF
の EXPO 委員が、名古屋にある愛知万
博協会本部を訪問した。「観光立国日
本」に向けて JTF が業界団体として愛
知万博へ参加協力する旨を説明し、協
会側からは、9 月以降に参加国団体が
パビリオンの引渡しする際に行われる
説明会などでJTFのパンフレットを配
布できるよう検討するとの回答をいた
だいた。さらに、愛知県、名古屋など
の市町村、観光協会をはじめとする関
係団へ活動を展開することに対しても
共感を得た。

河村

敏

2004 年 9 月上旬に紹介パンフレットなどを送付・配布する予定
です。
クライアントからJTF事務局へ見積依頼書が届いた場合には、
ご賛同いただいた法人会員へＥメールにて依頼内容をお知らせし
ます。また、紹介パンフレットには法人会員の連絡先を掲載致しま
すので、クライアントが直接法人会員と交渉することも可能です。
JTFは法人会員の紹介のみ行います。
クライアントからの発注
状況については、最適かつ公正に法人会員に報告しますが、JTF
は価格、納期等の契約内容に関しては一切関与できません。受付
期間は愛知万博開催準備期間から終了(2005 年 9 月 25 日)まで
とし、翻訳の対象は愛知万博に関連するものに限定致します。
対象言語は、原則として英語、中国語、韓国語、仏語および西
語とし、
これ以外の言語による翻訳業務の受注は各社が任意で行
うこととします。
JTF は、この活動を推進するにあたって、名古屋に本部を置く
(財)2005年日本国際博覧会協会等の関係団体と協力致します。
お
問合せは事務局までご連絡下さい。

(財)2005 年日本国際博覧会協会
事業企画本部
市民参加促進グループ担当の方々

河村敏JTF EXPO委員長（JTF理事）
経済産業省商務情報政策局サービス産業課
大野高志担当官
東郁男委員（JTF常務理事）
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移動が大変
ロシアでひとり
移動が大変―ロシアでひとり
JTF 理事、（株）
ランゲージ・ドキュメンテーション・サービス代表取締役
シェレメチェヴォ空港について尋ねると、
ロシアのサンクトペテルブルグで 6 月
に開かれる催しものに出ることになった 「この飛行機は、モスクワまでのお客様を
降ろしてからすぐローマへ向かいます。
とき、どういうルートで行くか迷い、日本
従いまして私たちも搭乗員もモスクワで
の航空会社に問い合わせた。いろいろ調
降りたことは無いのです。
」そうかそれで
べていると、どうもパリ、ロンドンなど欧
州の都市から乗り継ぐ方がスムースに行
こんなに観光、ショッピングが目的らし
くような気がした。しかしそこで、
「お客
い壮年の女性客が多いのか。
様、成田―モスクワ間の方が距離的に短
結局モスクワで降りた人は数えるほど
くなっております。
料金的にもお得です。
」 で、入国管理の窓口に並ぶのも早かった。
と逆らえない一言が飛んできた。やむな
しかし私の 3 人前にいた背広姿の日本人
くモスクワのシェレメチェヴォ空港に午
が、何か書類が足りないらしく後ろへ戻
後 3 時 50 分に到着し、同日午後 5 時 50 分
れ、と言われている。戻ってくるのを途中
発のサンクトペテルブルグ行きに乗り継
でつかまえて聞くと、
「入国カードが無い」
ぐことになってしまった。しかもチェッ
と言われたとのこと。やっぱり入国カー
クインの際、
「お客様、よろしいですか。国
ドはいるんだ、と改めて納得。他の機から
の乗客で混み始めた列の先頭から 10 番目
際線から国内便に乗り換えていただくわ
を泣く泣く離脱。用紙が置いてあるとい
けですから、荷物を必ずとって国内線の
うカウンターに行くと、今度は用紙が切
空港に移動してください。」と言われて愕
れている。通りかかる制服を着た係官の
然とした。大きな荷物を持って、いろいろ
誰に聞いても、
「自分は担当じゃない」と
ややこしそうな国の空港間を短時間で移
動して乗り継ぐのはかなりたいへんだ。 肩をすくめる。結局用紙が到着するまで
2 5 分かかった。記入して列に並び直し
ヨーロッパ経由にすればよかったと、一
やっと入国管理を抜けたとき、離陸まで
挙に後悔が押し寄せてくる。
それでも何とか気を取り直して着席。 40 分を切っていた。ロシアの場合、宿泊
場所はビザ申請時に招待状などと一緒に
いざ出発。機内では、面白い映画をやって
提出する。急に予定が変わったからと、空
いたのでつい見てしまう。思えばこの時
港のホテルに行って泊めてもらうことは
間を利用して、
「地球の歩き方」388 ペー
できない可能性がある。乗り遅れると空
ジ 入国と出国 を読んでおくべきだっ
港で一夜を明かすことになるかもしれな
た。入国カードに関しては、ちらっと頭を
かすめたが、復路のロンドンの入国カー
い。
ドは既に渡されていることから、必要で
スーツケースを取りに走り、他の到着
あれば入れているだろうと勝手に解釈し
便のところも探し回ってなんとか見つけ
ていた。しかもビザには、入国カードと日
た。あと 25 分。次はシェレメチェヴォ II
本語で書いてあり、入国カードを兼ねて
国際空港から、サンクトペテルブルグ行
いるように見える。搭乗員にモスクワの
きが出るシェレメチェヴォ国際空港 I へ
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の移動。817 番のバスがあるはず。でも間
に合うだろうか。と心を見透かすように、
茶色のジャケットを着た恰幅も愛想も良
い男性が、
「タクシー要らない」と声をか
けてくる。
「要らない、バスがあるでしょ。
」
と言うと、
「でも 1 時間で 1 本よ。間に合
うの？」うーん。空港の中にある「TAXI」
と書いてあるカウンターの方へ連れて行
かれた。値段を聞くと50USドル。迷うが、
飛行機に乗り継げなかった場合の面倒さ
を考えると選択肢はあまり無い。でカウ
ンターでお金を払ってそのタクシーに乗
る。国際空港 II と I の位置関係がわからな
いので、このルートが正しいのかどうか
も定かでなく、このまま殺されて金品を
奪われても不思議ではない気がして、
そっと運転手の方を窺う。先ほどの客
キャッチの男性とは違って、実直そう。そ
れでも西日が当たる車の中で不安と格闘
していた。無事にタクシーを降りて国際
空港 I に入ろうとすると、長蛇の列。人ご
みをより分けて進んでいくと、玄関を
入ってすぐのところに置いてある機械で
荷物検査をしている。私もそこで列に入
れてもらい、荷物を機械に通す。離陸まで
10 分。割とこじんまりした空港だが、と
にかく英語の表示が見当たらない。あた
りにいる人に聞いても英語はまったく通
じない。仕切りの向こうは出発ゲートら
しい。よく見るとかろうじて手前の一箇
所が開いている。仕切りの向こう側に
座っている女性に尋ねる。離陸まであと5
分。すると向こう側のカウンターを閉め
ようとしていた男性が、
「あなた急いだ方
がいい」とこれは英語で私に怒鳴った。乗
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客リストに名前があったので、すぐわ
トもホテルが提供していてしかも安かっ
額を考えながら「40」と書くと、全然話に
かったのだろう。荷物をチェックインし
た。私も順調に目的を果たして、いよいよ
ならないと肩をすくめるだけ。しかし
て、サンクトペテルブルグ行きの座席に
ロンドンへ出発という日がやってきた。 300US ドルなんて法外で払えない。断っ
座ったときの気持ちは、言葉に尽くしが
念のため朝食後フロントへ行って、
「午後
て道路をまた 2 本越えて戻る途中ふと、
たい。
2時5分の飛行機に間に合うように空港に 「ルーブルで言っているのかもしれない」
ほぼ定刻どおりに、サンクトペテルブ
行きたいのですが、タクシーは予約しな
と思いつく。念のため先ほどのシャトル
ルグのプールコヴォ空港に到着。もう乗
くていいのですか？」
「しなくていいです。 バスの運転手に、
「300 と言われた。ドル
り継ぎは無いので、手荷物を回収する前
たくさんいますから。」そう、確かにホテ
だととんでもない料金だが、ひょっとし
に両替しようと気をつけて見ていくがそ
ルの表玄関のあたりにいつも止っている。 てこれはルーブルで言っているのか？」
れらしいところは無い。見落としたか、別
10時半に最後の打ち合わせをして荷造り、 と尋る。
「そう、彼はルーブルで言ってい
の建物にあるかだ。手荷物回収室の手前
12 時には支払いを済ませて表玄関に立っ
る。」ルーブルなら 1,110 円だ。確かプー
で ATM 状の機械を見つける。たむろして
ていた。たいていタクシーが 3，4 台たむ
ルコヴォ空港からホテルまでもルーブル
いるタクシーの運転手をかき分けキャッ
ろっている場所を見る。えっ、一台もいな
で払っている。私は取って返し、ルーブル
シュカードを入れてみる。むーだめだ。2
い。5 分ほど待ったが現れない。玄関脇の
はもう小銭でしか持っていなかったので、
回トライしたが引き出せない。あきらめ
荷物室に飛んでいき、係りの若い男性に 「同じ額をUSドルで払うことでいいか」
と
て手荷物の回収部屋に入る。どうしよう
尋ねる。一緒に表玄関に出てくれたが、英
確認した。スーツケースを取ってきて車
ルーブルが無い。ここで名案がひらめい
語が苦手らしく 3 分経とうかという頃
に乗り込むと、車内は掃除をしたことが
た。次の日からイベントは始まるから、今 「You must speak to the driver.」と言う。 無いのではないかというほど、いろいろ
日この便でモスクワから飛んできた人は
それはわかっている、でもその前にspeak
なものが散乱している。でも、そこそこ現
いるはずだ。ロシア人とは違う風体の、外
to するドライヴァーはどう探すの？彼は
地の人値段と 白タク というものを初め
人を探せ。いましたね私と似ているが、 あらぬ方向を指差す。うーん、わからな
て体験できて、面白かった。その後は、い
ちょっと違う顔立ちの男性が。「あのー、 い。とりあえずお礼を言って、あたりを見
つもどおり玄関でのセキュリティー・
ひょっとしてプールコフスカヤ・ホテル
回すとホテルと中心街を 2 時間おきに繋
チェックを抜け、パスポートを穴の開く
で開かれるフォーラムに参加される方で
ぐシャトルバスが運転手ごといる。前日
ほど調べられ、やっとチェックイン。英国
すか？」
「はい、そうですが。」ここからは
会議を抜け出してネフスキー大通りまで
航空の座席に座ったときは、ほんとうに
スムースに話が運び、ホテルまでタク
行った時は、もっと年配の運転手さんで
ほんとうにほっとした。
シーに同乗させてもらえることになった。 英語は全く解さなかった。でも今度の人
でロシアを嫌いになったかというと、
しかもモスクワでしっかり両替してきて、 はかなり若い。近付いて行って、「タク
そんなことは全然無い。今回は一人だっ
ルーブルも持っているという。やっ
シーはどこでつかまえるのですか？」と
たのでいろいろ余計に大変だったが、も
たぁー。彼は北京にある米系コンピュー
尋ねると、先ほどの荷物係の男性と同じ
う一人いれば平気。なんと言ってもサン
ターメーカーの人であった。乗るときに
方向を指差しながら、
「あそこにバス停が
クトペテルブルグは魅力的な町で、ロシ
運転手と料金の交渉をしないので、いい
あって、そのちょっと向こうに白い車が
アの人も普通はとても大らかで話してい
のかなーと思ったがその日はエネルギー
止っているでしょ？ あれがタクシー。」 て気持ちが良い。もう少し旅行制限が撤
を使い果たしていたので、恩知らずにも
確 か に 白 い ポ ン コ ツ 車 が 止 っ て い る 。 廃されたら、またぜひ行きたい。
私は黙っていた。ホテルに着いて、運転手
TAXI の表示は上に載っていない。お礼を
に 1000 ルーブル（約 3,700 円）と告げら
言って、道路2本越して白い車にたどり着
れ、さすがに彼は絶句していて申し訳な
き、60 代と思しき運転手に話し掛ける。
く思ったが。
まったく英語は解さない。これは予想し
ホテル内やイベント会場では英語で
ていた。メモ用紙に運賃を書いてもらう。
すべてが進み、懸念だったインターネッ 「300」ええっー 3 万円。私が来たときの金
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ローカライズとチームワーク
個人翻訳者、ローカリゼーションスペシャリスト

ローカリゼーションのプロジェクト、
ある
いはオンサイトの仕事で、
翻訳者が
「チーム」
や「グループ」を組む。いまどき珍しい話で
はない。
社内で馴染みのチームから、
人材派遣やフ
リーランサーを寄せ集めた、
「傭兵部隊」と
言っていいチームまで、さまざまだと思う。
■チームの成り立ちと目的
ここ数年ならば、翻訳支援ツールを使っ
て、ネットワーク経由で用語や訳文（翻訳メ
モリ）を共有することも可能だ。セキュリ
ティや帯域が十分に確保できるようになれ
ば、
チームをオンサイトに集めなくとも済む
のではなかろうか。
しかし現状はさまざまである。
翻訳チーム
の前後の工程に執筆チームや制作チームが控
えている場合などは、
各チームが大規模であ
るほど、
お互いに顔を見て仕事をすることが
大切だとも言える。
体制が決まれば、
翻訳チームの目的自体は
単純なのかも知れない。既定の翻訳規約に
沿って、用語も一貫した均質な訳文を、所定
の分量で納品し続ければよい。
しかし実際に
は、
そう簡単に済む話ばかりではないようだ。
■チームメンバーの要件
翻訳チームのメンバーは、
それなりの理由
や基準に従って選ばれるものだと思う。
しか
し、そうしたメンバー同士でも、翻訳の技量
や知識、
仕事の方法などは異なるものである。
プロジェクトが始まったばかりの頃には、
新しく覚えなければならない事項が必ずあ
る。
「適応力が試される場」だと言えるが、付
け焼き刃ではどうにもならない事項も多い。
特に、
作業に使用するソフトウェアやハード
ウェアに関する知識や技術を持ち合わせてい
ない場合、
手っ取り早く対応するには他者に
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頼ることになる。
だからこそ、翻訳支援ツールの使い方な
ど、自らの仕事環境に関する知識は、いわゆ
る「素養」として、語学力と同様に普段から
意識して習得すべきだろう。もちろん、こう
した知識や技術があれば、翻訳以外の点で
チームに貢献することもできる。ときには、
翻訳の巧拙よりも、
こうしたツールを正しく
使えるかどうかの方が、
プロジェクトの進捗
に大きく影響する。
近年は、
翻訳メモリで訳文を共有して表記
や表現の統一をはかり、
文書ファイル内には
タグを組み込んで、DTP などに利用すると
いった方式が普通になっている。
表記規則を
守っていなかったり、タグ類を削除してし
まっている訳文があると、
それを修正および
消去したり、
崩れてしまったページレイアウ
トを直していくといった、
追加作業が生じて
こうした状況をプロジェク
しまうのである。
トの初期段階で解消するために、
メンバー同
士で協力した方がよいと思う。
■チームワークとコスト
よく口にされながら実践は少なく、
現場で
気が付いても言いにくいのが、
チーム運営方
式のドキュメント化である。
小さなチームで
は、作業方式が担当者の裁量に委ねられる
ケースも多い。日々の作業を側で見ていれ
ば、
暗黙のうちに理解していることがあるだ
ろう。しかし、チームが常に安定していると
は限らない。担当者が突然変わり、引き継ぎ
に手間取ったという話を聞くこともある。
たとえば、他の人が担当していた作業の
ファイルをいきなり見せられたとしても、
そ
の意図を即座に理解するのは難しいと思う。
具体的な手順をまとめた作業マニュアルがな
いと、引き継ぎに伴う追加作業に、時間とコ
ストがかかるのである。

また、
プロジェクトに関わる全員を一つの
チームとしてとらえると、
プロジェクトのコ
ストに対してより直接に、
かつ大きく影響し
うるのが、管理側の意識である。
ローカライズのプロジェクトは、
客先から
案件を受注して、
翻訳者を集めて送り込めば
それで仕事が済む。
というほど簡単な話では
ない。当たり前の原則である。しかし、これ
が実際の行動に反映されないケースもあるよ
うだ。事実、いざプロジェクトが動き出した
ら、
現場からの報告への対処が遅くなったと
いう例を耳にする。
何らかの懸念事項があっても、
早めに対処
を済ませていれば、無事に収まるはずであ
る。しかし、本来ならばプロジェクトの準備
段階で必要な事務処理を先送りにしていたば
かりに、非常に切迫した状況を招いて、多大
な追加出費を強いられたという事例すら、
現
実にはあるという。
■「標準」の必要性
さらに、
客先で仕事の進め方のすり合わせ
に苦労することもあるという。
ところ変われ
ば品変わる、ではないが、共通の目標に力を
合わせるべきところで、
方法論の違いから軋
轢（あつれき）が生じて仕事の効率が下がる
のは、もったいない。
ローカライズプロジェクトでのビジネスプ
ロセスや作業方式に関する標準、
あるいは共
通認識が普及していれば、と感じさせられ
る。プロジェクトの進め方といった大枠か
ら、用語集の作り方などについて、どこでも
ローカライズプロジェクトの打ち合わせの
ベースになるような、
業界標準があってもい
いと思う。
そうした標準を共有することで、
プロジェ
クトチームのメンバー同士の共通認識も得や
すくなるのではなかろうか。
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今月は、
データのバックアップについて検

データのバックアップ
井口 耕二

が搭載されているPCがMOよりははるかに

■バックアップソフト

討してみましょう。

多いことなど、それなりの利点があります。

■完璧なバックアップ方法

ただ、
何年分ものデータをバックアップしよ

トからシェアウェア、
フリーウェアといろい

バックアップのソフトは、
パッケージソフ

うとすると、容量が不足することがありま

ろなものが出回っています。Vector（http://

にはさっと完璧なデータを復元できる……そ

す。また、書きこみに時間がかかります。

www.vector.co.jp/）
などで探してみるといい

んなバックアップ方法は
「ありません」
。
バッ

◎ HD

でしょう。

手軽でコストもかからず、
何かあったとき

クアップデータは元データが壊れたときに利

壊れやすいといわれるハードディスクです

選ぶときのポイントは、
世代管理ができる

用するものですが、
元データ側とほぼ同時に

が、同時に2台が壊れる可能性は1台が壊れ

ものにするか、シンプルな同期（ミラーリン

バックアップ側が壊れることもあり得ます。

る可能性より低いので、
バックアップにも使

グ）のみのものにするか、でしょう。

二重では不足と三重、
四重にデータをコピー

われます。
安全性が少し落ちるかわり、
容量が

世代管理可能なソフトなら、
古いファイル

すれば、
それだけデータが復元できる可能性

大きく、速度も速いとなかなかに便利な方法

も残るので、
間違って書き換えた場合に古い

は高くなりますが、
手間も費用もかかります

です。
私はHDでバックアップをしています。

ファイルに戻って作業をすることができま

し、三重、四重でさえデータが同時に失われ

ポイントは、必ず複数のHDを使うこと。

る危険性がゼロになることもありません。
追求しても完璧にはならないのだから、
適

同じHD内でのコピーは、HD自体が壊れた

す。そのかわり、バックアップに必要な容量
がどんどん大きくなっていきます。

らバックアップも一緒にだめになります。
デ

同期のみのシンプルなソフトでは、
最後に

当なところで妥協するのが現実的でしょう。

スクトップ PC に HD を増設し、新旧の HD

行ったバックアップのときのファイルが残る

■バックアップメディア

間でバックアップするのもあまりよくありま

だけで、
古いファイルに戻ることはできませ

個人レベルでもバックアップに使えるメ

せん。HD以外のところが壊れたとき、PCか

ん。間違って削除したあと、バックアップを

ディアは、MO に CD-R、DVD、HD（ハー

らHDを取り出し、他のPCにつなぐという

行うと、
バックアップ側も削除されてしまい

ドディスク）などがあります。メディアごと

手間がかかります。しかも、OSが異なるPC

ます。そのかわり、バックアップに必要な容

に、
特徴をざっと見てみましょう。

につなぐとデータが読み出せないこともあり

量は本来のデータ量と同じです。

◎ MO

ます（Windows XP から Windows 98 につ

■さらなるバックアップ

くり返し使えますが、既製PCにふつうは

なぎかえた場合など）
。

PC間でバックアップしたりCD-Rなどに

ドライブが搭載されていないなど、
汎用性の

現実的なのは、複数PC間でのバックアッ

バックアップしても、
家が火事になったりし

面で問題があります。PCが壊れたとき、
MO

プです。PCを買い換えるとき、古いPCを残

たら……一度にデータがなくなります。
そう

が読めるPCが見つけられなければ、せっか

して新しい PC と LAN で結び、古い PC へ

いうケースへの備えとして、毎日、仕事の最

くバックアップしたデータも読み出せません。

バックアップします。古いPCを他の用途に

後に、
仕掛かりファイルを添付メールで自分

◎ CD-R

使うなら、仕事用PCとの間で相互にデータ

に送っておくという人もいます。PCが全滅

利点は、ほとんどのPCで読めること。欠

をバックアップします。どちらかのPCが壊

しても、
すぐに必要なファイルはプロバイダ

点は、
容量が小さく複数枚に分割バックアッ

れても、
もう一台にデータが残っているとい

のメールサーバに残っているというわけです。

プするため面倒であること、
書きこみに時間

うわけです。

ウェブディスクの活用も考えられます。
利

ネットワーク接続（NAS）や USB 接続の

用形態は、有償／無償、専用ソフト／ブラウ

渡しには便利ですが、
バックアップに最適と

HD を使う方法もあります。仕事用 PCが壊

ザ可といろいろです。
バックアップ用途なら

は言いがたいでしょう。

れたとき、
NASならそのまま他のPCからア

ブラウザ可のサービスがいいでしょう。
いよ

◎ DVD

クセスできますし、
USBでも他のPCにつな

いよになったら、
友人のパソコンを借りてダ

ぎかえるだけでデータが読み出せます。

ウンロードするという荒技も使えますから。

がかかることなどがあります。
データの受け

CD-Rよりも容量が大きいこと、
ドライブ
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法人会員プロフィール

株式会社 ユニコー
（本社 翻訳部）

外にも多くのお客様から受注をいただい

登録通訳者を軸に翻訳とセットで営業活

ております。

動を推進しております。

当社は、
高品質の翻訳を保証するため、

続いて、
実務英語教育事業ですが、
日立

〒243-8510

翻訳者自らのチェック、ネイティブの外

ユニシア社員の語学力を総合的に高める

神奈川県厚木市恩名1370番地

国人によるチェック、さらに日立ユニシ

各種教育を、豊富なビジネス経験を基に

TEL : 046-225-8093

アおよび自動車メーカーの実務経験を持

社内で企画し、研修は外部講師に委託す

FAX : 046-225-8094

つ語学堪能なスタッフが最終チェックを

る形で運営しています。
そして、
語学レベ

E-mail : toshio_ohya@unc.hitachi-

行う、3 段階チェックによる品質確保を

ルの評価試験（TOEIC）も翻訳部で受託・

unisia.co.jp

モットーとしております。

運営しております。
また、
このノウハウを

翻訳品質は、翻訳者の総合力で決まる

基に、語学対応力強化を必要としている

〒372-0023

と考えております。この翻訳者の総合力

日立ユニシア関連子会社向けの教育にも

群馬県伊勢崎市粕川町1671-1

とは、
語学が出来るのは勿論、
ご依頼文書

取組んでおり、
将来的には、
企業の語学教

TEL : 0270-26-7300

の理解力、技術・ビジネスの理解力、文章

育ニーズに即した教育研修プログラムを

FAX : 0270-22-2563

での表現力、これらのベースであるグ

設け、
事業の柱の1つに育てたいと考えて

ローバルな常識、良識などの総合的な結

おります。

（群馬 翻訳部）

果と考えています。
当社の翻訳者は、
社内

また、人材派遣事業については、翻訳・

株式会社ユニコー翻訳部は、自動車の

メンバーも、
登録の方も企業
（日立ユニシ

通訳事業の延長線上の位置付けとし、語

機能部品・電子部品の大手製造メーカー

ア・自動車メーカー）の実務経験者から

学力と実務経験を生かした派遣を希望さ

である日立ユニシアオートモティブ（旧

なっており、総合力に加えて実務経験を

れる登録訳者の方たちによる、語学指向

ユニシアジェックス）
の100%子会社とし

ベースとした非常に品質の高い翻訳を

の人材派遣サービスを行っております。

て 1998 年 2 月 2 日に旧社名（株）ユニシ

行っています。

ユニコー翻訳部では、
翻訳／通訳・実務

アエクレートとして創立、営業を開始し

翻訳ソフトに関しては、翻訳の主体が

英語教育・人材派遣サービスにおいて

ました。その後、2003 年 1月 31 日に日立

多種多様な翻訳もの（各種基準書、仕様

「質」を追及し、お客様の満足と納得のい

ユニシアの100%子会社（株）ユニコーに

書、
契約書等の一品料理的なパターン）
が

ただける総合的なサービスを提供してま

統合され、神奈川県厚木市の日立ユニシ

多い関係で、翻訳ソフトを活用した機械

いります。

ア敷地内に本社翻訳部をおき、日立ユニ

翻訳が出来ないという悩みを抱えており

シア群馬地区に群馬事務所をおいて、２

ます。お客様の廉価翻訳要求やスピー

拠点で営業を行っております。

ディーな翻訳要求に応えるためにも、是

ユニコー翻訳部は、旧ユニシアエク
レート
（旧ユニシアジェックス社内で、翻

今後とも皆様のご協力を賜りますよう
宜しくお願い致します。

非活用したく皆さんのアドバイスを頂き
たいと思っております。

訳を専門に行っていたグループを核にし

次に、
通訳分野ですが、
翻訳の様な３ス

て分社化した会社）の事業を発展的に継

テップチェックでお客様の要求レベルに

承した事業部で、特に自動車関係の翻訳

持って行くことは許されない、
GoodかNo

を強みとしており、
翻訳／通訳を核に、
実

Good の一発勝負の仕事で、
程々の通訳で

務英語教育、
人材派遣の3事業を柱として

は継続して仕事を頂くことは不可能です。

活動しております。
また、
日立ユニシア以

経験豊富な社内通訳者と実力の分かった

株式会社 ユニコー
翻訳部
〒 243-8510 神奈川県厚木市恩名 1370 番地 日立ユニシア別館 A 2F
TEL: 046-225-8093 FAX: 046-225-8094 E-mail: toshio_ohya@unc.hitachi-unisia.co.jp
■募集スタッフ
●登録翻訳・通訳者（言語：英語、仏語、中国語他、分野：自動車、機械、電気、コンピュータ他）
■応募方法
●ご応募は、業務、言語、分野、等を明記の上、履歴書、翻訳・通訳経歴書を郵送してください。
追ってご連絡します。尚、お送り頂いた履歴書等はお返しいたしかねますのでご了承ください。
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