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翻 訳 の 未 来 を 考 え る

一般社団法人 日本翻訳連盟 機関誌 日本翻訳ジャーナル

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

What is ISO?
ISO (International Organization for 
Standardization) is the world’s largest 
developer of voluntary International 
Standards. International Standards 
give state of the art specifications for 
products, services and good practice, 
helping to make industry more efficient 
and effective. Developed through 
global consensus, they help to break 
down barriers to international trade.

What we do
ISO develops International 
Standards. We were founded in 
1947, and since then have published 
more than 19 500 International 
Standards covering almost all 
aspects of technology and business. 
From food safety to computers, and 
agriculture to healthcare, ISO 
International Standards impact all 
our lives.

About 

ISO
■ 第23回 JTF翻訳祭・ご案内　星田和恵
■ 翻訳業界の実態調査アンケート　川村みどり

特集
ISO17100の衝撃

知らなければ世界から取り残される
『翻訳の国際常識』

https://twitter.com/mskyoko0514
https://twitter.com/rcs00731
https://twitter.com/NaokoSelland
https://twitter.com/jasminemay22
https://twitter.com/filmbuff7182
https://twitter.com/9innings
https://twitter.com/Ttakino1
https://twitter.com/yumeran
https://twitter.com/gohgo1120
https://twitter.com/wannabe05
http://www.sdl.com/jp/aboutus/careers/careers.html


十印は、
プラスのしるし。

十印は
2013年で創立50周年

みなさまのご繁栄にプラスします。

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

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。

〒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
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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　Phone: 03-3455-8712

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。

C o m m u n i c a t i o n s  f o r  a  g l o b a l  m a r k e t p l a c e

http://www.to-in.com/
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日本翻訳ジャーナル編集長

［ 編集長からのメッセージ ］
皆さんは ISO という組織をご存知でしょう

か？ ISO（国際標準化機構）は国境を超えた
規格の標準化の推進を目的とする組織であり、
1947 年に設立、本部はスイスのジュネーブに
置かれ、2013 年 8 月現在で 163 ヶ国が加盟
しています。この組織が担っている「規格の
国際標準化」という活動は、現代社会が存続
できるための前提条件として非常に重要です。
一例として国際物流での事例を紹介します。

現在海上貿易額の６割を占めると言われる
国際海上コンテナは「ISO によって外形寸法・
内寸寸法・強度・コンテナの積み上げや固定
に必要となる隅金具などが決められており、
国際的な船やトレーラー等によるスムーズな
複合一貫輸送に大いに貢献して」います（出
典：『国土交通省国土技術政策総合研究所資
料 No.478』渡部他）。国際海上コンテナの勃
興期であった 1950 年代当初は船会社ごとに
サイズの異なるコンテナを使っていました
が、その状況を放置して「船社ごとにコンテ
ナのサイズが異なると、船へのコンテナの積
み付けや、荷役機械でサイズの違うコンテナ
の取扱いをしなければならない、スプレッ
ダーと呼ばれる荷役時の補助具を複数準備し
なければならないなど不都合が多く、輸送が
非常に非効率となるおそれがあった」（出典
同上）ため、まず米国の管理局が規格を定め、
後 に 米 国 が ISO に 規 格 の 統 一 を 働 き か け、
1960 年代に ISO の技術委員会 TC104 におい
て順次 ISO 規格が承認されて、今日の標準規
格が実現されました。

ひるがえって翻訳業界の現状を考えてみま
しょう。翻訳会社のホームページをみれば、
優れた品質の翻訳を複数の言語・多様な分野

にわたって提供しますと書いてあるのが普通
です。翻訳を発注する側にはそれぞれに個別
の事情があり、自分の需要にぴったり合った
仕事をしてくれる翻訳会社ないし翻訳者をス
ムーズにみつけたいはずですが、ホームペー
ジに書かれている「自己 PR」だけでは基準
があいまいすぎて「自分の個別需要を満たし
てくれるのかどうか」の判断がつきません
し、複数の翻訳会社の客観的な比較もできま
せん。何らかの客観的な基準が欲しいと考え
るのは当然です。

欧州ではこのような市場のニーズにこたえ
る形で、2006 年に欧州標準化委員会（CEN）
が 翻 訳 業 界 の 品 質 に 関 す る「 欧 州 規 格 」
EN15038 を定めました。英独仏を含む欧州の
CEN 加盟 13 ヶ国では、同規格はすでに各国
の国内規格としても発行しています。そして
この EN15038 の実績と経験をベースに、現
在 ISO の技術委員会 TC37/SC5 において検討
されている規格が ISO17100 です。TC37/SC5
は、2012 年に「Translation projects - General 
guidance」として TS11669 を制定済みであ
り、これをベースに 2014 年に「Requirements 
for translation services」 を 定 め る ISO17100
を制定すべく議論を重ねています。

今月号では、すでに制定されている TS11669
の 解 説 記 事 を PDF 版 に 掲 載 す る と と も に、
ISO17100 の制定状況と業界に与える動向を紹
介するインタビュー記事を Web 版に掲載しま
した。この 2 本の記事だけで ISO17100 のすべ
てを紹介することはとてもできませんが、一
人でも多くの方が、これらの規格が翻訳業界
にもたらす可能性について考えるきっかけと
なればさいわいです。

2013 年 9 月
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ISO

国際標準化機構（こくさいひょうじゅん
かきこう、International	Organization	for	
Standardization、略称 :	ISO（イソ、ア
イソ））は、電気分野を除く工業分野の
国際的な標準である国際規格を策定する
ための民間の非政府組織。本部はスイス
のジュネーヴ。スイス民法による非営利
法人。公用語はフランス語、英語、ロシ
ア語。各国 1機関が参加できる。国際標
準化機構が出版した国際規格（IS）も、
一般にはISOと呼ぶ。（出典「Wikipedia」。
同サイトの記述を転載）

What is ISO?
ISO (International Organization for 
Standardization) is the world’s largest 
developer of voluntary International 
Standards. International Standards 
give state of the art specifications for 
products, services and good practice, 
helping to make industry more efficient 
and effective. Developed through 
global consensus, they help to break 
down barriers to international trade.

What we do
ISO develops International 
Standards. We were founded in 
1947, and since then have published 
more than 19 500 International 
Standards covering almost all 
aspects of technology and business. 
From food safety to computers, and 
agriculture to healthcare, ISO 
International Standards impact all 
our lives.

About 

ISO
一般社団法人 日本翻訳連盟
〒104-0031
東京都中央区京橋 3-9-2 宝国ビル7F
TEL. 03-6228-6607　FAX. 03-6228-6604
E-mail. info@jtf.jp　URL. http://www.jtf.jp/
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一般社団法人日本翻訳連盟が前回の翻訳業界実態調査アンケートを実施してか
ら、早いもので 5 年経過しました。

2004 年から業界の現状を数量的に把握するために始まった翻訳業界の実態調査
アンケートは、2 回目が 2005 年、3 回目が 2008 年でした。そして 5 年ぶりに今回
の第 4 回業界調査を行うこととなります。アンケート実施期間は 2013 年 9 月～ 10
月を予定しています。

前回の調査から現在までに翻訳連盟は公益法人から一般社団法人へと変わり、翻
訳業界にはグローバル化の大きな波が押し寄せ、ランゲージテクノロジーも目覚ま
しい進歩をとげています。

今回のアンケートの目的は、過去 5 年間に起こった業界の変化や現状を把握し、
その結果から翻訳業界全体の実態を確認して発展につなげていくための示唆を得る
ことです。また、業界の実態調査を定期的に行うことができる仕組み作りも今回の
業界調査の課題です。

今回の調査では、個人翻訳者向けアンケートも作成し、過去 3 回の調査では行わ
れなかった個人翻訳者向けの調査も行うことになりました。個人翻訳者の方には
Web 経由のアンケート調査のみを実施しますが、法人企業にはアンケートを郵送
し、FAX または郵送で回答していただくことも、また Web 経由でお答えいただく
こともできるようにします。
http://www.jtf.jp/jp/useful/report.html

個人翻訳者向けの質問に関しては、業界調査委員の個人翻訳者の方にご協力いた
だき、法人、個人ともデータの分析に関しては、外部の調査会社に依頼し、業界調
査委員会のメンバーが最終確認を行うことになっています。

法人向けのアンケートでは、可能な限り過去 3 回の実態調査をふまえトレンドを
見られるようにしましたが、実態にそぐわない質問は削除し、また追加した質問も
あります。

また、まだ詳細は決まっていませんが、AAMT（アジア太平洋機械翻訳協会）
様から機械翻訳に関するアンケート分析データをご提供いただき、何らかの形で同
時に皆さまにご覧いただけるようにしたいと考えています。

前回の調査では残念なことに、アンケートの回収率が約 12% と低く、本事業の
所期の目的を果たすには十分の回答率とはいえませんでした。

KAWAMURA Midori 川村 みどり　JTF 理事・業界調査委員長

2013 年度
「翻訳業界の実態調査アンケート」実施のご案内

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://www.jtf.jp/jp/useful/report.html
http://journal.jtf.jp
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2013 年度第 2 回 JTF 翻訳セミナー報告
2013 年 7 月 11 日（木）14：00 ～ 16：40

【開催場所】剛堂会館
【テーマ】「翻訳の規格策定に向けた ISO 最新動向と翻訳会社・翻訳者への影響」
【講　師】 田嶌 奈々氏　（株）翻訳センター 品質管理推進部 部長代理、 

市村 美樹子氏　同社 品質管理推進部 スーパーバイザー
【報告者】津田 美貴　個人翻訳者

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

今回のセミナー講師は、田嶌奈々氏、市村美樹子氏のお二人で、2012 年の 6 月に
開催されたマドリッド総会から ISO 規格策定に参加している。今回は、現在 ISO で策
定中の翻訳に関する国際規格についてお話くださった。

ISO 規格策定の背景
ヨーロッパは移民が多いという背景から翻訳の需要が多く、そのため翻訳の質につ

いて一定基準を求める声が早くから上がり、欧州標準化委員会（CEN）で翻訳品質基
準の EN15038 が制定された。ヨーロッパ以外にも、中国、カナダ、アメリカなどで翻
訳規格の策定が進んでおり、全世界共通で使用できる翻訳基準の策定を求める声が
年々高まってきている。このような背景から 2012 年から ISO で EN15038 をベースに
より多くの国に対応できるように翻訳規格の策定中である。EN15038 はヨーロッパ圏
では普及しているがアジアではほとんど普及していない。よって、今後 ISO の規格が
普及する可能性が高い。

ISO の組織と規格制定の流れ
ISO は 1947 年に設立された、電気電子以外の分野の標準化活動を促進する非政府組

織である。ISO は 285 の専門委員会（TC）の下に分科委員会（SC）があり、さらにそ
の下に作業グループ（WG）が置かれている。翻訳規格は TC37（専門用語、言語、内
容の情報資源）の SC5 で扱われており、SC5 内の WG1 で翻訳、WG2 で通訳に関する
規格を策定中である。日本は TC37 に投票権がある P メンバーとして参加している。

規格が完成するまでには 6 段階あり、通常約 3 年かかる（3 年を過ぎると廃案になる）。
業界関係者に開示されるのは 4 段階目の DIS であり、この DIS を過ぎると大幅な修正
が行えなくなる。困ったことに、今どの段階に移ったと特に宣伝されるわけではない
ため、自分たちで意識して情報を取りにいかないといけないので注意が必要である。

ISO 最新動向と翻訳会社・翻訳者への影響
発行済みの翻訳ガイダンスとしては TS11669 がある。これは、将来的に ISO 規格と

して採用される可能性があるが、標準化の対象が開発途上であるなど ISO 規格として
は直ちに発行できないため、技術仕様書（TS）として発行されている。

TAJIMA Nana & ICHIMURA Mikiko

2013 年度
第 2 回 JTF 翻訳セミナー報告 市村 美樹子

同社
品質管理推進部

スーパーバイザー

田嶌 奈々
（株）翻訳センター

品質管理推進部
部長代理

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://journal.jtf.jp
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リーマンショックから 5 年、そして東日本大震災から 3 年目の今年、JTF は「大
翻訳時代～ Define Your Blue Ocean Strategy ～」と銘打って 2013 年翻訳祭をお
届けします。製造業の不調や際限のない円高など先の見えない閉塞感と向き合って
きた翻訳産業界、見渡してみれば、とても近い位置関係にある新興国と手を携えて
成長に転じていける可能性があったのです。B to B も B to C も、ビジネスはまず

『ことばありき』。そう、『大翻訳時代』は到来していたのです。サブテーマの「ブ
ルー・オーシャン戦略」とは欧州経営大学院の W・チャン・キム教授らが 2005 年
に著したビジネス書に書かれている経営論。競争の激しい既存市場を「レッド・オー
シャン（赤い海、血で血を洗う競争の激しい領域）」、他方、参入者のいない未開拓
市場を「ブルー・オーシャン（青い海、競合相手のいない領域）」になぞらえ、こ
こを切り拓くべきだと説いています。

このテーマのもと、発想の転換を呼びかけつつ自前の Tips を惜しげもなく公開
してくれる産業翻訳者の方たち、著名な文学翻訳者の方、隆盛にあるメディカル／
医療機器分野は翻訳者から翻訳会社、ソースクライアントまでフルラインアップ、
新しいマーケットへの進出に果敢にチャレンジする MLV、翻訳産業の起爆剤とな
り得る可能性を秘めて機械翻訳の最新動向と用途別導入の奨め、多言語翻訳と東南
アジアからのゲスト・スピーカーを迎え「拡大する東南アジアの翻訳市場」などな
ど、盛りだくさんな内容を企画しております。講演、パネルディスカッションが
24 セッション、プレゼン・製品説明コーナーが 6 セッション。合計 30 セッション
を一堂に集めて、JTF ならではの切り口でお見せします。

「争う者のいない」ブルー・オーシャンとは、新しい市場を創造することに他な
りません。スピード、価格、品質の最適化を実現する以外にどんな革新的なチャレ
ンジができるのか、一緒に探ってみようではありませんか。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第 23 回 JTF 翻訳祭プログラム
全体テーマ：「大翻訳時代～ Define Your Blue Ocean Strategy ～」
日時：2013 年 11 月 27 日（水）9：30 ～ 20：30（開場・展示会開始 9：00）
場所：「アルカディア市ヶ谷（私学会館）」
来場者数：750 名（見込み）　※前年度 801 名
申込締切：2013 年 11 月 20 日（水）まで
運営：第 23 回 JTF 翻訳祭企画実行委員会

翻訳祭は翻訳者、翻訳会社、クライアント、翻訳支援ツールメーカーなど翻訳関
係者が一堂に会する国内最大規模の翻訳イベントです。講演、パネルディスカッショ
ン、プレゼン・製品説明コーナー、翻訳プラザ（展示会）、交流パーティーなど多
彩な催し物を用意しております。参加者のみなさまの新たな人脈形成やビジネス機
会の創出に役立てていただきたいと考えています。

HOSHIDA Kazue

「第 23 回 JTF 翻訳祭」のご案内
大翻訳時代	～ Define	Your	Blue	Ocean	Strategy ～ 星田 和恵

JTF 専務理事
第 23 回 JTF 翻訳祭

企画実行委員長

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://www.jtf.jp/jp/festival/festival_top.html
http://www.arcadia-jp.org/access.htm
http://journal.jtf.jp




知らなければ

世界から取り残され
る

『翻訳の国際常識』

ISO17100
の衝撃

「翻訳は工業製品とは異なり、そもそも規格にはなじまないもの」―

翻訳業界で働く多くの人にとっては、そんな感覚が一般的ではないだろうか？ 
しかし、翻訳に関するその「常識」を過去のものにしてしまうかもしれない 

「翻訳の国際規格」が、来年にも発行されようとしている…

この特集では、日本の翻訳業界を代表する形で昨年度から ISO の専門
委員会（TC37）に参加している㈱翻訳センターの田嶌奈々さんと市村美
樹子さんに、ISO で検討されている翻訳の国際規格の最新状況を紹介
していただいた。ISO の新規格は、世界の翻訳業界の業務フローや単
価にも影響を与える可能性を秘めている。もちろん、日本だけが例外で
はありえない。

この特集では、前半で ISO17100 のベースとなっている「国際ガイダンス」
TS11669 について市村さんの記事で紹介した後、後半のインタビューで
ISO17100 について解説します（インタビューは Web 版に掲載）。
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Ⅰ．2014 年、翻訳に関する国際規格が誕生する？！
国際規格と言えば ISO9000 シリーズや 14001 が有名ですが、実は翻訳に特化した

ISO 規格というものがあり、早ければ 2014 年に発行されるかも知れないことをご存知
ですか。この規格は 17100 Translation services – Service requirements というタイトル
の認証規格（審査を受ける必要のある規格）で、2013 年夏現在、完成間近の段階にき
ています。11 月には内容がほぼ確定すると予想されますが、現段階の規格案（英文）
は日本規格協会から購入することができます。

17100 は突然できたわけでも、ゼロから作成したわけでもなく、翻訳の国際ガイダ
ンスをベースに作成されました。翻訳の国際ガイダンスって何？と思った方が多いか
と思います。そうなんです、業界でも話題にならないうちに翻訳の国際ガイダンスと
いうものがひっそりと発行されていたのです。

ひっそりと発行されていたとはいえ、17100 の発行に先駆け、国際的に合意・発行
された翻訳の国際ガイダンスとはいったいどんな内容だろうととても興味がありまし
た。同時に、知らないとどんどん世界から取り残されてしまうのではないかと不安に
感じました。そこで、この場を借りて多くの方々にもこの国際ガイダンスについて知っ
ていただければと思います。（17100 についてはジャーナルのウェブサイトに掲載され
たインタビュー記事をご参照ください。）

Ⅱ．秘かに誕生していた国際ガイダンス
ISO/TS 11669 Translation projects – General guidance は欧米諸国の専門家を中心に

起案・作成され、2012 年 5 月正式に ISO 国際ガイダンスとして発行されました。こち
らも日本規格協会から購入可能です（邦訳なし）。

このガイダンスは、翻訳プロジェクトに関わるすべての人が、翻訳サービスに対し
て共通認識を持てるように作成されたもので、どのような工程で進められるべきか、
どういう点に注意すべきかといった翻訳プロジェクトにおけるベストプラクティスが
具体的に書かれています。秘かに誕生していたとはいえ、専門家が議論を重ね国際的
に合意が取れたガイダンスは、翻訳サービスに関わる人たちの国際常識となっていく
可能性があります。

Ⅲ．国際ガイダンスの内容
TS 11669 は第 1 章から第 7 章まで全 35 ページで構成されています。フリーランス翻

訳者とはどういうものか、翻訳サービスプロバイダーを選ぶときはどういうポイントが
あるか等、言葉の定義から丁寧に説明されています。ガイダンスの詳細な内容は原文を
購入いただいてご確認いただきたいところですが、ほんの少しだけご紹介します。

Ａ．Native 言語って
「Native 言語」、「母国語」は重要なキーワードですが、その定義は各国同じなので

しょうか。
ガイドラインでは A-language、B-language、C-language という言葉の定義があります。

A-language native language, or language that is equivalent to a native language

B-language language other than a translator’s native language
language of which the translator has an excellent command

C-language language of which a translator has a complete understanding

P R O F I L E
市
いち

村
むら

 美
み
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株式会社翻訳センター
品質管理推進部	スーパーバイザー

海外官公庁の提案依頼書の翻訳を手
伝ったことがきっかけで翻訳に興味
をもち、のちに、翻訳センターに入
社。メディカル分野のコーディネー
タとして約 4 年、様々なプロジェク
トのコーディネート業務に従事し
た。コーディネータ時代のプロジェ
クトマネジメント経験を活かし、現
在は、昨年 4 月新設された品質管理
推進部にて、登録管理業務を中心に
全社的な品質管理に従事している。
ISO の規格策定には 2012 年 6 月に
開催されたマドリッド総会から参加
している。
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母国語はほとんどの場合 A-language に該当しますが、例外もあります。例えば、
韓国系アメリカ人で米国に住んでいて、家庭では韓国語、学校や住んでいるコミュニ
ティーでは英語で育ったという場合、その人の A-language は英語の可能性があります。
A か B かはその人の言語習得度によるということです。

この A、B、C-language はさらに翻訳の言語方向にも関係します。ガイダンスによ
ると推奨される言語方向は、① B ⇒ A、② C ⇒ A、③ A ⇒ B とされています。これを
日本の翻訳業界に当てはめてみると、多くの日英翻訳は日本語ネイティブの日本人に
よって翻訳されていますので、A ⇒ B ということになります。つまり、日本語ネイティ
ブの日本人による日英翻訳はもっとも推奨される言語ペアではないということです。
不安になる英訳者の方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでガイダンスですので
今すぐ何か影響があるわけではないと思います。ただ、翻訳の国際常識として、B ま
たは C から A-language に翻訳する、ターゲット言語のネイティブが翻訳することが
もっとも良いとされていることは把握しておいた方がいいかも知れません。

Ｂ．イメージは FBI の潜入捜査
映画や海外ドラマでよくある FBI の潜入捜査ってすごいですよね。あたかもその組

織に属しているかのように、時には自分の性格まで変えて捜査を実施する。潜入捜査
は英語で covert operation というらしいのですが、ガイダンスにも covert translation
という定義があります。

covert translation type of translation intended to make the translation product appear as though 
it had been authored originally in the target language and target culture

要は、違う言語で書かれたものをあたかも元からその言語で書かれたもののように
翻訳することです。これに対し、翻訳された訳文であることがわかるように翻訳する
ことは overt translation といいます。どちらの方がいいということはありませんが、翻
訳の使用用途に応じて依頼者側が依頼時に指定することが適切と定義されています。

 
Ｃ．翻訳パラメーターという概念

ガイダンスの中でとても面白いと感じたもののひとつに、翻訳パラメーターがあり
ます。翻訳パラメーターは、ひとことで言うと「案件の仕様を決めるひとつひとつの
要素」です。ソース言語は何か、ターゲット言語は何か、原文は誰を対象に書かれた
ものか、何の目的に書かれたものか、どの母国語の人が書いたものか、ボリュームは
どのくらいか、といった細かい要素が 21 個定義されています。ここに overt、covert
のどちらかを指定するといった内容も含まれます。これらひとつひとつの要素をお客
様と確認することで、プロジェクト仕様が明確に定まり、納品・検収までこのプロジェ
クト仕様に従って進めることが品質に大きな影響を与えるということです。

案件ごとに 21 個の要素をすべて確認するのは大変な作業ですが、なるほどと思う要
素もあり、後でトラブルになるよりは先に確認してお客様にも安心していただこうと思
える内容になっています。驚いたことに、ガイダンスではこれらの要素を明確にした「プ
ロジェクト仕様書」の作成はまずお客様がすべきだと記載されているのですよ！

Ⅳ．翻訳業界に与える影響
TS11669 はガイダンスという位置づけのため、その内容はすべて「推奨」レベルに

なっています。つまりこのプロセスで、このようなリソースで、このような点に留意す
ると翻訳の品質は向上しますよ、と教えてくれているわけです。これは翻訳業界にとっ

http://www.ishida.fr/
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てプラスであると言えます。例えば、お客様にこのガイダンスが浸透することで、これ
まで理解されにくかった翻訳の工程が明確になり、依頼する側の意識も変わると思いま
す。翻訳パラメーターに関する問い合わせも品質をあげるためなら、とご理解いただけ
るかも知れません。または複雑な案件の納期交渉も可能になるかも知れません。

ここでは詳しく取り上げなかった校正者についても、そのコンピタンスは翻訳者と
同等以上の能力があることが望ましいと定義されており、校正者の地位向上につなが
る可能性があります。翻訳者と同等の翻訳力・専門性を有し、翻訳者よりも経験の豊
富な校正者を確保することは、現実的にはどの国でも難しいようですが、理想論とし
て訳文を修正する校正者は、その訳者以上の能力があるべきだということのようです。
今後、校正者の地位、校正作業の対価が向上し、有能な校正者が増えれば業界全体の
品質の底上げにもつながります。

繰り返しになりますが TS11669 はガイダンスであるため、必ずこうしなさい、こう
でなければならない、といった強制力はありません。ただ気を付けておきたいのは、
これをベースにした認証規格（17100）が早ければ来年発行される予定であること、
17100 には準拠することが求められる要求事項があることです。

ここでご紹介できたのはほんの一部ですが、まずは世界から取り残されないように、
翻訳のベストプラクティス、国際常識を把握しておくことが重要だと思います。

後半のインタビュー『ISO17100 は翻訳業界をどう変えるか？』は、
日本翻訳ジャーナル Web 版でお読みください。

http://journal.jtf.jp
http://journal.jtf.jp
http://www.chizai.jp/
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Lost in Translation Company
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
なす人もいれば、翻訳者としてスタートし、チェ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プ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
いただけるとよいな、と思っています。

訳せる人を増やす

翻訳会社に就職して今年で 16 年目になります。プロ野球選手の平均在籍年数は
9 年らしいので、プロ野球選手であればベテランと呼ばれる世代ですが、翻訳業界
ではまだまだひよっ子です。しかも、ずっと翻訳をしていた訳ではありません。
翻訳していた時間は入社後の数年間が最も長かったですが、ほかにチェックやコー
ディネートもしていたので、最も多く翻訳した年でも年間 20 万ワードぐらいです。
その後、徐々にメイン業務が非生産業務にシフトしていき、直近 5 年間で翻訳し
たのはたったの 25 万ワード。15 年間での累積翻訳ワード数は、多く見積もっても
150 万ワードぐらいでしょうか。150 万ワードなんてフルタイムのフリーランス翻
訳者さんであれば 2、3 年分ですので、やっぱりひよっ子です。

ですが、このたかだか 150 万ワードが今の自分を支えてくれています。もちろ
んその何倍もの量をチェックした経験も役立っていますが、翻訳の経験は特別で
す。何が特別かと言うと、そのほとんどでフィードバックをもらえたことです。
新人時代は地獄絵図のような赤入れでへこまされ、お客さまからたまにもらえる
お褒めの言葉に励まされ、新入社員からの斬新なフィードバックで新たな発見を
し、そのすべてが自分の血となり肉となりました。

さて、この記事のタイトルの「訳せる人を増やす」は、サイコロ給などで有名
な面白法人カヤックの経営理念「つくる人を増やす」をパクッ、もといリスペク
トして書いた言葉です。

今は、翻訳会社が社内で翻訳者を育てない時代になりました。育成にコストが
かかり固定費増大のリスクがある翻訳者を抱えなくても、翻訳会社は成り立つか
らです。でも、私は訳せる人を自分たちで増やしたい。なぜかって、最もコアな
部分を全部外部頼みなのは変だと思うし、自分たちが翻訳のことを知らなければ
他人にもきちんと頼めないと思うからです。

訳すことは世界の誰かと誰かを近づけること。こんなに素敵な仕事に関わって
いるのに、納期とコストのことだけを考えながら仕事をするのはもったいない。
会社だから全員翻訳者という訳にはいきませんが、訳すことの難しさや喜びは全
員が知っている組織にしたいです。

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

岸
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広島出身。国立呉工業高等専門学校専電
気工学科在学中に英語に目覚め、同校初、
進路に留学を選ぶ。米国シアトルのワシ
ントン大学経済学部を卒業後、1998 年に
株式会社大興アビリティセンター（現在
は株式会社アビリティ・インタービジネ
ス・ソリューションズ：AIBS）入社。主
に IT 系の翻訳者、チェッカー、コーディ
ネーターをしながら、現在は翻訳部門の
とりまとめや AIBS 翻訳スクールの企画・
運営にも携わる。



Lost in Translation Company

September / October 2013    # 267 15

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

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/

世の中には、本当は翻訳した方が良いのに実際に翻訳されているのはそれらの
1％しかないと言われています。残りの 99% をビジネスに変えるために、機械に
できることは機械に任せて、貴重な人間の頭脳はもっと高度な翻訳に回そうとい
うのが機械翻訳の考えですが、人間の翻訳が機械と大して変わらなければ、機械
の進化を横目でチラチラ見て見ぬ振りをして怯えながら生きていかなければなら
なくなります。どんなに技術が進歩しても機械を圧倒する文章力を持つ翻訳者を
増やして翻訳の価値を上げる、それが翻訳会社としての使命だと思っています。

翻訳会社は翻訳者にとって恵まれた環境です。まずチェッカーやお客様からの
フィードバックが得られやすい。すべての翻訳のフィードバックをもらえるわけ
ではないですが、フィードバックをもらえなくても、チェック後のファイルを勝
手に確認できます。またいろんな人の良い訳文、悪い訳文を大量に見る機会があり、
様々な分野の翻訳を経験することで、知識や表現の幅を広げられます。翻訳の前
後のプロセスを把握できるのも重要です。

翻訳会社では専門知識が身につかないという意見もありますが、バラエティに
富んだ人材が意外に多い業界です。実際私たちの社内にも、前職が IT、機械、自
動車系などさまざまな職歴を持つ人がいて、わからないことがあれば誰かに聞け
ば教えてもらえます。また、お客さまに技術講習をしていただくこともあります。

それでもプロの翻訳者を育てるのは本当に難しいです。翻訳会社の社員はみん
な文章力が高いですが、良い文章が書けるようになるにはインプットとアウトプッ
トの積み重ねが必要です。そのため、経験が少ない若手社員の育成には時間がか
かります。ただ若い力は、先輩社員にプラスの刺激と変化をもたらしてくれます。
翻訳は面白い仕事ですが、地味で孤独で単調です。長くやっていればダレること
もあります。そんなとき、やる気あふれる若手社員の姿は仕事を始めた頃の気持
ちを思い出させてくれ、彼らからの憧れのまなざしに応えようと必死になります。
若手に自分の翻訳をチェックさせるときは、いつも以上に気合いが入り、育てる
つもりが、成長できたのは自分だったことも少なくありません。

訳せる人を増やしたいのは社内だけではありません。社外の場合はすでにプロ
なので増やしたいというのは変ですが、共に成長できる翻訳者さんを増やしたい
です。どんなに優秀な翻訳者さんでも、コミュニケーションが不足すれば良い仕
事はできません。特にフィードバックは、良い関係が築けていなければ逆効果に
なることもあります。関係を深めるには会うのが一番なので、いつかはマツダス
タジアムのパーティフロアを貸し切ってパートナー翻訳者さん全員を呼びたいの
ですが、すぐには無理そうです…。それまでは、どんな方か勝手に妄想しながら
仕事をしたいと思います。改めて考えると、顔も見たことがない人と何十万、何
百万という取り引きをするのですから、凄い世界です。

ダラダラと書いてきましたが、日本でどれだけ英語が普及しようが、まだ当分
は翻訳の仕事はなくならないでしょう。逆に英語ができる人が増えている時代だ
からこそ、翻訳者にはアマチュアとは違う力が求められます。

「やっぱりプロは違うね」
この言葉が聞きたくて、これからも訳せる人を増やします。

http://www.pfu.fujitsu.com/psw/
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フリースタイル、翻訳ライフ

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。

海を眺めながらのんびり楽しむ翻訳ライフ

フリーランスの翻訳者になるまで
翻訳の仕事を開始してから今年でちょうど 10 年目になります。翻訳の仕事をす

る前は、ずっと英語講師の仕事をしていました。最初は中学校の教員から始まり、
その後予備校や学習塾、英会話スクール、企業研修などで英語を教えてきました。
特に教えることが好きだったわけではないのですが、とにかく中学校に入学して
からずっと英語の勉強が好きだったので、英語を使った仕事をしようと思ったら
教える仕事しか思いつかなかったのです。

私が翻訳という仕事に興味をもちはじめた最初のきっかけというのは、実は友
人にやってもらった占いでした。1990 年代半ばのことです。その友人の水晶占い
によると、私の開運のキーワードは学問であり、翻訳の勉強をするといいよ！と
いうアドバイスをもらいました。これがきっかけで私は翻訳というものに興味を
もつようになりました。当時は地域的な事情もあり、翻訳の勉強⇒翻訳の仕事と
いう筋書きをなかなか具体化できませんでしたが、英語講師の仕事を続けながら
ずっと興味だけはもっていました。

翻訳の勉強⇒翻訳の仕事という筋書きが動き出したのは 2003 年の春のことでし
た。教える仕事はストレスが多いし、元々教えるよりも自分が勉強するほうが好き
だったし、ちょうどうまい具合に（笑）講師の仕事が減り始めたので、翻訳をやっ
てみようと思いました。幸いにもこの頃は大阪の翻訳スクールに通学できるところ
に住んでいたので、そのスクールで 1 年間学び、2004 年春に翻訳の仕事を開始し
ました。フリーランス翻訳者としての私の生活は、このようにして始まりました。

W R I T E R P R O F I L E
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技術系翻訳者（英日がメイン）。分野は主
に IT、工業、医療機器。富山市出身、神
戸市在住。大学の英文科を卒業後、予備校、
学習塾、英会話スクール、企業研修など
で約 20 年間英語指導に携わる。翻訳スクー
ルで 1 年間学んだ後、2004 年にフリーラ
ンス翻訳者に。今年の 5 月に海の見える
マンションに引っ越し、現在は海を眺め
ながらお仕事する日々。

■ブログ：「女は翻訳でよみがえる」
　http://nekoblo285.blog99.fc2.com/
■ Twitter：@mariko_rouge（猫先生）

http://nekoblo285.blog99.fc2.com/
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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/

作業環境

作業環境について少しお話しします。遅ればせながら去年からデュアルモニタ
を使用しています。中島みゆきさんが映っている左の 24 インチ横置きモニタで
Trados や Word などを開き、右の 19 インチ縦置きモニタで辞書ブラウザや PDF
原稿などを開いて作業しています。パソコンは私が自分で組み立てたいわゆる「自
作」です。はじめて自作したのは 2008 年 2 月。仕事をしていると、もう少しメモ
リがほしいとかもう少し高性能の CPU がほしいとか思うことがあり、自分でパー
ツを選んで作ってみたくなったのです。今使っているのは去年の夏に組み立てた 2
台目です。ちょうど秋葉原で翻訳者の集まり（SNS のオフ会）があったので、ア
キバのお店でパーツを買い揃えました。

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://baldhatter.txt-nifty.com/trados/
http://journal.jtf.jp
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人間翻訳者の仕事部屋
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、ライフプランを立てる上で、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ば幸いです。

ワタシハデジタルナホンヤクシャ

JTF 会員のみなさま、お久しぶりです。まだ翻訳者ではなく、翻訳学習者兼発
注者だったころ、JTF 主催のセミナーによく参加しておりました。ちょうど、『ほ
んやく検定』がオンラインで受験できるようになったころだと記憶しています。
当時インターネットは知る人ぞ知る世界、受験者は自宅で訳文を作り、モデムで
事務局へバイナリメールを送っていました。制限時間内に届かなかった回答は無
効ですので、無事に送信したのを確認後、胃が痛くて寝込んでしまったのも懐か
しい思い出です。あれから約 20 年。自分が JTF ジャーナルに寄稿する側になっ
たのかと、あらためて時の流れを感じております。

現在は出版翻訳と金融翻訳、消費財マーケティング関連文書の翻訳にたずさわっ
ています。翻訳者としてお金をいただくようになって 17 年の月日が流れ、いつし
か自分なりの仕事のスタイルが確立したようです。

まず、原稿はすべて電子化します。PDF やワード原稿も増えてはきたものの、
出版翻訳では書籍一冊わたされて「訳してください」という依頼が主流です。子
どもの頃からひどい乱視であるせいか、紙の原稿を見ながらテキストを打ち込む
作業は目にかなりの負担がかかる上、気づかぬうちにストレスが溜まっていまし
た。試行錯誤の末、紙の原稿はすべてスキャンし、PDF ファイルにしてディスプ
レイに表示させることにしました。32インチ横長のディスプレイに入力用のエディ
タと原書 1 ページ分の PDF ファイルが収まるよう配置すると、ちょうど A4 原寸
大の紙と同じ大きさになります。みなさんデュアルディスプレイなどいろいろ工
夫をこらされているようですが、これが自分にとってベストな翻訳環境だと思っ
ています。

最近のスキャナは精度が上がり、家庭用の複合機でも、きれいな PDF ファイル
が作成できます。スキャンと PDF 化、OCR による文字認識用に、ちょっと高価
ですが Adobe Acrobat の製品版を使っています。もっと道を究めるなら、書籍の
裁断機に強力なシートフィーダーと両面スキャンが可能なスキャナなど、いわゆ
る “ 自炊 ” 用の道具を揃えるべきでしょう。ただ、数年前に購入した複合機が元気
なうちは大事に使おうと、フラットスキャナに本を押し付けては PC に戻り、ボ
タンをクリックして複合機まで移動する……を繰り返しています。無駄なようで
も、私にとっては仕事始めの儀式のような工程です。

W R I T E R P R O F I L E
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宮城県出身。父親の転勤により大阪市、
高松市で小学生時代を過ごし、中学から
東京都在住。成城短期大学教養科卒業後、
外資系メーカー数社を経て独立。1997 年
からフリーランスの翻訳者として、IT、経
済、マーケティング、雑誌翻訳にたずさ
わる。翻訳業務と並行し、放送大学で経
済学と経営学を学ぶ。卒論のテーマは『正
規表現による文書置換の効率化』
出版翻訳は共訳・翻訳協力を経て、2010
年に初の単独訳書を刊行。以後年に数冊
のペースで訳書を出しながら実務翻訳の
仕事を続けている。JAT 会員。同会主催の
新人翻訳者コンテストでは運営事務局ス
タ ッ フ と 審 査 員 を 兼 任。Twitter ID は
Gravity_Heaven

https://twitter.com/Gravity_Heaven
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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プンスクー
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

フラットスキャンで本の “ のど ” 付近の文字がきれいに読み取れず、画像の品位
が悪くて読めないぞ、となれば、いさぎよく Kindle 版を購入します。Kindle はテ
キストが吸い出せないというデメリットがありますが、検索機能は重宝していま
す。そんなわけで、最近は多少の持ち出しになっても Kindle 版が出ている書籍は
自腹で購入するようになりました。タイム・イズ・マネーです。千円程度の支出
を惜しんで無駄に疲れるぐらいなら、自分の腹は何度でも切るつもりで臨んでい
ます。

原稿の下準備が終わったら訳出です。Jamming で辞書を引き、納得の行く結果
が得られなければ電子辞書を PC につないで検索。それがだめならネットに行き
ます。英語圏以外の人名のカタカナ表記調べで意外に役立つのが YouTube です。
同じスペルの人が “Hello, I'm ～ ” と自己紹介してくれている映像を見つけたとき
は、思わず歓声を上げてしまいます。

YouTube は音楽のノンフィクションを訳すときの強い味方でもあります。アー
ティストのテレビ番組出演時の録画が見つかれば、文字情報を超えた、その人の
喜怒哀楽を踏まえた訳文が作れます。ライヴの描写があれば、映像を見つければ
迫真の臨場感を文章に再現できます。ミュージシャンのインタビューは文字デー
タだけでは伝わらないところが多々あるため、映像資料の存在には何度となく助
けられました。

そして、忘れてはならない大切なパートナー、それは『一太郎』です。今では
Office に押され気味ですが、一太郎の校正機能の素晴らしさは特筆に値します。
誤字脱字、用字の誤用、表記揺れのチェックなど、同じ会社の Just Right! と同等
の機能を兼ねそろえた上、ATOK の最新版がもれなく付いてくるのです。最近の
ATOK は過去の入力履歴を変換候補の上位に出してくれるため、固有名詞や人名、
私の最近の仕事では、曲名やライヴ会場の名前をきっちり憶えていてくれます。
寄る年波に勝てず、あれ、なんだっけと記憶の糸をたぐり寄せなければならなく
なってくると、こうしたサジェスチョン機能が本当に頼りになります。

テキストエディタで訳文を作り、ひととおりの推敲が終わったところで一太郎
を立ち上げ、チェック後再び自分の目でチェック、時間切れ寸前のところで納品
です。実務にせよ、出版にせよ、〆切を落としたことがないのだけが取り柄です。

続きは WEB へ  ▶▶▶

https://twitter.com/ChiakiYano
http://chiakiyano.blog.so-net.ne.jp/
http://jat.org/translators/4596
http://journal.jtf.jp
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翻訳横丁の表通り
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？

次のステージに向けての試行錯誤

右も左も分からないまま翻訳業界に飛び込んで 13 年経ちました。多少の浮き沈
みがありながらも、ようやく軌道に乗れたと思った矢先に金融危機による仕事の
激減を経験。また 1 から出直しのような状況から、なんとか翻訳者として踏みと
どまっています。あっという間に過ぎた 13 年ですが、いくつかの浮き沈みを経験
し乗り越えてきたことで、私はようやく翻訳者としてのスタートラインに立てた
気がしています。

そんな中、SNS で知り合った友人達に誘われ、5 月に大阪で開催された翻訳勉
強会「十人十色大阪編」に参加しました。そこでプレゼンターの 1 人として、「そ
こそこの IT 翻訳者が過去、現在、未来の生き残りについてそこそこ語ってみる」
という題で、これまでの自分を振り返り、現在思っていること、今後生き残るた
めにどうしようと考えているのかについて率直に述べさせていただきました。た
わいもない話かと思っていましたが、予想外の反響をいただき、このジャーナル
紙面にもお邪魔させていただくことになりました。

翻訳を始めるまで
今でこそ英日／日英の翻訳をしていますが、元々英語は苦手で、受験、大学、

在米時と、ずいぶん英語には苦しめられてきました。この苦手意識は結構根深く、
未だに解消されていません。大学では米文学を専攻し、西洋思想、仏教、東洋思
想などを学びました。漠然と研究職を目指していましたが、諸事情で中退、断念
することになります。その後も読書会などで小説を深く読み込み、「翻訳の面白さ」
に触れる機会に恵まれました。

W R I T E R P R O F I L E
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技術翻訳者（日英／英日）。神奈川県生ま
れ。各地を転々として現在は大阪府在住。
米国オレゴン州でフリーのシステム開発者
として活動。1999 年に帰国した後は、フ
リーランス翻訳者（屋号スタジオコアラ）
として活動。専門分野は情報通信技術。
好物は欧米文学、哲学、宗教、歴史、政
治経済。現在、日本の古典文学にはまり中。
スキルアップを目指し、知識と経験を共
有する「関西通翻勉強会（SKIT）」の主催
メンバー。

■ Web サイト：スタジオコアラ
　www.studiokoala.com
■ブログ：TRA Café
　note.studiokoala.com

〈醸造工程管理システムを手がけたワイナリー〉

http://www.youtube.com/watch?v=ywA1-SoDi2I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ywA1-SoDi2I&feature=youtu.be
www.studiokoala.com
note.studiokoala.com
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齊藤 貴昭

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。6 年間の社内通訳・
翻訳者を経験後、2007 年から翻訳コーディ
ネータ（兼翻訳者）。「製造業の品質管理を翻
訳品質管理へ」「サラリーマン枠の超越」を
テーマに日々格闘中。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。

■Twitter：terrysaito
■Blog：http://terrysaito.com

30 歳を過ぎて何故か渡米することになります。短期間の予定が一転し、コミュ
ニティカレッジに入学。そこで、プログラムとネットワークを学びました。80 年
代初期から趣味でコンピューターに触れてはいましたが、文学、哲学系から全く
異なる IT 分野への転身でした。意外に、この分野が向いていたようで、在学中か
ら能力を認められ、卒業後は気づくと現地でフリーのシステム開発者となってい
ました。この当時の仕事の経験（プロジェクトの立案、システム分析・設計など）
や生活体験が今のベースになっています。

1999 年に帰国。日本では、年齢制限や開発言語の違いなどの障壁が多く、会社
務めが性格に合わないことから、しばらくは家業の手伝いをしながらフリーの IT
開発を続け、Web サイトの作成や翻訳なども手がけました。SOHO 関連のサイト
に登録したり、知り合いからの仕事を直に受けるような形です。しかし、知人も
少なく基盤の弱い状態では継続するような仕事はなかなか得られず、報酬を取り
逃したこともありました。そのため早々に開発の仕事に見切りを付け、翻訳業に
移行することにしました。

すでに翻訳学校に通うような時間や金銭的な余裕などはなく、あるのは在米時
からたまに受ける翻訳の経験だけ。それも大がかりのものではなく、ビジネス系
の書類や個人の Web サイト程度のものです。自分がどの程度の翻訳能力がある
のか知らず、翻訳会社のトライアルを受ける以前の手探りの状態で、Web 上の
仲介サイトに登録しました。そこで行われていたトライアルに何度か合格して仕
事を受けるようになり、ある程度自信と目処がついた時点で翻訳会社のトライア
ルを受けて登録となりました。その後、安定して仕事を受注できるようになりま
した。

これまで述べたように、私には「会社務めの経験」、「翻訳学校の経験」、「英語
の自信」というものがありません。ないからこそ、一つ一つ実績を積み上げよう
と必死でした。多少専門外の案件でも積極的に受け、可能な限りオンサイトの作
業も受けてきました。翻訳そのものではなく、周辺作業も喜んで受けるようにし
ました。自分の強みである IT に関わる技能を最大に活かして、「強固な基盤」を
作ることを目指したのです。仕事を覚え、顔を覚えてもらう、取り引き相手を増
やすよりも、まず 1 社ずつ「信頼関係」を築くことに専念しました。そのため、
現在でも登録先は他の翻訳者さんに比べるとかなり少ないと思います。

継続して仕事を受注できるようになり、徐々に取引先も増え、ようやく安定し
たと思った矢先に金融危機が起こります。単価が下がり、受注量も激減します。
取引先も減るなど、回復するまで非常に厳しい状況が続きました。仕事は減り厳
しい状況でしたが、時間は十分にあることから、これを良い機会と捉え、苦手な
経済分野の克服に放送大学に再入学します。また、SNS も積極的に活用するよう
にしました。そこで初めて同業の翻訳者さん達と交流する機会も生まれ、多くの
刺激を受けるようになりました。苦しい時でも長く付き合いのある翻訳会社さん
からは仕事を回してもらうことができ、「信頼関係」の重要性を痛感しています。

このように翻訳学校にも行かず社内翻訳の経験もない私が、浮き沈みはあった
ものの、ここまでフリーランス翻訳者として生き残ることができたのは、信頼で
きる取引先に恵まれたおかげだと思います。もちろん、運だけでは今後生き残っ
ていくことはできません。生き残るために大切なことはいくつもありますが、こ
こでは、何点か考えを述べてみたいと思います。

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://twitter.com/#!/terrysaito
http://terrysaito.com
http://journal.jtf.jp
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WordSmyth Café

MISSION STATEMENT
新装新たになった当コーナーは、翻訳に関わるさまざまの人々が集う「誌上カフェ」で
す。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。9-10 月号では芸術の秋にちなみ、Victoria Oyama さん
に、陶芸との出会いから翻訳者に至る道筋を語っていただきます。

焼き物と翻訳と私

日本の焼き物は、その歴史がおよそ 12,000 年まで遡ることはご存じでしょうか。
縄文土器に始まり、弥生土器、土師器（はじき）、須恵器（すえき）、灰釉陶器、
焼締陶器、施釉陶器と、時代とともにそのスタイルは変化してきました。鎌倉時
代に日本六古窯が築かれ、日本の文化や暮らしには、焼き物が常に身近に存在し
てきました。私は、そんな歴史や伝統を持つ日本の焼き物に憧れ自ら学ぶため、
昭和 49 年に来日しました。しかし向かった先は、日本六古窯の地ではなく、まだ
比較的歴史の浅い焼き物の地、益子町でした。

なぜ日本から遠いオーストラリアにいた私が、
益子焼を知っていたのかと不思議に感じる方もい
ると思います。私は元々焼き物には興味があり、
イギリスの陶芸家バーナード・リーチが書いた本
A Potter in Japan（日本絵日記）を 18 歳の時に読
みました。その本でリーチは、仲間であった濱田
庄司に触れていました。濱田庄司は、リーチや柳
宗悦と共に日本の民藝運動を広め、1955 年に第 1
回の人間国宝に認定されました。リーチの本を読
んで私は日本、そして益子で焼き物を学ぶことを
決心しました。

まだ日本語をほとんど話せなかった私でしたが（まさか居ついてしまうとは夢
にも思っていませんでした）、益子の人々は実に親切で、幸運にも益子で有為な作
家であった須藤武雄氏の元に弟子入りすることができました。濱田工房の敷居は
高かったのですが、濱田先生の三男、篤哉さんが私の先生と同級生で、そのつな
がりから、私も濱田工房にお邪魔することがあり、時には濱田庄司先生に遭遇す
ることもありました。

なぜ焼き物に魅かれたのか聞かれることがあり
ます。当時、ベトナム戦争が勃発、長期化し（1975
年 4 月 30 日に終戦）、若者の間ではヒッピーの風俗
とカウンターカルチャー（体制的価値基準や慣習な
どへの反抗）が広まりつつありました。カウンター
カルチャーにおいては、自然に囲まれた静かな暮ら
しの中で、自分達が用いる物をできるだけ自ら作る、
生み出すといった「自給自足」のスタイルが理想で
した。私から見た益子での濱田先生の暮らしは、実
にその通りに見え、強く憧れました。

また、焼き物を作るということは、人間にとっ

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

大山 ヴィクトリア
Victoria Oyama

オーストラリア、クイーンズランド州出身
昭和 49 年 来日し、陶芸の道に入る
平成 16 年 オーストラリアへ帰国
平成 20 年 日本語とコミュニケーション

学を専攻し、学士課程修了
平成 22 年 クイーンズランド大学にて日

本語通訳翻訳修士課程修了
同時に NAATI（オーストラリ
ア翻訳・通訳資格認定機関）
より日英プロ翻訳者の認定を
受ける

平成 23 年
1 月

再び日本へ、同年 6 月に日本
翻訳者協会 (JAT) 東京地区活
動委員会に入る

現在、東京を拠点とし、フリーランスベー
スで翻訳をするかたわら、週の半分は翻
訳会社で社内翻訳・校閲をこなし、神戸
女学院大学にて非常勤講師として日英翻
訳の教鞭も執る
焼き物についてつぶやいているアカウン
ト名は ＠MashikoPotter

人間国宝濱田庄司

現在濱田工房の主、濱田友緒先生。
皿に模様を施す。

https://twitter.com/MashikoPotter


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

遠田 和子

日英翻訳の傍ら翻訳学校での講師、またプレ
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

Photographs courtesy of Masako and Tomoo Hamada

WORDSMYTH CAFÉ
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てごく自然な行為であり、何千年も前から
続けられてきた心にも体にも心地よい営み
です。とはいえ、益子に来た当初、私は焼
き物が好きでありながらも、ロクロはでき
ませんでした。弟子入りした先は蹴轆轤

（けろくろ）だったので、修業は苦労の連
続でした。

上手な人が轆轤を引くと、いかにも粘土
が自分から、例えば湯呑になりたいかのよ
うに、クルクルと形になってゆきます。し
かし実際に轆轤を引くと、現実はその正反
対で、最初は芯を出すだけで大変です。蹴
轆轤の場合、リズムをつかむまでには、さらに時間がかかります。芯を出そうとし
て轆轤にすえてある粘土の塊に手を付けると、まるでブレーキをかけたかのように
轆轤が重くなり、動きが止まります。慣れてくると、粘土に手をおきながら足で蹴っ
て、芯を出して、形になっていきますが、最初はまったく進まず嫌になりました。

せっかく日本まで焼き物を学びに来て、こんなことで諦めるわけにもいかず、
根性を出して頑張ったら、どうにか少しずつ物を作れるようになりました。益子
は小さな田舎町ですが、焼き物を勉強したい若者が常に国内外から集まる地です。
仲間で切磋琢磨しながら楽しく過ごす暮らしは充実していました。季節は巡り、
私は修業を終え卒業展を開催したのち、ビザの関係で一旦日本を離れました。し
ばらくオーストラリアで作陶したのち日本に戻り、修業時代に知り合った主人と
窯を築くことになりました。主人は濱田庄司先生の最後の弟子で、濱田工房のス
タイルを踏襲した作品を作っており、夫婦二人三脚で頑張りました。

二人の子どもにも恵まれ、月日は流れま
す。子供が大きくなるにつれ、私は自分だ
けの独特の物を作り出すことに集中しまし
た。益子の自然環境の中で見つけたはっぱ、
例えば朴の葉などを使って葉皿をつくり、
海で見つけた帆立貝などを使って貝の皿な
どを作りました。しかし転機が訪れたのは
長女がオーストラリアの大学で修学中で
す。オーストラリアに帰国した際、自分も
人生で初めて大学に入ろうと思い立ち、晴
れて娘と同じ女子大生になりました。サン
シャイン・コースト大学にて日本語とコミュニケーションを専攻（いわゆるダブ
ルメジャー）し、目白大学での 1 年間の留学を経て、無事に学部主席で学士号を
取得しました。卒業後はそのままクイーンズランド大学大学院にて日本語翻訳通
訳修士課程（MAJIT）を修めました。

大学院卒業後、私は東日本大震災に間に合わせたかのように 2011 年 1 月、東京へ帰っ
てきました。今は週 2 日社内翻訳、校閲の仕事をしながらフリーランス翻訳業をして
おります。焼き物がきっかけで来日しましたが、その後思わぬ大胆な方向転換を遂げ
たのも不思議な縁です。翻訳の依頼内容が焼き物や民藝、美術に関するものであれば、
この上なく嬉しいのですが、残念ながら、そういった依頼はまだ少ない状況です。

焼き物も翻訳も奥が深いです。今は焼き物の修業を始めた時のように、日々の努
力を重ね、翻訳で必死に腕を磨いている最中です。好きな日本のことわざは「習う
より慣れろ」、好きな四字熟語は「臨機応変」です。焼き物においても翻訳において
も、このふたつの言葉は、私のスタイルにぴったりです。今後とも精進して参ります。

Victoria さんによる益子情報は Web 版でご覧ください  ▶▶▶

轆轤で使う粘土を用意する工程「菊揉み」の様
子で、菊の花びらに似ているのが名前の由来

1976 年 12 月の卒業展にて

http://www.wordsmyth.jp
http://www.facebook.com/wordsmythlab
http://minamimuki.com/fun-and-free
http://journal.jtf.jp


EVENT REPORT 2

JTF JOURNAL24

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2013 年度第 1 回 JTF 翻訳支援ツール説明会
2013 年 7 月 5 日（金）14：00 ～ 16：30

【開催場所】GMO スピード翻訳株式会社
【テーマ】 SDL WorldServer および SDL Studio GroupShare 説明会～サーバーを利用し

たデータ共有と翻訳ワークフローの管理～
【講　師】佐藤 弦氏（SDL ジャパン株式会社 LSP パートナー マネージャー）
【報告者】野崎 実和子（Welocalize Japan 株式会社プロジェクト マネージャー）

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

はじめに
言語数の増加、プロジェクトの短期化、プロジェクトのアジャイル化など、ニーズの

多様化により今後、翻訳業界ではますますマネジメントの観点が要になってきている。
翻訳コストは下げられないが、少量のプロジェクトが複数発生するようなビジネス 

ケースが近年増える傾向にあり、手動のプロジェクト管理部分の負荷が増えている状
況にある。また、案件が多数同時に進行することで、翻訳プロセスの全体像を把握す
ること自体が難しい。

したがって、いかにプロジェクト管理プロセスを単純化することができるかがます
ます重要な要素となってきている。

今回紹介する World Server と GroupShare はそれらの問題を克服するための仕組み
のひとつである。これらを導入することでどういった効果があるか、説明する。

それぞれの立場で必要なニーズ、作業規模に基づいてツールを選択すると効果的で
ある。例えば、Group Share は複数人規模でデータを共有しながら翻訳をする場合
(Trados Studio は所有していることを前提 ) に、World Server はさらにもう少し母体の
大きい規模での翻訳時に、ワークフロー全体の管理を視野に入れた場合に、より効果
的に機能する。

第一部 : SDL World Server（翻訳ワークフローの管理）

SATO Gen

2013 年度
第 1 回 JTF 翻訳支援ツール説明会 佐藤 弦

SDL ジャパン株式会社
LSP パートナー
マネージャー

続きは WEB へ  ▶▶▶

http://journal.jtf.jp
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十印五十年史・第 4 回

「事業には夢とリスクが背中合わせで存在する」とは勝田の言葉だ。どんなに順
風満帆な経営であっても喜びばかりで 50 年の長きに渡って事業を継続することは
不可能である。十印とてそれは例外ではなく、この半世紀の間には幾多の苦しみ、
それも時には大きな苦しみを乗り越えてきた。

80 年代から 90 年代にかけて同社が通り抜けた道のりを振り返ると、冒頭の勝田
の言葉に重みを感じる。十印に限ったことではない。あの時日本全体が追っていた
大きな夢の背後には、大きなリスクがぴたりと背中を合わせて潜んでいた。

前号で紹介した言語研究所の試みはまさに翻訳業界の夢を追う一大事業であっ
た。結果だけを見れば機械翻訳の夜明けはまだ先のことであったが、Mu プロジェ
クトと呼ばれた国家主導の研究開発や、その他大手メーカーとの協同の中で言語の
プロとして十印が果たした役割は大きく、当時の成果は今日市販されている翻訳ソ
フトにも連綿と受け継がれている。

十印がこのような大きな夢を追うことができたのにはいくつかの理由がある。

第一に、それまでの高度経済成長期に翻訳業界のパイオニアとしての地位を築き
あげたことが大きいだろう。国内で力をつけた大手メーカーの海外進出に合わせて
翻訳や派遣のビジネスを展開することで、着実に資本と人財を蓄積した。Mu プロ
ジェクトのような産学官横断の事業に参加することができたのも、自他共に認める
言語のスペシャリストという肩書きを持っていたからこそである。

しかしそれだけではない。十印の中核ともいえる経営戦略も大きく関わっている。
それは創業者の勝田、また現社長の渡邊の二人ともが折に触れて強調する言葉であ
るが「お客様のニーズにぴったしくっついていく」ということだ。

例えば言語研究所は最盛期に 70 人もの人員を抱えていたが、十印の力だけでは
このような規模を研究開発に投入することは難しかったはずだ。それを可能にした
のは機械翻訳を実用化させたいと考えた大手メーカーのニーズである。いくらニー
ズがあるとはいえ、「言語処理に秀でた者を 70 人用意してくれ」と急に言われたと
ころで簡単なことではない。だが「仕事が入れば人は集まる」というのが創業以来
一貫する勝田のスタイルだった。自分たちの得意とするサービスを売り込むのでは
なく、顧客のニーズに応えてサービスを提供するのだという勝田のこだわりは十印
の DNA に深く刻まれている。

1980 年代の終わり頃から十印は SBU（ストラテジック・ビジネス・ユニット）
というビジネスモデルを導入した。これは当時の重要顧客別に 8 つのビジネスユ
ニットを編成し、営業から製作までを一つのチームが一つの顧客と向き合って行う
という体制であった。「お客様にぴったし寄りそう」という同社のテーマをそのま

十印五十年史・第 4 回

時代という名のジェットコースターに乗って

─ バブル崩壊 ─

1991 年 5 月 20 日　ザ・テクニカルライター 
第 29 号より、SBU 体制の紹介記事
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まカタチにしたようなこの経営戦略の下、顧客からの信頼はより厚いものとなって
いく。

このようにして軸足はドキュメンテーションサービスとマニュアル製作に置きな
がらも、十印はその他に一見するとその専門分野とは関連の低い事業にも乗り出し
た。ドルショックやオイルショックを経験した日本では多角経営という言葉が流行
していた。経営の安定やリスクの分散を目的としたこの事業戦略は好奇心旺盛な勝
田の生来の気質にマッチしたのだろう。

二度目のオイルショックの最中、十印は入手が困難になった石油の代わりに塩水
で自動車を走らせるという新しいテクノロジーに関わることになる。今でこそ電気
自動車は当たり前であるが、塩水を使って発電し電気で動く自動車は斬新なアイ
ディアであった。特許申請中の発明家に協力して晴海でショーも行ったが、実用化
にはいろいろな問題があり、断念した。当時の活気あふれる日本経済を懐かしむよ
うに勝田は笑い、「90年くらいまでは本当にいろいろやりましたよ」と続ける。そう、
時代はバブルに突入していたのだ。地価に天井などないかのように銀行は値上がり
確実と触れまわって土地の購入を勧めていた時代である。勝田も多角経営の一環と
していくつかの不動産を購入していた。

「その資産価値が見事に十分の一まで落ちたんですから。もう大変ですよ」。バブ
ルの終焉が引き起こした荒波は日本経済を根底から揺るがし、十印も否応なく飲み
込まれた。

十印で働いていた従業員にとって、バブルの崩壊は引っ越しという形で現前した。
それまで十印の本社はインテリジェント・ビルと呼ばれたその時代の最先端を行く
目黒のビルに置かれていた。ロビーには巨大な絵画が飾られ、ID カードを使って
入退室する目新しい設備を誇っていたそのビルも、後から見ればバブル経済の勢い
に後押しされてのものであった。より手狭な自社ビルへの退去を余儀なくされ、涙
を呑んでの人員削減が行われた。日本全土で見られた光景である。

続いて仕事の質に変化が生じた。SBU 体制の下で十印の主軸商品であったマニュ
アル製作の仕事が激減したのだ。体力の落ちた国内メーカーは可能な限り業務の内
製化を図り、マニュアル製作の仕事はそれぞれ社内、もしくはその子会社に託すよ
うになる。十印に入る仕事は下請け的な性質が強くなっていった。

「あれから何年間は社内外の様子が慌ただしく変化する毎日で、ジェットコース
ターに乗っているようでした」と当時の社員は語る。なんとか持ちこたえることが
できたのは「長くおつきあいのあった一流企業の皆様から継続的にお仕事をもらえ
ていたことが大きい」と勝田は言う。十印にとっては苦しい時期が続いた。売上は
半分以下に落ち、不動産の価格下落による借入金の返済には、全不動産・子会社の
売却、その他あらゆる手法を使わざるを得なかった。90 年代半ばを過ぎて少しず
つ復調の兆しが見えてきた。

十印の強みは「その時代によって柔軟に主力商品を変えながらお客様にアピール
してきたことなんです」と同社に長く籍を置く社員は強調する。もしも十印が依然
としてマニュアル製作業務にこだわって事業の存続を図っていたら、低迷期は長く
なっていたかもしれない。Windows95の発売、DTPの本格的な普及、そしてインター
ネットの登場により、新しい時代の到来が予感されていた。十印の流儀に即して言
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えば、「お客様のニーズに変化が生じていた」となるだろう。

十印に活力を与えたのはローカリゼーションという新しい事業であった。自国で
好まれるコンテンツを海外に輸出する際、輸出先の文化・言語圏の好みに即した変
換作業がその製品の売れ行きを大きく左右する。自然な言語に翻訳することはもち
ろん、使われている画像や表現はその文化圏に適切であるか、また細かい点では測
定単位や時刻の表示形式、文字セットから用紙サイズまで、配慮すべき点は実に多
岐に渡る。当初は各社とも内製でまかなおうとしたが、IT 業界の成長、特にソフ
トウェア企業の海外進出に伴い、この変換作業を専門とする会社が現れ、瞬く間に
ローカリゼーションと呼ばれる業界を作るまでに発展した。

十印がこの波に乗るのは早かった。元より言語のエキスパートであると同時に国
内大手企業の海外展開を長い間支えてきたノウハウが蓄積されていたことを考えれ
ば当然の成り行きだったとも言える。時代に変化が生じていたとはいえバブル崩壊
の清算が済んだというにはまだ尚早であったこの時期に、十印は自身の肩書きを「マ
ニュアルの十印」から「ローカリゼーションの十印」へと改めていくことになる。

そしてインターネットの普及はもう一つ、日本の翻訳業界のパイオニア企業に大
きな可能性をもたらした。すなわち本格的な海外進出である。苦しみの時期を乗り
越えた同社は新しい夢である「アジアの十印」という地位を目指し、邁進していく。

続く。


