2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店
『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念

越前敏弥トークイベント

「文芸翻訳の基本と実践」

2018 年 5 月 26 日、青山ブックセンター本店において、『文芸翻訳
教室』
（研究社）の刊行を記念して、著者で翻訳家の越前敏弥氏のトー
クイベントが行われました。（進行・聞き手は『文芸翻訳教室』の編集
者であり、青山ブックセンターの「翻訳教室」の講師でもある金子靖氏。）
本イベントは翻訳者、翻訳志願者のあいだで大いに注目を集め、当日の
会場は満席になりました。
会場につめかけた参加者から事前に寄せられた様々な質問に答えてい
ただいたほか、ダン・ブラウンの新作『オリジン』の翻訳についてもた
くさんのお話をうかがうことができました。

『文芸翻訳教室』について
越前：今回、研究社から『文芸翻訳教室』という本を出しました。この本の第一部・第二部は、僕が教
えている翻訳教室のクラスで使ってきたものや、ブログに書いたことなどをまとめたものです。そうい
うのを色々かき集めていったらけっこう体系的なものができたという感じです。ですから、基本的には

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

1

ここに載っている多くの問題がクラスで実際に扱って、多くの人が間違えたというものです。第三部の
「文芸翻訳の現場」については、あまりこういうのが紹介されてる本というのはこれまでもなかったと
思うんですね。シノプシスの具体例であるとか、あとがきの書き方とか。そういったところが今回のセー
ルスポイントというか、この本をおすすめしたい理由のひとつです。文芸翻訳のいちばんのイロハの部
分から、それこそプロの一歩手前くらいで必要なことまでをほぼまとめています。
―― 先生が今おっしゃったように、第三部は私が見た中では初めてですし、自分でも編集していてす
ごくためになりました。先生としては今回の本で第三部に一番力を入れられたのでしょうか。
越前：力を入れたのは、そうですね、オリジナルで書いた量で言うと三部が一番多いのかなと思います
し、今までにないものだから、他のポイントであれば過去に似たようなこと書いてる人がいて参考にし
たりできたけど、
「あとがき」の書き方を書いてる人はいないんですよね、たぶん。
―― 実は、事情をばらしてしまいますと、本に掲載するためには基本的に版権は全部取らなくてはい
けないのですが、作家によってはそれを出すのをよしとしないという人もいまして、版権が取れなかっ
た部分がいくつかあったんです。それで先生にご相談して、最後のインタビューのところを足していた
だきました。これがあることによってすごく締まってる感じがします。
越前：そうですね、読書会の話とか作文コンクールのこととか、もともと入ってなかったのを最後に入
れられてラッキーというか、そういう感じですね。
―― では、ここからは、事前にみなさんからいただいた質問に先生に答えていただく形で進めていき
たいと思います。
「『文芸翻訳教室』の中のコラム、
『どんな本を読むべきか』で、原書、翻訳書、日本人作家の作品の 3
種類をバランスよく読むのが理想とありますが、翻訳書と日本人作家の本について、おすすめの本やお
気に入りの本があれば（できればミステリー以外について）教えてください」
越前：月並みですけど、三島由紀夫とかけっこう研究してましたよ、翻訳学習者だった時期に。やっぱ
りダントツで美しい文章だと思うし。あとけっこう反面教師というか、名前は挙げられないけれども、
日本人作家でも「ヘタクソだなー」と思いながら読んでたりすることもあるし。若い作家でいうと、僕
は島本理生さんとかはけっこうきれいな文章を書く人だなと思います。わりとエンターテインメント系
に近いところですけど。
やっぱり基本はその作家が好きかどうかで決めてくべきだと思うし、面白くもないのに翻訳のために
勉強するのは苦痛でしょ。まず最初に好きな作家である必要があると思うし、どうしてその作家が好き
なのか、文章がヘタクソなのに好きだと思ってるのか、真似すべき文章だと思ってるのかそれにもよる
んだけれども、だいたい好きな作家だったらその文体が一番入ってくるんじゃないですか。それは翻訳
書もそうだけど。
―― 関連する質問で、
「おすすめになる日本人作家、欧米作家を教えてください」とのことですから、
欧米作家のミステリー以外でいらっしゃいますか。
越前：ミステリー以外で……あんまり出てこないなあ。ミステリーだと３人、４人ぱぱぱっと出てくる
んだけど。変な言い方だけど、そんなこと自分で調べてくださいっていうことですから。それくらい選
べなきゃしょうがないんじゃないかなというのが本音ですね。好きな作家の一人や二人いなければ、な
んで翻訳の勉強をしに来てるのかっていうのが本音かなあ。
「誤訳をなくすには、英語力、文法力が必要ですが、いったい何から手を付けたらよいか迷います。ま

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

2

ずこれをやれというアドバイスがあれば教えてください」
越前：何が弱点かがわからないということですよね。
一般的には、自分の著書の宣伝で言えば、
『日本人なら必ず誤訳する英文』
（ディスカヴァー携書）と
いうのが僕の最初の著書ですけど、あれは文法項目ごとに誤訳しやすい、誤読しやすい英文例をまとめ
ていますので、たとえばそれを読んでいただいて、正答率が一番低いのはどういうところかっていうの
をチェックしてそこを読むとか、それはできると思います。ただその弱点が、いわゆる語学力に基づく
ものである場合と、もうひとつは本を読んでない、つまり小説なら小説の書き方がわかってないという
場合があって、自分はどちらに属するのかっていうことをまず知った方がいいんじゃないのかなと思う
んですけどね。
自分の経験で言うと、TOEIC 満点ていう感じの人で、でも小説の翻訳のクラスではボロボロだった
人というのもいますし、あまり点数だけでわかるものじゃないですよね。たとえばミステリーだったら
ミステリーのルール、ミステリーの書き方っていうのがありますから。だから、語学が原因だっていう
場合と、そうじゃなくて対象になっているジャンルの文章を読み慣れていないのが原因のどちらである
かというのを見極めるのが、まずはやることじゃないかなと思います。
―― ちょっと補足させていただきますと、翻訳教室をやっていると TOEIC L&R 満点の人っていうの
は珍しくないんですけど、たしかに本を読んでないとかなり苦しいなと思います。一番まずいのは、本
人が自分は英語がよくできるから何でも問題なく訳せると勘違いしちゃってるっていうのがあって、そ
こをどうさりげなく、いや本当に難しい英語っていうのはもうちょっと違うものだよ、というのを教え
てあげなければいけないかなと思っています。何より日本語、英語両方の読書量を増やして、原文はど
んな特徴があるか、それを日本語にするにはどうしたらいいか、考えてほしい。言うまでもなく語学力
は大事で、英検１級、TOEIC L&R は 960 点くらいの実力は当然必要でしょうか、そこからさらにそれ
以上のことが求められると思います。言ってみれば、
「語学力」＋「英語、日本語の量、質ともに充実
した読書」＝「ほんとうの翻訳力」ということになるでしょうか。
「翻訳のスクールに入ることを考えていますが、学費が準備できるまで自分でおこなえるトレーニング
はありますでしょうか」
越前：安上がりですます方法はたぶん原書と訳書の突合せですよね。それが一番安いし、何か月ももつ
し、一番いい勉強になるし。じゃあそれで何を選ぶべきかっていったら、それはさっきも言ったような
ことなんだけど、まず自分が面白いと思っている作品で、かつ訳文を読んでいて、少なくとも抵抗がな
いというか、
そういうものを選ばなきゃしょうがない。何か月も付き合うわけですから。力のある人だっ
たらそこでまた、これは真似すべきだとか、あるいはこれは真似しなくてもいいんじゃないかとか、自
分のほうがいいんじゃないかとか思うんじゃないかな。
「小説を訳すうえで一番大切なことは何ですか」
越前：小説が好きだってことじゃないですかね、模範解答だけど。やっぱり来ている仕事の中では、こ
れは絶対大好きっていう小説もあれば、とりあえず仕事だから引き受けざるを得ないってものもあるわ
けですよ。まあ好きなときはもちろんいいんだけど、どうかなっていうときも、とりあえずはその付き
合っている数か月間は好きになろうと努力するっていうことはもちろんやってます。どんな作品にし
たって欠点ばかりじゃなくていいところもあるわけで、その作品のいい面を見ようと努めてやってるか
な。だから、それこそ小説はいろいろな読み方ができるわけであって、ストーリーはいまいちだけどキャ
ラクター造形が深いとか、あるいは表現の妙みたいなところがあるとか、その作家なり作品なりのいい
部分になるべく目を向けることじゃないかなと思います。
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「翻訳書の出版はビジネス的に難しいと聞きます。出版自体にデジタル化の流れができているので、今
後の翻訳電子出版への動きはないのでしょうか」
―― 要するに今後、電子出版に向かって行くかっていうことだと思うんですけど。
越前：結論から言うと、電子出版の方に向かって行かなきゃどうしようもないと思っていますし、今ちょ
うど過渡期でたぶん一番大変な時期。だけど一方でそう簡単には電子に変わっていかないですよね。ま
だ 10％から 15％くらいかな、電子の割合は。最終的には電子の方が中心になっていってもらいたいな
と思ってますけどね。保存性とかいうことについてですけど。保存性っていうのは、たとえば絶版にな
りにくいとかそういうことも含めて。
―― 洋書とかはもう電子ではないですか。たとえば、ダン・ブラウンの『オリジン』（原書）は、これ
は持って歩くの大変ですよね。
越前：僕も普段の読書は基本的に Kindle です。こういう書店で言っちゃいけないのかもしれないけど（笑
い）。
「差支えなければ、
実際に翻訳されているときの作業環境を教えてください。たとえばどんな PC を使っ
ていらっしゃるのか、原文はプリントアウトしたものを見ながら訳されるのか、データを PC 上に表示
して作業されるのかなど」
越前：その辺はどっちかっていうとクラシックで、デスクトップはごく普通の Windows のマシンを使っ
ています。おもしろいのは、読書はほとんど Kindle なんだけど、翻訳作業は紙を横に置かないと僕は
できない方ですね。よっぽど短いもの、短編とか 2、3 ページのものだったら別ですけど。紙の原書を
置くか、最近は原書より PDF をもらうことの方が多いですけど、その場合もプリントアウトで作業す
ることがほとんどです。自分でプリントアウトすると紙が 500 枚くらい必要だから編集者にプリント
アウトを送ってもらいますね。ケチくさいけどね（笑い）。
―― 今は PDF で来たらそれを Word にコピーアンドペーストして、そのパラグラフの下にっていうパ
ターンが多いですよね。
越前：そうらしいですね。でも僕はそれだとちょっと落ち着かない。それは、パラグラフごとに訳文を
パラグラフの下に入れてくんですか。
―― そうです。そうすると訳し抜けがそんな
にないのと、見直しが楽だってことがあるみた
いですよ。
越前：それで原文を消してくんですか。
―― 最後まで訳したあとに英文だけ消して提
出っていうのが多いんじゃないんですか。
越前：ビジネスライクで好きじゃないなあ。僕
はできれば日本語の字面だけが残っている方が
美しいと思うんで、英語より日本語の方が好き
ですから。すごく思い切った言い方をすると英
語なんか嫌いですから。英語なんか嫌いってい
うのは、英語のちょっと攻撃的なリズムである
とか、こましゃくれた発音みたいなのがあんま
り好きじゃなくて、それを日本語に変えていく
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ことに喜びを見出すようなタイプなんで、そういう方法で作業するにしても、すぐ消してしまわないと
気持ち悪いんじゃないかな。すいません、この辺は時代遅れみたいですけど。
「1 冊の本を訳すときに、どれくらい読んでから訳されますか。たとえば 1 回まずざっと読んでからか、
2、3 回読んでからとか」
越前：時間があれば 2 回読みたいです。自分でシノプシスを書いてるかどうかにもよるんですけど、も
しシノプシスを書いていたら、さらに 1 回読むか、もう読まないでいきなり訳しちゃうかもしれない。
そうじゃないときは基本的には 2 回読みたいけど、現実には 1 回しか読めないかなあというのが正直な
ところで、あとはもう訳しながら前に行ったり後ろに行ったり、10 ページか 20 ページ先まで読んだり
とか、そういうふうにやります。でも、本当はできれば 2 回くらい読んだ方がいいと思います。
「訳文を見直すとき、原文との突合せは何度くらいしますか。初校、再校でどの程度修正しますか」
越前：あんまりやらないです。最初に原稿を読んで、翻訳作業そのものを進めていったあとは、見直し
は 1 回だけかな。1 回だけっていうのは、だいたい章ごとくらいの感じでやります。ダン・ブラウンだ
と 100 章あるんだけど、100 章はさすがにいちいち振り返らないで、10 章ごとくらいの感覚かな。だ
から一冊の本について、たとえば 30 ページとか 40 ページとかそのくらいの単位で 1 回振り返ります。
ただこれは時間があるときで、実際は時間がないときの方が半分以上なんですけど。
ゲラになった段階からは、基本的にはもう英語は見ません。日本語を読んでいて変だなと思って原文
を突き合わせるってことはもちろんしばしばやりますけど。でもゲラの段階ですべて最初から最後まで
読んでいる時間はないのが本音です。新人の頃の数冊はゲラでも原文との突合せをしてましたけど、基
本的には訳文ができた段階で完成したものであると思っています。もちろん指摘されたところについて
はきちっと原稿を見ていきますけど。
ゲラで手を入れるか入れないかっていうのは、これは他の人がどれくらいかはわからないけれども、
あんまり手を入れないかな。基本的には、
キリがないっていうとなんですけれども、
「どっちでもいいじゃ
ない」くらいのときは直さないかな。
「特に文芸作品の翻訳では登場人物など語り手の声をよく聴くことが重要だと言われますが、私は物語
の声を正しく聴き分けたりすることが苦手です。越前先生はこれまでのお仕事の中で、この作品は声が
聴こえにくいなとお悩みになったご経験はありますか」
越前：声……、聴こえるといいですね。
―― たとえば今回の『オリジン』だと一番の声というのはウィンストンだと思うんですけど、この「わ
たくし」はかなり早い段階から決まっていたんですか。
越前：これはもう最初の段階で「わたくし」かな、
「ございます」でしゃべるキャラクターっていうのかな。
ウィンストンというのは、物語の中心になっている AI ですけども、主人に仕えるっていうキャラクター
で、あんまり細かいことは言えないんですが、忠実でなければいけないわけです。そうするとやっぱり
周囲との差をつけるためにも「わたくし」でしゃべらせる。しゃべらせるというと、そういう意味では
声が聴こえてきたって言っていいのかもしれないけど。
あんまり「声が聴こえた」みたいな詩的な物言いっていうのは、僕はしないかな。どれで行くか戦略
的に考える方かなって思いますけどね。声が聴こえてくるものですかね。
―― 一人称の語りの作品だと声というのは聴こえてきますよね。
越前：それはそうですね。あと台詞ですね。でも一人称も「私」で行って途中から「僕」に変えるって
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いうのもかつてやったことあるし、それは常に迷いながらやってると思いますけどね。
「翻訳作業で行き詰まった際など、先生が実践されている解決策がありましたら教えていただきたいで
す」
越前：とりあえず寝ることじゃないですかね。
ひとつ言えるのは、僕はわからないことがあったときとか自信がなかったときとか、翻訳していてぎこ
ちないなとか不満があるときは、とりあえず黒丸かなんか付けといて、つまりデータの中に黒丸の記号
を入れて、次に行っちゃうんですよね。解釈が割れるような場合もそうだし、もっといい表現があるか
なっていうときもそうだけども、時間との戦いの中でやってるからあまりこだわらないで、たとえば 5
分くらい考えてちょっと無理だと思ったら黒丸つけて次に行っちゃう。で、翌日フレッシュな頭で考え
たらあっという間に考え付くこともあるし、そういうことじゃないかなと思います。原文の意味がわか
らないとか曖昧だっていうところも、翌日になってわかることもあるし、それから 1 ヶ月後くらいにずっ
と 100 ページ、200 ページあとを訳してて突然わかったりすることもしばしばあるので、あまり突き
詰めて考えないようにしています。
「先生の毎日の流れと言いますか、仕事中はどのようなサイクルで一日を過ごしていらっしゃいますか」
越前：朝は比較的早く起きます。たいがい 6 時半くらいに起きて、仕事部屋が歩いて 3 分くらいのとこ
ろにあるんですけど、そこに入るのは 8 時前ですね。基本的には朝 8 時から夜 7 時くらいまではそこ
にいます。ずっといる日が週のうちの半分くらいかな。あと半分くらいは飽きて外に出てラーメン食べ
に行って、映画見に行って、マッサージ屋さんに行くとかそういうことやりながら、まあでも半分くら
いの時間は仕事してる感じですね。ずっとパソコンに向き合ってるわけじゃないです、もちろん。適当
に息抜きはしながら、だいたい午後 2 時くらいが一番眠くなる。これは同業者で午後 2 時が鬼門だとか
言う人、すごく多いです。眠くなったときはしょうがないから、ソファベッドに横になって、テレビを
つけてます。幸いそこでずっと寝込んじゃうってことはなくて、だいたい 15 分か 20 分くらいで必ず
目が覚めるというような感じです。人にもよるかな。夜型の人もいるし。
―― 先生は昔から朝方でしたか。
越前：いや、
違います。
それは子供ができてからですね。
20 代は完全な夜型でしたね。寝るのが朝 6 時とか。
今もノンフィクションの斉藤隆央さんとかそういう感じ。だいたいツイッターで朝 5 時くらいに「力尽
きて閉店」とか書いてあって（笑い）
。
「訳していて、原文が間違っていると思われることはありませんか。そのときはどうされますか」
越前：どのレベルの間違いかはわかりませんが、一冊の小説を訳していて、ひとつもそういうものがな
いというのにあったことがないと思われますね。必ずひとつやふたつはあるし、まあダン・ブラウンの
場合だと情報量がものすごいですから、当然、その分間違いも多くなるんですよ。そういう場合は、別
に作者に断らずに微調整します。これは自分で小説の翻訳とかなさってる方は経験済みなんだけど、た
ぶん三冊に一冊くらいの割合で、曜日の間違いがあります、必ず。ほぼそのくらいの確率でみんな間違
います。で、曜日が間違っていて、Wednesday を Thursday に変えればいいとかそのくらいだといい
んだけど、火曜日の出来事があった次に、もう一回次の日も火曜日でまた別の出来事があって、その次
が水曜日だったりしてとか、そういうずれ方をしている場合もあって、そういうのって本当に何とか調
整するしかないですね。作者に問い合わせるっていうのは、僕はほとんどやらないんですけど。という
のも、これも名前は挙げられないけれども、けっこうけんもほろろだったことがあって。
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―― それは聞きますね。そんなことを聞く訳者には翻訳させないとか。
越前：まあそこまでは言わないけれども、絶対謝らないですから、奴らは（笑い）。なかなか簡単には
間違いを認めようとしないっていうか。
―― 向こうの出版社はあんまり突っ込まないですよね。
越前：これだけ有名になってアシスタントが使えるのに、けっこうそういったミスをしてしまう。そ
の中にはフィクションだからということで意図的に間違えている部分もあるんだけど、単なるケアレ
スミスもけっこうありますよね。それはもうこっちで適当に調整してあげるっていうのも仕事のうち
だと思います。
「翻訳の仕事以外では英語や日本語にどのように接していますか。その際にどのようなことを意識され
ていますか」
越前：これを言うと怒られちゃうかもしれないけど、今はなるべく仕事以外の時間に英語を読まない
ようにしている、正直言って（笑い）。だから英語の日々のトレーニングみたいなものをなさっている
方っていうのはすごいと思うけど、自分はできないですね。まあその分、仕事ではしっかり読んでま
すから、なるべく避けて通るというのも何だけど。まあ消極的な意味よりは、たぶん気分転換も含め
てだと思ってます。
日本語はもちろんやりますけど、職業病として、誰の文章を読むときでも、けっこう粗を探しなが
ら読んでしまうかな。そうするように気を付けてるっていうよりも、そうなってしまっていると思い
ます。新聞記事とか読んでも、ここは主語はいらないんじゃないかとか、ここは「は」じゃなくて「が」
だろうとかいちいち考えながら読むから、どうしても遅くなるんですよね。それはもう仕方がないこ
とじゃないかな。
「ダン・ブラウンの作品は宗教・歴史・美術・建築などに関する知識が非常に多く必要とされると思い
ますが、それらは原作ができあがってから調査を開始されるのでしょうか。それとも事前に情報をもっ
て準備されるのでしょうか」
越前：事前に情報をくれればいいんですけど、ダン・ブラウンはいつも本国での発売日までは一切情
報を漏らさないです。一応、今回の『オリジン』の場合は 1 ～ 2 ヶ月くらい前に、舞台がスペインで
あるとか、テーマが「進化論と AI」であるとか、冒頭の 10 ページくらいを公開したんですよね。こ
れは今までで一番の大サービスで、前の『ロスト・シンボル』とかはほとんど情報がない状態でした。
いや、最初の段階で AI の話は出てなかったのかな。進化論の話だっていうことは予告してたけど、AI
についてはほとんど言及がなかったから、調べてないですね。
―― そうすると訳しながらっていうことですか。
越前：実際にはそうですね。原文を読んで僕も AI が最大のテーマだっていうのがわかったっていう感
じで、それからアシスタントっていうか協力者がけっこういるので、その協力者がやってる間に僕は

AI 関係の入門書みたいなのを何冊か読むとかそういうことをやってましたね。
―― ダン・ブラウンの『オリジン』を読んでいただいた方はわかると思うんですけど、いきなり「事実」っ
ていうのが出てきて、
「この小説に登場する芸術作品、建築物、場所、科学、宗教団体はすべて現実の
ものである」とありますよね。
越前：それを書かれるとけっこう迷惑なんだけれども、訳者からすると。
―― やっぱりそれは、ちょっと違うかなっていうことが出てきてしまうということですか。
越前：それはいつものことなんですけど、最近はそれもフィクションの一部であるというふうに解釈
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してくださいと、物語の一部としてそういう宣言があるととらえています。実際には、原書のコピーラ
イトとか書いてあるページをよく読むと、「ここに書かれていることはフィクションである」って小さ
い字で書いてあって、言い訳できるようになってたりするので、今は開き直ってますけどね。
「固有名詞（日本語表記）の調べ方について教えてください」
越前：
『文芸翻訳教室』の第二部の最初の『鉄の絆』っていう話のところでそのことを書いていると思
うんですけど、いろんな方法で調べます。最近はネットでいわゆる発音サイトがいくつもあります。そ
れからオーディオブックという手もあって、ただ人間が読んでるオーディオブックはいいんですが、最
近は Kindle も読むんですよね。それは怖いかもしれない。要するに辞書に載っていないような微妙な
ところであったらたぶん信用しない方がいいんだと思う。僕もあまり詳しくはないけど、直感から言っ
て、
そこまで一つ一つ本の作り手が注意して発音を充てているとは思えないから。それよりかはオーディ
オブックで誰かが読んでるっていうのはひとつの判断で、それが絶対正しいわけではないですけど、何
らかの根拠をもって読んでるはずだから、信頼はできるかな。
『オリジン』の時もオーディオブックは使ってます。ただし、オーディオブック通りにはしてないと
ころもあります。たとえば、登場人物の一人の “Kirsch”「カーシュ」ですね。これはオーディオブッ
クでは「カーシュ」だったのかな、でも YouTube なんかでしゃべってる人のを聞くと「キルシュ」と
か読んでる人もけっこういて、どっちも正しいけどまあ少なくともどっちを取ったとしても、典型的な
アメリカ人で、別に少数派でないような人たちがそれだけ読んでるんだから、たぶんどっちでもいい。
それとこの場合、
「カーシュ」はヨーロッパのどこの出身であるっていうことがこの小説の中のどこに
も情報がないんですね。アメリカ人としか出てこないので、だったらまあアメリカっぽい読み方をする
方が正しいんだろうと、そういうことで「カーシュ」にしてます。そういうような判断かな。だからそ
のサイトとか、オーディオブックとか、当然信用できるネイティブに聞くとか、あとは今言ったような
作中の情報との整合性とかそういうようなものを全部、それからネットでカタカナ表記がどれくらいあ
るか、
たとえばこれだったら「カーシュ」と「キルシュ」とどっちが多いかとかそういうことを見ていっ
て、そこまでやってまだ判断がつかないってことは、おそらくどっちでもいいんですよ。どっちでもい
いっていうか、どっちを取ったからといって間違いだってことはないはず。だからまあ、そこまで裏を
取ることが大事なんじゃないかな。
「越前先生の性格に似た主人公は誰ですか、一番共感した主人公は誰ですか」
越前：うーん、ラングドンではないですね。すぐ思いついたのは初期のころに訳したロバート・ゴダー
ドの作品、この主人公がいわゆる「ダメ男」で、それが一番共感できるというか。あとはスティーヴ・
ハミルトンの『氷の闇を越えて』から始まるシリーズの主人公。スティーヴ・ハミルトンという作家は
僕と同い年で、アレックスっていう探偵も事実上ほぼ同い年っていう設定になってて、それもやっぱり
ダメ男ですけど、そのキャラクターも近いなと思ってます。あと細かい話で言うと、アレックスって昔
は警察官で、捕り物やってるときに銃で胸を撃たれるんですよね。で、胸を撃たれて、銃弾を胸に抱え
たまま生きているっていう設定の主人公なんですけど、僕も昔、くも膜下出血っていう病気をやって、
今も頭の中にクリップが入ってたりするもんだから、なんかそういうところで最初共感を覚えたってい
うかな。ダメ男が再生していく話、好きですよ。まあ色々自分の人生振り返ってね、山あり谷ありだっ
たから。
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■『オリジン』の翻訳から見る越前訳のすごさ
―― ここで、越前先生の訳がどれだけすごいかっていうのをお見せしたいと思います。プリントを用
意したので見てもらえますか。

Before she could process his meaning, there was a blur of white, and the oﬃcer spun to his
right, sending an elbow smashing upward into the larger thug's nose with a sickening crunch.
(Chapter 2. p.22)
その真意に気づく間もなく、白いものがすばやく動いたかと思うと、将校が右へ体をひねりながら腕を
振りあげ、大柄なほうの男の鼻をしたたかに打ち砕いた。
―― 英語の翻訳で一番厄介なことの一つが多義語で、この “process” も意味は 2 つくらいしかないん
ですけど、動詞ですから多いのは「加工する」
「処理する」っていうのが出てくると。で、ここは「処
理する」っていう意味が使えるので、“his meanings” ですから、「彼の真意を処理する」っていうこと
になるんですが、それだとやっぱりうまくいかないのですが、越前先生はそれを「その真意に気づく間
もなく」と訳してしまう。そのあたりがやっぱり英語がよく読めているうえに、その次の流れまで判断
できるというのが素晴らしいですね。
越前：「頭の中で処理する」っていう感じかな。
―― 辞書を一生懸命引くっていうことも素晴らしいんですけど、そこで意味がいくつか出てきたとき
に、その意味をうまくこれだととらえたうえでその状況によって処理していくっていうことが翻訳で一
番大事なんですよね。
続いてはこちらです。
“But on a far deeper level than the discoveries of physics and astronomy!” al-Fadl exclaimed.
“Kirsch is challenging the very core ‒ the fundamental root of everything we believe! You can

cite history all you like, but donʼt forget, despite your Vaticanʼs best eﬀorts to silence men like
Galileo, his science eventually prevailed. And Kirschʼs will too. There is no way to stop this
from happening.” (Chapter 5. p.34)
「しかし、物理学や天文学の発見よりずっと深刻だ！」アル＝ファドルは声を荒らげた。
「カーシュはま
さに核心を脅かそうとしている―― わたしたちの信じるものすべてが根ざす源を！

好きなだけ歴史

を引き合いに出せばよろしいが、どうかこれだけはお忘れなく。ガリレオのような者をだまらせようと
ヴァチカンが手を尽くしたにもかかわらず、結局のところ、ガリレオの科学は勝利した。カーシュの科
学も勝つでしょう。流れを止める手立てはありません」
―― この “but donʼt forget, despite your Vaticanʼs best eﬀorts to silence men like Galileo, his

science eventually prevailed.” っていう部分です。翻訳やる人ってみんな真面目で、ひとつでも落と
しちゃいけないって思うのですが、こういうふうに挿入で入って来ているところは、すっと読ませない
といけないんですけど、そこも周りと同じような重要さで訳そうとするとどうしてもうまくいかない。
でも、この先生の訳を見ていただくと、
「ガリレオのような者をだまらせようとヴァチカンが手を尽く
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したにもかかわらず、結局のところ、ガリレオの科学は勝利した」と、すっと読めて、しかも原文の順
序通りになっています。そこが越前先生の翻訳のいちばんの魅力だと思います。
越前：この箇所は、たぶん一見して一番訳語がかけ離れて見える単語は “best” っていう言葉なのかな
と思うけど、“best” っていう最上級をどう噛み砕いていくかっていうか、たとえば形容詞をどう名詞
にするかとか、あるいは名詞をどう形容詞にするかとか、形容詞を動詞にするとかですね、その辺をな
るべく自在にやるのは、僕は翻訳そのもののトレーニングを通じて以外では理解はなかなか得られない
ものだと思っています。
―― お尋ねしたいんですけど、さっきのお話だとこれは最初にバーッと訳しちゃって、ほとんど直さ
なくてすむということですか。
越前：いや、そんなことはないですよ。下訳がいる場合とそうじゃない場合はちょっと話は違ってくる
んだけども、最初から僕が自分で訳す場合にしても、僕はけっこう柴田元幸先生のおっしゃる「英文読
むよりも訳す方が速い」とか信じられないんで（笑い）、僕はほんとに大工みたいに一文字一文字のみ
を入れてくみたいな感じで作っていきますよ。書いて、直して、順序を入れ替えて、
「は」と「が」を
比べて声に出して読み比べてみるとかそういうことをやりながらやっていって、途中経過はそうですけ
ど、いったんそれで満足してからはそう簡単には直さないっていうことですよね。

Overhead, the stars twinkled, and for an instant, Langdon was a teenager again, lying on the
lush fairways of the Bald Peak golf course as midnight with his best friend, pondering the
mysteries of life. With a little luck, Langdon mused, Edmond Kirsch might solve some of those
mysteries for us tonight. (Chapter 15. pp. 76-77)
頭上で星がまたたくなか、ほんのつかの間、ラングドンは十代の少年にもどり、真夜中のボールド・ピー
ク・ゴルフコースの青々としたフェアウェイで、親友といっしょに寝転び、生命の神秘に思いをはせて
いた。運がよければ、今夜、エドモンド・カーシュがその神秘のいくつかを解き明かしてくれるかもし
れない。

The Regent had somehow gained inside information about the precise layout and sequence
of events this evening

… and he had made it very clear how Ávilaʼs mission should be

carried out. The result would be brutal, but having now witnessed Edmond Kirschʼs Godless
preamble, Ávila felt conﬁdent that his sins here tonight would be forgiven.
Our enemies are waging war, the Regent had told him. We must either kill or be killed.
(Chapter 19. p. 92)
宰輔は今夜のイベントの正確な配置図と段取りについての内部情報をどこからか入手していた……そ
して、任務を遂行する方法を明確に指示してきた。むごたらしい結果になるだろうが、アビラはエドマ
ンド・カーシュの神をも畏れぬ前口上を目のあたりにし、今夜ここで犯す罪はゆるされるはずだと確信
した。
敵は戦争を仕掛けている、と宰輔は言った。殺すか、殺されるかだ、と。
―― 次に “Langdon mused”、これは「思う」ってことなんですけど、ここはこのあとが心の中の語
りでイタリックになってますから、特に訳さなくていいということで、良い訳し方だと思います。さっ
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きも言ったように翻訳やる人ってすごく真面目で、全部出さなきゃいけないかなって思うんですけど、
やっぱり落としてもいいところもずいぶんあって、この辺りは先生の訳を見ていただきたいんですけど、
ラングドンの心の語りの中に続いているので、
「運がよければ、今夜」ってつなげちゃってもいいと思
うんですよね。
越前：これは比較をすると、下の例文を見ていただいて、最後の「敵は戦争を仕掛けている、と宰輔は
言った。殺すか、殺されるかだ、と」って、ここなんかは逆に「と宰輔は言った」が入っていますよね。
じゃあどういうときに抜いて、どういうときに残すかっていう徹底的な決まりはないけれども、上のラ
ングドンの場合、これはラングドン自身が視点人物で、ラングドンを中心に物事が進んでいるわけです
から、基本的には「ラングドンは考えた」は別に抜いても構わないですよね。で、まどろっこしいなと
感じたときに、そこに何か特別の効果、特別な意味、含意みたいなものがあるなら別ですけど、そうじゃ
なければ抜いていいと思っています。これは “he said” なんかでもしょっちゅうあることですけど。で、
下の「宰輔は言った」の方は、これはアビラが視点人物なので、これは「宰輔は言った」は抜くわけに
はいかない。そういう違いですよね。
―― 最後のパラグラフの赤い部分、これはぜひ翻訳を勉強している人は注意してほしいんですけど、
“and he had made it very clear how Ávilaʼs mission should be carried out.” と、ここでの語りは
アビラですよね。アビラなんですけど、ここに出てくる “he” は宰輔ってことになりますので、どうし
ても自分の名前、アビラを出さなきゃいけないわけですよね。ここは訳を見ていただきたいんですけど、
「そして、任務を遂行する方法を明確に指示してきた」と、宰輔が自分に指示してきたっていうのが、
アビラの視点でうまく訳されてますよね。英語の場合だとこの視点が、同じセンテンスの中でも従属節
と帰結節で変わってきちゃうところがけっこうあって、視点はある程度日本語で統一していないとうま
くいかないということは、
『文芸翻訳教室』の中でも先生は書かれていますね。
越前：そうですね、原則として同じ段落は同じ視点で書いてあるはずですから、逆に言うと視点が同じ
かぎりにおいて省略できるところは省略していくっていう。あと能動態を受動態にひっくり返すって
いうことはたまにあるんだけど、あんまりやりすぎると芸におぼれる。ここに関して言えば、“Ávilaʼs

mission” が Ávilaʼs になってて、そもそもいらない情報なんですよね。だから、これはダン・ブラウン
に聞こえちゃ悪いけれども、書き手があまりうまくない（笑い）。
―― 私も仕事上、普段は TOEIC とか TOEFL とか英語学習書の方が圧倒的に多いんですが、それをやっ
てますと英語の正しさとかそんなことばっかり考えているんですけど、先生の本を読んでると、まあレ
ベルが全然違うんだなというくらい翻訳書というか文学になってるなと思いました。ですから、当然英
語が読めた上で日本語を一言一言大事に調整していくということなんでしょう。
先生にお尋ねしたいんですけど、今のこういった翻訳のスタイルっていうのは、いつごろから何となく
これが一番ぴったりするっていうか、これでいいかなって思われてますか？
越前：たとえば「彼」や「彼女」はなるべく使わないとか、情報を伝える順序をなるべく英語の順序通
りにするとか、そのあたりはたぶん翻訳学校に通う前から自覚していたことだと思うんですね。それを
師匠の田村義進が言語化してくれたっていうか、はっきりとルール化して示してくれたっていう、だか
ら基本的な考え方として同じ方向を向いてる師匠だったから、とっても相性がよかったんですけれども。
最初の段階からもう考えてるかなあと思います。そういう意味でスタイルは変わってないかな。
あとは若干、もちろん師匠でも自分と考え方が違う部分というのは多少はありますから、そこの部分
は徐々にオリジナルのものが入ってきたかな。具体的に言うと、訳注ですかね。訳注って、うちの田村
先生は一切入れないという方針で、たぶんもう 30 年くらい訳注は、どんな作品でも一回も入れてない
んじゃないですか。でも、僕はそこまでは思ってなくて、基本的には訳注はなるべく排除すべきである
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ということは思うけれども、あまりにも無理がある場合だとか、訳注を排除することによって訳文を多
少調整しなきゃいけない、その調整の度合いっていうのがあまりにも多くやらなきゃいけないっていう
場合には、いっそのこと訳注にしちゃった方がいいんじゃないかっていうような考え方もしてます。と
いうような違いはありますけどね。
―― 越前先生の訳を見てるとやっぱり日本語のボキャブラリーが圧倒的に多いですよね。
越前：さっき三島って言いましたけど、学生時代に谷崎潤一郎とかもけっこう細かく読んでて、あと太
宰治とか、ただ太宰治は今となったら文章ヘタクソだなと思うんだけど、それなりに読み込んできたこ
とは関係あるし、あとは映画から得ているボキャブラリーがけっこう多いもので、翻訳技術もそうです
けど、それは特に台詞に反映されてるかなあと思います。
―― 越前先生の英語とのかかわりっていうのは、まず伊藤和夫先生がいて、そのあと予備校の先生も
されていたんですよね。
越前：伊藤先生と、あとは学習塾で教えてて、中学受験で教えてた子がそのまま中学校・高校になって
も教えてくれというようなケースが出てきて、英語も教えるようになって、何年かしてるうちにだんだ
ん英語が増えてきたのかな。というのが一つと、それと『文芸翻訳教室』にはほとんど書いてないけど、

20 代後半で留学予備校でも教えるようになって。
―― TOEFL ですか。
越前：最初は主に GMAT の数学を教えてたんです。ただその頃はまだバブルの勢いが残ってた 1989
年とかそのくらいなんで、ビジネススクールの留学希望者の数がものすごく多かったんですね。たぶん
今の 10 倍くらいの規模かな。それで講師が足りなくてどんどん忙しくなって、数学だけ教えてるわけ
にはいかなくなって、いわゆるバーバル・セクション、TOEFL で言えばリーディング・コンプリヘンショ
ンなんかも教えるようになって、その中で自分も一時期教えるための勉強っていうのはしたんですよね、

20 代後半から 30 代くらいで。いわゆる GMAT、GRE、SAT か。GMAT っていうのはビジネススクー
ル、GRE が一般大学院、SAT は大学生ですね、そういったところでけっこう点を取るための勉強をし
た時期が半年くらいあります。その時期は一日 7 ～ 8 時間その勉強をしてましたね。けっこうそれが今
の語学力の土台。つまり伊藤先生があって、それとその自分でも教えながら勉強してた時期。あと留学
予備校時代に生徒向けの教材を訳したりしてますんで、それもたぶん今の仕事の土台になってるのかな。

『オリジン』について
―― この『オリジン』はダン・ブラウンの最重要作のひとつになると思うんですけど、宗教とテクノ
ロジーの進化、これはこの作家は今後も続けて書いていくという感じはありますか。
越前：テクノロジーに限らず、宗教と科学っていうテーマで言えば、もう間違いなく今後もメインテー
マっていうか、最初からそれがテーマですから、まあ科学があまり前面に出てないものでも近代的・現
代的なものと宗教の対立っていうのは常に頭の中にあるから、それはずっとそのテーマで変わらないん
じゃないかな。ネタバレになるぎりぎりかもしれないけど、
『オリジン』でこういうことまでやっちゃ
うと、次は何が来るんだろう、ちょっとどういう手があるだろうなっていう心配はあるんだけど。でも
『インフェルノ』でもあんな終わり方して大丈夫かなって思ってたら、
『オリジン』でしらっとそんなこ
とは無視して始めてるから、しぶとく生き残っていくんじゃないかと思ってます（笑い）。
―― 明日、ダン・ブラウンが来日しますが、先生は会う機会はないんですか？（注：『オリジン』刊行
を記念してダン・ブラウンが来日し、5 月 29 日に時事通信ホールにて講演会が行われた）
越前：たぶんちょっとだけ会うと思います。そこで何を聞きたいか？
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―― はい、それを聞こうと思って。
越前：あんまり難しいこと聞いて、難しいこと言われて、何言ってるかわからないんじゃ困るから……
でもたぶん一番確実に聞くと思うのは、日本を舞台にした小説を書くつもりはあるかどうかですね。
―― 今回も美術家が出てきますよね。
越前：中谷芙二子さんね。
―― やっぱり日本文化には興味はあるんでしょうか。
越前：おそらくだけど、それなりに興味を持ってるかなあと。でもちょっと調査不足のところは正直ちょ
こちょこあるんだけど、興味は持ってるはずです。
―― まだ読んでない人もいるみたいなんですけど、ぜひ読んでください。とてもすごい小説ですね。
越前：この作品のテーマは「進化論と AI」で、進化論についてはやはり神ありきの国で書かれている
ものなので、日本人が読むとあんまりインパクトは大きくないかもしれないけど、AI の話はたぶん全
世界共通で興味を持てる部分だろうなあと思います。この本のテーマが「人類はどこから来たのか」と「ど
こへ行くのか」っていうことなんですが、特に「どこへ行くのか」っていうテーマで何が書かれてるの
かがおもしろい本だと思います。ミステリーが嫌いな人でも楽しめると思いますよ。
―― ラングドンは常に事件に巻き込まれ、綺麗な人と逃げていくわけですけど、いくつくらいなんで
すか？
だいたい僕と同じくらい。

越前：ラングドンの歳ですか？

―― 50 代くらいでこれだけすごい事件を経験するわけですよね。
越前：だからもう、走るのも相当しんどくなってるはずです。映画のトム・ハンクスは『インフェルノ』
でもうほんとにヘロヘロになってたし。
―― 今回も走るっていうか決闘シーンがありますけど、苦しいですよね。
越前：苦しそうですね。
―― 60 で退職間近って感じがするんですけど……。
越前：そうでもないですよ。これはいろんなとこで言ってるけど、ジョージ・クルーニーをイメージし
て最初書いてるわけで、ジョージ・クルーニーは僕と同い年で、ラングドンも同い年なんですよ、たし
か。ダン・ブラウンは 3 つ下ですけど。
―― じゃあまだまだ綺麗な女性と逃げる。
越前：綺麗な女性って比較的年上だったりするんですよね。今回はそうでもないですけどね。ダン・ブ
ラウンは奥さんが 12 歳年上なので、これは俗説としては、初期はけっこうヒロインの方が年上だった
のは奥さんに気を使ってるからじゃないかとか言われてたんですけど（笑い）。
―― 今回、越前先生と本を出させていただいて、とても光栄でしたし、このダン・ブラウンという作
家は越前敏弥という翻訳家がいたおかげでこれだけポピュラーになってるんだと思います。柴田元幸先
生がいつか、
「カズオ・イシグロには土屋政雄という素晴らしい翻訳家がいる」とおっしゃいましたけど、
まさにダン・ブラウンに関しては越前敏弥という翻訳家がいるからこそだと思いますね。ですから今後
も越前先生にどんどん訳してほしいと思います。
越前：訳すにしては時々しか書かないですけどね。
―― 今日はどうもありがとうございました。
越前：ありがとうございました。

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

13

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

14

えちぜんとし や

ぶんげいほんやく

き ほん

じっせん

越前敏弥トークイベント「文芸翻訳の基本と実践」
● 2018 年 7 月 17 日

発行 ●

● 著者 ●

越前敏弥（Toshiya Echizen）
Copyright © 2018 by Toshiya Echizen

組版・レイアウト
採録・構成

●

●

古正佳緒里

本間芙由子

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

15

文芸翻訳教室
『ダ・ヴィンチ・コード』『オリジン』の
ベストセラー翻訳者が教える文芸翻訳の基本と実践
越前敏弥
体裁

A5 判 並製

定価

定価 2,160 円 ( 本体 2,000 円＋税 )

218 頁

ISBN

978-4-327-45283-4

1082

「原文をしっかり読む」「日本語の表現力を増やす」
「調べ物をきっちりする」といった基本から、
「表記のルー
ル」「各登場人物にふさわしい日本語」「物語の視点」を頭に置いた実践的な訳し方まで、第一線で活躍する文
芸翻訳家が秘伝をあますことなく伝授。加えて、シノプシス（出版社が翻訳書として刊行できるかどうかを判
断する資料）の書き方や企画の持ち込み方もアドバイス。すべての翻訳家、翻訳家志願者必読の 1 冊。
目次
はじめに
表記のルール／辞書や調べ物について
第１部

文芸翻訳のツボ

【1】誤訳を減らすには
【2】日本語を鍛えよう
【3】日本語の現状を知ろう
【4】視点を忘れるな
【5】流れを大切に
【6】作者の意図に忠実に
【7】調べ物で手を抜くな
【8】「めりはり」とバランス
【9】どんな訳文をめざすべきか
【10】名訳に学ぼう
《コラム 1
第２部

伊藤和夫先生から学んだこと》

文芸翻訳の実践

【1】表記のルールを守ろう
【2】どんな順序で伝えるか
【3】登場人物にふさわしい日本語
【4】深く読みこんで、必要なだけ噛み砕く
【5】センテンスの切れ目を大切に
【6】おもしろさや味わいを伝えるために
【7】どこまで説明するか
《コラム 2
第３部

どんな本を読むべきか》

文芸翻訳の現場

【1】リーディングとは
【2】シノプシスを書いてみよう (1)
【3】シノプシスを書いてみよう (2)
【4】生徒によるシノプシス添削例
【5】企画持ちこみについて
【6】あとがきについて
【7】文芸翻訳者の心構え
《コラム 3 特別インタビュー
「読者とつながり、書店を巻きこむ」
》

2018 年 5 月 26 日（土）青山ブックセンター本店 『文芸翻訳教室』（研究社）刊行記念 越前敏弥トークイベント 「文芸翻訳の基本と実践」

16

