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はじめに 

アユタス実務翻訳者養成コースの受講生の皆様、本コースを受講してくださり

ありがとうございます。講師を担当させていただく、株式会社アユタスの代表・

五野上 良（ごのかみ りょう）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

私は実務翻訳者として、15 年ほど翻訳業界に身を置いています。一般企業の

翻訳部門を経て、フリーランス・在宅翻訳者として 10年以上働き、外資系の大

手翻訳会社のMLV（Multi Language Vendor）では訳文品質の管理、お客様と

の交渉、外部翻訳者のトレーニング、トライアルの作成や評価も経験しました。 

 

翻訳者として手痛いミスを指摘された経験も数え上げればきりがないほどで

す。逆に、私がレビュアーとしてほかの翻訳者の訳文を修正し、その理由を明確

に説明するという難しい仕事をしてきたという自負もあります。そして、お客様

と直接お話し、求められている品質についての意識合わせをするという業務も

経験しました。MLV に勤務しているときに特に苦労したのが、優秀な翻訳者の

獲得です。 

 

圧倒的な人手不足 

 

翻訳市場は拡大し続けています。翻訳コンテンツは年を追うごとに増え続けて

います。しかし、一定以上のスキルを身につけた翻訳者は圧倒的に不足している

のが現状です。前述の MLV で、トライアルを作成してフリーランス翻訳者の募

集をかけたことがあります。応募は多数集まるのですが、安心してお仕事を依頼

できる人はなかなか見つかりません。不合格になる理由は様々ですが、訳文（日

本語）の推敲が不十分という方がかなり多かった印象です。英文和訳の仕事は、

単に英語が読めるというだけでは務まりません。英語と日本語という大きく異

なる 2言語の間に、橋を架けるのが翻訳の仕事です。2 言語をつなげる橋は、大

きく、丈夫で、渡りやすいものにする必要があります。立派な橋を架けるために

は、原文である英語はもちろん、訳文となる日本語についても細かな点を注意深

く観察する必要があるのです。 
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途中の式を大切に 

私が訳文を推敲する際に大切にしているのが、「途中の式」という概念です。

小学校や中学校の算数・数学で、「途中の式を書きなさい」などと言われたこと

があると思いますが、これと同じような考え方です。翻訳の場合は「式」ではな

く、厳密には「途中経過」と言うべきかもしれませんが、わかりやすいのでこの

呼び方にしています。プロを目指して翻訳を学んでいる人が、お手本のような美

しい訳文とその原文を見ただけで、「なるほど！」と理解して実践に活かせるか

というと、そう簡単ではないでしょう（そうした才能にあふれる人もいるかもし

れませんが、少数派です）。完全に理解し、消化し、体得するためには「なぜそ

の訳文にたどり着いたのか」という途中経過や、そこに至るまでの数々の決定を

追体験すべきだと私は考えています。そこでこの講座では、テーマごとに分けた

各回の最初に「参考例題」を設けています。例題に対して、A案、B案、C 案と

いう 3種類の訳案を示し、それぞれの良い点や改善点などを比較していきます。

この課程で、訳出の意図、判断、決定を受講者の皆さんにも追体験していただき

たいというのが狙いです。このほかにもこの講座では、翻訳作業をスムーズにす

る概念や考え方をいくつか紹介していきたいと思います。 

原文と分野について 

最後に、このコースで扱う原文のジャンルや専門性について簡単に触れておき

たいと思います。扱うジャンルとして最も多いのは、ビジネス一般の文書です。

具体的には、外資系企業の日常的な社内コミュニケーション、取引先や顧客への

通知、一般消費者向けのメッセージなどです。ほかには、IT・コンピュータ分野

の内容も多く登場します。ただし、あまり専門的になりすぎないよう注意し、日

常的なビジネスシーンでも十分に目にしそうな技術を選んで出題したつもりで

す。マーケティング文書も登場します。B2B を意識した広告文から、一般ユー

ザー向けのトーンまで取り上げます。ほかには、トレーニング資料、ファッショ

ン系コンテンツ、小売業に関するテキストも作成しました。 

 

課題文はどれもアユタス実務翻訳者養成コース向けに作成されたオリジナル

で、すべて英語母語話者によるネイティブチェックを行っています。  
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第 1 回：無生物主語と多義的な動詞の訳し方（Provide） 

基礎コースの第 1回では、「無生物主語」と「多義的な動詞」についての理解

を深めます。実務翻訳では分野を問わず、無生物主語と多義的な動詞の訳し方を

押さえておくことが非常に重要です。今回はその代表的な例として、Provideを

取り上げたいと思います。ここで紹介する品詞の転換や視点の切り替えという

テクニックは、実際のお仕事でも大いに役立ちますので、是非その勘所をマスタ

ーしてください。 

 

なお、ここで言う「多義的な動詞」とは、「前後の言葉や状況によって訳語を

柔軟に決める必要がある言葉」のことです。定義を並べるよりも、実際に訳して

みるのが理解の近道かと思います。さっそくチャレンジしてみましょう。 
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1-1 参考例題 

まず、以下の例題をご自分で訳出してみてください。その後で、以降の A～C

案とその解説を読んでください。 

ファッションブランド企業の新入社員向けトレーニング 

DIVINIETTE Onboarding Training for New Hires: Part 1 

This training provides you with in-depth information about the latest 

collection as well as some iconic pieces from the Maison’s archive. 

説明 

⚫ DIVINIETTE：架空のファッションブランド企業。英語ママで表記してくだ

さい。 

⚫ Onboarding：ビジネス一般用語。新人研修とほぼ同義です。新卒・中途入社

の人に向けて、組織の基本的なルールやしくみ、ビジネスについて説明しま

す。通常はカタカナで「オンボーディング」と訳します。 

⚫ Maison：ファッション用語。ファッションブランドが自社のことを指して使

います。主にフランスに拠点がある会社か、フランスにゆかりのある会社が

使います。訳語は「メゾン」としてください。 

⚫ Archive：ファッション用語。ファッション分野では「アーカイブ」と訳しま

す。過去の作品のことで、そのブランドが歩んできた歴史が詰まっています。

参考：コンピュータの分野でも長期保存するファイルやデータを「アーカイ

ブ」と呼びます。 

⚫ Iconic：そのブランドを代表するような、象徴的なアイテムを指します。主に

「アイコニック（な）」と訳しますが、「象徴する／的な」「代表する／的な」

「らしい」といった訳出も可能です。 

 

まずはご自分で訳出してみてください。  
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以下、3 種類の試訳について考えてみましょう。 

 

A案 

DIVINIETTE 新入社員向けオンボーディング研修：パート 1 

このトレーニングは、最新のコレクションに関する深い情報のほかに、メ

ゾンのアーカイブからいくつかの象徴する作品を提供します。 

A案の解説 

A 案からは、すべての単語を取りこぼすことなく訳そうという意図が感じ

られます。見出しについては特に問題なさそうです。それ以降の部分につい

て、ポイントごとに解説しましょう。 

 

「A as well as B」の訳し方 

原文では「information as well as some iconic pieces」という「A as well 

as B」の形が使われています。A案では「コレクションに関する深い情報の

ほかに、（中略）作品を提供します」となっていますが、これは改良の余地

があります。 

「A as well as B」は、基本的には「A in addition to B」に置き換えて訳

します。通常は、「B」の方が自明な情報であり、「A」の方を強調したい場

合に使われることが多いと思います。「A」と「B」の自明性と意外性がどれ

くらいのバランスなのかは文脈や常識・専門知識から判断する必要がありま

す。 

 

「A as well as B」の訳出に使えそうな表現パターンを列挙してみます。

これ以外にも様々な表現が考えられますので、その都度判断してください。 

 

➢ 「Bに加えて A」 
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➢ 「Bだけでなく A」 

➢ 「Bのほかに／以外に A」 

➢ 「Bとともに、A」 

➢ 「～したり、～したり」 

 

上の方が「B の自明性が高く、A の意外性が高い」表現となります。一番

下の「～したり、～したり」は「A=B」の比重になっています。まれに、原

文を執筆するライターが「A as well as B」を単に「and」の意味で使うこと

もあります。正しい使い方を意識していないか、リズムを整えるために単調

な「and」を避けるケースもあると思います。上記の表現パターンはあくま

で参考にとどめ、「A as well as B」を訳出した後に「A」と「B」のバラン

スをチェックして不自然になっていないか確認してください。 

 

この A案では、今回のテーマである「Provide」に「提供」という訳語を

当てています。これでもよいのですが、もう一歩工夫がほしいところです。

次に B案を見てみましょう。 

 

B案 

DIVINIETTE の新入社員向けオンボーディングトレーニング：パート 1 

このトレーニングであなたは、メゾンのアーカイブのアイコニックないく

つかのアイテムに加えて、最新のコレクションに関する詳しい情報を理解で

きます。 

B案の解説 

工夫された訳文です。ただし、実務翻訳の多くのジャンルで、訳出しなく

てもよい場合は「you」や「your」を訳出しないことがほとんどです。「あな

た（の）」を使わなくても済むのであれば、避けた方が無難です。この B案
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で特筆すべき点は、動作の主体を変えたことです。A案と比較してみましょ

う。 

 

➢ 原文：This training（動作主）provides（動作） 

➢ A 案：このトレーニングは（動作主）～ 提供します（動作） 

➢ B 案：このトレーニングで（手段）あなたは（動作主）、理解で

きます（動作） 

 

ここからは、便利な「動作主（どうさしゅ）」という考え方を導入します。

文法構造上の主語かどうかではなく、「提供します」などの動作の主体（実

行者）が誰・何か、という観点での分類です。B案では、原文の動作主をす

り替えて、「あなたは、理解できる」という構造に転換しています。ベテラ

ンの翻訳者であれば、こうした転換を無意識にやっているはずです。翻訳を

始めたばかりの方も、トレーニングを積むことで自然にできるようになると

思います。無生物主語を見たときには、訳文でも無生物主語を置くのか、動

作主を別のもの・人に転換するのかをまず考えてみてください。一般に「you」

は訳出しないことが多いのですが、B案で行った視点の切り替えはナイスト

ライと言えます。 

 

また、「in-depth information」の訳出にも注目しましょう。A 案では「深

い情報」としていましたが、B 案では「詳しい情報」となっています。形容

詞（この場合は in-depth）が修飾している名詞の性質を考えると、B 案の

「詳しい」などの表現がよりふさわしいと言えるでしょう。続いて C 案を

見てみましょう。 

 

C案 

DIVINIETTE 新入社員向けオンボーディングトレーニング：パート 1 

このトレーニングを受講することで、メゾンを象徴するいくつかのアーカ

イブアイテムに加えて、最新のコレクションについても詳しく理解できるよ
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うになります。 

C案の解説 

すっきりと訳出されています。ここで、A～C案の動作主を比較してみま

しょう。 

 

➢ A 案：このトレーニングは（動作主）、～を提供します（動作） 

➢ B 案：このトレーニングで（手段）あなたは（動作主）、理解で

きます（動作） 

➢ C 案：このトレーニングを受講することで（手段）、理解できる

ようになります（動作） 

 

C 案では、冒頭に手段であることをはっきりと伝える記述「することで」

を置いた上で、動作主を明示しないまま「理解できるようになります」とい

う変化を示す動作で締めています。C 案の「理解できるように～」の動作主

は明示されていませんが、文脈や資料が使われる状況を考えれば「理解でき

る」のは新入社員＝トレーニング受講者であることは自明です。 

 

係り受けを明確につなげる 

ここでもう一度、原文の後半を見てみましょう。 

This training provides you with in-depth information about (1) the 

latest collection as well as (2) some iconic pieces from the Maison’s 

archive. 

この例題では、太字の「information about」が下線「(1) the latest collection」

と「(2) some iconic pieces from Maison’s archive」の両方にかかっています。

「～に関する情報」を 2回書き出して、「アイコニックな作品に関する詳しい

情報に加えて、最新コレクションに関する詳しい情報を理解できます」などと

する方法もありますが、これでは少し間延びしてしまいます。 
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C 案はこの係り受けという観点で、絶妙な訳出をしています。下の表現では、

「Bについても理解できるし、Aについても理解できる」という点がよく伝え

られます。 

Bに加えて、Aについても詳しく理解できるようになります。 

「provides in-depth information about ～」ということは、「～について詳

しく理解できる」ということです。「in-depth」という形容詞を「詳しく（理

解できる）」という副詞に転換することで、簡潔でいて読みやすくなり、同時

に係り受けの糸もスムーズにつなぐことに成功しています。 

 

出自／出所の fromと品詞の転換 

この例題で特にまとめづらいのが、「some iconic pieces from Maison’s 

archive」の部分でしょう。前置詞「from」はほとんどの場合は「から」と訳

出して問題ないのですが、今回のようなケースは例外です。私はこの種の

「from」を「出自／出所の from」と呼んでいます。こうした「出自／出所の

from」は、「から」と訳出したときに日本語では動きや移動のイメージが強く

出過ぎることがあります。「出自／出所の from」に「から」を当ててうまく収

まらない場合、まずは「の」を当てておくのが無難なテクニックです。それで

も収まらないときは、「から得た」や「から選んだ」のように「から」に加え

て 1つ動作を置くとうまく行くケースが多いように思います。 

 

「some iconic pieces from Maison’s archive」のような訳しづらいパーツを

すっきりとまとめるための実践的なプロセスを説明します。あくまで 1 つの

方法ですが、「意味としては正しく訳出できたが、どうも日本語として収まら

ない」という場面で試してみてください。この方法ではまず、単語レベルに分

解した上で、原語の品詞にとらわれずに、できるだけ多くの訳語を出していき

ます。 

 

実際にトライしてみましょう。 
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⚫ Some: いくつかの、いくつか（副詞）、複数の、 

⚫ Iconic：アイコニックな、アイコンである、象徴する／的な、代表する／的な、

～らしい 

⚫ Pieces：作品、アイテム、製品、商品、ピース 

⚫ From：「の」、～で使われた、登場した、彩った、誇る、から選んだ、など 

⚫ Maison’s：メゾンの、ブランドの、私たちの 

⚫ Archive：アーカイブ、過去の～、これまでの、歩んできた、歴史 

 

書き出した単語をつなげてみます。このとき、原文の文法構造にとらわれず

に並べるようにしてください。 

 

➢ メゾンの歴史を彩ったいくつかのアイコニックな作品 

➢ ブランドでこれまでに使われた象徴的な製品 

➢ アーカイブの中から選んだ、私たちが誇るいくつかのアイコニ

ックなピース 

➢ ブランドを象徴するいくつかのアーカイブアイテム 

 

上記の 2 番目の例では「some」を取り立てて訳出していません。3 番目で

は「出自／出所の from」を「から選んだ」と訳しました。4 番目の例では、原

文の「pieces」と「archive」という 2 つの名詞を組み合わせて、原文構造には

なかった「アーカイブアイテム」という複合名詞を作り出した点が秀逸です。 

 

いくつかの表現パターンが出ましたが、ここですぐに最終訳文を決定しては

いけません。次のステップは確認作業です。候補となる訳文と原文をもう一度

見比べて、原文で伝えたい要点が漏れていないことや、原文の意図が大きくず

れていないことを確認します。読みやすくて自然な日本語に仕上がったとして

も、原文の重要情報が抜けたり、意図が変わっていては台無しです。場合によ

っては、すべての情報を盛り込みつつ自然な訳文にすることを諦めなければな

らないこともあるでしょう。そんなときは、重要ではない情報を少しだけ削っ

たり、読みやすさの点で多少の妥協をするという選択が迫られます。しかし、

こうした妥協をする前にできるだけ多くの言葉を並べてつなげ、原文との比較

チェックを繰り返すようにしてください。視点の切り替えや品詞の転換で、ほ

とんどの場合はぴたりと収まるベストな翻訳が見つかるはずです。 
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Provideの勘所 

Provide は、分野を問わず実務翻訳のあらゆる場所で目にする最頻出用語です。

「提供」として問題ないケースもありますが、多くは文脈に応じた訳語を選ぶ必

要があります。自分で作った訳文が不自然に感じたら、「提供」という訳語から

いったん離れると良いでしょう。実際に使われる場面としては、Provide された

ことで「何かができるようになる」というパターンが多いと思います。この「獲

得」のイメージを心に留めたまま、少し引いた視点から俯瞰してみることをお勧

めします。「Provideされる前」と「Provide された後」を矢印でつないで、その

前後の変化を意識してみるのも良いでしょう。辞書にはない、自然かつ適切な訳

語が見つかるはずです。 

 

これは、Provide 以外の多義的な動詞にも応用できる、実務翻訳の基礎的なテ

クニックですので是非マスターしてください。 
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1-2 課題翻訳 

例題を踏まえて、以下の課題翻訳を訳出してください。授業で発表し、ディス

カッションしましょう。 

 

音楽系ソフトウェアに関する顧客満足度アンケートの文言 

Please agree or disagree with the following statements. Please rate on a 

scale of 1 to 5, where 1 is “strongly disagree” and 5 is “strongly agree.” 

Articles on our support site provide helpful guidance about how to use 

Sound Composer and its optional plug-ins. 

1     2     3     4     5 

説明 

⚫ 「Sound Composer」はソフトウェア名で、固有名詞です。訳文でも英語の

まま「Sound Composer」としてください。 

⚫ plug-ins = カタカナで「プラグイン」としてください。本体に追加して機能

を拡張するしくみです。 
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1-3 実践練習 

当面は時間をかけてでも正確に訳すことが目標ですが、徐々にスピードも求め

られるようになります。出された課題をその場で訳出していくのも実力アップ

の近道です。 

 

実践課題 

当日に出題します。 

This section provides you with information on the system requirements 

for using Sound Composer Light. 
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1-4 添削課題 

期日までに提出した方には、次回の講座で添削結果を返却します。 

 

医療機関の ITセキュリティ担当者を対象とした記事 

There are many reports on general security issues, which may provide 

security personnel with rough guidelines. However, they generally do not 

go into detail regarding specific threats faced by medical providers. 

説明 

⚫ Medical provider：「医療機関」としてください。 

⚫ Threat：セキュリティ用語。「脅威」と訳してください。リスク要因に近い意

味です。 
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第 1 回のキーポイント 

 

⚫ 「A as well as B」は「A in addition to B」として訳す。 

⚫ 「A as well as B」の訳出に使える表現パターンは様々だが、Aと Bの自明

性と意外性のバランスを見て決める。 

 

⚫ 実務翻訳では、訳出しなくてもよい you や your はなるべく訳出しない。 

⚫ 実務翻訳では無生物主語が多い。 

 

⚫ 動作主（どうさしゅ）という考え方で原文・訳文を読み解いていく。 

⚫ 原文が無生物主語の場合、訳文でも無生物を主語や動作主にするのか、視点

を変えて描くかを判断する。 

⚫ 品詞を転換するテクニックを意識的に使う。 

⚫ 係り受けの範囲を読み取って、訳文でもその範囲が明確になるよう言葉を選

ぶ。 

 

⚫ 「出自／出所の from」を「から」と訳すと、訳文では動きが出過ぎることが

ある。この場合は「の」と訳した方がうまく収まることが多い。 

⚫ 「出自／出所の from」を「の」と訳して言葉が足りないように感じたら「か

ら得た」「から選んだ」のようなパターンを試してみる。 

 

⚫ 訳しづらい部分は、単語単位に区切り、各単語にできるだけ多くの訳語を付

ける。この際、単語の品詞にとらわれない。 

⚫ 書き出した訳語を自由につなげてみる。このときに、原文の文構造にはとら

われない。 

⚫ できあがった訳文候補を安易に選ばず、原文と比較して重要情報の漏れや、

意図からの乖離をチェックする。 

 

⚫ Provide は、単に「提供」と訳して収まるケースもある。 

⚫ うまく収まらない場合は、「provide されたことで何かができるようになる」

という着眼点を持ち、「獲得」のイメージを心に留める。 
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翻訳コラム：各社共通の一般的なスタイル 

「スタイルガイド」と各社に共通する一般的なスタイル 

 

ソースクライアント（最終的にその翻訳物を使用する企業）は、翻訳する際の

スタイルガイドを定めていることが普通です。実務翻訳者は各社のスタイルガ

イドを参照しながら、スタイルを守って翻訳をします。ここで言う「スタイル」

は、言い回し、トーン、雰囲気、のような曖昧な意味ではありません。「数字を

半角で書く」、「文末にカッコを置く場合、句点は外に出す」、「全角スペースを使

わない」、といった具体的な表記ルールのことです。 

 

以下に、各社に共通する一般的なスタイルをまとめました。 

 

 

⚫ ひらがな、カタカナ、漢字は全角を使う。アルファベットは半角を使う 

（記号の全角半角については、クライアントごとに定めが異なる） 

不審なメールを受信した場合は、すぐに本社の ITサポートに連絡してく

ださい。 

⚫ 読点は全角の「、」を使い、句点は全角の「。」を使う。 

（まれに、学術的なコンテンツでは読点を全角「，」、区点を全角「．」とする

ことがある） 

社内ポータルがリニューアルされました！マイページにアクセスして、自

分のプロフィールに正しい情報が記載されていることを確認してください。 

⚫ 数字は半角アラビア数字を使う。全角アラビア数字は使わない。 
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入金が確認できてから 5営業日以内にサービスが開始いたします。 

⚫ 慣用的な表現では漢数字を、それ以外の場合はアラビア数字を使う。 

ログインに 5回以上失敗すると、アカウントが一時的にロックされます。 

上記に示した手順は一例です。実際の手順とは異なる場合があります。 

⚫ 文末にカッコを置く場合、句点はカッコの後ろに出す。 

（カッコの全角半角については、クライアントごとに定めが異なる） 

人事部に連絡して、401k プランの変更届を取得してください（加入して

いる場合）。 

この翻訳講座でも、上記の一般的なスタイルを採用します。課題を訳出する際

にも必ず守ってください。このほかに、「クライアントごとに差が出るスタイル」

もあります。これについては、第 3 回で紹介します。 
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第 2 回：可能にさせる動詞群と先を予測させる技術（Allow） 

第 2回では、前回に引き続き無生物主語の原文に取り組みます。今回は、特に

Allow について学びますが、この内容は Let, Permit, Enable などの「可能にさ

せる動詞群」の訳出についても応用できます。 

 

基本的な考え方は前回の Provide と同じです。品詞を転換する、視点を切り

替える、といったテクニックを使って原文の意図を損なわずに自然な訳文に仕

上げましょう。 

  




