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Harry Potter
原文（英語）と翻訳（日本語）の比較

専修大学 並木信明

Harry Potterの人名
アルバス・ダンブルドア

• 英語の小説の人物の名前には、意味があるものが
少なくありません

• カタカナにすると本来の意味が失われます

• アルバス・ダンブルドア⇒Albus Dumbledore
– Hogwartsの校長

– albus [ラテン] 白
– dumbledore マルハナバチ

– 作者は、白い髭を生やした音楽好きの魔法使いが、マル
ハナバチのように鼻歌を歌っている、大らかな心の広い
校長イメージでこの名前をつけたといっています

ダーズリー
Dursley

• 実在の町の名前
– 直接的には作者J.K.Rowlingの育った地域の町

の名前

• “Duh!”
– バカな質問をした人に対して、指で自分の頭を指
して、思い切り馬鹿げた表情を浮かべて、”Duh”
という

– 中産階級の愚かな俗物を言葉で、ダーズリー家
の人物を示しています

ヴォルデモート
Voldemort

• この語はフランス語でvol de mort、英語にす
るとflight of death、すなわち「死の飛行」とい

う極めて不吉な意味を持ちます

• ハリーの両親を殺し、ハリーの命すら奪おうと
した邪悪な魔法使いにふさわしい名前です

• カタカナではその本来の意味が出てきません

表題（title)と内容

• 小説の題はその内容と深く関わる
• Harry Potter and the Philosopher’s Stoneと
いう題(title)は、「賢者の石」を悪の手から
HarryがRonとHermioneらの協力を得て守り
抜く活躍を暗示する良い題です

• アメリカ版では、PhilosopherがSorcererに
なっていて、はっきりと｢魔法使い｣の意味にな
りますが、作者は賢者の意味を強調したかっ
たと思います

各章の副題(title)も意味深い(1)
• The Boy Who Lived (Chapter 1)
• これは変な題です、つまり今この少年は生きている
の、死んでいるの、と疑問がわきます

• これは、赤子のハリーが殺されそうになって殺され
ずに敵を虐待して生き延びたことを意味しますが、
だからといって、The Baby Who Didn’t Dieとか
The Boy Who Survived、などにすると意味が直接
過ぎて面白みがなくなります

• 「生き残った少年」という翻訳も原題ほど強い暗示性
はありません
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各章の副題(title)も意味深い(2)
• Letters from No One（Chapter 3)
• これを直訳すると「誰からもきていない手紙」という
風になって、何の意味か分かりません

• これを理解するポイントは”No One”を以下のように
普通に訳さないことです
– No one came. 「誰も来なかった」
– I saw no one.「私は誰にも会わなかった」

• つまり”no one”は「誰も…ない」ではなく、「特定でき
ないが誰かある人(someone)」なのです

• 邦題は「知らない人からの手紙」で原題のもつイン
パクトはありません

各章の副題(title)も意味深い(3)
• The Vanishing Glass (Chapter 2)
• 翻訳は「消えるガラス」で正確な訳ではあるのです
が、原文の持つ含意(connotation)は失われていま

す

• 現在進行形は現在という瞬間の動作･状態を示し、
その前と後に起こる変化は関わりません

• I live in Tokyo.に対してI am living in Tokyo.は今

は東京に住むが未来は分からないの意味を含みま
す

各章の副題(title)も意味深い(4)
• 大蛇の檻のガラスがダドリーの前で突然消えて、大
蛇が逃げていきますが、映画ではその後ダドリーが
檻の中に入りガラスが元通りになって閉じ込められ
てしまいます

• ハリーがやがて知るようになる魔法界では、写真の
顔が消えたり、絵画の人物が話したり、駅のホーム
の壁が消えたりして、普通動かないものが動いたり
します

• したがってvanishingは、ハリーが体験することにな
る-ingの進行形の世界の暗示ともいえるのです

Bertie Bott’s Every Flavour Beans

• ハリーがホグワーツに向かう列車の中で始め
て味わった、魔法界のお菓子の一つ

• 「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」は取るた
びに異なる味がする

• chocolate, peppermint, marmaladeなどの
普通のキャンディの味の他、ほうれん草
(spinach)、レバー(liver)、牛の胃(tripe)、気
味の悪い味(bogey-flavoured)などがあり、ま
さに-ingの味である

ホグワーツ魔法魔術学校

• この学校名の英語名は

• Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
• witchcraft<witch（魔女）

• wizardry<wizard（男の魔法使い）

• 中世末期に魔女裁判で魔女とされた女性が処刑さ
れ、古来魔女は正統的な魔法使いとされなかった
が、中世の魔術師は錬金術・科学と結びつき尊敬を
受けた人も少なくない

• 学校名に魔女を先に持ってきたところに作者ローリ
ングの意図がある

魔女の処刑と妖術の現場
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Harry Potterの英語
皮肉･こっけいな表現(1)

• perfectly normal⇒非の打ち所なく正常

• Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet 
Drive, were proud to say that they were 
perfectly normal, thank you very much. (1)

• プリベット通り4番地の住人ダーズリー夫婦は、
「おかげさまで、私どもはどこから見てもまと
もな人間です」というのを自慢にしていた。

• “perfectly normal”な人間はありえない
– 強い皮肉

Harry Potterの英語
皮肉･こっけいな表現(2)

• thank you very much
• これはお礼や感謝を示すのではなく、自分で
誇らしげに「非の打ち所もなく完璧です」と
言ってから、それに異を唱えたり、質問したり
する人を拒絶するいやらしいポーズです

• I hear Tom Jones is your boyfriend.
• I don’t know such a person, thank you very 

much.

Harry Potterの英語
皮肉･こっけいな表現(3)

• 「欲しい物はなんでも持っている」、これから
想像できるほどの金持ちではない

• The Dursleys had everything they wanted, 
but they also had a secret, and their 
greatest fear was that somebody would 
discover it. They didn’t think they could 
bear it if anyone found out about the 
Potters. (1)

Harry Potterの英語
皮肉･こっけいな表現(4) 

• この文では、 The Dursleys had everything 
they wantedと次のthey also had a secretが
対照的に使われており、ダーズリーは何でも
持っているような振りをしているが、秘密が
あってそれを知られると、「非の打ち所もなく
正常」や「金持ち｣のイメージが損なわれる危
険を背負って生きていることが分かる

Harry Potterという秘密

• プリヴェット通りという中産階級の住宅地に住
む、ダーズリー家は通俗的な中産階級の価
値観を体現している
– 普通でないもの、不思議なこと、空想的なことな
どを一切拒否し認めない

• 人間界（中産階級がその代表）対魔法界
– 『ハリー･ポッター』は他のファンタジーと異なり、
魔法界は人間界と共存している

– ほとんどの人間は知らない

みぞの鏡
Mirror of Erised

• ハリー･ポッターの小説には作者の苦労が
様々な形で表現されている
– ホグワーツで発見した「みぞの鏡(Mirror of 

Erised)」のエピソードはその典型であるといえる


