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Round2 »»»TTL
vsロシア訛りの英語

Round1 »»»DTI

vs暗号文書

私の制作部門では、調査票やアンケートの数値や文字情報の入力、
また画像情報の処理（html、ppt、aiデータ等）を専門としています。
こう紹介しますと、何だかスマートな仕事のように聞こえますが、
実は、日々が一筋縄ではいかない情報との格闘です。
昨年お手伝いした件のなかで印象に残っているのは、ある大学の
先生が原稿用紙に鉛筆書きで清書された文章を入力する依頼です。
この仕事が印象的だった理由は、先生独特の法則で漢字の一部が
略号化されていることにありました。たとえば「権」が「 」、
「曜」が
「旺」と略記されるのは比較的一般的ですが、大半の漢字がその調
子で先生独自の法則で略号とされているのでした。
一読、これは判読不明な部分が多いなというイヤな予感です。しか
し、読み進むと、ほとんどの場合、まったく同じ文字や、もしくはそ
の漢字の一部（旁(つくり)など）が再登場するのです。そうなると、
双方の文脈に当てはまる漢字をあれこれ想像して当てはめていく
ことになります。まるで暗号の解読です。
こうした暗号解読は骨の折れる作業ですが、推測に推測を重ねて
頭をひねるので、１文字でも同定できたときは嬉しい限りです。そ
の魅力に駆られて、文章に強い隣接の「テープおこし」部門の者を
巻き込んで、ああでもない、こうでもないとさながらクイズ大会の
ようになりました。最終的には先生に納得していただける出来映
えになり、ほっとした覚えがあります。なかなか大変でしたが、そ
ういう仕事に限って忘れられないものです。

Round3 »»»TTL

それは自然科学系の国際シンポジウムでの立会録音のとき
でした。立会録音では、われわれ立会者は録音をする傍ら、
パソコンを持ち込んで、その場で出来る限りのキーワード
を入力し、また発言者をメモしています。
シンポジウムはアジア・ヨーロッパ各国の研究者が順番に
英語で報告して進み、かなり専門的な内容ながら大変活発
に議論が進んでいました。その熱気に促されるように私も
快調に入力を進め、報告者のジョークに大笑いする余裕す
らありました。
ところが、事件は中盤に起こったのです。それは、ロシアの
研究者が、急遽不参加になったお国の同僚に代わって報告
した時です。
・・・え？ロシア語・・・？ いいえ、もちろん英語
です。でも、完全にロシア語に響くほどの訛りなのです。し
かもめちゃめちゃ速い。その場のほぼ全員が聞き取れてい
ない様子で、それまでザワザワと熱のこもっていた会場も
一転水を打ったように静かになり、凍りついてしまったよ
うです。しかも、この報告者、この空気を自分でも察知して
しまったようで、顔を真っ赤にして、さながら逃げるかのよ
うにスピードが加速されていきます！
まずい！ ほとんど聞き取れない。でも何とかしなくては！
そこで思いついたのは、演者のバックに映し出されるパワ
ーポイント資料の文字をとにかく丸写しすることです。し
かし、これがまた驚くべき速さでスライドが次々と変わる
のです。ほとんどやけくそな感じで、20分間、必死で入力を
続けました。
シンポジウム終了後、
「これは大変なテープおこし作業にな
るな」と、がっくりうなだれて帰社。ところが、会社で落ち着
いてよくよく繰り返して聞いてみると、なんと、ほとんどパ
ワーポイントを代読していることが判明したのです。最終
的には予想以上のデータを完成させることができ、本当に
ほっとしました。ちょっと動揺しましたが、ロシア訛りの英
語を学べた、忘れられない立会録音です。

〜生きてるだけで罪なヤツ！俺の心はブリザード号〜
〒921‑8147 金沢市大額1‑342‑3
TEL.076‑298‑8585(代) FAX.076‑298‑7665
URL:http://www.adrs.co.jp/ E‑mail:office@adrs.co.jp

年末・年始の休業は12月30日(日)〜１月６日(日）
です。
休み中のご連絡はe‑mailにて承ります。

vs外国のマンガオタク

みなさんご存知のように(!?)、日本のマンガはアジアや欧米に発信され、今や世界に誇るコンテンツになっています。この国際的
な認知をテコに、マンガは単なる娯楽を超えて、一つの"文化"としての地位を固めつつあるようです。当然のようにマンガに関す
る講演のテープおこしもちらほら依頼されるようになり、マンガオタクでもある私にとっては喜ばしい限りです。
さて、先日、国立系の研究機関がマンガをテーマにして国際シンポジウムを開催しましたが、そのテープおこしのお話。報告者の
一人、アメリカ人の先生は文化人類学者という触れ込みですが、かなりのマンガオタクです。日本語が訛っていてあやしい言葉を
発しつつも、そんじょそこらのオタクでは知らないような指摘が続出。しかし、いかに発音が間違っていても、いかにトリビアル
な事実でも、日本のお家芸に関しておくれを取るわけにはいきません。
格闘すること数刻、Ｗｅｂを覗き回し、関連文書をひっくり返し、何とか先生の報告に体裁をつけることができました。終わって
みれば、何だか先生と共同で報告書を完成した気分になり、勝手ながら太平洋を超えた連帯に思いを馳せたのでした。マンガに国
境なし！そういえば、別の外国の先生から披露されたトピックですが、欧米の子どもは日本アニメの登場人物の肌の色にまったく
こだわりが無いそうです。人種の概念をおぼえるのは、大きくなってからとのこと。日頃どうしても閉鎖的な印象がついて回るマ
ンガですが、秘められた世界スケールの可能性に気づかされた仕事になりました。
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今年もたくさんの『出来事』をありがとうございました
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Filetransporter

uuu

ＩＣレコーダーなどで録音された音声ファイルをＷｅｂ経由でお送りいただけ
るシステムができました！その名も"ファイルトランスポーター（通称FT）"！
音声ファイルだけではなく、会議関連資料のパワーポイントやＰＤＦファイル
も同様に送信できますので、ぜひご利用ください。

アドレスでは、日本語だけではなく、英語のテープおこしについても日本語と同等のレベルで専門分
野に対応したクオリティーの高い成果物をご提供しています。また、とくに通訳の介在する国際会議
（同時通訳、逐次通訳）については、成果物のクオリティーを高めるオプションサービスをご用意して
います。クオリティー・オリエンテッドなアドレスの商品をぜひお試しください。

① 英語のテープおこしの特徴：丁寧な仕上がり！
［１］３段階を踏んだ丁寧な制作工程．．．
ネイティブスピーカーによる入力、および２段階のチェック工程で、正確に発言を再現

①送信ファイルが弊社サーバーに直接送信（アップロード）されるので、第三者の
サイトやシステムを経由する必要がありません。

［２］ユーザビリティ（お客様にとっての使いやすさ）を考えた成果物作成．．．
正確さだけではなく、文章として成立するように整文。用途に合わせたコーディネート

②通信の暗号化およびパスワードによるアクセス制限を課しているため、情報の機
密性が保持されます。

［３］専門分野の実績．．．医学薬学、政治経済、各種の国際会議の実績がありますので安心してご依頼ください

③送信可能なファイルサイズは、最大500メガバイトです。
④無料でご利用いただけます（お見積用の送信も歓迎）。

② オリジナル言語の参照：通訳発言のテープおこしについて

⑤必要最小限の情報で送信できますので、とっても簡単！

現場の限られた条件や時間でなされる通訳は、主語と述 It has＜オリジナル言語参照：日本語発言記録の作成例＞
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からできる範囲で読みやすい文章に整文してお届け
しています
（通常のテープおこしでも整文しています）。
②とはいえ、通訳者の発言だけでは、どうしても意味内
容をつかみ取れず、整文もできない場合が少なくあり 通常の通訳発言のテープおこし 情報公開推進に関する会議、その道では著
名な研究者のインフォーマルな研究会、大
企業の経営者の集う勉強会、原発の事故
ません。そこで、アドレスでは、オリジナル発言を聞き よくわからないところがあるぷく
調査委員会、成功した経営者へのインタビュ
ー、民俗学的な聴き取り調査・・・実にさまざ
取り、通訳者の不足分を補足し、読みやすくかつ正確
まな声、声、声。これらの声は何らかの媒体
に録音されているとはいえ、誰かが聴き取って
な文章を提供するようにしました。このサービスが出
文字に固着しなければ、もしかしたら、それこそ
宙に吸い込まれて消えてなくなっていたかもし
れません。私たちのつむいできた文字は、人
来るのは、
日本語にも英語にも精通したアドレスだけ！
に読まれ、意思決定の役に立ち、また場合
によっては、その後も長く人の目に触れることに
もちろんオリジナル言語が英語の場合でも、日本語の場
なっています。あるクライアントからこんな声をい
ただいたことがあります。「アドレスさんはこんな
合でもOK。また、逐次通訳、同時通訳のいずれのケース
に文字にしているのだから、それだけで一つの
文化遺産だよ。百年後、二百年後に残さな
でも利用できます。ぜひ一度「オリジナル言語参照」をお
きゃ。そうだ！文字データをハードディスクか何
かに入れてそれを月に飛ばそう！そうすれば何
試しください！
百年後の人達が発見して、この時代のことが

オリジナル言語（英語）参照
なるほど、
ここが抜けていたぷくか

It has passed 14 years since we founded this company; we
have listened to and transcribed various voices eagerly. International symposiums in medical field, conferences for
promoting information disclosure by autonomies, informal
workshops held by eminent researchers in the field, study
sessions by executives of giants, accident investigation
board of atomic power plant, interviews with successful executives, folkloric hearing, etc. We cannot tell you all but
our coverage is so wide-ranging. Although these voices
are recorded by some media, they may vanish into nothing
unless somebody catches them. Our transcriptions are read
by people, play an important role for decision-making, or
are seen by people for years in some cases. One day, one
of our clients said an unbelievable thing to us. "You have
transcribed considerable amount of voices, that is another
cultural assets of equal importance. You should leave
them for coming centuries. Why don't you save all transcribed data into some media and send them to the moon?
Then, people living in the future may find it, you can tell
them about this age!" Actually, it is impossible for us to
use the data without asking and we properly dispose of
them after a certain period of time to protect information.
So we provide the data, which will be consumed in each
case. To my regret, our job is kind of fleeting. But how
romantic the idea is! Our transcripts might reach the

より完成度の高い仕上がり
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アドレス標準
整文のみ
でもがんばるぷく

お電話かE‑mailにて
その旨お伝えください。
ログインパスワード
などをお伝えします。

弊社Webサイトのトップページにあるファイ
ルトランスポーターのボタンをクリック！

パスワード等を入力し、基本情報入力後にファ
イルを選択⇒送信！

※サイトログインにはユ
ーザー名とパスワー
ドが必要です。ご利用
の都度発行いたします。

※詳細は、ファイルトランスポーターのWebページをご覧ください。
※ご利用側の通信環境およびファイルのサイズによって、送信に時間がかかる場合があります。
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マイクロソフト社のWordをご利用になっている方への小耳情報。
アドレスの納品物ではWordの「見出し」機能を利用して、お預か
りした会議の式次第を簡単な
「見出し」
としています。メニュー[表
示(V)]から[見出しマップ(D)]を選択すると、目次のように各見
出しが表示されます。一度ご覧ください。また、ご依頼時にオプ
ションとして「小見出し作成」を追加いただいた際(別料金)には、
さらに細かく階層的に見出しを作成しますので編集・加工にも
ご活用いただけます。

テープおこしでは、同じ言葉の表記が統一されるように、
用字用語の辞書に依拠しています。従来は辞書の老舗で
ある三省堂の辞書でしたが、
今年６月からは共同通信社
『記
者ハンドブック』に依拠するようにしました。近年のマス
コミや書籍等の用語法に適応するための措置ですが、こ
れによって少々漢字表現が多くなり、文章が引き締まっ
て読みやすくなっていると思います。ご感想などござい
ましたらお伝えください。

