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巻頭言 
 
 

通訳翻訳研究所長 大森 裕實 
 
通訳翻訳研究所（Institute of Interpreting and Translation）は愛知県立大学外国語学部附置の

組織として（前身の高等言語教育研究所を廃止して）平成 （ ）年 月に設置された、新しい

コンセプト“「理論的基盤研究」と「実践的応用研究」の融合”に基づく研究機関である。本研究所

は、多言語にわたる通訳翻訳の理論と実践を研究し、その成果を学内及び愛知県下の行政・企

業・団体等に還元することを目的とする。

本目的達成のために、外国語学部（英米学科と国際関係学科をブリッジするEICコース、中国学科
の翻訳・通訳コース）・大学院国際文化研究科（国際文化専攻の英語高度専門職業人コース）・研究

所（通訳翻訳研究所）において、通訳翻訳の教育と研究を一貫して行なうことにより、通訳翻訳の研

究・教育の充実と通訳者・翻訳者の輩出を図る――これこそ基本コンセプトに掲げた「実践的応用研

究」を体現するものである。実務経験豊かな講師による講演会や研究会の開催、理論の基盤となる言

語学講座の開講、支援テクノロジーの研究及び開発、教材作成、学内グローバル化の支援、研究所

年報の刊行などを行なう。

このたび、上掲の事業計画に基づき、通訳翻訳研究所年報第 1 号を発行する運びとなったこ
とは同慶の至りである。誌名は、前身の高等言語教育研究所年報として定着感のある『ことばの

世界』を継承し、その第 号（ISSNも 1884-006Xを継続使用）とした。本誌には、研究所員による
学術論文に加えて、本研究所が主催または支援する活動報告を掲載した。ご高覧のうえ、忌憚

のないご意見を本研究所（E-mail: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp / Tel: 0561-76-8654 [office 
direct]）までお寄せいただければ幸いである。 
さて、本研究所設立予定が 年前倒しされて開設に至ったという学内事情に起因する事態に右往

左往しながらも、平成 （ ）年度に実施した事業活動は次のとおりである。 

．公開講演会の開催（「キックオフセミナー」「特別講演会」）

．ワークショップの開催（「同時通訳ワークショップ」「 支援ワークショップ」）

．研究所ゼミナールの実施（「翻訳講座―理論と実践―」）

．研究所所蔵図書及び資料の充実（「通訳研究」「翻訳研究」）

．大学院生研究支援（［英文法研究会］）

．研究所年報『ことばの世界』第 号の刊行

．公的視察の受入と対応（「法人評価委員会視察」「愛知県堀井副知事視察」「中部経済連合

会・藤原常務理事視察」「愛知県部内地方機関・公立大学法人連絡調整会議視察」「

〈対日理解促進交流プログラム〉 学生施設見学」）

本研究所の設立が学内外の社会的関心を集めたことは、研究所開設記念「キックオフセミナ

ー」に 名を越える参加者を数え、メディア 社において採り上げられたことからも証左される

であろう――中日新聞（名古屋） 年 月 日付朝刊「なごや東版」、 名古屋放送局

年 月 日昼のニュース、朝日新聞（名古屋） 年 月 日付朝刊。こうした期待に応
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えるべく、本研究所は 年先の外国語学部及び大学全体の人材育成に関する方向性に対する

見通しを誤らずに、夢のある事業計画を立案し、その実現に向けて確実に歩みを進めていきた

いと考えている。

最後に、本年度は本所長みずから学長特別教員研究費（研究テーマ「〈通訳〉に関する理論

的基盤研究と実践的応用研究」）を受給して、欧州における通訳者育成の中核であるジュネーブ

大学（スイス）に「翻訳通訳学部」「大学院博士前期・後期課程（通訳コース・翻訳コース）」を視察

し、本学外国語学部 コース及び大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コースの今後

と、本研究所が関わる支援体制について考究する絶好の機会を得ることができたことを附言して

おきたい。この件については、紙面を改めて報告するが、こうした活動に日頃から理解と協力を

示してくださる高島忠義学長、吉池孝一外国語学部長、日本通訳翻訳学会の水野的会長及び

船山仲他前会長（神戸市外国語大学長）に謝意を表して、巻頭言の締め括りとする。

平成 28年 (2016年)度 研究所会議構成員 
研究所長 
副研究所長 
副研究所長 
外国語学部長 

大森 裕實

原 潮巳

森田 久司

吉池 孝一 

（英米学科） 
（ヨーロッパ学科フランス語圏専攻） 
（英米学科） 
（中国学科） 

部門長会議 
通訳研究・実践部門 
翻訳研究・実践部門 
支援テクノロジー研究部門 

大森 裕實

原 潮巳

森田 久司 

 

研究所員 
通訳研究・実践部門 
 
 
 
 

翻訳研究・実践部門 
 
 
 

支援テクノロジー研究部門 
 

担当職員 

袖川 裕美

小池 康弘

田中 敬一

糸魚川美樹

Jan Gerrit Strala 

大野 誠

松本三枝子

田中 敬一

黄 東蘭

吉池 孝一

Jan Gerrit Strala 

夏目 美和

加藤 佳久 

（英米学科） 
（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
（ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻） 

（英米学科） 
（英米学科） 
※通訳研究・実践部門兼任 
（中国学科） 

 
※通訳研究・実践部門兼任 

（学務課） 
（学務課） 

研究所ウェブサイト URL http://www.for.aichi-pu.ac.jp/iit-ibara/index.html 
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論文（附：資料解説） 

表象文化の翻訳 
―「蓮如上人舊跡絵図」を読み解く― 

Translation of Culture and Representation: 
A Tentative Interpretation of Images Realized 
in a Scroll of Ven. Ren’yo’s Great Achievements 

 
英 米 学 科 
大 森 裕 實 

 
緒言 
新設された「通訳翻訳研究所」（2016.4.1設立）は本年度 5月から本格的に活動を開始し、研

究所を構成する三部門「通訳研究・実践部門」「翻訳研究・実践部門」「支援テクノロジー研究部

門」がそれぞれに特化した事業を実施することになった。そうした研究所活動を知った Thomas 
Cox 氏（本学非常勤講師）から、一枚の絵図（「越前吉﨑蓮如上人舊跡」大聖寺北陸印刷印行
[複写版]）が研究所に持ち込まれ、そこに収載された12枚の絵図について、その要点をイメージ
できる英語翻訳を依頼されたことに、本稿執筆の動機があることをあらかじめ記しておきたい。 
本稿が表題として掲げた「表象文化」とは、一般に「表象」（representation）として現われる文

化事象のことを意味し、その「表象」という語は、人間が世界をイメージし、その行為を通じて表現

されたものを指す――代表的な例としては、視覚に表現される絵画や写真、視覚のほか聴覚や

時間の感覚にも関わる映画、触覚や立体的な空間認識が関わる彫刻、文字という別の媒体を通

してイメージに接続する文学（文字表現）、内部に入り込むことで全ての感覚に関わる建築など、

人間の創り出す様々なものが関わっているとされる（Wikipedia参照）。 
而して、本稿の究極の目的は、「表象文化」の一例としての「越前吉﨑蓮如上人舊跡」絵図を

読み解く過程（Case Study）から、異文化間の翻訳にとって何が要諦なのかについて考究する
ことにあるが、当該絵図読解内容にも資料的価値があると判断して、等しく重点が置かれている

ことを強調しておかねばならない。 
 
Ⅰ 日英語における「数」の概念――コンテクストの再構築と翻訳の多様性 
日本語話者と英語話者とでは、「数」に対する言語化が異なることはしばしば指摘されるところ

である。これは文法的範疇（grammatical category）として名詞の単数・複数が日本語の場合に
顕在化しないというばかりではなく、概念的範疇（notional category）としても、名詞の表わす数
量的イメージが具体的ではないのではないかと思われる。言語が思考に大きな影響を及ぼすと

いう点において、これはサピア・ウォーフの仮説（「言語相対論（Linguistic Relativity）」及び
「言語決定論（Linguistic Determinism）」）の好例であろう。 
こうしたことが顕著に現われる事例として、次の芭蕉（松尾芭蕉 [1644-94]）の有名な俳句と、

その英訳をあげることができよう。 
「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」（現山形県立正寺にて） 
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さて、この場合の「蝉」ははたして 1 匹であろうか、それとも群がっている多数であろうか――た
った 1匹の蝉の琴線のように張りつめた啼声が岩にしみ入るほどの静寂さを詠んだ俳句とも解釈
できる一方で、多数の群生した蝉が発する莫大な啼声が岩をも砕く勢いとして感じられる静と動

の対比を詠んだ俳句とも解釈できる。日本語母語話者の間でアンケート調査をしてみても、意見

は分かれる。事実、この二通りの解釈は英訳俳句においても反映される。 
Deep silence, the shrill of cicadas, seeps into rocks. 
Stillness penetrating the rocks, the voice of a cicada. 
Amidst the chirring of cicadas, quietness seeps into the rocks. 

こうしてみると、日本語話者にとっては名詞（事物）の「数」はあまり重要な問題ではなく、それ

が英語学習者を悩ませたり、英語話者を驚かせたりする一大要因となっている。つまり、名詞が

「有界性」をもつかどうかが英語話者が言語化された内容をイメージする際に極めて重要だが、

それが日本語話者には十分把握できず、次のような英文を産出し、失笑を買ってしまうことがあ

る。 
I’d like to eat a chicken at dinner. （⇒ I’d like to eat chicken at dinner.が普通） 

（鶏一羽を丸ごと??） 
さらに、映画に目を転じてみると、『幸せの黄色いハンカチ』（山田洋次監督 1977 年公開；

1971 年に『ニューヨーク・ポスト』紙に掲載されたピート・ハミルのコラム『Going Home』をベース
に、北海道を舞台に撮影された日本のロードムービーの代表作）をあげることができる。刑期を終

えて網走刑務所を出所した元炭鉱夫の島勇作（高倉健）は、「妻の光枝（倍賞千恵子）がまだ一

人暮らしで俺を待っていてくれるなら・・・鯉のぼりの竿に黄色いハンカチをぶら下げておいてく

れ。それが目印だ。もしそれが下がってなかったら、俺はそのまま引き返して、二度と夕張には現

われない」という約束を確認すべく、途中何かと逡巡しながらも、夕張の家に行き着くと、そこには

黄色いハンカチがはためくというハッピーエンドのストーリーだが、そこで観客を感動させるもの

は黄色いハンカチの「数」に関する裏切りにあり、監督の意匠はそこに凝縮されているといえる。

私たちは一枚のハンカチが竿にぶら下がっている映像を予期するのだが、実際は、何十枚という

ハンカチが風にはためく姿を目にするのである。

この邦画はハリウッドで 2008 年にリメイクされ
て、英題名は The Yellow Handkerchief となっ
ており、A Happy Yellow Handkerchiefあるい
は The Yellow Handkerchiefs とも訳せそうだ
が、それだと英語では事前にネタバレしてしまう

であろう。 

 

 

上掲の事例から明らかなように、異なる文化において当該の表象を理解するためには、言語

化あるいは映像化されたテクスト（Text）を産み出すコンテクスト（Context）を再構築する想像力
が厳然として求められている。 
それに関連して、「翻訳」を一般的な外国語（英語）教育に応用する実践的観点から附言する

と、英語学習において「文法」が難しいと感じる学習者が少なくない理由の一つに、当該英文が
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私たちは一枚のハンカチが竿にぶら下がっている映像を予期するのだが、実際は、何十枚という

ハンカチが風にはためく姿を目にするのである。

この邦画はハリウッドで 2008 年にリメイクされ
て、英題名は The Yellow Handkerchief となっ
ており、A Happy Yellow Handkerchiefあるい
は The Yellow Handkerchiefs とも訳せそうだ
が、それだと英語では事前にネタバレしてしまう

であろう。 

 

 

上掲の事例から明らかなように、異なる文化において当該の表象を理解するためには、言語

化あるいは映像化されたテクスト（Text）を産み出すコンテクスト（Context）を再構築する想像力
が厳然として求められている。 
それに関連して、「翻訳」を一般的な外国語（英語）教育に応用する実践的観点から附言する

と、英語学習において「文法」が難しいと感じる学習者が少なくない理由の一つに、当該英文が
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産出されるコンテクストを再構築する困難さがあるのではないかと考えられる。すなわち、文法規

則の習得そのものが難しいというよりも、そのルールに則して産み出された英文の意味を理解す

ることが難しいのではないか。あるいは、テキストの背後にあるコンテクストを想像する力を涵養す

るトレーニングが不十分なのではないか。従来から、日本の英語教育で採用されてきた「文法訳

読方式」（Grammar-Translation Method）が、コンテクスト再構築の実践を含み、通訳及び翻
訳の思考過程及び実践を要求する教授法であったことは、表層的なコミュニケーション能力重視

の現在にあって、なお十分に評価に値することをここで強調しておきたい。 
 
Ⅱ 翻訳実践研究――「越前吉﨑蓮如上人舊跡」絵図（大聖寺北陸印刷印行）を読み解く 
ここでは、Cox 講師より依頼のあった「越前吉﨑蓮如上人舊跡」について、そこに収載された

12 枚の絵図に関して、その要点をイメージできるコンパクトな英語翻訳を試みる。今回の翻訳に
とって不可欠のコンテクスト再構築には特定分野の専門性の高さが要求されるため、安藤弥（ﾜﾀﾙ）

氏（同朋大学文学部仏教学科准教授／同仏教文化研究所所属）の協力を得た。以下の 12枚の
絵図の解説と註記は、特段の別記がない限り、安藤氏が記載したものに拠る。ここに特記して、

謝意を表する。 
 
「越前吉﨑蓮如上人舊跡」絵図１） 

 
（大聖寺北陸印刷印行） 
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1 「蓮如上人、鹿ニ連レラレテ吉﨑ニ参リ給フ
図」

The Venerable Ren’yo goes to Yoshizaki 
accompanied by a deer, which is a sacred 
messenger of Kashima-Myojin. 
 
 
 
 
※内容詳細は次の絵図を参照のこと。

 
2 「鹿島明神、開山上人ノ遺言ヲ蓮如上人ヘ
申傳ヘラルヽ図」

According to Shin’ran’s will, Kashma- 
Myojin advises the Venerable Ren’yo to 
found a temple at the mountain in 
Yoshizaki. 

 

本願寺蓮如（1415-1499）が文明 3 年（1471）、北陸に下向する。越前細呂木郷（現福井県あ
わら市）を通りかかると一頭の鹿が現われ、蓮如を吉崎山頂へと案内する。この鹿は実は鹿島

明神（現茨城県鹿嶋市・鹿島神宮）の遣いで、かつて親鸞（1173-1262）が関東の稲田御坊（現
茨城県笠間市）で布教していた際、鹿島明神が帰依し、法名を真海（信海）と名付けられたとい

う。その真海（鹿島明神）が親鸞の遺命で真宗再興のため堂舎建立を念願する蓮如を風景優

れ、仏法有縁の地である吉崎へといざなったという言い伝えを表わす２）。 

3.「文明六年三月十三日晩、老婆後泳して火
附に行く図」 
On the 13th of March in 1474 there 
appears an old woman swimming on her 
back in the river with a torch to set fire. 

 
文明 6年（1474）3月 13日晩、吉﨑御坊において、真宗の教えを説き、多くの門徒の帰依をう
ける蓮如を恨み憎んだ老婆（吉﨑浦の対岸の浜坂浦に住む真宗高田派の門徒という）が、そそ

のかされて、浦を背泳ぎしながら渡り、吉﨑御坊に火を付けに行ったという言伝えを表わす３）。 
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4.「漁師喜八、娘ト共ニ白米一升ヲ持チテ参
詣ノ図」 
Together with his daughter, Kihachi, a 
fisherman, carries a bundle of rice, in 
order to visit Ren’yo’s temple in Yoshi- 
zaki. 
 
 
 
※内容詳細は次の絵図を参照のこと。 

 
  
5.「喜八ニ猟漁ノ御文ヲ授ケ給フ図」 
Kihachi receives a warrant of fishery and 
hunting from Ren’yo. 

 
越前三国の漁師喜八が娘とともに白米一升を持参して吉﨑に参詣し、蓮如の教化を受けると

いう伝説。喜八の娘は、殺生を行なう漁師を生業とする父の所業を嘆き、ともに蓮如の教化を受

けようと父を諭し、吉﨑へ参詣。そこで喜八は蓮如から猟（りょう）・漁（すなどり）の御文（文明 3
年 12月 18日付）を授かり、救われていくという説話を表わす４）。

 
6.「嫁おどしノ図」（「はまバはめ喰わバくらへ
今生の 他力の信をよもやはむまじ」） 
Daughter-in-law intimidated by 
Disguised Mother: ‘You can eat me away 
if you want to do that, but you can’t take 
away my belief and dignity’. 
 
 
 
※内容詳細は次の絵図を参照のこと。 
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7.「婆懺悔ノ図」 
The old woman, that disguised Mother, 
repents herself, which has an effect to 
make an attached mask of devil removed 
from her face. 

 

十楽村与曽次の妻お清は熱心な真宗門徒で、毎晩、一里半離れた吉﨑御坊まで蓮如の説法

を聞きに出かけていた。これを快く思わない念仏嫌いで嫉妬深い姑（婆）が、嫁の吉﨑参詣を

やめさせようと、ある晩、白山神社の鬼の面をつけ、鎌を手にして、山道でお清に襲いかかっ

た。しかし、お清は念仏しながら歌（「はまばはめ・・・」）を詠み、帰宅した。姑がいないことを不

審に思ったお清が山道を戻ると、鬼の面が取れず苦しむ姑の姿があり、そこで二人して蓮如の

もとに行き、姑（婆）が深く懺悔したところ、姑の顔から取れなかった鬼の面がはずれ、その後は

二人でよく蓮如の説法を聞いたという説話を表わす５）。 
 
8.「見玉公、不思議ヲ顕ハシ菩薩ノ姿ニテ天
上シ給フ図」 
The Nun Kengyoku ascends to Heaven, 
doing miracles as a figure of Buddhist 
saint, Bodhisattva. 

 

蓮如の次女見玉尼は、幼少のころ喝食（かつじき[寺に使える小童]）に出され、やがて蓮如の
叔母見秀尼の弟子となって浄土宗清浄華院に入り、後に吉﨑の蓮如のもとに赴き、よくその教

化を受けた。しかし、文明 2年（1470）頃から相次いだ肉親の死（蓮如の妻蓮祐尼、五女妙意、
長女如慶、八女了忍）に痛嘆した見玉尼は、文明4年（1472）に自身も床に伏し、94日目（8月
14 日）についに亡くなってしまう。その見玉尼が、臨終の際に、不思議なことを顕しながら、菩
薩の姿となって往生したという伝説を表わす６）。 
 



7

6 
 

7.「婆懺悔ノ図」 
The old woman, that disguised Mother, 
repents herself, which has an effect to 
make an attached mask of devil removed 
from her face. 

 

十楽村与曽次の妻お清は熱心な真宗門徒で、毎晩、一里半離れた吉﨑御坊まで蓮如の説法

を聞きに出かけていた。これを快く思わない念仏嫌いで嫉妬深い姑（婆）が、嫁の吉﨑参詣を

やめさせようと、ある晩、白山神社の鬼の面をつけ、鎌を手にして、山道でお清に襲いかかっ

た。しかし、お清は念仏しながら歌（「はまばはめ・・・」）を詠み、帰宅した。姑がいないことを不

審に思ったお清が山道を戻ると、鬼の面が取れず苦しむ姑の姿があり、そこで二人して蓮如の

もとに行き、姑（婆）が深く懺悔したところ、姑の顔から取れなかった鬼の面がはずれ、その後は

二人でよく蓮如の説法を聞いたという説話を表わす５）。 
 
8.「見玉公、不思議ヲ顕ハシ菩薩ノ姿ニテ天
上シ給フ図」 
The Nun Kengyoku ascends to Heaven, 
doing miracles as a figure of Buddhist 
saint, Bodhisattva. 

 

蓮如の次女見玉尼は、幼少のころ喝食（かつじき[寺に使える小童]）に出され、やがて蓮如の
叔母見秀尼の弟子となって浄土宗清浄華院に入り、後に吉﨑の蓮如のもとに赴き、よくその教

化を受けた。しかし、文明 2年（1470）頃から相次いだ肉親の死（蓮如の妻蓮祐尼、五女妙意、
長女如慶、八女了忍）に痛嘆した見玉尼は、文明4年（1472）に自身も床に伏し、94日目（8月
14 日）についに亡くなってしまう。その見玉尼が、臨終の際に、不思議なことを顕しながら、菩
薩の姿となって往生したという伝説を表わす６）。 
 

7 
 

9.「本光坊火中投身ノ図」 
Honkobo throws himself into the fire to 
save a valuable scroll of Shin’ran’s preach 
-ments. 
 
 
 
 
 
※内容詳細は次の絵図を参照のこと。 

 
  
10.「本光坊ノ黒焼」 
Charred body of Honkobo, who keeps the 
scroll in his belly from the fire. 

 

文明 6年（1474）3月 28日に多屋からの出火で炎上した吉﨑坊舎から避難した蓮如が、建物
の中に親鸞真筆の『教行信証』証巻を置いてきてしまったことに気付く。一同が悲嘆にくれる中

で本光坊了顕が取りに行くといい、一同の制止を振り切って燃えさかる火の中に入って行き、

戻っては来なかった。鎮火後、焼け跡を探すと、瓦礫の中に黒焦げでうつ伏せに倒れている本

光坊の遺体がある。起こしてみると、腹が割かれ、そこに『教行信証』証巻が収められ、焼失を

免れていた。本光坊が命を懸けて聖教を守った姿に、蓮如をはじめ一同、涙したという伝説を

表わす７）。 
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11.「正須坊宅デ別レノ南無ノ六字名号渡図」 
Ren’yo bequeaths the six characters,  
Na-Mu-A-Mi-Da-Butsu, taught by Mas- 
ter Shin’ ran, as a departing gift for the 
house of Shozubo. 
 

 

文明 6 年（1474）に勃発してしまった加賀一向一揆に苦悩した蓮如は、吉﨑を離れる気持ちを
持ち始める。それを悲しむ人びとに対して、正須坊宅において、別れの形見として「南無阿弥

陀仏」の六字名号をしたためた伝説を表わす８）。 
 

12.「文明七年九月四日、上人舩ニテ若狭小
濱ヘ逃レ給フ図」 
On the 4th of September in 1475 the 
Venerable Ren’yo escapes to Obama in 
the Wakasa District by boat. 

 

文明 6 年（1474）の一向一揆勃発以来、不穏な状況が増していくことに苦悩した蓮如は、文明
7 年（1475）8 月ついに吉﨑退去を決意し、船に乗って海に出て、若狭国小浜（現福井県小浜
市）に逃れる。ここに文明 3 年（1471）からおよそ 5 年に亘った蓮如の吉﨑時代が終わることを
表わす９）。 
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結言 
本稿では、翻訳実践の資料として、「越前吉﨑蓮如上人舊跡」（大聖寺北陸印刷印行[複写

版]）収載の 12 枚の絵図英語翻訳を試みた。その過程において、絵図のコンテクストに関する専
門的調査の重要性に鑑み、同朋大学仏教文化研究所の協力を得た。その結果、それぞれの絵

図の十分な理解に基づいて、コンパクトな英語翻訳が可能になった。逆説的には、コンパクトな

英語翻訳文の中に、膨大な背景的知識（百科事典的知識）が埋め込まれていると表現してもよい。

およそ「翻訳」とはそうした実体（realité）であろう。 
また、今回の絵図の翻訳は、大きな枠組みでとらえ直せば、「表象文化」の翻訳の一例を示し

たことになる。その一環として、映像文化（映画字幕）翻訳も興味深いトピックではあるが、紙幅の

関係上、それについては回を改めて考究する。 
 
 
註 
※これらの註記は安藤弥（同朋大学准教授）解説に基づく。 
1）「越前吉﨑蓮如上人舊跡」絵図の配置 

④「漁師喜八、娘ト共

ニ白米一升ヲ持チテ

参詣ノ図」 

③「文明六年三月十

三日晩、老婆後泳し

て火附に行く図」 

②「鹿島明神、開山上

人ノ遺言ヲ蓮如上人

ヘ申傳ヘラルヽ図」 

①「蓮如上人、鹿ニ

連レラレテ吉﨑ニ参

リ給フ図」 
⑧「見玉公、不思議

ヲ顕ハシ菩薩ノ姿ニ

テ天上シ給フ図」 
⑦「婆懺悔ノ図」 ⑥「嫁おどしノ図」 

⑤「喜八ニ猟漁ノ御

文ヲ授ケ給フ図」 

⑫「文明七年九月四

日、上人舩ニテ若狭

小濱ヘ逃レ給フ図」 

⑪「正須坊宅デ別レノ

南無ノ六字名号渡

図」 
⑩「本光坊ノ黒焼」 

⑨「本光坊火中投身

ノ図」 
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生・女人往生思想がある。 
5）蓮如吉﨑伝説の中でもっとも有名な「嫁威肉附面」伝説。語り口には実にさまざまなパターンがある 
が、基本的に、念仏を信じる嫁の吉﨑参詣を、鬼の面をかぶって脅かし妨害しようとする姑が鬼の面 
が取れなくなり、蓮如の教えを聞いて懺悔し、鬼の面が取れるという流れである。真宗における女人救 
済譚の典型的説話の一つ――その他に大蛇済度譚などがある。この「嫁威肉附面」は、真宗大谷派 
吉崎別院（東）、浄土真宗本願寺派吉崎別院（西）、願慶寺（大谷派）、吉崎寺（本願寺派）などに伝え 
られ、願慶寺や吉﨑寺では現在でも参詣者に説かれている。 
6）「見玉尼の往生」としてよく知られる説話。蓮如の御文（帖外・文明 4年 8月 22日付）に確かに記さ
れている。見玉尼が顕した不思議とは、その「見玉尼往生」の御文によれば、蓮如や多くの人が悲嘆

にくれる中で、ある人が不思議な夢を見る。白骨の中より三本の蓮華が出て、その花の中から小さな

金色の仏像が光を放って現れ、しばらくして蝶になり、飛んで行ったところで夢から醒めた。見玉尼往

生に導かれ、いよいよ信心を深めるべきと蓮如が説くというものである。現在の吉﨑山頂には見玉尼

の墓がある。なお、本絵図に示される「天上」表現は、真宗における表現としては妥当ではなく、一般

向けが意識されていると考えられる。 
7）これも有名な「本光坊腹籠り血染めの聖教」伝説。現在の吉﨑山頂には本光坊の墓もある。 
8）「正須坊宅における名号執筆」という話自体は地元で伝えられたものか。ただし、蓮如が多くの六字 
名号をしたためて、多くの門徒に渡したという史実があり、また、その地を離れる際に形見の名号とし 
てしたため渡したという伝説は、北陸・東海・畿内など各地に残されている。なお、本絵図に描かれる 
名号に蓮如名号の特徴はなく、浄土宗・時宗的なものであり、本絵図作成に何らかの背景も窺われ 
る。 
9）蓮如の吉﨑退去は、史実としては、同年 8月下旬（21日）とされる。もともと蓮如は北陸吉崎に隠遁 
の形で赴いたのだが、多くの人びとが教えを聞きに吉﨑に群集したために、越前国守護朝倉敏景や 
平泉寺・豊原寺、あるいは真宗高田派等に警戒された。そして加賀国守護富樫氏の内紛に加賀の本 
願寺門徒も関与したことから巻き込まれ、ついに文明 6 年には加賀一向一揆が勃発する。蓮如側近 
の門弟下間安芸蓮崇が策動したといわれ、文明 7年吉﨑退去の際に、蓮崇は蓮如の船に乗せてもら 
えなかったという。若狭に上陸した蓮如は丹波路を経て摂津・河内へ入り、畿内へ帰還することにな 
る。 
 
主要参考文献 
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鳥飼玖美子 [監訳]（2009）『翻訳学入門〈第 2版〉』みすず書房. （orig. Introducing Translation 
   Studies: Theories and Applications, 3rd ed., by Jeremy Munday, Routledge, 2012） 
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論文 

通訳基礎力のための新聞活用： 
学生が選ぶ「今週のニュース」 
News of the Week to Be Picked by Students  

—An Attempt to Build a Firm Basis for Interpreting— 
 

英米学科 袖川裕美 
 

Abstract 
 

While language and interpreting, skills are essential for professional 
interpreters, they are not enough. Interpreters also need to have basic 
general knowledge in every field, including politics, economics, culture, 
science, and world affairs both in the source language and the target 
language, regardless of what subjects are being interpreted.  
  To help students acquire general knowledge, the author, who is also 
a simultaneous interpreter between Japanese and English, utilizes 
newspaper articles in her interpreting courses for both undergraduate and 
graduate level courses. Students are asked to pick two news articles once a 
week in Japanese and then two related English articles, focusing on the 
different perspectives of their news sources. They are also required to 
notate vocabulary and terms specific to the subject, file them as their 
“News of the Week”, and make a short class presentation in English.  
  According to student surveys, this assignment is greatly appreciated. 
They report that it gets them in the habit of reading newspapers in both 
languages and it helps spark their interest in specific issues, such as 
Brexit or US presidential election.  The author also finds students’ picking 
up useful expressions for both speaking and writing English, thereby 
improving their interpreting skills.  

When working, interpreters cannot be either activists or 
representatives of any particular ideology or mediators or negotiators of 
conflict. More, it is said that interpreters should be machine-like 
converters of language.  In reality, interpreters are only human, and their 
personal "interpretation" is inevitable, as the word "interpreter" itself 
implies. Interpreters therefore have to be aware of how they might be 
influencing a discussion. To stay more neutral, interpreters 
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need comprehensive, overall understandings, and gaining more general 
knowledge can support this endeavor. 
  Although getting students to read newspapers does not seem a direct 
path to training professional interpreters, this paper shows that it is quite 
an effective and useful tool to develop global thinking and to
train would-be interpreters.   
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1. はじめに 
プロの通訳者になるには、語学力と通訳技術が必須であるが、それだけでは十分ではな

い。通訳者は、通訳の対象となる分野の専門知識だけでなく、政治・経済・社会・文化・科

学・国際問題など、あらゆる分野の基礎的知識を身につけている必要がある。いわゆる教養

が求められる。しかも、こうした知識は、起点言語と目標言語の両言語で蓄積される必要が

ある。もちろん、これらは一朝一夕に培われるものではなく、分野によって、知識にばらつき

があったり、濃淡があったりするのはやむを得ないことながら、通訳者はプロになっても一生

勉強し続け、教養を積み上げていく。それが優れた通訳をする基礎となるからである。 
こうした現実をふまえ、同時通訳者（英語⇔日本語）でもある筆者は、大学の通訳コース

で学ぶ学生に対して、何が基礎力強化につながるかを検討した結果、新聞を活用すること

にした。本稿では、その具体的な方法とプロセス、これまでの成果について論じ、中間報告

としたい。 
 
2. 方法 
筆者は、愛知県立大学のEIC（English for Intercultural Communication）(異文化コ

ミュニケーションのための英語)コースを担当している。ここには、2 年生（2016 年度前期 15
名）向けに Interpreting I (通訳 I)と Introduction to Communication Studies（コミュニ
ケーション学入門 2016 年度後期 16 名）、 3 年生（同年度前期 8 名、後期 4 名）向けに
Interpreting II (通訳ＩＩ)とCommunication Studies（コミュニケーション学）が設置されて
いるほか、大学院生（同年度前期 1名＋聴講生 1名、後期 2名＋聴講生 1名）向けに通訳
演習・通訳研究コースが開設されている。これらのコースの受講者全員に、毎週、それぞれ

自分の“News of the Week”を作成することを課題としている。2015年 10月から一部のコ
ースでトライアルとして開始し、2016年 4月からは全コースの定期課題とした。 

 
具体的には、 
１） 毎週、自分の興味を引いたニュース記事（日本語）を 2本選ぶ。 
２） そのニュースに関連した記事を英語のニュース・ソースから選ぶ。英語のニュース

記事は、日本語の翻訳である必要はなく、関連していればよい。 
３） 記事の選択にあたっては、紙の新聞およびネット配信されているニュース素材を使

う。愛知県立大学の立地から、多くの家庭で中日新聞を取っていると思われるので、

学生は、日本語の新聞に関しては中日新聞に最も馴染んでいると推定されるが、

全国に視野を広げるため、学生にはいわゆる全国紙の 4大紙（朝日、読売、毎日、
日経）にも目を向けるように指示。県大の図書館も、この４紙を定期購入しているの

で、アクセスに問題はない。 
また、英語のニュース記事については、The Japan Times（県大の図書館も定期
購入）が日本では最も一般的かと思われるが、日本国内向けの英字新聞という性

格なので、学生には英米で発行される他紙を中心に読むよう指示。ネット配信の英

語ニ ュー ス （ The New York Times, The Wall Street Journal, The 
Independent, The Guardian, BBC News, CNN News など）も有効である。 

４） 選択した記事について、日本語と英語の語彙や専門用語を調べる。 
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５） ファイルを作成し、自分のニュース・ファイルを作成する。独自の知のストックが出来

ることで、今後の卒論執筆の際の資料にもなりうる。一定の達成感も期待できる。 
６） 授業では、毎回、学生全員が自分の選んだニュースについて簡単に英語で発表

する。基本は、5W1H（When, Where, Who, What, Why and How）を押さえたも
のとする。2年生の EICは 15人いるので、丁寧にやると時間がかなりかかるので、
ひとりひとりの発表は1本とし、少し詳しく発表する学生を 3人指名している。3年生
のEICは 4人、大学院生は聴講生合わせて 3人なので、全員に少し詳しい発表を
認めている。内容によっては、筆者が背景説明を補足し、クラスで discussion する
こともある。また、発表に際し、日本語と英語での扱いの違い、新聞による扱いの違

いなどにも注目するよう指示している。 
 
3. 経過 
当初は戸惑い、かなり厄介な課題と感じた学生が多かったが、授業を進める過程で、学生

の関心が広がっていった。また、筆者が担当する別の授業で、学生の英語のプレゼンテー

ション力が増していると感じることがあった。知識の蓄積にしたがって、学生の通訳力も向上

している。これらの感触を具体的に確認し、かつ今後の課題を探るため、学生たちにアンケ

ート調査（2016 年 7 月）を行い、各自のニュース・ファイルを提出させた（2016 年 7 月）。ま
た、再調査のためレポートも提出させた（2016年 11月）。 
 
3.1 アンケート調査の結果 
アンケート調査の結果、26人中 25人の回答を得た。母集団が 30人にも満たないので、

統計的な処理は控えめにし、以下に質問と主な答えを提示する。 
 

質問① 何を中心に選択したか。 
Interpreting I 
分野は気にせず、興味のあること。通訳に役立ちそうなテーマ。選挙。イギリス社会。国際

テロ。日本の政治（参院選、安保法案）。スポーツ。世界のトップニュース。1本は日本関係、
もう 1本は外国関係。興味の湧かないものは取り上げない。イギリスのＥＵ離脱をめぐる国民
投票。テレビで気になったニュース。 
Interpreting II 
自動車。政治。銃乱射事件。社会問題。地震。へぇーっと思うようなニュース。アメリカ大

統領選。オハイオ州のニュース（留学するため）。他の学生が選ばなさそうなニュース。娯楽。

経済。ＩＴ関係。 
大学院 
政治・外交（中東問題）。経済。差別問題。 

質問② 興味が増したか。 
変わらないとの回答が1件あったが、後は全員、興味が増したと答えている。数字的には、
実に 96％の学生が、興味が増したと答えている。 
質問③ 勉強上の効果はあったか。 

あった場合はどういう効果か。ない場合はどうしてないか。  
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いなどにも注目するよう指示している。 
 
3. 経過 
当初は戸惑い、かなり厄介な課題と感じた学生が多かったが、授業を進める過程で、学生

の関心が広がっていった。また、筆者が担当する別の授業で、学生の英語のプレゼンテー

ション力が増していると感じることがあった。知識の蓄積にしたがって、学生の通訳力も向上

している。これらの感触を具体的に確認し、かつ今後の課題を探るため、学生たちにアンケ

ート調査（2016 年 7 月）を行い、各自のニュース・ファイルを提出させた（2016 年 7 月）。ま
た、再調査のためレポートも提出させた（2016年 11月）。 
 
3.1 アンケート調査の結果 
アンケート調査の結果、26人中 25人の回答を得た。母集団が 30人にも満たないので、

統計的な処理は控えめにし、以下に質問と主な答えを提示する。 
 

質問① 何を中心に選択したか。 
Interpreting I 
分野は気にせず、興味のあること。通訳に役立ちそうなテーマ。選挙。イギリス社会。国際

テロ。日本の政治（参院選、安保法案）。スポーツ。世界のトップニュース。1本は日本関係、
もう 1本は外国関係。興味の湧かないものは取り上げない。イギリスのＥＵ離脱をめぐる国民
投票。テレビで気になったニュース。 
Interpreting II 
自動車。政治。銃乱射事件。社会問題。地震。へぇーっと思うようなニュース。アメリカ大

統領選。オハイオ州のニュース（留学するため）。他の学生が選ばなさそうなニュース。娯楽。

経済。ＩＴ関係。 
大学院 
政治・外交（中東問題）。経済。差別問題。 

質問② 興味が増したか。 
変わらないとの回答が1件あったが、後は全員、興味が増したと答えている。数字的には、
実に 96％の学生が、興味が増したと答えている。 
質問③ 勉強上の効果はあったか。 

あった場合はどういう効果か。ない場合はどうしてないか。  

 

 

語彙や表現が増えた。知っている単語でも違う意味があることが分かった。短時間でニュ

ースを理解し、まとめて人前で発表する力がついた。日本語と英語のタイトルの付け方の違

いを知った。新聞の文体に慣れてきた。定期的に新聞を読むようになった。例えば、日中関

係についての海外の意見はどうかなど、自分の知らなかったことに対する理解が進んだ。社

会とのつながりができた。興味があるニュースを選べるので、新しい単語を覚えやすい。政

治について少しは考えるようになった。ユニークなニュースにも目を向けるようになった。クラ

スメートが驚くようなニュースを探すようになった。 
勉強上の効果については、「興味が増したとは思わない」と答えた学生も含め、全員

（100%）、効果があったと答えている。 
質問④ 楽しいか、つまらないか。 
楽しいけど苦しい。つらい（大変だ）けど楽しい。最初は面倒だと思ったが、意外に楽しか

った。めっちゃ楽しい。他の人のニュース発表を聞くのも楽しい。 
「楽しくはない」との回答が 1件あったが、後は全員「楽しい」と答えている。数値で表すと、

96％となる。 
質問⑤ その他 
県大のプリンターは利用枚数に上限があるので、1週間に 1本にしてほしい。日本語のニ

ュースと英語のニュースを合わせるのにかなり時間がかかるので 1週間に 1本にしてほしい。
語彙や表現は増えるが、すぐ忘れてしまう。 
 
3.2 学生のレポ―トから  

i)  2年生 
● 新聞を読むことが習慣になってきた。読んで知ることが楽しみになってきた。新聞社に

よって違った書き方をしていて面白い。他のクラスでも、記事を読んでいたおかげで背景知

識があったので授業に参加しやすかった。アメリカ大統領選について、政策やスキャンダル、

支持率などについて調べてあったことが有効になった。 
逆に他の授業で取り上げた話題について、最近はどうなっているのか気になり、記事を選

ぶこともある。英語で分からい単語はもちろんあるが、日本語でも分からない単語や耳慣れ

ない単語を見ることがある。フォーマルな新聞用語を覚えるいい機会。 
● 語彙力強化につながっている。自分にとってはなじみのない言葉（例：vigilance 警戒、

xenophobia 外国人嫌い）に出会ったり、高齢化社会は aging society 以外に greying 
society と言ったりすることも学んだ。また、ニュース記事を読むことで、他のクラスの授業に
役立った。世界で何が起きているのか関心を持つようになった。 
● ニュースに気を配るようになった。日本語と英語の新聞記事を読み比べると、どんな事

件が世界的に注目されるのか分かってくる。2本選ぶときに1本は政治に関する記事を選ぶ
ようにしている。これまで触れたことのないような語彙に触れる機会が増えた。また JICA 職

員の殺人事件については、説明に使う語彙が違うため、英語では、日本語の新聞では分か

らないようなことまで分かってしまい、衝撃だった。 
● アメリカの大統領選を中心に記事を選んだ。候補者に関心を持つようになった。日本語

でも英語でもニュースが理解しやすくなった。スマホの podcast で NHK World Radio
Japanを聞き始めたが、ニュースの背景が分かってきたので、理解できるようになってきた。 
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● イギリスの EU 離脱に関連した記事を集めて読むうちに、日本語と英語の両方でイギリ

スに関する知識が深まった。他のクラスでBrexitについて発表するクラスメートがいたが、そ
のときも質問や意見を出せた。Brexit をめぐる国民投票について読むうちに、アメリカ大統
領選にもつながる語彙が増やせた。とっつきにくい内容のものでも、毎日、新聞を読むこと

で親しみを持てるようになった。 
● アメリカの大統領選で、ドナルド・トランプ氏が nasty woman(いやな女), bad hombres
（悪い奴ら）, deplorable（嘆かわしい）, irredeemable（救いがたい）などという言葉を使っ
てライバルのヒラリー・クリントン氏らを攻撃していた。自分がこうした言葉を使わなくても、会

話のためには知っておく必要があるので、その点からも大統領選の記事を読んでよかった。 
● 二か国語（英語・日本語）の新聞記事を比較すると、英字新聞では1つの単語に2つ以
上の形容詞が装飾されていたり、似た意味の 2つの名詞による並列表現が多くみられるが、
日本語では 1 語で表されたりしている。両言語の間で完全に相互交換が可能な単語や表
現はほとんどないために、2 語以上を組み合わせて意味を補完するケースがあることが分か
ってきた。クラスで「一般的な知識」という意味で common understanding と言ったところ、
先生（＝筆者）から、意味の幅を持たせる訳例として、common sense and general 
knowledge を示された。 
● 「キツい」という意味では hard ばかり使っていたが、他の人のニュース発表で

demandingを使っていたので、自身も使ってみるようになった。自分が調べたニュースの続
報が気になるようになった。例えば、ボブ・ディラン氏のノーベル文学賞受賞に関して、今後

どのような対応をするのか関心を持っている。 
● 英語のニュースが速く読めるようになってきた。ニュースの扱いが日本語と英語の新聞

で違うことがあるのが分かる。例えば、国連で核兵器禁止条約の決議が採択されたが[被爆
国でありながら日本はこれに反対に回った]、日本語の新聞では一面で扱っていたのに対し、
The New York Timesでは記事がなかった。思えば、アメリカは、核兵器大国だった。 
● 国際関係への理解が進んだ。悲惨なニュースが多いが、希望を与えるニュースもある。

また、普段は使わないような語彙を覚えた。allegedly, claim of responsibility for, 
disarmamentなど。 
 
ii) 3年生 
● 読書好きではなかったので、これまで新聞もインターネット記事もあまり読んだことがな

かったが、この課題を通して読むのが好きになった。みなと記事について話すのは楽しい。

他の学生の意見やニュース記事の紹介も、知識を増やし、好奇心を刺激されるものだ。 
熊本地震で受け入れ側が、ボランティアに対して、自分で泊るところを確保してから来て

ほしいと言っていたのを見て、自分は単純にボランティアがいいと思っていたので、いろいろ

な考え方があると思った。また英検 1 級のインタビュー試験では、与えられたトピックについ
て、ニュースのトピックを基に 3つのポイントを示すという学習が生かせた。 
● 他の学生の記事紹介を通して知る世界が、視野の拡大につながる。英語の記事を読

むと、同じことを別の表現で言い換えている場面が多い。たとえば街路樹伐採計画反対運

動では、伐採を be moved, be cut down, be felledなどと言い換えていた。アメリカの次期
大統領について情報を得ることは、今後の日本への影響や世界情勢を考えていく上で必要
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なことだ。また電通社員の過労死は、これから社会に出ていく学生にとって、どのような会社

で働きたいのか、自分が同じ状況に置かれたらどう行動すべきかを考えるきっかけとなっ

た。 
● 普段目を通さないような海外のニュースを読むようになった。アメリカの大統領選につい

ても、アメリカ本国とイギリス、日本では捉え方が違う。それぞれ自分の国との関係で見てい

るからだ。海外の論調は日本とは異なった視点に立っているので、新しい考え方を知る機会

になる。自分の専攻はアメリカの文化、特に人種差別問題なので、人種差別の巣窟ともいえ

るアメリカのメディアに目を通すことで、その現状や実態をまざまざと知ることができる。 
● 日本語のニュース・サイトと英語のニュース・サイトでは、レイアウトや写真の活用が違っ

ていて楽しめる。また、タイトルの違いに関心に持つようになった。例をあげると、  
中国人観光客 増加傾向： 30% of tourists are Chinese   
外国人に抵抗感「近隣」4割 「同僚」2割： 40% “uncomfortable” about increasing 

foreign population 
病院バス亭事故 アクセルとブレーキ踏み間違えか： 84-year-old man drives car 

into bus stop, killing 89-year-old woman 
背景の分からないニュースを選択すると日本語でも理解が難しいので、他の授業に関連

するトピックか、自分がよく知っているものを選んでいる。今後は政治や経済からも選ばなく

てはならないと思う。 
 

iii) 大学院生 
● 中東問題について少し理解できるようになった。ジャーナリストの後藤健二さんが亡くな

ったときに、自分が中東問題について全く注意を払ってこなかったことを恥じたので、調べる

機会が増えてよかった。新聞の文体に慣れてきた。 
● 政治や世界情勢だけでなく、そこから転じて経済ニュースを調べてみたりと、他の分野

への興味も湧いてきた。同じテーマのニュースを日本と海外のメディアで比較することにより、

問題のとらえ方や表現の差異に気づく。どんなニュースを発表したら、みんなが関心を持つ

か考えるだけでも楽しい。 
● 最初はとっつきやすいニュースを選んでいたが、最近は自分では普段読まないようなト

ピックを選んでいる。科学や政治、経済が苦手だが、なるべくいろいろな分野から選んで語

彙を増やしたい。発表することで緊張感があるので、普段より単語が覚えられるような気がす

る。同じトピックでも、新聞によって色々な表現が使われているので勉強になる。定期的に読

む習慣ができ、非常に効果的だ。 
 
3.3 使用するニュース・ソースと選択するニュースの傾向 
上記のアンケート調査、レポート、ニュース・ファイルを基に、学生が主にどのニュース・ソ

ースを利用しているか、どんなニュースを選択しているかについて述べる。 
日本語のニュース・ソースは、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、中日新聞、NHK News 

Web、TBS News iが多い。産経新聞、日経新聞を挙げた学生もいたが、ごく少数で頻度も
少ない。 
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英語のニュース・ソースは、The Japan Timesが圧倒的に多く、The New York Times
がこれに続く。BBC や CNN のニュース・サイトの利用者もかなり多い。The Guardian、
The Independent, The Wall Street Journal, The Telegraph, Yahoo.UK、Global 
Times なども少数ながらあった。また、英語のニュースについては、紙の媒体を読むことは
皆無に近いようだ。 
どのニュース・ソースを使うかについては、学生によってかなり違いがある。朝日と The 

Japan Times の組み合わせのみというケースもあった。今後、ニュース・ソースの拡張を促
したい。 
次に、何を選択するかについても多種多様であるが、海外のニュースでは話題性の高か

った Brexit（イギリスの EU 離脱）とアメリカ大統領選が関心を集めた。銃乱射事件や自然

災害のニュースも選択されやすい。一方、経済、科学は不人気である。 
筆者が、学生に、関心あるテーマに絞って継続的に追及することを推奨した結果、毎回

のように、自動車関連、ITゲーム関連を取り上げる学生もいる。また、2本のうち 1本は硬派
なテーマを選ぶように示唆した結果、自衛隊の海外派兵・安全保障、TPP、原発問題、中
東問題などを選ぶ学生も出ている。ひとつのテーマを深めることで、他のテーマにへの切り

口が出来るので、今後も、基本的にこの方針を維持するつもりである。が、一方で、複雑な

背景をもたない“単純な”事故・事件のニュースを中心に選択する学生もいるので、関心の

幅を広げるよう指導したい。 
なお、ファイルには、調べた語彙の意味が記されているだけでなく、自身のコメントを英語

で記述したり、イラストをつけたりしている学生もいた。こちらの想定を上回る勉強や創意が

あるのは、嬉しい驚きだった。 
 

好ましい変化

上記のことに加えて、教師として授業で観察された好ましい変化を 2点述べる。 
i) 通訳クラスで、アメリカの大統領候補だったドナルド・トランプ氏とヒラリー・クリント

ン氏のスピーチを素材として通訳訓練を行なったが、大統領選について知識が

増えてくると、学生の通訳力が増してくるのが分かった。 
ii) ゼミでは、日本語の課題図書のレポートも英語で行なうことにしているが、当初は

ほとんど理解不能だった学生たちの英語が、徐々に、伝達力のある英語に変わ

ってきた。学生に尋ねると、英語のニュース記事を読むときに、この表現は使える

と思うと、それを書きとめ、実際に活用しているとの答えが返ってきた。 

4. 今後の課題 
以上のことから、News of the Weekがきわめて有効であることが立証されたと思われる。

ただ、この試みを始めてからまだ 1年にも満たないので、今後、この方法を継続・発展させて
いく上での課題についても触れておきたい。 
毎週の作業であるため、学生たちに「慣れ」が生じ、マンネリ化する恐れがある。英語で発

表するため、取り敢えず英語のニュースだけを見てくる傾向も出てきている。英語の語彙に

気を取られ、日本語の語彙への関心が薄くなりがちである。大半の学生にとっての母語であ
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る日本語力は、通訳になるためには必須だが、通訳にならずとも、思考力・教養の基礎とな

るものなので、つねに日本語への注意を喚起したい。 
次に、ニュース選択が安易になるケースが散見される。いつも簡単なニュースしか選んで

こない学生もいる。ニュース・ソースも限定的である。当初はそれでも有効であるが、今後は、

さまざまなニュース・ソースに目を向けつつ、テーマの深化と新たなテーマへの拡大をともに

進めるよう、指導していく必要があろう。 
特に、ニュース・テーマに関しては、経済ニュースを苦手とする学生が多いことが懸念され

る。経済の基本について説明を加えても、全体的に反応が鈍い。経済に関心が薄いというこ

とは、今後、社会人として働くことを考えると問題である。しかし、通訳やコミュニケーション学

の授業だけで、これらをカバーするのは限りがある。経済やビジネスに関する講座の強化に

ついては、大学全体として取り組むよう訴えたい。 
またこの問題は、講座配分だけでなく、コマ内の時間配分という問題にもかかわる。News

of the Week は、これだけで一コマ 90 分を使える内容であるが、現実には一コマのうちの
20-30 分くらいしか充当できない。内容を深めるには時間が足りないということも指摘した

い。 
なお、最近、朝日新聞が、Newspaper in Education (NIE)「教育に新聞を」と称する取

り組みをしているのを知った。英語とのからみはなく、高校までの学校の授業で、新聞を活

用するため、「新聞授業ガイドブック 改訂版」や「新聞授業実践ワークブック」などを提供し、

先生方を支援しているという。藤井豪氏（明治大学文学部特任教授）が、生徒の「メディアリ

テラシー」育成の必要性を述べていた。今後はこれらも参考にして、News of the Weekを
充実させたい。 
 
5． 結論 
通訳者は、通訳中は自分の主張や信条は脇に置き、中立・公正な立場でコミュニケーシ

ョンを仲介しなければならない。機械のような言語転換が理想と言われることさえある。ビジ

ネスの商談であれ、貿易や紛争など国益をかけた交渉であれ、この原則に変わりはなく、特

定の側が有利になるような通訳をしてはならない。しかし、通訳者を表す英語の

“interpreter”の原義が「解釈する人」であることから分かるように、実際の通訳には、通訳
者の解釈が介入する。通訳が人間的な活動であるかぎり、これは必然的なことだ。すなわち、

通訳者の判断や考えが、陰に陽に議論に影響を与える可能性があるということだ。そうであ

ればこそ、通訳者は、物事に対する総合的かつ包括的な理解力、さまざまな知識や教養を

身に着け、偏りのない公正な通訳を目指して修練する必要がある。 
学生に日英両言語で新聞を読ませることは、通訳者養成に直結する方法ではないかもし

れないが、News of the Weekの試みが国際的な視野や思考の獲得、および通訳基礎力
の強化に極めて効果的であることは、本稿によって示されたであろう。担当クラスの中には、

中国出身者やフィリピン出身者も含まれていることもあって、課題の負担の度合いはそれぞ

れ異なるが、これらの学生からも好反応を得ているので、この方法を継続・発展させ、さらな

る成果につなげたい。 
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2016年11月16日、愛知県立大学の通訳翻訳研究所の招請により、戦後日本の通訳界
を牽引してきた小松達也氏が「通訳の楽しみと英語」と題する講演を行なった。ここで、小松

氏は通訳に必要な能力として、言語能力＝言語力＋知識＋分析力をあげた。これは

Daniel Gileの説に準拠するものだが、小松氏は、自身の長年の経験から、KLを当然の前
提として、ELK と Aの重要性を強調した。 

Comprehension =  
KL (Knowledge of the Language) ＋  
ELK (Extra-Linguistic Knowledge) ＋ A (Analysis) 

第 3 のポイントである A の分析力に関する論考は次の機会に譲るとして、小松氏の主張
は、かねがね筆者が考えてきたことと合致するものだった。英語力の指標とされるTOEICの
得点は、もちろん高いことが望ましいが、これはKLの一部を表しているにすぎず、高得点を
得ても通訳ができるわけではない。 
世間には、英語ができれば通訳は自動的にできるというような思い込みが流布しているよ

うだが、小松氏の主張はこれを打ち破るものだった。知識の蓄積途上にある学生に通訳スキ

ルを教える際、ELK と Aへの配慮がいかに重要かということが指摘されたのである。小松氏
の講演は、ELKを培っていくうえで、新聞活用の News of the Weekの有効性を傍証する
ものであった。 
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論文

Translating to the Music: 
Problems and Possibilities in Song Lyric Translation 

音楽翻訳 歌詞の翻訳における問題と可能性

（「通訳翻訳研究所」開設記念キックオフセミナーの講演に基づく論文） 

国際関係学科

Edgar W. Pope 

  A distinct area of translation practice that involves musical as well as linguistic 
considerations is the translation of song lyrics. This paper will identify some of the 
problems and possibilities that confront song lyric translators, and illustrate these with 
examples of English-language popular songs that have been translated into Japanese 
and recorded in Japan.  
 
Translation / Substitution of Lyrics: a form of glocalization 
 

A translated song, i.e. one in which new words in a target language are set to the 
melody of a song originally composed in a different language, must be comprehensible 
and appealing as an integrated verbal/musical work in the target culture. As a result 
lyric translators rarely aim at “literal” translation, since this would often result in a 
song that is difficult to sing or comprehend, or one that is simply unattractive. The art 
of song translation is therefore generally an art of “loose” translation, and is carried out 
on a continuum between translation (new words with approximately the same meaning 
as the original words) and substitution (new words with new meaning).  
  Song translation (in the broad sense of translation / substitution) may be nearly as old 
as singing itself. But in the modern world it has often appeared as a form of 
glocalization: the adaptation of globally distributed products to local markets and 
cultures, for commercial, artistic, educational or other purposes. Glocalized songs have 
contributed to the globalization of musical styles, as when the Scottish folk song “Auld 
Lang Syne” was published with Japanese lyrics as “Hotaru no Hikari” (1881) and used 
as part of a curriculum to introduce European music to Japanese schoolchildren. More 
recently, song glocalizations have often employed musical styles that are already global, 
as when the Disney song “Let It Go” became familiar to Japanese listeners as “Ari no 
Mama de” (2013). The songs to be considered here are all 20th century glocalizations of 
English-language commercial popular songs. 
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Problems in Song Lyric Translation 
 
The problems confronted by lyric translators can be roughly divided into those relating 
primarily to sound and those relating primarily to meaning. 
 
Problems of sound: how to “fit” words to music 
 
1) Tonal pattern: in tonal languages, the relationship between the melody of a song and 
the tonal pattern of its lyrics can be a problem. Although research shows that melody 
and word tone do not necessarily have to coincide, insufficient attention to word tone, 
for example by a lyric translator who is not fluent in the target language, can result in a 
strange or even incomprehensible song. 
 
2) Stress pattern: patterns of verbal stress in the lyrics must either coincide with or 
aesthetically complement patterns of melodic or rhythmic emphasis. This is especially 
important in languages such as English that have strong contrasts between stressed 
and unstressed syllables. Thus the stressed one-syllable word “go” in the song “Let It Go” 
receives strong melodic emphasis; if the melodic emphasis fell instead on the word “it,” 
the effect would be very strange and unpleasant indeed. 
 
3) Syllable count: some languages tend to require more syllables than other languages 
to express the same content. This is in fact the main problem in translating English 
lyrics into Japanese: if one translates strictly with regard to meaning, the number of 
syllables generally increases, but the new lyrics must still fit the same melody. Thus 
compromises become necessary in the realm of meaning, i.e. the translator must move 
along the continuum in the direction of loose translation or substitution. We can note, 
however, that the need to move toward loose translation / substitution is not only a 
problem to be solved, but also an opportunity to explore new creative possibilities. 
 
Problems of meaning: the translation – substitution continuum 訳詞 ― 作詞) 
 
1) Level of “literality”: the translator must decide how strictly to adhere to the meaning 
of the original lyrics. A looser translation or substitution may be required in order to 
solve problems of sound, such as those described above. 
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1) Level of “literality”: the translator must decide how strictly to adhere to the meaning 
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solve problems of sound, such as those described above. 

 
2) Level of detail: the translator may need to add or subtract details from the content of 
the original lyrics. In translating from English to Japanese, for example, details may be 
eliminated in order to reduce the number of syllables in the translated lyrics. 
 
3) Word play: word plays in the original lyrics, such as puns or rhymes that depend 
upon sounds of words in the source language, may be difficult or impossible to translate. 
Translators may, however, devise new word plays in the target language to create 
similar effects. 
 
4) Repetition: the translator must decide to what extent repetition of phrases in the 
original lyrics should be reproduced in the translation. Eliminating repetition is one 
way to control syllable count when translating from English to Japanese. (Thus the 
Japanese version of “Let it go” dispenses with the repetition of that phrase, replacing 
the six syllable phrase “Let it go, let it go…” with “Ari no mama no….”) 
 

As examples of creative solutions to these translation problems, we will look at two 
songs composed in New York City in the 1920s that were subsequently translated into 
Japanese. 
 
Examples: Two “Tin Pan Alley” Songs and their Japanese translations 
 

New York City in the 1920s was the heart of a rapidly globalizing popular song style. 
The U.S. songwriting and publishing industry centered in Manhattan was nicknamed 
“Tin Pan Alley” (sometimes abbreviated as TPA), and by the 1920s it had developed a 
characteristic popular song style that typically included the following features. 
 

32 measure AABA melody structure 
Rhyme patterns that fit melodic patterns 
Puns (語呂合わせ) and other word play 
Repetition of the song title 
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Example 1:“Sing Me a Song of Araby”  
 
  Composed by Fred Fisher and published in New York in 1927, “Sing Me a Song of 
Araby” never achieved much success in the U.S. But early in 1928 a version of the sheet 
music was imported to Japan and translated into Japanese by music critic and radio 
music director Horiuchi Keizō (堀内敬三). Horiuchi’s version, “Arabia no Uta,” became a 
hit through radio broadcasts and records, and played a key role in bringing Tin Pan 
Alley influences into Japanese popular music.  
  The lyrics of the chorus (the main part of the song, and the only part translated by 
Horiuchi) are shown below, divided into four sections that correspond to the AABA 
melody structure. The title phrase is repeated at the end of each A-section. Note the 
rhyme on “sand” and “understand” that connects the first two A-sections, and on “heart,” 
“art,” and “part” that connects the two phrases of the B-section to each other and to the 
final A-section. The underlined phrase in the B-section is sung to a minor-scale melody 
with stereotypical “exotic” features, and the lyrics refer directly to this melody (“play 
that refrain”), which provides a contrast to the major-scale melody of the A-sections. 
 
“Sing Me a Song of Araby”  (1927) Music and lyrics by Fred Fisher  
Original lyrics (left) and “literal” Japanese translation (right)  
 
 

A)  When the sun sets in the desert sand 
Sing me a song of Araby. 
 

A)  Say the words that I can’t understand, 
Sing me a song of Araby. 
 

B)  Play that refrain on the harp of my heart 
Vex me again with your sweet Hindu art 
 

A)  Kiss me, love, and just before we part 
Sing me a song of Araby. 

砂漠の砂に日が落ちる頃

アラビアの唄を唄って下さい。 
 
私の知らない言葉で

アラビアの唄を唄って下さい。 
 
あのリフレインで私の心の琴線を揺らしてくださ

い。甘いヒンズー教の魔法で惑わせてください。

恋人よ、別れにキスをして、

アラビアの唄を唄って下さい

 
Horiuchi’s Japanese translation, “Arabia no Uta,” is shown below. Many details of the 

original lyrics are eliminated, presumably as a solution to the problem of syllable count. 
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Horiuchi’s Japanese translation, “Arabia no Uta,” is shown below. Many details of the 

original lyrics are eliminated, presumably as a solution to the problem of syllable count. 

The underlined phrase in the B-section, like the corresponding phrase in the original, 
refers directly to the minor-scale melody to which it is sung. But there are also new 
elements here that do not appear in the original lyrics, such as sabishii (lonely) and 
namida (tears). It may be that Horiuchi added these words in order to invoke the 
melancholy mood that had become common in many Japanese popular songs of the 
1920s. 
 
“Arabia no Uta” (1928) Lyrics translated by Horiuchi Keizō 
「アラビアの唄」 1928年 堀内敬三訳詞 
 
A)  沙漠に日が落ちて

夜となる頃 
 

A)  恋人よ懐かしい
歌を唄おうよ 
 

B)  あの淋しい調べに
今日も涙ながそう 
 

A)  恋人よアラビアの
歌を唄おうよ 
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Example 2: “Dinah” 
 
  The next example, “Dinah,” was published in New York in 1925, and was recorded 
thereafter by numerous bands and singers in the U.S. as well as in Japan and other 
countries. It was, in fact, a global super-hit of the 1920s and 1930s, comparable in some 
ways to “Let It Go” in 2013 and 2014.   
 
“Dinah” (1925) Music by Harry Akst, lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young 
 Original lyrics (left) and “literal” Japanese translation (right)
 
A)  Dinah 

Is there anyone finer? 
In the state of Carolina 
If there is and you know her,  

show her to me! 
 
 
A)  Dinah 

With her Dixie eyes blazin’ 
How I love to sit and gaze in 
To the eyes of Dinah Lee. 

 
B)  Every night,  

Why do I shake with fright? 
Because Dinah might  
Change her mind about me. 

 
 
A)  Dinah  

If she wandered to China 
I would hop an ocean liner  
Just to be with Dinah Lee. 

ダイナ

よりもっといい女がいる？

カロライナ州に

もしそんな人を知っているなら、見せて下さ

い！

 
 
ダイナ

炎のように輝くディクシーの瞳

その目を覗き込むのが好き

ダイナの瞳

 
夜毎

私は恐怖で震えるのは、なぜだろう。

ダイナは私のことについて

気が変わるかもしれない と考えている から

 
 
ダイナ

たとえ彼女が中国まで行ってしまっても

私は船に乗るよ

ダイナと共にいるため

 
  This song, like the previous example, has lyrics carefully crafted to fit a 32-measure 
AABA melody structure. The song title is repeated at the beginning of each A-section, as 
well as at other points in the song. The name “Dinah” also serves as a starting point for 
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AABA melody structure. The song title is repeated at the beginning of each A-section, as 
well as at other points in the song. The name “Dinah” also serves as a starting point for 

a series of clever rhymes: finer, Carolina, China, ocean liner. (Some of these rhymes 
suggest a Southern accent of the kind commonly heard in North and South Carolina, 
where the –er ending of “finer” and “liner” would indeed be pronounced similarly to the 
–ah in “Dinah.”) Other rhymes include “blazin’ / gaze in” and “night / fright / might.” The 
masterpiece in the song’s wordplay, however, is certainly the pun on “Dinah might” 
(dynamite) that appears in the B-section. 
 

As a love song, but a playful and somewhat comical one, “Dinah” lent itself to both 
slow romantic interpretations and uptempo jazz versions, and it was recorded many 
times in the U.S. Two popular recordings, by Ted Lewis and Four Dusty Travelers 
(1930) and by Bing Crosby and the Mills Brothers (1932), especially influenced 
Japanese artists who recorded the song in the 1930s. 
 
“Dinah” in Japan (1): Nakano Tadaharu and the Columbia Rhythm Boys 
 

A pioneering Japanese jazz vocal group, Nakano Tadaharu and the Columbia Rhythm 
Boys (who had borrowed their name from that of Bing Crosby’s group, the Rhythm 
Boys) made a recording of “Dinah” in 1934, with lyrics composed by the group’s leader, 
Nakano Tadaharu. Nakano is credited as “lyricist” (作詞) rather than “translator” (訳詞), 
and indeed the lyrics are more of a substitution than a translation. 
 
“Dinah” (1934) Lyrics and vocal by Nakano Tadaharu 
「ダイナ」 1934年 中野忠晴作詞・歌 
 
A) ダイナ 花の小窓に 君とうたいし 恋しの歌よ 
A) ダイナ 唄って頂ダイナ 踊って頂ダイナ 今宵の月に 
B) 淡くもえて ぬれて泣いて 君がいとしい 影を慕いて 
A) ダイナ 唄って頂ダイナ 踊って頂ダイナ 今宵の月に 
 
  Except for the repetition of the name “Dinah,” the content of Nakano’s lyric is largely 
unrelated to that of the original song. What is remarkable, however, is the way Nakano 
has substituted Japanese wordplay for the untranslatable rhymes of the English lyrics. 
The name “Dinah” recurs at the beginning of each A-section, as in the original, but in 
place of English rhymes we have Japanese puns using the phrases utatte chōdai na and 
odotte chōdai na 唄って頂ダイナ 踊って頂ダイナ . Thus Nakano manages to produce a 
verbally playful love song centered on the name “Dinah,” like the original song, but 
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using quite different lyrical content in a different language. 
 
“Dinah” in Japan (2): Dick Mine 
 

By far the most popular Japanese recording of “Dinah” was that of Dick Mine, 
released in 1935. On the recording he is joined by Nanri Fumio南里文雄, Japan’s first 
great jazz trumpet player. Dick Mine wrote the lyrics himself, and is credited as “lyricist” 
rather than “translator.” 
 
“Dinah” (1935) Lyrics and vocal by Dick Mine 
「ダイナ」 1935年 ディック・ミネ作詞・歌 
 
A)  ダイナ 私の恋人 胸にえがくは うるわしき姿 おお君よ 
A)  ダイナ 紅き唇 我にささやけ 愛の言葉を 
B)  ああ 夜毎 君の 瞳 したわしく 想い 狂わしく 
A)  おおダイナ 許せよ くちづけ 我が胸ふるえる 私のダイナ

 
  Dick Mine, who aspired to the style and image of a romantic crooner, has here created 
a romantic love song consistent with that image and inspired by the recording of 
American crooner Bing Crosby. He largely omits the humor of the original but retains 
its focus on Dinah’s features and the passionate emotions she evokes in the singer. The 
name “Dinah,” as usual, occurs at the start of each A-section. There is little wordplay, 
although the juxtaposition of shitawashiku and kuruwashiku might be heard as a kind 
of rhyme. This version is closer to substitution than to translation, except for certain 
words and phrases: yogoto (夜毎) is an exact translation of “every night,” and occurs at 
the same point in the melody structure; while kimi no hitomi (君の瞳) and waga mune 
furueru（我が胸ふるえる）might be loosely connected to “Dixie eyes blazin’” and “shake 
with fright,” respectively. 
 
“Dinah” in Japan (3): Enomoto Ken’ichi / Satō Hachirō 
 

A third Japanese version of “Dinah” is that of Enomoto Ken’ichi, popularly known as 
Enoken, a prominent comedian, actor and singer. He recorded a number of humorous 
interpretations of currently popular songs, and “Enoken no Dinah” is one of these.  
 
“Enoken no Dinah” (1936) Lyrics by Satō Hachirō, vocal by Enomoto Ken’ichi 
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interpretations of currently popular songs, and “Enoken no Dinah” is one of these.  
 
“Enoken no Dinah” (1936) Lyrics by Satō Hachirō, vocal by Enomoto Ken’ichi 

「エノケンのダイナ」 1936年 サトウ・ハチロー作詞、榎本健一歌 
 

 ダンナ 飲ませて頂ダイナ おごって頂ダイナ たんとは飲まない ね いいでしょう

 ダンナ 盃頂ダイナ コップなら尚結構 こいつはいける

 酒はうまい うまい 少し酔った、酔ったらさー来い

 ダンナ 飲ませて頂ダイナ ケチケチしなさんな 駆けつけ三杯

 
In contrast to Dick Mine’s romantic ballad, lyricist Satō Hachirō adapts the song to 

Enoken’s style and persona by making it into a comical drinking song. He borrows the 
chōdai na pun from Nakano Tadaharu’s version, and adds an additional bit of word play, 
replacing “Dinah” with danna (patron) at the beginning of each A-section. The result is 
very much a substitution rather than a translation, but one that is altogether consistent 
with the verbally playful spirit of the original song. 
 
 
Translation as Humor: Ōsama’s “direct translation covers” 
 

A final example will show how a common translation problem can be turned into a 
creative opportunity. Japanese guitarist and singer Ōsama (王様) has made a career out 
of what he calls chokuyaku covers (直訳カバー), i.e. “direct translation” covers of 
American and British rock songs. As we have seen, increased syllable count is generally 
a barrier to any strict translation of song lyrics from English to Japanese. But Ōsama 
makes this problem into an asset, overloading melody phrases with extra syllables for 
comic effect. Perhaps the most extreme example of this technique is his version of the 
Beatles’ “Let It Be,” in which the three-syllable title phrase expands to thirteen 
syllables: aru ga mama ni shite okinasai. 
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“Let It Be” (1969) Music and lyrics by John Lennon and Paul McCartney 
 
When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom 
Let it be 
 
Ōsama’s “direct translation” (訳詞：王様) 
 
私がとても困っているときに

聖母マリア様がやって来て

賢いことばをささやいた

あるがままにしておきなさい  

 
Conclusions 
 

We have seen how the need to solve problems of sound and meaning in song 
translation tends to push the process toward the “substitution” end of the 
translation—substitution continuum. Problems relating to sound (such as the need to 
limit syllable count) must be resolved somehow, and often the only possible solution is 
greater flexibility in the realm of meaning. But the necessity of “loose” translation or 
substitution also opens up avenues for the translator / lyricist’s creativity. Multiple 
versions of “the same” song can be produced, elaborating on different aspects of the 
original lyrics and adapted to the personas and styles of different performers. 
Untranslatable puns and other wordplay in the original can inspire new wordplay in the 
translation, and even the very difficulties of “literal” translation offer possibilities for 
humor. 

It appears likely that the symbiotic relationship between song translation and 
musical globalization will continue and perhaps even intensify in the future. With the 
spread of social media and recording applications, it is now a simple matter for anyone 
who has a computer or smart phone to record their own song translations and share 
them with the world. The global popularity of Asian pop music genres suggests that 
song translations from languages other than English are likely to increase. Song 
translation may turn out to be a significant area for the creative development, and 
perhaps the democratization, of popular music in the decades to come.  
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論文 

Les spécificités de la localisation de jeux vidéo : 
aspects techniques et traductologiques 

Office of Global Human Resource Development 
Morgan Dalin 

 
Introduction 

Lors de la production d’un jeu vidéo, le processus de localisation, qui n’est autre que sa 
traduction et son adaptation pour un public de langue et de culture différentes, est une étape 
cruciale dont peut dépendre son succès en dehors de son pays d’origine. Souvent méconnue du 
grand public ayant en mains un produit finalisé, elle nécessite des compétences très 
spécifiques à la fois sur le plan linguistique et sur le plan technique. 

Afin de bien comprendre les spécificités de l’adaptation d’un produit vidéoludique, nous 
listerons l’ensemble des éléments multimédia constitutifs d’un jeu appelés « assets » 
(Mangiron 2006 : 308) puis nous analyserons quelques aspects techniques, traductologiques et 
culturels auxquels sont confrontés les professionnels de la localisation. 

Nous verrons ainsi qu’un bon localisateur doit posséder un double savoir-faire : il doit être à la 
fois un traducteur chevronné doté de grandes capacités linguistiques (excellentes 
connaissances de la langue source et de la culture associée, imagination, rigueur 
terminologique, aptitude à la reformulation, capacité à traduire en l’absence de contexte, etc.), 
et faire preuve d’un solide bagage technique notamment informatique (connaissance de 
nombreux logiciels et langages informatiques, aptitude à repérer le contenu à traduire de celui 
à ne pas traduire, concision, habileté à harmoniser contenu et variables, etc.). 

 

Les « assets » (ressources informatiques) 
a. Éléments textuels 

Ce sont toutes les chaînes de caractères en jeu, qui constituent : 
- l'interface utilisateur (ou IU) (menus, listes déroulantes, fenêtres surgissantes, écrans d'aide et 
messages système, messages d'installation), 
- les textes en jeu (dialogues, cinématiques, commentaires, tutoriels). 
Dans les menus, les fenêtres surgissantes et les messages d'aide, la longueur est primordiale, et 
il est rarissime que l'on touche à l'interface : la longueur de la traduction doit donc 
correspondre à celle de la chaîne en langue source. Comme dans un logiciel classique, la 
structure des menus d'un jeu vidéo peut être très détaillée, les options nombreuses, de façon à 
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gérer les multiples caractéristiques du jeu, comme le niveau de difficulté, l'affichage graphique, 
la sensibilité de la souris ou les préférences de rétroaction. 
 

b. Documents en ligne 
Le site officiel du jeu combine du texte promotionnel au ton journalistique et du texte 
technique. Un site web propose des prévisualisations, des comptes rendus, des panneaux 
d'information, une assistance, etc. Il présente différents types de texte, chacun avec ses 
caractéristiques et sa finalité propres. 
 

c. Cinématiques 
Ces composants sont des séquences vidéo où des personnages expliquent l'intrigue au début du 
jeu, ou qui contribuent à la progression de l'intrigue en cours de jeu. En anglais, on parle de 
"cinematics" ou encore de "cut-scenes". 
 
Les composants audio et vidéo sont soit doublés soit sous-titrés. Lorsque la compréhension 
n'est pas essentielle au jeu (par exemple, lorsqu'un personnage étranger parle), il n'est pas 
obligatoire de les traduire. 
 
En cas de "reversioning" (selon l'auteur, on dira reversioning, retour, doublage ou même 
voice-over ; mais, quel que soit le terme, dans le contexte des jeux vidéo, il désigne le 
remplacement des interventions orales dans une langue par des énoncés dans une autre langue) 
des séquences audio, le traducteur donne une version écrite qui doit "sonner" vrai. Les scripts 
sont généralement fournis sous forme de feuilles de calcul ou de tableaux. Il y a un fichier 
audio par intervention. Le discours de chaque personnage présente un registre de langue, un 
accent, des traits de langue qui doivent trouver leur équivalent dans les autres langues. 
 
Pour faciliter le processus de localisation, la piste audio est divisée en 3 pistes : la musique, les 
effets sonores et les paroles. 
 
Il y a deux niveaux de doublage : 
- Le doublage simple dont la seule contrainte est la contrainte de temps. 
- La synchronisation labiale. Ce type de post-synchronisation constitue un réel défi, tant dans 
la version originale que dans les versions localisées. On y arrive soit au moment de 
l'enregistrement des voix, soit en modifiant le dessin des lèvres du personnage qui parle. 
Quel que soit le choix, le doublage est cher et long, surtout quand on emploie des acteurs 
connus. 
 
La difficulté du sous-titrage est de transposer un discours oral en discours écrit. Mais le sous-
titrage pose d'autres défis au sous-titreur : toutes les langues n'autorisent pas la même liberté 
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de langage dans les sous-titres. Le traducteur devra employer des techniques utilisées pour la 
traduction de bandes dessinées, pour ne pas perdre certaines caractéristiques comme l'accent. 
 

d. Composants audio 
On aura un composant audio lorsque, par exemple, un personnage parle au téléphone ou que 
l'on entend une chanson. Les composants audio qui ne font pas partie d'une cinématique sont 
soit laissés en langue source, soit sous-titrés, soit doublés. 
 

e. Composants graphiques 
Ce sont les images et les graphiques contenant du texte (cartes, signes). On emploie souvent 
un format graphique multicalque. Un des calques contient le graphique, tandis que les autres 
calques contiennent la légende, le pictogramme de classe d'âge etc. Si le texte se trouve dans 
un calque indépendant, le traducteur ou l'ingénieur en localisation peut facilement éditer ce 
calque sans que l'on ait à toucher à l'image en elle-même. 
 

f. Documents imprimés 
Les documents imprimés, en anglais "box and docs" (boîte et documentation) sont tous les 
documents papier, entre autres : 
- Le manuel de l'utilisateur. Le manuel de l'utilisateur contient différents types de texte : il doit 
être attirant, son écriture doit être en partie créative, en partie promotionnelle, en partie 
littéraire. Mais la plupart des manuels contiennent essentiellement des instructions (c'est-à-dire 
du texte à finalité didactique). Il contient également des passages techniques à propos des 
spécifications matérielles et logicielles. Et on y trouvera aussi systématiquement les mentions 
légales et les références de l'éditeur. Le manuel peut ne pas être imprimé mais offert au format 
HTML ou encore PDF (fichier que l'utilisateur pourra imprimer s'il le souhaite). 
- Le conditionnement. La boîte et l'étui du jeu présentent le même mélange de textes que le 
manuel, mais dans un espace beaucoup plus restreint. L'emballage combine des textes 
promotionnels attrayants et des informations techniques concises ainsi que des notices 
juridiques. Le manuel et le conditionnement contiennent souvent des saisies d'écran qui 
doivent être localisées. 
 
- Le fichier LisezMoi.txt. Le petit fichier LisezMoi.txt (ReadMe.txt) est normalement le 
dernier composant que l'on développe. Il informe l'utilisateur des modifications de dernière 
minute, il donne des astuces pour que le jeu tourne sans problème et enfin, il corrige les 
erreurs et coquilles des documents imprimés. C'est essentiellement un document technique. La 
plupart du temps, il n'est pas imprimé, juste offert sous forme de fichier. 
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Les différences principales entre la localisation de jeu vidéo et la traduction audiovisuelle sont: 
- les sous-titres qui défilent plus rapidement dans un jeu que dans un film, 
- les unités sémantiques qui ont beaucoup plus d'importance au cinéma que dans un jeu, 
- la longueur d'un sous-titre qui se mesure en général en pixels dans un jeu et en caractères 
dans un film, 
- dans certains jeux, le nom du personnage qui parle apparaît à chaque réplique du personnage 
(Mangiron & O'Hagan 2006). 
 

1. Spécificités techniques 
 
Les problèmes techniques suivants constituent un réel défi pour le localisateur : 

- Les différents formats de fichiers et les logiciels correspondants, 
- La présence de variables dans le code, 
- La concaténation de chaînes, 
- Les contraintes d'espace. 

 
C’est toutefois le fait que le jeu ait été ou non internationalisé qui aura un impact essentiel sur 
le processus de localisation, ses délais et ses coûts. 

 
a. Internationalisation 

L'internationalisation (I18n) d'un jeu (certains auteurs comme Chandler, utilisent le terme 
"localisation-friendly game") désigne le fait que le jeu a été développé en tenant compte du 
processus ultérieur de localisation, ce qui inclut : 
- La séparation entre le code et les chaînes à traduire, 
- L'emploi de variables indépendantes de la langue, 
- Le support de différents jeux de caractères, idéalement d'Unicode, 
- Il faut prévoir que les chaînes de caractères de l'interface seront plus longues de 20 à 30 %, 
- L'emploi d'icône plutôt que de texte permet d'éviter les problèmes liés à l'expansion, 
- Le support des deux standards vidéo NTCS et PAL sur les consoles de jeu : il faudra sortir 
une version NTCS et une version PAL. Dans le cas contraire, un processus de conversion sera 
nécessaire. "Lors de la conversion de NTCS en PAL, le nombre de lignes doit passer des 525 
lignes de NTCS à une résolution de 625 liens en PAL, et le nombre d'images par seconde qui 
est de 30 en NTCS devra passer à seulement 25 en PAL." (Chandler, p. 130), 
- Pour les images qui comprennent du texte, il faut employer un format multi-calques (le texte 
est sur un claque indépendant du calque image), 
- Texte et images sans connotation culturelle. 
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nécessaire. "Lors de la conversion de NTCS en PAL, le nombre de lignes doit passer des 525 
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est de 30 en NTCS devra passer à seulement 25 en PAL." (Chandler, p. 130), 
- Pour les images qui comprennent du texte, il faut employer un format multi-calques (le texte 
est sur un claque indépendant du calque image), 
- Texte et images sans connotation culturelle. 
 

b. Formats de fichiers et outils 
Curieusement, alors que l'industrie du jeu vidéo présente un très haut degré de sophistication, 
elle n'emploie pas les outils courants dans le monde de la localisation, comme les mémoires de 
traduction (MT), les outils de gestion terminologique ou les logiciels de localisation 
de logiciels.  
 
Un kit de localisation consiste en fichiers de formats variés : en général Excel pour les chaînes 
en jeu, un traitement de texte ou un logiciel de mise en page pour les manuels, des fichiers 
texte voire des fichiers HTML ou XML. Idéalement, l'équipe de localisation devrait pourvoir 
employer des MT et des bases terminologiques. Comme elle travaille sur des tables de chaînes 
de caractères, elle ne peut pas employer les logiciels qui lui permettraient de traduire en 
contexte. Il y a deux raisons à cela : le fait que la traduction débute avant que le jeu ne soit 
finalisé et la confidentialité qui entoure les grands titres commerciaux. 

 
c. Variables 

On trouve parmi les chaînes de caractères des variables, c'est-à-dire des méta-chaînes de 
caractères, qui seront remplacées au moment de l'affichage par le nom d'un personnage, d'une 
arme ou d'un objet du monde vidéoludique. Ceci crée de nombreux problèmes de syntaxe ou 
de morphologie. 
 
Dans certaines langues la forme de l'adjectif, de l'article ou du pronom varie en fonction du 
genre ou de l'initiale du nom qui suit, dès lors, en employant des variables on pourra avoir des 
problèmes à produire la forme correcte (a/an en anglais, l'/la/le en français), ou le pronom 
correspondant au genre du joueur. Heimburg (2006 : 140 sqq.) décrit une méta-grammaire 
permettant de résoudre ce genre de problèmes.  
 
Ce qui est à comprendre comme : 
- si la variable est remplacée par un nom commençant par une consonne : “a noun” 
- si la variable est remplacée par un nom commençant par une voyelle : “an nom” 
- si la variable est remplacée par un nom propre : “_nom_propre” 
- si la variable est remplacée par un nom au pluriel : “_ noms”  
 
Mais bien sûr le métalangage utilisé devrait prendre en compte toutes les caractéristiques de 
toutes les langues dans lesquelles le jeu sera traduit, ce qui n'est pas simple à prévoir : toutes 
les langues ne font pas la différence singulier/pluriel comme en anglais. Une fois de plus, cela 
dépend de l'internationalisation du produit, processus dans lequel tant les développeurs que les 
traducteurs devraient être impliqués.  
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Remarque : variable ou pointeur ? 
À côté du terme variable, on trouve aussi l'appellation pointeur (placeholder). Au sens strict, 
une variable sera remplacée par une chaîne de caractères, comme dans le cas d'un jeu vidéo, 
tandis qu'un pointeur mémorise l'endroit où un objet externe vient se placer (comme une 
image dans un fichier de traitement de texte ou une vidéo dans une animation Flash). 
 

d. Concaténation 
Une difficulté supplémentaire surgit lorsqu'une phrase est constituée de différentes chaînes. 
L'ordre des chaînes peut faire sens dans la langue source mais conduire à une phrase 
agrammaticale dans la langue cible. 
Par exemple, si l’on devait traduire :  « You have found a <$colour> <$item> », nous ne 
pourrions pas garder l'ordre original des mots dans certaines langues (comme les langues 
romanes) car l'adjectif de couleur se place après le nom. 
 

e. Contraintes d'espace 
Cette contrainte ressemble aux contraintes que l'on connaît en sous-titrage : dans un jeu bien 
internationalisé, le traducteur devrait disposer de 30 % d'espace supplémentaire. L'expansion 
est un phénomène bien connu lorsque l'on traduit de l'anglais, mais il est encore plus important 
quand on traduit à partir du japonais, l'autre grande langue source en localisation de jeux vidéo. 
Les contraintes d'espace sont particulièrement importantes dans l'interface utilisateur, dans les 
menus et les messages d'avertissement. 
Mais la traduction des noms d'armes et de personnage peut également être problématique.  
Par exemple, le nom d'arme japonais "fūrinkazan" ne signifie pas moins que "aussi rapide que 
le vent, aussi paisible que la forêt, aussi audacieuse que le feu, et aussi inflexible que la 
montagne". Il a été traduit en anglais par "Conqueror", qui peut paraître simplificateur mais 
qui comporte une connotation omnipotente, tout aussi parlante au public anglophone. 
(Mangiron & O'Hagan 2006)  
 
 

2. Aspects traductologiques 
  

a. Absence de contexte 
Une des plus grandes difficultés auxquelles les traducteurs sont confrontés est l'absence de 
contexte (appelée aussi fragmentation). Des informations supplémentaires peuvent être inclues 
dans une colonne du tableau, ou dans le document de design (document qui reprend une 
description générale du jeu, des personnages, des différents niveaux, etc.). Mais c'est en phase 
de test que seront résolues toutes les questions liées au contexte, comme le genre des 
personnages. Un kit de localisation peut contenir des modes d'emploi qui décrivent l'univers 
du jeu ainsi qu'un guide de style. 
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montagne". Il a été traduit en anglais par "Conqueror", qui peut paraître simplificateur mais 
qui comporte une connotation omnipotente, tout aussi parlante au public anglophone. 
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2. Aspects traductologiques 
  

a. Absence de contexte 
Une des plus grandes difficultés auxquelles les traducteurs sont confrontés est l'absence de 
contexte (appelée aussi fragmentation). Des informations supplémentaires peuvent être inclues 
dans une colonne du tableau, ou dans le document de design (document qui reprend une 
description générale du jeu, des personnages, des différents niveaux, etc.). Mais c'est en phase 
de test que seront résolues toutes les questions liées au contexte, comme le genre des 
personnages. Un kit de localisation peut contenir des modes d'emploi qui décrivent l'univers 
du jeu ainsi qu'un guide de style. 

b. Terminologie 
La même terminologie doit être utilisée dans tous les composants, par tous les traducteurs, à 
travers les différents fichiers, quelle que soit la version ou la plateforme, ou encore dans le 
film et dans le jeu vidéo. Pour garantir la cohérence de la terminologie, le kit de traduction 
devrait comprendre un glossaire. Si le jeu contient des termes techniques, le glossaire garantit 
que le jeu sera réaliste. Des glossaires propres à chaque plateforme devraient aussi être utilisés, 
car la terminologie utilisée pour la Wii n'est pas la même que celle utilisée pour la Xbox par 
exemple. 
 

c. Instabilité du contenu source 
Exception faite des jeux japonais, qui ont adopté le modèle post-gold1, le modèle adopté est le 
modèle simship, dans lequel toutes les versions linguistiques sortent en même temps. Mais la 
conséquence est que les traducteurs travaillent sur des contenus en cours de développement, et 
sans voir le produit fini. (Mangiron & O'Hagan 2006) 
 

d. Créativité linguistique VS précision terminologique 
La localisation de jeux vidéo peut être vue comme une forme de traduction contrainte et 
cibliste 2 . Elle peut être comparée tant à la localisation de logiciels qu'à la traduction 
audiovisuelle, car elle inclut une part d'ingénierie et des contraintes (de longueur) d'édition. 
 

e. Transcréation 
Alors que la localisation d'un logiciel se concentre sur le respect des fonctionnalités, la 
localisation d'un jeu vidéo doit surtout préserver l'expérience vidéoludique (Mangiron & 
O'Hagan 2006). C'est pourquoi certains auteurs emploient l'expression "transcréation" pour 
décrire la tâche du traducteur. Dans les jeux de simulation (sport, vol, stratégie), la 
terminologie est très contrainte et la traduction ressemble à une traduction technique. Mais à la 
différence d'une pure traduction technique, le traducteur d'un jeu a davantage de liberté 
                                                            
1 Lorsque l'on distribue un jeu dans différentes versions linguistiques, deux méthodes sont possibles : soit on produit toutes les 

versions en même temps (modèle simship) soit on sort d'abord la version originale et ensuite les versions localisées. Le premier 

modèle est appelé simship" (distribution simultanée, simultaneous shipment) et est le modèle le plus répandu en Europe et aux 

États-Unis ; le second est appelé localisation "post-gold" et est couramment adopté par les sociétés japonaises. Mais il est à noter 

que l'éditeur japonais Nintendo adopte de plus en plus souvent le modèle de distribution simultanée.  

 

2 Se dit d’une approche de la traduction où le texte d’arrivée importe plus que le texte de départ, et qui privilégie les besoins 

supposés ou réels des lecteurs, parfois au détriment de la fidélité quant aux intentions de l’auteur original. Pour sous-titrer un film, 

l’approche cibliste est presque toujours retenue car les contraintes (temps et espace d’affichage) sont trop importantes pour que 

l’on puisse tout traduire. En outre, les spécificités culturelles ne peuvent pas faire l’objet d’une note de bas de page. 
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d'adapter sa traduction au public cible. Comme on l'a vu dans l'aperçu du marché, la gamme 
des joueurs va s'élargissant. Le traducteur doit contenter l'adolescent comme l'adulte. Il doit 
maîtriser différents niveaux de langue, le jargon propre au jeu, il doit pouvoir transmettre les 
blagues, les allusions et enfin, il doit bien connaître les références intertextuelles aux bandes 
dessinées, aux films et à la culture en vogue. Une qualité essentielle du traducteur de jeux est 
sa créativité : on le remarquera en particulier dans l'adaptation des noms d'armes et de 
personnages. 
 

f. Noms de personnages et d'armes 
Concernant les noms de personnages et d'armes, Mangiron et O'Hagan (2006) décrivent des 
cas d'adaptation de noms japonais, très courts, en anglais ou dans d'autres langues occidentales. 
 
1. Le nom d'un personnage en japonais est "Sano". Mais on n'a pas gardé "Sano" dans la 
version américaine du jeu parce que l'espagnol est bien répandu aux États-Unis et que le nom 
"Sano" aurait tout de suite fait penser à l'adjectif espagnol "sano" qui signifie "sain". Il a donc 
été transposé en "Ormi". 
 
2. Un autre personnage s'appelle "Jitan" en japonais, ce qui a été translitéré en "Zidane" pour 
les États-Unis, mais pas pour le marché européen à cause de sa proximité phonique avec le 
nom du célèbre footballeur français. 
 
3. Une arme, baptisée "kachofugetsu" en japonais, c'est-à-dire "beautés de la nature", a en fait 
été traduite par "Painkiller" en anglais américain (littéralement "Analgésique" ou "Aspirine"). 
La poésie de l'original a été remplacée par l'humour de la traduction. 
 
Cette technique de traduction s'appelle la compensation. 
 
 

3. Aspects culturels 
 

Les jeux actuels offrent au joueur une expérience de jeu bien plus intense et réaliste : les 
graphiques sont splendides, les pistes sonores sophistiquées, les dialogues vifs et pleins 
d'esprit. Et on est encore passé à une vitesse supérieure avec l'apparition des consoles de 
dernière génération (huitième), comme la Xbox One de Microsoft, la PlayStation 4 de Sony ou 
la Wii U de Nintendo. L'objectif est que tous les joueurs puissent vivre la même expérience 
vidéoludique, quelles que soient leur origine ou leur culture (Mangiron & O’Hagan 2006). 
Mais pour atteindre cet objectif, le traducteur peut être amené à "recréer" le jeu. Ce qui 
demande une bonne dose de créativité. Le traducteur de jeux vidéo doit être conscient des 
différences de perception culturelles et doit avoir assez d'imagination pour surmonter ces 
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différences. Par ailleurs, selon la culture, on aura une sensibilité différente et même une 
évaluation différente par rapport à des sujets comme la violence, le sexe et les allusions 
politiques. C'est ainsi que les systèmes d'évaluation font la différence entre la violence à 
l’encontre de personnages fantastiques, d’animaux ou d’êtres humains. 

 

a. Noms 
Pham and Sandell (2003) donnent l'exemple de noms de fêtes japonaises qui doivent être 
adaptés à la culture du public américain ou européen. 
 

b. Allusions politiques 
En Allemagne, il est interdit d'employer le swastika (même le swastika original, qui pointe à 
gauche) car c'est considéré comme une allusion déplacée au nazisme (Chandler 2005). 
 

c. Bloodpatches 
Comme on l'a vu, le rouge du sang est parfois remplacé par du vert, ce qui conduit à la 
réaction des joueurs qui développent un "bloodpatch" (litt. "Pansement sanguin"), c'est-à-dire 
un petit programme qui rétablit les niveaux de violence de la version de base. (Dietz 2006: 
131) 
 

d. Systèmes d'évaluation 
Un jeu considéré comme "tous publics" au Japon peut être classé "Teen" (adolescents, +13) 
aux USA et même "+18" dans certains pays européens. En pareils cas, les développeurs 
s'adapteront aux différents systèmes de classification - ce qui peut réduire le marché et limiter 
les ventes - ou modifier les passages (images et/ou dialogues) controversés. C'est pourquoi, 
selon Dietz (2006), le sang devient parfois vert et que les combattants humains peuvent être 
remplacés par des robots. 
 
Différents systèmes d'évaluation existent dans le monde. Ils reposent sur des critères différents 
et peuvent se voir attribuer un score différent. Par exemple, un jeu classé +10 aux États-Unis 
sera souvent classé +12 en Europe. 
 
- Europe: le système PEGI est employé dans plusieurs pays Européens, 
- Royaume-Uni : PEGI, plus VSC et BBFC, 
- Allemagne : USK, 
- Japon: CERO, 
- États-Unis et Canada : ESRB. 
 
 

e. Différences sociales 
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Dans leur analyse des choix de traduction de Warcraft III en coréen, Kehoe and Hickey (2006), 
soulignent la différence de sensibilité en matière de relations familiales. Dans la version 
originale américaine, un fils trahit son père, ce qui est absolument inimaginable pour le public 
coréen, marqué par le confucianisme et le bouddhisme. Il a dès lors fallu modifier le scénario. 
 
Conclusion 
 
Nous voyons donc que les éléments constitutifs d’un jeu vidéo (assets) sont nombreux et qu’ils 
requièrent une grande polyvalence de la part des traducteurs. Ceux-ci doivent être à l’aise avec 
différents registres de langue (littéraire, journalistique, informatif, technique, etc.), divers 
jargons (grande rigueur terminologique) mais aussi faire preuve d’une réelle capacité à 
traduire au mieux en tenant compte des nombreuses contraintes techniques, et ce, dans le but 
de récréer la meilleure expérience en jeu pour l’utilisateur. 
 
En définitive, le rôle du localisateur est capital pour la réussite d’un titre mais c’est aussi un 
travail antinomique : la plupart du temps, une traduction réussie ne se remarque pas tant elle 
paraît naturelle et immersive. À l’inverse, une piètre adaptation sera aussitôt remarquée et aura 
de lourdes répercutions sur les ventes à l’international (Final Fantasy 7, The Elder Scrolls : IV 
Oblivion etc.). Ceci nous montre que la localisation est une étape souvent méconnue et 
pourtant essentielle, nécessitant des professionnels hautement qualifiés. 
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日本語要旨 

ビデオゲームのローカライゼーションにおける特異性

技術的な側面と翻訳に関する課題

 

ビデオゲーム製作にあたって、ローカライゼーションのプロセスは、 非常に重要

であり、その出来が売れ行きを左右する。ローカライゼーションとは、ビデオゲーム

が作られた国以外の国で販売される際、 他言語・異文化を持つ顧客に対する適応プ

ロセスのことである。ビデオゲームを手にする大多数の消費者にはこのプロセスが知

られていないが、ローカライゼーションは翻訳のレベルで、また技術的なレベルでも

特異な能力を要するプロセスである。 

ゲーム製品のローカライゼーションの特異性を理解するには、(Mangiron 2006 : 308)

によって定義された「デジタル・アセット(assets)」と呼ばれるゲーム構成要素全体を

整理した後で、ローカライゼーター(ローカライゼーションのスペシャリスト)が取り

組む技術的、言語的、そして文化的な問題点を分析していく。 

ローカライゼーターは、以下のノウハウ二つを有していなければならない。すなわ

ち、高い言語能力をもつ優れた翻訳家(起点言語における言語的かつ文化的な深い知

識、想像力、簡明な文章力、語の言い換え能力、文脈なしで翻訳する能力)であると

同時に、技術的な知識(様々なソフトウェアや情報処理言語に関する知識、翻訳不要

な内容を瞬時に判断する能力、プログラミングにあたって文章と変数を組み合わせる

器用さ)を兼ね備えた者でなければならない。 
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実践報告 
医療分野ポルトガル語・スペイン語による 

コミュニケーション支援をめざして 

―愛知県立大学「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」実践報告― 

 

 外国語学部 

 糸魚川美樹・江澤照美・小池康弘・髙阪香津美・渡会 環 1 

 

はじめに 

 

 本稿は、平成 19(2007)年度にスタートした愛知県立大学「医療分野ポルトガル語ス

ペイン語講座」について、これまでの経緯と現状について報告するものである。 

 まず、この講座が構想され設置された背景について記しておく。1990 年の「出入国

管理及び難民認定法」の改正により、日系人は日本国内での就労資格を容易に取得でき

るようになったことから、この年以降、特に日系移民が多いブラジルおよびペルーから

多くの人々が出稼ぎのため来日するようになった。来日した多くの人々は、当初は数年

間働きお金を貯めてから帰国するという、「出稼ぎ」を目的としていた。ところが、日

本におけるバブル経済の崩壊にともない、短期間で目標としていた資金が稼げず、その

まま滞在を延ばして「定住」する人が増加した。こうして、リーマンショック直前の

2008 年には、日本国内で暮らすブラジル人は 31 万人を突破し、ペルー人は 6 万人近

くに達した。2 その多くは製造業が盛んな東海地方（愛知、岐阜、三重、静岡）や、

神奈川、群馬に集住する傾向にあった。現在でも、静岡を含む東海 4 県には約 12 万人

の中南米出身者が居住しており、愛知県内だけでも、約 5 万人のブラジル人と約 7,500

人のペルー人が暮らしている（図 1 および２参照）。 

愛知県では、1990 年代後半から定住する外国人、特にブラジル人やペルー人が急激

に増加した結果、医療現場において外国人患者への対応が喫緊の課題となった。すなわ

ち、彼らの多くが日本語を十分に理解できず、健康保険制度に対する理解も不十分であ

るにもかかわらず、医療現場でコミュニケーションを支援できる人材が圧倒的に不足し

ていたのである。 

そこで本学は、公立大学として地域が抱える問題の解決に少しでも貢献するため、医

療分野のポルトガル語およびスペイン語を修得することを目的とする講座を企画した。

これが文部科学省の「社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム」として採択され

（平成 19 年度）、以降 3 年間は同省の委託事業として、平成 22 年度からは大学独自事

業として継続され、現在に至っている。 

                                                  
1本稿執筆メンバーは、平成28年度に研究会「医療ポルトガル語スペイン語の体系的教育方法の研究」

を立ち上げ、学外専門家も招いて共同研究を行っている。平成 28 年度学長裁量経費による研究助成

を受けた。 
2 法務省出入国管理局「在留外国人統計」を参照。

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html 
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「医療分野での外国人コミュニケーション支援」という課題は、開講当初は本学の教

員にとっても「未知の領域」に近かった。一般的な語学教育とは違う医療分野に特化し

たテキストの作成、レベル設定の難しさ、医療制度や医療面での異文化理解、通訳倫理

といった知識、さらには行政の多文化共生施策との連携など、取り組むべき課題が山積

し、この 年間はまさに試行錯誤の連続であった。

以下においては、本講座の開講（平成 年度）以降の動きを年度ごとに紹介した後、

テキストの制作と改訂、語学以外での基礎知識講座、愛知県および他の地域における外

国人医療コミュニケーション支援の状況などについて簡潔に報告する。なお、それぞれ

の項目の末尾に執筆担当者の氏名を記載した。

（小池康弘）

【図１ 東海地方４県の在留外国人構成： 年末】

出所：法務省出入国管理局「在留外国人統計」より作成

【図２ 愛知県内に居住する外国人構成： 年末】

出所：図１と同じ
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１．講座の変遷

ここでは、本講座の体制や活動の概要を年度ごとに紹介することで、簡潔ではあるが

講座の歩みの紹介に代えたい。十年間に多くの方々のご協力ご支援を賜ったが、紙幅の

関係により、ごく一部しかご紹介できないことをお許しいただきたい。

平成 年度

文部科学省委託事業「社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム」として採択さ

れた三年計画の「ポルトガル語スペイン語による医療分野地域コミュニケーション支援

能力養成講座」の開講初年度にあたる。本計画実施のための実行委員会を学内で立ち上

げる。専用ウエブページを開設する。

開講科目は、選択必修の「ポルトガル語入門」と「スペイン語入門」、および必修の

「基礎知識を学ぶ」である。開講場所は本学長久手キャンパスであった。

関連行事として本学の大学祭期間中に、受講生に限らず参加自由の公開講演会「地域

コミュニケーション支援の必要性」を開催した。なお、受講生にとってこのイベント参

加は「基礎知識を学ぶ」の コマ分の授業出席に相当し、参加後ショートレポートの提

出が義務づけられている。大学祭の時期に本講座が主催するこのイベントは、現在に至

るまで毎年実施され、受講生のみならず定住外国人への言語コミュニケーション支援に

関心を持つ方々からも高い評価を得ている。

平成 年度

文部科学省委託事業二年目に当たる。前年度に入門レベルを修了した受講生が学習を

継続できるよう、本講座は「ポルトガル語入門」「スペイン語入門」に加えて「ポルト

ガル語中級 」「スペイン語中級 」を長久手キャンパスで開講した。「基礎知識を学

ぶ」の科目も一部内容を変えて開講した。

公開シンポジウム「医療通訳をめざして、技能養成と地位－ポルトガル語とスペイン

語－」を前年度同様大学祭開催時期に実施した。その他、公開講演会を計三回学外で実

施した。

平成 年度

文部科学省委託事業最終年度を迎え、語学講座は長久手キャンパスにて前年度の中級

よりさらにレベルを上げた中級 がポルトガル語・スペイン語でそれぞれ開講され

た。すなわち、両言語でそれぞれ三つのレベルの語学講座を開講した。「基礎知識を学

ぶ」については、本講座を初めて受講する方と二年目以降継続受講されている方とで異

なる内容の講座を開講した。

公開シンポジウムのテーマは「地域に求められる医療コミュニケーション支援の技能」

で、その他、六月に岡崎市で公開講演会「外国人との医療コミュニケーション支援」を

実施した。

講座用テキスト『ことばでつなぐ こころで通わす －医療現場のポルトガル スペ

イン 語』『Português intermediário ポルトガル語中級 』を作成した。
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平成 年度

文部科学省委託事業としての本講座は前年度で終了したが、ひきつづき地域や社会の

ニーズに応える必要があった。愛知県公立大学法人および学長など学内での支援をいた

だけたこともあり、この年度から本学の独自事業「医療分野ポルトガル語講座スペイン

語講座」として継承された。講座規模の縮小、および過去三年間は無料であった受講料

を徴収する講座にするなど、講座継続のためにやむを得ず運営上の変更も行った。本学

外国語学部の科目等履修生制度を活用して、講座の一部を長久手キャンパスの学部授業

との二枚看板で開講することにより、ポルトガル語とスペイン語の入門レベル（看護学

部 年生対象の外国語科目）と中級レベル（ポルトガル語は外国語科目の「ポルトガル

語応用」、スペイン語はスペイン語圏専攻科目の「上級スペイン語」）を開講した。他方、

サテライトキャンパスでは初級レベルを開講した。サテライトキャンパスで開講する講

座の受講生は社会人に限定している。

また、「基礎知識講座」の開講回数を減らす代わりに語学の授業の開講数を増やした。

よって、全体的には授業開講数に変動はない。事務的な業務は、この年度以降学務課が

担当窓口となり現在に至る。

公開シンポジウムも従来と同様、年一回大学祭時期に開催することを決定した。テー

マは「来日・定住外国人へのコミュニケーション支援」であった。

平成 年度

入門・初級・中級の三つのレベルの講座を前年度と同じく科目等履修生制度を活用し

て長久手キャンパスで開講した。中級レベルについてはサテライトキャンパスでも開講

した。こちらは社会人のみを対象とした講座である。

長久手キャンパスでの講座では、ポルトガル語については看護学部学生が受講する

「ポルトガル語Ｉ」が入門レベル、外国語学部で開講している「諸地域言語（ブラジル

ポルトガル語）」が初級レベル、外国語科目「ポルトガル語Ⅲ」が中級レベルに相当す

る。スペイン語については同じく看護学部学生が受講する「スペイン語Ｉ」が入門レベ

ル、スペイン語圏専攻科目の「スペイン語会話」が初級レベル、同「上級スペイン語」

が中級レベルに相当する。

この年度から実行委員会は、ポルトガル語・スペイン語共に初級レベル開講に適した

学部授業について見直す必要があることや、現行カリキュラムでその見直しが容易では

ないことに気づき、この模索は次年度も続くことになる。

前年度末に発生した東日本大震災を契機として、緊急時の外国人支援の必要性や心構

えについて専門家からお話を伺うこととし、公開シンポジウムは「大震災から医療通訳

を考える」をテーマとして取り上げた。

平成 年度

前年度と同様、長久手キャンパスで三つのレベルを開講した。（ポルトガル語初級の

み外国語科目「ポルトガル語Ⅱ」を指定科目に変更） サテライトキャンパスで入門レ

ベルを開講した。

本年度より本格的に運用を開始した「あいち医療通訳システム」との連携をはかるこ
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平成 年度

文部科学省委託事業としての本講座は前年度で終了したが、ひきつづき地域や社会の

ニーズに応える必要があった。愛知県公立大学法人および学長など学内での支援をいた

だけたこともあり、この年度から本学の独自事業「医療分野ポルトガル語講座スペイン

語講座」として継承された。講座規模の縮小、および過去三年間は無料であった受講料

を徴収する講座にするなど、講座継続のためにやむを得ず運営上の変更も行った。本学

外国語学部の科目等履修生制度を活用して、講座の一部を長久手キャンパスの学部授業

との二枚看板で開講することにより、ポルトガル語とスペイン語の入門レベル（看護学

部 年生対象の外国語科目）と中級レベル（ポルトガル語は外国語科目の「ポルトガル

語応用」、スペイン語はスペイン語圏専攻科目の「上級スペイン語」）を開講した。他方、

サテライトキャンパスでは初級レベルを開講した。サテライトキャンパスで開講する講

座の受講生は社会人に限定している。

また、「基礎知識講座」の開講回数を減らす代わりに語学の授業の開講数を増やした。

よって、全体的には授業開講数に変動はない。事務的な業務は、この年度以降学務課が

担当窓口となり現在に至る。

公開シンポジウムも従来と同様、年一回大学祭時期に開催することを決定した。テー

マは「来日・定住外国人へのコミュニケーション支援」であった。

平成 年度

入門・初級・中級の三つのレベルの講座を前年度と同じく科目等履修生制度を活用し

て長久手キャンパスで開講した。中級レベルについてはサテライトキャンパスでも開講

した。こちらは社会人のみを対象とした講座である。

長久手キャンパスでの講座では、ポルトガル語については看護学部学生が受講する

「ポルトガル語Ｉ」が入門レベル、外国語学部で開講している「諸地域言語（ブラジル

ポルトガル語）」が初級レベル、外国語科目「ポルトガル語Ⅲ」が中級レベルに相当す

る。スペイン語については同じく看護学部学生が受講する「スペイン語Ｉ」が入門レベ

ル、スペイン語圏専攻科目の「スペイン語会話」が初級レベル、同「上級スペイン語」

が中級レベルに相当する。

この年度から実行委員会は、ポルトガル語・スペイン語共に初級レベル開講に適した

学部授業について見直す必要があることや、現行カリキュラムでその見直しが容易では

ないことに気づき、この模索は次年度も続くことになる。

前年度末に発生した東日本大震災を契機として、緊急時の外国人支援の必要性や心構

えについて専門家からお話を伺うこととし、公開シンポジウムは「大震災から医療通訳

を考える」をテーマとして取り上げた。

平成 年度

前年度と同様、長久手キャンパスで三つのレベルを開講した。（ポルトガル語初級の

み外国語科目「ポルトガル語Ⅱ」を指定科目に変更） サテライトキャンパスで入門レ

ベルを開講した。

本年度より本格的に運用を開始した「あいち医療通訳システム」との連携をはかるこ

ととし、公開シンポジウムでも「あいち医療通訳システム －現状と展望－」をテーマ

とした。

講座開講当初に作成されたウエブページとは別に、各年度の講座内容を紹介するウエ

ブページを開設した。

平成 年度

長久手キャンパスでの受講について講座科目を複数年にわたって受講希望する方へ

の利便を考慮し、平成 年度より活用してきた科目等履修生制度とは別に、聴講生制

度の活用を開始した。長久手キャンパスでの三つのレベルの開講科目は前年度と同様で

ある（スペイン語初級のみスペイン語圏専攻科目「時事スペイン語」を指定科目に変更）。

本学教養教育科目のうち外国語科目Ⅲの廃止決定を受け、次年度以降の長久手キャン

パスでの開講講座見直しを余儀なくされた。本年度サテライトキャンパスは初級を開講

した。

公開シンポジウムのテーマは「グローバル化の進展と日本の医療・介護の現場」であ

る。

平成 年度

この年度以降、入門 初級 中級の三レベルのうち、各年度二つを開講することになっ

た。長久手キャンパスで入門レベル（外国語科目「ポルトガル語Ｉ」「スペイン語Ｉ」

を引き続き活用）、サテライトキャンパスで初級と中級を隔年開講する。 年度は入門

と中級を開講した。

毎年開催している公開シンポジウムについては、公開ワークショップとして実施した。

テーマは「医療現場で使える「やさしい日本語」を考える」である。

平成 年度

前年度に引き続き、長久手キャンパスで「ポルトガル語Ｉ」「スペイン語Ｉ」を入門

レベルとして開講した。サテライトキャンパスでは、前年度の計画段階では今年度初級

を開講する予定であったが、過去に本講座の中級を修了した受講生の語学力をブラッシ

ュアップし、「あいち医療通訳システム」での研修が可能なレベルに引き上げることを

目的として、従来の中級レベルの次の段階である「中級 発展 レベル」を開講した。こ

のレベルの講座開講は本講座にとって初めてのことである。

年の東京五輪開催決定や近年増加する一方のメディカルツーリズムを背景にし

た本年度の公開シンポジウムのテーマは「 年にむけた医療通訳の役割 ～災害時

対応から観光まで～」である。

年度末に本講座の Facebookページを公開し、講座ＰＲの他、医療通訳に関連した情
報の紹介を開始した。

平成 年度

長久手キャンパスにて入門レベルを、サテライトキャンパスにて中級レベルを開講し

た。加えてサテライトキャンパスでは集中講義形式の「ポルトガル語（入門）」も開講
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された。

本講座の「中級」および「中級（発展）」を合わせた カ年 時間のプログラムが

本年度より文部科学省の「職業実践力育成プログラム」に認定された。

学外での活動として、りんくう総合医療センターの視察を実施した。また、ポルトガ

ル語入門・初級用テキスト『医療の場でのコミュニケーションのためのポルトガル語』

を作成した。

恒例の公開シンポジウムは本講座開講十周年記念シンポジウム「外国人にやさしい医

療現場をつくる」として開催した。

（江澤 照美）

２．新しいテキストの作成 
 
平成 28年度、医療分野ポルトガル講座の入門・初級用の新しいテキスト『医療の場
でのコミュニケーションのためのポルトガル語』を高阪と渡会が作成した。現在、中級

および中級発展のテキストの作成を進めている。以前のテキストは 10年以上前に作成
されたもので、時期的にも見直しが必要となっていたが、特に問題であったのは、各レ

ベルのテキストは相互に関連することなしにつくられており、入門から中級発展までの

体系的なポルトガル語教育にもとづいたものではなかった点である。そのうえ、入門に

関してはテキストがなく、市販のものをこれまで使用してきた。これらの点を改善し、

さらに今日の社会状況をより反映させた、各レベルのテキスト作成を行うこととなった。 
入門・初級用のテキストの作成にあたり、スペイン語の講座で使用してきた『医療系

のためのスペイン語』（糸魚川美樹、リディア・サラ・カハ著、2007 年）を参照した。
このスペイン語のテキストは各課が、モデル会話、課のポイント、文法説明、練習問題、

応用問題、で構成されている。ポルトガル語のテキストもこの流れに沿うようにし、課

の内容を大まかに把握した後に、必要で細やかなポルトガル語の知識が身につけられる

ようにした。 
スペイン語のテキストとの違いは、場面設定である。スペイン語では、スペインの病

院を舞台に、現地の病院に勤務する日本人女性、その病院関係者と患者の間のコミュニ

ケーションを扱っていた。ポルトガル語で扱うのは、日本の病院に勤務する日本人およ

び日系ブラジル人女性の看護師、医療通訳を含めた病院関係者と在日ブラジル人患者の

間のコミュニケーション、とした。医療分野のポルトガル語のテキストのニーズは日本

の医療関係者からあるため、これらの人々がブラジル人患者と接する場面を本テキスト

で再現することが適切であった。日系ブラジル人女性の看護師も実際、誕生している。 
現在（2016年 12月）作成中の中級、そして中級発展のテキストについては、育てる

人材像を意識したものになっている。中級では、問診票の記入や病院内の案内、薬の飲

み方の説明をポルトガル語で学び、中級修了時には「医療サポーター」として活躍でき

る人材となることを目指している。中級発展は、診察室に入り病気や治療法の説明をポ

ルトガル語でするもので、「医療通訳者」になるための基礎を築けるようにしている。 
（渡会 環） 
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された。

本講座の「中級」および「中級（発展）」を合わせた カ年 時間のプログラムが

本年度より文部科学省の「職業実践力育成プログラム」に認定された。

学外での活動として、りんくう総合医療センターの視察を実施した。また、ポルトガ

ル語入門・初級用テキスト『医療の場でのコミュニケーションのためのポルトガル語』

を作成した。

恒例の公開シンポジウムは本講座開講十周年記念シンポジウム「外国人にやさしい医

療現場をつくる」として開催した。

（江澤 照美）

２．新しいテキストの作成 
 
平成 28年度、医療分野ポルトガル講座の入門・初級用の新しいテキスト『医療の場
でのコミュニケーションのためのポルトガル語』を高阪と渡会が作成した。現在、中級

および中級発展のテキストの作成を進めている。以前のテキストは 10年以上前に作成
されたもので、時期的にも見直しが必要となっていたが、特に問題であったのは、各レ

ベルのテキストは相互に関連することなしにつくられており、入門から中級発展までの

体系的なポルトガル語教育にもとづいたものではなかった点である。そのうえ、入門に

関してはテキストがなく、市販のものをこれまで使用してきた。これらの点を改善し、

さらに今日の社会状況をより反映させた、各レベルのテキスト作成を行うこととなった。 
入門・初級用のテキストの作成にあたり、スペイン語の講座で使用してきた『医療系

のためのスペイン語』（糸魚川美樹、リディア・サラ・カハ著、2007 年）を参照した。
このスペイン語のテキストは各課が、モデル会話、課のポイント、文法説明、練習問題、

応用問題、で構成されている。ポルトガル語のテキストもこの流れに沿うようにし、課

の内容を大まかに把握した後に、必要で細やかなポルトガル語の知識が身につけられる

ようにした。 
スペイン語のテキストとの違いは、場面設定である。スペイン語では、スペインの病

院を舞台に、現地の病院に勤務する日本人女性、その病院関係者と患者の間のコミュニ

ケーションを扱っていた。ポルトガル語で扱うのは、日本の病院に勤務する日本人およ

び日系ブラジル人女性の看護師、医療通訳を含めた病院関係者と在日ブラジル人患者の

間のコミュニケーション、とした。医療分野のポルトガル語のテキストのニーズは日本

の医療関係者からあるため、これらの人々がブラジル人患者と接する場面を本テキスト

で再現することが適切であった。日系ブラジル人女性の看護師も実際、誕生している。 
現在（2016年 12月）作成中の中級、そして中級発展のテキストについては、育てる

人材像を意識したものになっている。中級では、問診票の記入や病院内の案内、薬の飲

み方の説明をポルトガル語で学び、中級修了時には「医療サポーター」として活躍でき

る人材となることを目指している。中級発展は、診察室に入り病気や治療法の説明をポ

ルトガル語でするもので、「医療通訳者」になるための基礎を築けるようにしている。 
（渡会 環） 

３．新しいテキストに対するフィードバック 
 
平成 28年度講座の授業最終日に、ポルトガル語（入門）クラスの担当講師および受

講生と新テキストに関して意見交換の時間を持った。そして、以下のような様々な意見

が聞かれた。 
 
・人体の図と体の部位の名称を記載して欲しい 
・診療科の名称がポルトガル語で書かれたリストが欲しい 
・ダイアローグや問診表など、見開き１ページにおさまるよう製本を工夫して欲しい 
・紙が外れないよう製本を丈夫なものにして欲しい 
・模範解答が欲しい 
・テキストに出てきたすべての動詞と動詞の活用表を裏面にまとめて欲しい 
・ダイアローグや例文、練習問題に日本語訳が欲しい 
・ダイアローグなどを吹き込んだ音声教材が欲しい 
・ブラジルではほとんど用いられない二人称 tuの説明は不要である 
・単色ではなくカラフルなテキストの方が学習意欲がわく 
・全体的にレイアウトが見にくい 
・文法説明、練習問題、ダイアローグなど、様々な要素が詰め込まれすぎていて、初学

者にとってはポルトガル語の文字だらけのような印象を持つ 
・文法説明が講座テキストだけだと足りない 

 
以上の意見の中でも、製本に関するものや医療現場で必要とされる単語リストやイラ

スト資料が不足しているというものについては、補足資料を配布するなどして、講座運

営側にとってすぐにでも対応可能な課題である。 
その一方で、受講生の声の中にある、模範解答、ダイアローグや例文などの日本語訳

については、授業の中で講師によって説明されているものである。また、テキストに出

てきたすべての動詞のリストと動詞の活用表については、受講生自身で作成できるもの

である。講師やコーディネーターから、学習向上のための情報提供や支援は当然ながら

行うものの、受講生にも与えられるのを待つのではなく自らも積極的に学習してもらい

たい。 
最後に、講座運営側が今後、継続して検討すべき課題について述べておく。このたび

の入門・初級用テキストを作成する際、文法事項の何をどこまでテキストに反映させる

かについては何度も議論を重ねた。本講座の語学講座は文法の授業ではないという共通

理解のもと、テキストに盛り込む文法事項はそれほど詳しいものでなくてもよいという

一方、ポルトガル語初学者に文法説明を簡略化しすぎると理解されないのではないかと

いう意識もあり、そうして出来上がった新テキストは、初学者にはたくさん文字がなら

んだ見にくいものである一方、担当講師には文法説明が不足していると感じさせた。こ

のことから、講座のテキストにどこまでの役割を担わせるか、講座のテキストをどのよ

うに位置づけるか、を明確にすることがテキストをさらによいものにしていく上で求め

られているといえる。そしてこの課題は、現在着手している中級・中級発展用テキスト
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の作成においても重要な視点である。 
これまでみてきたように、依然、改善の余地はあるものの、これまで医療ポルトガル

語の体系的なテキストがなく、一般的な市販の教材を用いてスタートしたことを鑑みる

と、今年度、渡会教員とともに作成したポルトガル語入門・初級用テキストは、本講座

発展に向けての大きな成果であり、一歩である。 
（髙阪香津美） 

 
４．「基礎知識講座」の枠組み 

 
これまで「基礎知識講座」を企画するにあたっては、単年度ごとに授業計画を立てて

きた。受講者各自の経歴により、これまでに身に着けている医療現場で外国人とコミュ

ニケーションを行う際に必要な基礎知識の量にはばらつきがある。授業テーマについて

ある程度の大枠は存在するものの、実際の授業内容は個々の講師に任せているところが

大きい。 
こうした課題を解決し、基礎知識講座をより実践的なものにするためには、医療分野

の基礎知識講座として、受講生に何を身につけてもらいたいのかを明確にし、２年間を

見通した授業計画をたてる必要がある。そこで、2016 年度の受講生から、基礎知識講
座は、医療現場の言語支援者が知っておくべき「多文化共生」「医療制度」「中南米の社

会」「医療通訳の心得・通訳技術」の４つの柱で構成することとし、１年目は各テーマ

の「基礎編」、２年目は「発展編」のように、原則、一つのテーマを２年間、段階的に

学習するという枠組みが定められた。また、毎年 11月に実施されているシンポジウム
については、2017 年度からは基礎知識講座とは別の枠組みで実施することとし、これ
まで曖昧であった二者の関係性についても明確化した。この新たな枠組みによる基礎知

識講座のフィードバックについては、２年間の講座が終了したときに実施したい。 
（髙阪香津美） 

５．愛知県における医療通訳関連事業と本学の役割

本学の「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」の開講をきっかけとして、愛知県の

行政レベルでも医療通訳者の養成やサービスに関して本格的な検討が始まった。平成

年度には、愛知県多文化共生推進室が事務局となり、県医師会、病院協会、歯科医

師会、薬剤師会、看護協会、 大学（愛知県立大学、愛知大学、名古屋外国語大学、名

古屋学院大学）、県庁関係部局および県内市町村の代表者によって構成される「あいち

医療通訳システム推進協議会」が設立された。その中で、本学は県が実施するポルトガ

ル語とスペイン語の医療通訳者養成講座や認定試験の実施において協力することとな

った。

                                                  
3 あいち医療通訳システム推進協議会には、当初本学から堀田英夫教授（当時）が「代表者会議」
の委員として加わり、設立に尽力した。平成 24年度からは小池がその役割を引き継いでいる。 
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【表１ あいち医療通訳システムの運用実績（依頼件数）】

言語 年度 通訳派遣 電話通訳 文書翻訳 合 計

英語

中国語

ポルトガル語

スペイン語

フィリピン語

朝鮮・韓国語

合計

（出所）あいち医療通訳システム推進協議会「あいち医療通訳システム 利用実績」

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/jisseki.html 
 
 
あいち医療通訳システム（略称 AMIS）は、平成 年度に４言語（英語、中国語、

ポルトガル語、スペイン語）で試行的運用を行った後、平成 年度よりフィリピン語、

韓国・朝鮮語を加えて本格運用が開始された。このシステムは、参加している医療機関

（登録医療機関）から要請があった場合に通訳派遣、電話通訳、文書翻訳を行うサービ

スであり、外国人患者が直接申し込んで利用するものではない。通訳派遣の場合、その

仕組みは以下の通りである。

医療機関は、外国人患者の同意を得た上で、「事前に」通訳の派遣を に要請する。

したがって緊急時対応は想定していない。通訳者への謝金は、日常的な診察、検査の場

合は 時間 円、インフォームド・コンセントを含む高度な通訳を要する場合、あ

るいは特定の曜日・時間に定時派遣を要請する場合は、 時間 円である。この費

用は、原則として医療機関側が支払うことになっている。ただし「医療機関は、負担し

た額の 分の までは患者から徴収することもできる」という運用規定も設けている。
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費用負担のあり方については議論のあるところであったが、サービスに対する受益者負

担の原則を考えれば、外国人患者だけでなく病院側も受益者である、との考え方から、

費用折半という方向で決着した。筆者が一部病院関係者に聞いたところによれば、

のサービスによって病院側も大いに助かっており、この程度の負担はやむをえないとの

認識であった。実際、病院側が費用の ％を負担しているケースは少なくない。なお、

平成 年度末の時点で、 に参加登録している愛知県内の医療機関は である。

【表１】は、AMIS の平成 （ ）年度から （ ）年度までの、 ヵ年にお

ける運用実績（件数）を、言語別、種類別にまとめたものである。全体の件数は急速に

増加しており、中でもポルトガル語が全体の 割を占め、これにスペイン語（約 割）

を加えると、「あいち医療通訳システム」利用件数のおよそ 割がポルトガル語とスペ

イン語で占められていることがわかる。

こうした状況もあり、愛知県においてはポルトガル語とスペイン語の医療通訳のニー

ズが極めて高い。しかし、上述した謝金の額からも想像できるように、派遣型の医療通

訳では、求められる能力の高さに比べて報酬が低く、それのみを職業とするには厳しい

現実があり、人材の確保が課題となっている。

（小池康弘）

６．地域における医療通訳関連事業

本項では、愛知県を除く、医療通訳事業を展開する主要な３団体を紹介し、日本にお

ける医療通訳の特徴をまとめる。なお、本項で使用するデータは、各団体のウェブペー

ジおよび 年度事業報告による。年度の記載がない場合は 年度のものとする。

かながわ（多言語社会リソースかながわ）

神奈川県は、東京、愛知、大阪に続いて全国で 番目に外国籍人口が多い。 年

この地域に設立された 法人 かながわは、医療通訳者養成・派遣事業において、

派遣実績・派遣言語数ともに全国でもっとも多く、日本における医療通訳の発展に大き

く寄与してきた団体といえるだろう。かながわ医療通訳派遣システム事業 年度派

遣件数は、 の協定医療機関に対し 件となっている。内訳は、中国語 件、

スペイン語 件、ポルトガル語 件、朝鮮語 件、タガログ語 件、英語

件、ベトナム語 件、カンボジア語 件、ラオス語 件、ロシア語 件となって

おり、神奈川県の外国籍住民の多様性を反映した結果となっている。また、ベトナム語、

カンボジア語、ラオス語のように他地域では人材確保が困難な言語にも対応していると

いう点も かながわの強みといえるだろう。登録通訳者数は全体で 名、医療通訳

コーディネーター（ほとんどが通訳者）も 名と多い。１日３名のコーディネーター

がブースに待機し派遣調整をおこなう。

かながわの登録通訳者になるには、 かながわが実施する研修を受け、「選考」

                                                  
4 http://mickanagawa.web.fc2.com/ 
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4 http://mickanagawa.web.fc2.com/ 

されなければならない。研修時間は 時間で、そのうちロールプレイが 時間を占め

ているという特徴がある。また、研修後通訳者として「選考」された後、初めての派遣

ではコーディネーターに同行し通訳を見学する。 回目はコーディネーターに同行して

もらい通訳をおこなう。その後コーディネーターが通訳実践についてコメントするとい

う流れになっている。これにより、コーディネーターは新規通訳者のレベルを把握する

ことができ、派遣調整に反映することもできる。現任者研修が年に 回開催されること、

さらに各言語別勉強会もあり、登録後のフォローアップも充実している。

多文化共生センターきょうと

年に設立された多文化共生センターきょうとは、京都市、京都国際交流協会と

恊働で京都市内の協定医療機関に対し医療通訳者派遣および配置をおこなうだけでな

く、大阪府枚方市医療通訳ボランティア養成派遣事業および滋賀県の医療機関への医療

通訳者配置も手がけている。ここでは、京都市との事業のみを取り上げる。京都市では、

協定医療機関に対し曜日を限定して、医療通訳者の派遣と配置をしている。配置とは、

利用の有無に関係なく指定された日時に医療機関に待機するという形をとる。 年

度実績は 件でその内訳は、中国語 件、英語 件、韓国語 件となってい

る。

京都市の通訳スタッフになるには、多文化共生センターきょうとが開催する医療通訳

養成講座（ 時間）を受講し、選考されることでまず研修生として登録される。研修

生は一定の期間通訳指導、病院実習・研修をおこなった後、医療通訳者として認定／派

遣される。

公益財団法人三重県国際交流財団

三重県は愛知県と同様、南米出身者が多い地域である。医療通訳事業は 年に開

始されている。三重県における事業の特徴は、財団が医療通訳者を養成し、協定病院に

通訳者を常駐配置する点である。従って、通訳者数、協定病院ともに少数（ 名、５医

療機関）ではあるが利用数は 年度 件となっている。外国籍住民が多い地域の

医療機関に重点的に医療通訳を配置するという方法をとっている。この事業がきっかけ

となり、桑名東医療センターのように、独自で医療通訳者を嘱託職員として雇用するよ

うになった医療センター 年から もある。

まとめ

上記３団体は、すでに 年代初旬に事業を開始し、 年以上の実績がある。本項

で紹介した団体以外にも、北海道札幌市を中心に活動している 法人エスニコや岐阜

県医療通訳ボランティア斡旋事業 がある。いずれにしても、通訳者の養成／派遣事業

                                                  
5 http://www.tabunkakyoto.org/ 
6 http://www.mief.or.jp/index.html 
7 落合信子、カルデナス・カルラ「医療通訳者を配置した効果」（2017年 1月 28日に開催され
た第 34回びわ湖国際医療フォーラムにおける口頭発表）より。 
8 http://www.gic.or.jp/foreigner/interpreter/ 
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は、 または自治体や自治体の公益財団法人によって運営され、医療通訳者はボラン

ティアであることが一般的な特徴としてある。設立の経緯や目的は、地域の外国人住民

が医療現場で医療従事者と意思の疎通ができるためであり、社会的弱者の側に立った支

援を理念としている。通訳主要言語として、中国語、ポルトガル語、スペイン語があげ

られる。

医療通訳の在り方としては、配置型と派遣型がある。配置型の場合は、医療機関に特

定の曜日（または毎日）の診療時間分配置されるため、利用件数が多くなる。一方、派

遣型の場合、診察予約に対する派遣であるため、初診や救急には対応できないことが多

く、また一般的に重篤な疾患に派遣されることから、派遣される病院（協定医療機関数）

が多い一方で利用件数が配置型に比べ少なくなる。ただし、外国人患者が少ない医療機

関であっても利用することができるというメリットは大きい。

かながわと多文化共生センターきょうとに関しては、独自で養成講座を運営して

いるほかに、他団体に講師派遣もおこなっている。また、多文化共生センターきょうと

は委託事業として、厚生労働省の「医療通訳育成カリキュラム」を作成している。

かながわは『医療通訳学習テキスト』 の作成に関わっている。ボランティアにより支

えられている事業であるが、通訳者のレベルは高く、運営システムも独自に発展させ、

日本の医療通訳事業を牽引してきた。また上記 団体は、医療通訳だけでなく、教育現

場や福祉の領域に通訳を派遣するなどして外国籍住民支援に全面的に関わっている点

も強調する必要があるだろう。

なお、日本では現在、医療通訳検定試験を２機関が実施している。一般社団法人日本

医療通訳協会 が実施する医療通訳技術検定試験と、一般社団法人日本医療教育財団

による医療通訳技能認定試験である。また 年 月には、 かながわ、医療通訳

研究会 などの通訳者が中心になり、一般社団法人全国医療通訳者協会を設立した 。

これは、医療通訳者による医療通訳者のための団体で、今後全国の医療通訳者をつなぎ、

医療通訳の社会的地位向上に大きく貢献する可能性がある。

（糸魚川美樹）

おわりに

医療通訳の養成や制度構築をめぐっては、近年、全国レベルでも議論が進んでいる。

本学としても、他地域での実践事例を参考にしつつ、また全国の研究者、実践者との情

報共有を図りながら、講座の質的改善に取り組んでいく必要がある。本講座は医療通訳

養成講座ではないが、少なくとも医療現場で外国語コミュニケーションを支援できる人

材の裾野を広げるという意味では、これまで一定の成果を収めてきた。また、医療分野

のポルトガル語・スペイン語教育という、 年前は「未知の領域」であった世界を、

                                                  
9 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html 
10 医療通訳教科書編纂委員会『医療通訳学習テキスト』（創英社、2015） 
http://www.rasc.jp/index.php?itemid=22 
11 http://gi-miaj.org/ 
12 https://www.jme.or.jp/exam/sb/outline.html 
13 http://medint.jp/ 
14 https://national-association-mi.jimdo.com/ 
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は、 または自治体や自治体の公益財団法人によって運営され、医療通訳者はボラン

ティアであることが一般的な特徴としてある。設立の経緯や目的は、地域の外国人住民

が医療現場で医療従事者と意思の疎通ができるためであり、社会的弱者の側に立った支

援を理念としている。通訳主要言語として、中国語、ポルトガル語、スペイン語があげ

られる。

医療通訳の在り方としては、配置型と派遣型がある。配置型の場合は、医療機関に特

定の曜日（または毎日）の診療時間分配置されるため、利用件数が多くなる。一方、派

遣型の場合、診察予約に対する派遣であるため、初診や救急には対応できないことが多

く、また一般的に重篤な疾患に派遣されることから、派遣される病院（協定医療機関数）

が多い一方で利用件数が配置型に比べ少なくなる。ただし、外国人患者が少ない医療機

関であっても利用することができるというメリットは大きい。

かながわと多文化共生センターきょうとに関しては、独自で養成講座を運営して

いるほかに、他団体に講師派遣もおこなっている。また、多文化共生センターきょうと

は委託事業として、厚生労働省の「医療通訳育成カリキュラム」を作成している。

かながわは『医療通訳学習テキスト』 の作成に関わっている。ボランティアにより支

えられている事業であるが、通訳者のレベルは高く、運営システムも独自に発展させ、

日本の医療通訳事業を牽引してきた。また上記 団体は、医療通訳だけでなく、教育現

場や福祉の領域に通訳を派遣するなどして外国籍住民支援に全面的に関わっている点

も強調する必要があるだろう。

なお、日本では現在、医療通訳検定試験を２機関が実施している。一般社団法人日本

医療通訳協会 が実施する医療通訳技術検定試験と、一般社団法人日本医療教育財団

による医療通訳技能認定試験である。また 年 月には、 かながわ、医療通訳

研究会 などの通訳者が中心になり、一般社団法人全国医療通訳者協会を設立した 。

これは、医療通訳者による医療通訳者のための団体で、今後全国の医療通訳者をつなぎ、

医療通訳の社会的地位向上に大きく貢献する可能性がある。

（糸魚川美樹）

おわりに

医療通訳の養成や制度構築をめぐっては、近年、全国レベルでも議論が進んでいる。

本学としても、他地域での実践事例を参考にしつつ、また全国の研究者、実践者との情

報共有を図りながら、講座の質的改善に取り組んでいく必要がある。本講座は医療通訳

養成講座ではないが、少なくとも医療現場で外国語コミュニケーションを支援できる人

材の裾野を広げるという意味では、これまで一定の成果を収めてきた。また、医療分野

のポルトガル語・スペイン語教育という、 年前は「未知の領域」であった世界を、

                                                  
9 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html 
10 医療通訳教科書編纂委員会『医療通訳学習テキスト』（創英社、2015） 
http://www.rasc.jp/index.php?itemid=22 
11 http://gi-miaj.org/ 
12 https://www.jme.or.jp/exam/sb/outline.html 
13 http://medint.jp/ 
14 https://national-association-mi.jimdo.com/ 

日本の大学では初めて切り開いてきた。本学においてこうした事業が展開できたのは、

外国語学部だけでなく看護学部の教員も加わって本事業を推進してきたからである 。

これまでの知見をベースにしつつも、本年度および来年度への課題として、講座の見

直しに着手している。平成 年度は、ポルトガル語入門・初級用の新しいテキストの

作成を行ったほか、年度末の完成を目処に、 月現在、ポルトガル語中級・中級発展

用のテキストの改良に取り組んでいる。さらには、「基礎知識講座」の基本的な枠組み

についても決定された。

今後も公立大学として教育研究を通じた地域貢献を果たしていくため、医療分野ポル

トガル語スペイン語教育の充実に努めるとともに、県の行政や医療関係者、 関係者、

医療通訳実践者、本学の各学部などとも連携しながら、医療通訳人材の裾野を広げてい

きたい。

（執筆者一同）

                                                  
15 本講座実行委員会には、立ち上げの段階から看護学部の代表者も加わり、テキスト校閲や講
師などの面で協力を得た。その他、日本文化、教育福祉、情報科学の各学部の教員も、様々な形

で協力していることを指摘しておきたい。 
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平成 28 年度通訳翻訳研究所活動報告 

  

No. 活動内容 開催日 開催場所 参加者数 

1 
「通訳翻訳研究所」開設記念 
キックオフセミナー 

05 月 11 日(水) 
長久手キャンパス 
S 棟 S201 教室 

243 名 

2 法人評価委員会視察 05 月 31 日(火) 通訳翻訳研究所  

3 愛知県堀井副知事視察 08 月 09 日(火) 通訳翻訳研究所  

4 
通訳翻訳研究所ゼミナール 
「翻訳講座－理論と実践－」 
（全 10 回） 

09 月 30 日(金) 
～ 

12 月 02 日(金) 
サテライトキャンパス 11 名 

5 
中部経済連合会 
藤原常務理事視察 

11 月 08 日(火) 通訳翻訳研究所  

6 
愛知県部内地方機関・公立大

学法人連絡調整会議視察 
11 月 09 日(水) 通訳翻訳研究所  

7 通訳翻訳研究所〈特別講演会〉 11 月 16 日(水) 
長久手キャンパス 
S 棟 S201 教室 

150 名 

8 同時通訳ワークショップ 11 月 16 日(水) 通訳翻訳研究所 9 名 

9 
EIC 支援ワークショップ 
〈通訳〉に直結する世界情勢の

知識と表現（第一回） 
01 月 11 日(水) 通訳翻訳研究所 8 名 

10 
JICE「対日理解促進交流プロ

グラム」ASEAN 学生施設見学 
02 月 03 日(金) 通訳翻訳研究所 60 名 



68

 
 
1. 公開講演会の開催 

 

「通訳翻訳研究所」開設記念キックオフセミナー 

日時：  平成 28 年 5 月 11 日（水）14:00～17:00 

場所：  S201 教室 

演題：  「通訳翻訳研究所」開設記念キックオフセミナー 

内容：  第一部 パネルディスカッション  
「多元的価値社会における“ことば力”」 

  第二部 同時通訳放送デモンストレーション  
パブリック・ビューで楽しむ「スタジオ・トーク」 

  第三部 英語講演 
   Translating to the Music:  

problems and possibilities in song lyric translation 
(音楽翻訳： 歌詞の翻訳における問題と可能性) 

登壇者：  

 総合司会：  原 潮巳（外国語学部 准教授)  

第一部  

 司会 ：  吉池 孝一（外国語学部長） 
 パネリスト： 

岩村 立郎（元朝日新聞論説副主幹， 
 ヨーロッパ/ワシントン総局長） 

   都丸 修一（元朝日新聞ローマ/ニューヨーク支局長， 
 外国語学部 スペイン学科出身） 

高島 忠義（愛知県立大学学長） 

第二部 
司会 ：  森田 久司（外国語学部 准教授）  
ゲスト：  ファーン・サカモト（本学グローバル推進室講師） 
利き手：  大森 裕實（本研究所長、外国語学部 教授） 
同時通訳： 袖川 裕美（外国語学部 准教授） 

第三部 
講演者：  エドガー・ホープ（外国語学部 教授） 
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参加者数： 243 名 
 
概要：  愛知県立大学通訳翻訳研究所は、多言語にわたる通訳翻訳の理論と実践を研

究し、その成果を学内及び愛知県下の行政・企業・団体に還元することを目的とし

た研究機関である。研究所の設立を記念して、パネルディスカッション、同時通訳

デモンストレーション、英語講演の三部からなるキックオフセミナーを開催した。 

 第一部のパネルディスカッションのゲストは、岩村達郎氏、都丸修一氏、高島忠義

学長の三氏。グローバル化が進みさまざまな価値観・生活観が私たちの周りに混在

する中で、それに起因する問題をことばの力でどう解決していくのか、「多元的価値

社会における“ことば力”」をテーマに討論が行われた。 

 
 
 
 
 
 

 第二部の同時通訳デモンストレーションでは、大森裕實研究所長がファーン・サ

カモト講師に質問する形式で英語による会話が行われ、その内容を袖川裕美准教

授が日本語で同時通訳する様子をライブ配信した。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 第三部では、エドガー・ポープ教授を講師として、

英語による講演が行われた 
（内容については pp.23～33 参照のこと）。 

 
  

 
 
1. 公開講演会の開催 

 

「通訳翻訳研究所」開設記念キックオフセミナー 

日時：  平成 28 年 5 月 11 日（水）14:00～17:00 

場所：  S201 教室 

演題：  「通訳翻訳研究所」開設記念キックオフセミナー 

内容：  第一部 パネルディスカッション  
「多元的価値社会における“ことば力”」 

  第二部 同時通訳放送デモンストレーション  
パブリック・ビューで楽しむ「スタジオ・トーク」 

  第三部 英語講演 
   Translating to the Music:  

problems and possibilities in song lyric translation 
(音楽翻訳： 歌詞の翻訳における問題と可能性) 

登壇者：  

 総合司会：  原 潮巳（外国語学部 准教授)  

第一部  

 司会 ：  吉池 孝一（外国語学部長） 
 パネリスト： 

岩村 立郎（元朝日新聞論説副主幹， 
 ヨーロッパ/ワシントン総局長） 

   都丸 修一（元朝日新聞ローマ/ニューヨーク支局長， 
 外国語学部 スペイン学科出身） 

高島 忠義（愛知県立大学学長） 

第二部 
司会 ：  森田 久司（外国語学部 准教授）  
ゲスト：  ファーン・サカモト（本学グローバル推進室講師） 
利き手：  大森 裕實（本研究所長、外国語学部 教授） 
同時通訳： 袖川 裕美（外国語学部 准教授） 

第三部 
講演者：  エドガー・ホープ（外国語学部 教授） 
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通訳翻訳研究所特別講演会 

“同時通訳界のレジェンドが語る”「通訳の楽しみと英語」 

日時：  平成 28 年 11 月 16 日（水）13：00～15：00 

場所：  S201 教室 

講師：  小松 達也（㈱サイマル・インターナショナル顧問） 

司会：  大森 裕實（本研究所長） 

  袖川 裕美（外国語学部 准教授） 

参加者数： 150 名 
 

概要： 通訳翻訳研究所の定例講演会の第一回目を記念して、日本における同時通訳界

の第一人者として知られる小松達也氏をお呼びして特別講演会を開催した。テーマは

「通訳の楽しみと英語」。通訳という仕事の成り立ちから仕事の中で経験したこと、通訳

者になるために必要な技術・資質などバラエティに富んだお話を聞くことができた。 
通訳は遣隋使、黒船来航、ヴェルサイユ会議など、常に歴史の重要な節目に必要

とされてきた。当初は区切りながらその都度訳していく逐次通訳であったが、ニュルン

ベルク裁判では世界で初めて英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語の 4 か国語での本

格的な同時通訳が行われ、現代の国際会議においてはこちらが主流となっている。 
学生時代に外国人旅行者の観光ガイドをしていた小松氏は、アメリカに派遣された

企業人チームの随行通訳として 6 年間現地で生活をした。帰国後、さまざまな企業・団

体の依頼を受け通訳の仕事をこなし、仲間とともにサイマル・インターナショナルを設立

する。通訳の何よりの楽しみは、仕事を通して様々な人に出会えること、いろいろな国

に行けることだと小松氏は語る。ダライ・ラマやネルソン・マンデラ、アメリカ大統領など

世界の著名人の通訳をすることもある。一見華やかに見える通訳の仕事であるが、もち

ろん苦労も多い。たとえ話している声がうまく聞こえなくても、途切れないように何か話さ

なければいけない。そのためには日ごろから語学はもちろん、時事や専門知識を勉強

し、不測の事態に備える必要がある。そして、この人はこういうことが言いたいのだという

ことをきちんと聞き取ることが通訳者という仕事には重要だ。 
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通訳翻訳研究所特別講演会 

“同時通訳界のレジェンドが語る”「通訳の楽しみと英語」 

日時：  平成 28 年 11 月 16 日（水）13：00～15：00 

場所：  S201 教室 

講師：  小松 達也（㈱サイマル・インターナショナル顧問） 

司会：  大森 裕實（本研究所長） 

  袖川 裕美（外国語学部 准教授） 

参加者数： 150 名 
 

概要： 通訳翻訳研究所の定例講演会の第一回目を記念して、日本における同時通訳界

の第一人者として知られる小松達也氏をお呼びして特別講演会を開催した。テーマは

「通訳の楽しみと英語」。通訳という仕事の成り立ちから仕事の中で経験したこと、通訳

者になるために必要な技術・資質などバラエティに富んだお話を聞くことができた。 
通訳は遣隋使、黒船来航、ヴェルサイユ会議など、常に歴史の重要な節目に必要

とされてきた。当初は区切りながらその都度訳していく逐次通訳であったが、ニュルン

ベルク裁判では世界で初めて英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語の 4 か国語での本

格的な同時通訳が行われ、現代の国際会議においてはこちらが主流となっている。 
学生時代に外国人旅行者の観光ガイドをしていた小松氏は、アメリカに派遣された

企業人チームの随行通訳として 6 年間現地で生活をした。帰国後、さまざまな企業・団

体の依頼を受け通訳の仕事をこなし、仲間とともにサイマル・インターナショナルを設立

する。通訳の何よりの楽しみは、仕事を通して様々な人に出会えること、いろいろな国

に行けることだと小松氏は語る。ダライ・ラマやネルソン・マンデラ、アメリカ大統領など

世界の著名人の通訳をすることもある。一見華やかに見える通訳の仕事であるが、もち

ろん苦労も多い。たとえ話している声がうまく聞こえなくても、途切れないように何か話さ

なければいけない。そのためには日ごろから語学はもちろん、時事や専門知識を勉強

し、不測の事態に備える必要がある。そして、この人はこういうことが言いたいのだという

ことをきちんと聞き取ることが通訳者という仕事には重要だ。 
  

ワークショップの開催

 
平成 （ ）年度から外国語学部英米学科に新設された

コースは、専攻言語を英語とする国際関係学科にも開放された「高度な英語技

能修得」を目標とする選抜コースであり、本年度から第二期生 名（ 年生）を迎えて、第一期生

名（ 年生）と併せて、実質的かつ本格的コースワークに突入した。そこで、当該 コースの中

核を成す「同時通訳」（コース特化科目として Ⅰ・Ⅱを設置）に関連して、正規授業内

容を補填し、新たな視点から、履修学生の意識の向上と技能及び知識の活性化を図る「ワークショ

ップ」を 回企画した。いずれも、本研究所長が本年度受給した学長特別教員研究費（「〈通訳〉に

関する理論的基盤研究及び実践的応用研究」）事業計画に基づくものであり、 コースを支援す

る通訳翻訳研究所との共催事業として実現した。特に、 月に開催したワークショップについては、

ワールドニュースの現役放送通訳者でもある本研究所員・袖川裕美准教授の人脈と尽力に

負うところが大きい。

本ワークショップの実施内容について、以下に簡略に記す。

この趣のワークショップは初めての試みであったが、参加学生の反応もよく、参加後の感想も「有

意義であり、楽しかった」というものばかりであった。第Ⅰワークショップについては、同時通訳界の

レジェンドが間近で実演する同時通訳を見聞きするだけでも、 コース履修学生にとって極めて

貴重な経験になることが分かった。また、第Ⅱワークショップについては、通訳者にとっては、一般

的英語コミュニケーション能力の修得だけでは不十分であり、通訳が必要とされるコンテクストで欠

くことのできない時事問題に関する知識の増強がどれほど重要であるかを痛感させられるもの――

履修学生の意識改革につながるものとなった。第Ⅱタイプのワークショップはシリーズ化して、来年

度から定期的に実施していく予定である。これらの企画が、正規授業との相乗効果を惹起して、

コース履修学生のなかに「心・技・体」の三位一体感が醸成されることを期待する。

（研究所長記）

Ⅰ．同時通訳ワークショップ――最高水準のプロの技と心

に触れる

ⅰ）日程――平成 （ ）年 月 日（水） ～

ⅱ）場所――本学「通訳翻訳研究所」スタジオ

ⅲ）参加者―学生 名、担当教員 名

ⅳ）講師――小松達也氏（現㈱サイマル・インターナショ

ナル顧問、元国際教養大学特任教授）

ⅴ）内容――①研究所スタジオでリアルタイムで小松講

師が神業的同時通訳を実演；②学生も同じ音声素材

で試訳；③学生による比較検討及び質疑応答

 
Ⅱ．〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第一回）

ⅰ）日程――平成 （ ）年 月 日（水） ～

ⅱ）場所――本学「通訳翻訳研究所」スタジオ

ⅲ）参加者―学生 名、担当教員 名

ⅳ）講師――近藤泰年氏（元讀賣新聞編集委員）

ⅴ）内容――①英語ニュースを聞き取る実習とそのため

の背景的知識の涵養；②新聞記者の視点からの最

新の時事問題解説―日露北方領土交渉とハワイ真

珠湾攻撃犠牲者慰霊式典；③質疑応答



72

3. 研究所ゼミナールの開催 

 

通訳翻訳研究所ゼミナール 「翻訳講座―理論と実践」 

開講日時: 平成 28 年 9 月 30 日、10 月 7 /14 /21 /28 日 
11 月/4 /11 /18 /25 日、12 月 2 日（全 10 回） 

会場:   愛知県立大学 サテライトキャンパス 

  〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 愛知県産業労働センター15F 

講師：   ロサ・オムラティグ（Rossa ÓMuireartaigh）（Ph.D） 

受講者数：  11 名 

講座内容：  ・はじめに 

   ・映像（字幕）の翻訳 

   ・新聞記事の翻訳 

   ・ビジネスレターの翻訳 

   ・科学の翻訳 

   ・法学（契約）の翻訳 

   ・説明書の翻訳※ 

   ・特許の翻訳Ⅰ※ 

   ・特許の翻訳Ⅱ※ 

   ・まとめ 

  ※SDL（TRADOS）演習を含む 
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カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

通訳（英） Gile, Daniel. 2009 Basic Concepts and Models for Interpreter
and Translator Training (revised edition) John Benjamins Pub Co

Gillies, Andrew. 2005 Note-Taking for Consecutive Interpreting
- A short Course Routledge

Pöchhacker, Franz. (ed.) 2015 Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies Routledge
Pöchhacker, Franz. 2016 Introducing Interpreting Studies (2nd edition) Routledge
Setton, Robin & Andrew Dawrant. 2016 Conference Interpreting - A Complete Course John Benjamins Pub Co

通訳（日） BS放送通訳グループ 1998 放送通訳の世界―衛星放送のニュースを支える立役者 アルク
Gile, Daniel.
（田辺　希久子・中村　昌弘・松縄　順子 2012 通訳翻訳訓練―基本的概念とモデル みすず書房

原　不二子 2004 通訳ブースから見る世界 The Japan Times

小松　達也 2005 通訳の技術 研究社

松本　道弘 1994 松本道弘の同時通訳の英語―秘密特訓！ 明日香出版社

水野　真木子・内藤　稔 2015
コミュニティ通訳
―多文化共生社会のコミュニケーション

みすず書房

Pöchhacker, Franz. (鳥飼　玖美子　監訳) 2008 通訳学入門 みすず書房

新崎　隆子 2001 通訳席から世界が見える 筑摩書房

田村　智子 2010
同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リ
プロセシング

三修社

鳥飼　玖美子 2007 通訳者と戦後日米外交史 みすず書房

翻訳（英） Baker, Mona & Gabriela Saldanha. (ed.) 2009 Routledge Encyclopedia of Translation
Studies (2nd edition) Routledge

Classe, Olive. 2000 Encyclopedia of Literary Translation into
English vol1-2 Fitzroy Dearborn Publishers

Dollerup, Cay & Anne Laddegaard. (ed.) 1992 Teaching Translating and Interpreting John Benjamins Pub Co

Munday, Jeremy. 2016 Introducing Translation Studies
 - Theories and Applications Fourth edition Routledge

Sin-wai, Chan. (ed.) 2015 The Routledge Encyclopedia of Translation
Technology Routledge

Venuti, lawrence. (ed.) 1992 Rethinking Translation - Discourse,
Subjectivity, Ideology Routledge

Venuti, lawrence. (ed.) 2012 The Translation Studies Reader (3rd edition) Routledge

翻訳（日） 水野　的 2015 同時通訳の理論　認知的制約と訳出方略 朝日出版社

Montgomery, Scott.（大久保　友博　訳） 2016 翻訳のダイナミズム―時代と文化を貫く知の運動 白水社

Munday, Jeremy. （鳥飼　玖美子　監訳） 2009 翻訳学入門 みすず書房

高橋　修 2015 明治の翻訳ディスクール―坪内逍遥・森田思軒・若松賤子 ひつじ書房
高橋　さきの・深井　裕美子
井口　耕二・高橋　聡

2016
できる翻訳者になるために
プロフェッショナル４人が本気で教える翻訳のレッ

講談社

田辺　希久子・光藤　京子 2008 英日日英　プロが教える基礎からの翻訳スキル 三修社

関連図書(英) Estival, Dominique,
Candace Farris & Brett Molesworth. 2016 Aviation English - A Lingua Franca for Pilots

and Air Traffic Controllers Routledge

Portelli, Alessandro. 1991 The Death of Luigi Transtulli and Other
Stories - Form and Meaning in oral Histroy

State University of
New York Press

Thompson, Paul. 2000 The Voice of the Past - Oral History (3rd edition) Oxford University Press

4. 平成28年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2016）
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カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

Yow, Valerie Raleigh. 2005 Recording Oral History - A Guide for the
Humanities and Social Sciences (2nd edition) ALTAMIRA PRESS

Yule, George. 1998 Explaining English Grammar Oxford University Press

関連図書(日) Belton, Christopher 2016 「ハリー・ポッター」Vol.8が英語で楽しく読める本 コスモピア㈱
大名　力 2014 英語の文字・綴り・発音のしくみ 研究社
法政大学大原社会問題研究所（編） 2009 人文・社会科学研究とオーラル・ヒストリー 御茶の水書房
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2015 バイリンガル版　SHERLOCK　ピンク色の研究 KADOKAWA
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2016 バイリンガル版　SHERLOCK　死を呼ぶ暗号 KADOKAWA
中村　捷(編著) 2016 名著に学ぶ　これからの英語教育と教授法 開拓社
Portelli, Alessandro. （朴　沙羅　訳） 2016 オーラルヒストリーとは何か 水声社
Rogers, Pat.（永嶋　大典　訳） 1999 サミュエル・ジョンソン百科事典 ゆまに書房
瀬戸　賢一(編集主幹) 2007 英語多義ネットワーク辞典 小学館
斎藤　秀三郎 2016 熟語本位　英和中辞典　新版 岩波書店
Thompson, Paul. （酒井　順子　訳） 2002 記憶から歴史へ 青木書店

八木　克正 2016
斎藤さんの英和中辞典
―響きあう日本語と英語を求めて

岩波書店

雑誌 2015 翻訳事典　2016年度版 アルク
2016 翻訳事典　2017年度版 アルク
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SPRING イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SUMMER イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 AUTUMN イカロス出版
2015 通訳者・翻訳者になる本　2016 イカロス出版
2016 通訳者・翻訳者になる本　2017 イカロス出版
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4. 平成28年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2016）

■通訳翻訳研究所所蔵

■図書館登録図書 (冊) ◆研究所図書 (冊)

聖書写本（復刻版） 1 通訳研究 16

計 1 翻訳研究 13

関連図書 18

雑誌 7

計 54

◆院生研究支援(英文法研究会) (冊)

英文法書・言語学書 6

計 6

※平成29年2月現在

平成28年度　通訳翻訳研究所購入所蔵図書



77

 

 

 

 

 

Institute of Interpreting and Translation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IIT  
E 104 / 105 

  (Institute of Interpreting & Translation) 
480 1198 1522 3  

TEL: 0561-76-8654 / 8824   FAX: 0561-64-1107  
Email: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp   URL: http://www.aichi-pu.ac.jp 

  

 

カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

Yow, Valerie Raleigh. 2005 Recording Oral History - A Guide for the
Humanities and Social Sciences (2nd edition) ALTAMIRA PRESS

Yule, George. 1998 Explaining English Grammar Oxford University Press

関連図書(日) Belton, Christopher 2016 「ハリー・ポッター」Vol.8が英語で楽しく読める本 コスモピア㈱
大名　力 2014 英語の文字・綴り・発音のしくみ 研究社
法政大学大原社会問題研究所（編） 2009 人文・社会科学研究とオーラル・ヒストリー 御茶の水書房
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2015 バイリンガル版　SHERLOCK　ピンク色の研究 KADOKAWA
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2016 バイリンガル版　SHERLOCK　死を呼ぶ暗号 KADOKAWA
中村　捷(編著) 2016 名著に学ぶ　これからの英語教育と教授法 開拓社
Portelli, Alessandro. （朴　沙羅　訳） 2016 オーラルヒストリーとは何か 水声社
Rogers, Pat.（永嶋　大典　訳） 1999 サミュエル・ジョンソン百科事典 ゆまに書房
瀬戸　賢一(編集主幹) 2007 英語多義ネットワーク辞典 小学館
斎藤　秀三郎 2016 熟語本位　英和中辞典　新版 岩波書店
Thompson, Paul. （酒井　順子　訳） 2002 記憶から歴史へ 青木書店

八木　克正 2016
斎藤さんの英和中辞典
―響きあう日本語と英語を求めて

岩波書店

雑誌 2015 翻訳事典　2016年度版 アルク
2016 翻訳事典　2017年度版 アルク
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SPRING イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SUMMER イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 AUTUMN イカロス出版
2015 通訳者・翻訳者になる本　2016 イカロス出版
2016 通訳者・翻訳者になる本　2017 イカロス出版

カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

通訳（英） Gile, Daniel. 2009 Basic Concepts and Models for Interpreter
and Translator Training (revised edition) John Benjamins Pub Co

Gillies, Andrew. 2005 Note-Taking for Consecutive Interpreting
- A short Course Routledge

Pöchhacker, Franz. (ed.) 2015 Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies Routledge
Pöchhacker, Franz. 2016 Introducing Interpreting Studies (2nd edition) Routledge
Setton, Robin & Andrew Dawrant. 2016 Conference Interpreting - A Complete Course John Benjamins Pub Co

通訳（日） BS放送通訳グループ 1998 放送通訳の世界―衛星放送のニュースを支える立役者 アルク
Gile, Daniel.
（田辺　希久子・中村　昌弘・松縄　順子 2012 通訳翻訳訓練―基本的概念とモデル みすず書房

原　不二子 2004 通訳ブースから見る世界 The Japan Times

小松　達也 2005 通訳の技術 研究社

松本　道弘 1994 松本道弘の同時通訳の英語―秘密特訓！ 明日香出版社

水野　真木子・内藤　稔 2015
コミュニティ通訳
―多文化共生社会のコミュニケーション

みすず書房

Pöchhacker, Franz. (鳥飼　玖美子　監訳) 2008 通訳学入門 みすず書房

新崎　隆子 2001 通訳席から世界が見える 筑摩書房

田村　智子 2010
同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リ
プロセシング

三修社

鳥飼　玖美子 2007 通訳者と戦後日米外交史 みすず書房

翻訳（英） Baker, Mona & Gabriela Saldanha. (ed.) 2009 Routledge Encyclopedia of Translation
Studies (2nd edition) Routledge

Classe, Olive. 2000 Encyclopedia of Literary Translation into
English vol1-2 Fitzroy Dearborn Publishers

Dollerup, Cay & Anne Laddegaard. (ed.) 1992 Teaching Translating and Interpreting John Benjamins Pub Co

Munday, Jeremy. 2016 Introducing Translation Studies
 - Theories and Applications Fourth edition Routledge

Sin-wai, Chan. (ed.) 2015 The Routledge Encyclopedia of Translation
Technology Routledge

Venuti, lawrence. (ed.) 1992 Rethinking Translation - Discourse,
Subjectivity, Ideology Routledge

Venuti, lawrence. (ed.) 2012 The Translation Studies Reader (3rd edition) Routledge

翻訳（日） 水野　的 2015 同時通訳の理論　認知的制約と訳出方略 朝日出版社

Montgomery, Scott.（大久保　友博　訳） 2016 翻訳のダイナミズム―時代と文化を貫く知の運動 白水社

Munday, Jeremy. （鳥飼　玖美子　監訳） 2009 翻訳学入門 みすず書房

高橋　修 2015 明治の翻訳ディスクール―坪内逍遥・森田思軒・若松賤子 ひつじ書房
高橋　さきの・深井　裕美子
井口　耕二・高橋　聡

2016
できる翻訳者になるために
プロフェッショナル４人が本気で教える翻訳のレッ

講談社

田辺　希久子・光藤　京子 2008 英日日英　プロが教える基礎からの翻訳スキル 三修社

関連図書(英) Estival, Dominique,
Candace Farris & Brett Molesworth. 2016 Aviation English - A Lingua Franca for Pilots

and Air Traffic Controllers Routledge

Portelli, Alessandro. 1991 The Death of Luigi Transtulli and Other
Stories - Form and Meaning in oral Histroy

State University of
New York Press

Thompson, Paul. 2000 The Voice of the Past - Oral History (3rd edition) Oxford University Press

4. 平成28年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2016）



78

 

 

28 2016 4 1  

 

1F
 

 

 

 
EIC[English 

for Intercultural Communication]

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(  

)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
 

2   
3   
4   
5  MICE Meeting, Incentive Travel, Convention, Event/Exhibition  

 
6   
7   
   
8   
   
9   

10   
 

 

 

 

 

   

 
 
 



79

 

 

28 2016 4 1  

 

1F
 

 

 

 
EIC[English 

for Intercultural Communication]

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(  

)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
 

2   
3   
4   
5  MICE Meeting, Incentive Travel, Convention, Event/Exhibition  

 
6   
7   
   
8   
   
9   

10   
 

 

 

 

 

   

 
 
 



80

 

 

 

 

 

Institute of Interpreting and Translation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IIT  
E 104 / 105 

  (Institute of Interpreting & Translation) 
480 1198 1522 3  

TEL: 0561-76-8654 / 8824   FAX: 0561-64-1107  
Email: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp   URL: http://www.aichi-pu.ac.jp 

  

 

『ことばの世界』

（通訳翻訳研究所年報）

投 稿 規 程

 
1. 本誌は誌名を『ことばの世界』（愛知県立大学通訳翻訳研究所年報）とし、年1回発行する。ま 
た、本誌には国際標準逐次刊行物番号ISSN: 1884-006Xを附与する。 

2. 本誌は「通訳」「翻訳」に関わる学術研究及び実践報告等の成果を発表することにより、言語研 
究分野、文学文化研究分野、歴史社会研究分野において、その理論的基盤研究及び実践的 
応用研究の発展に寄与することを目的とする。 

3. 本誌に投稿できる者（有資格者）は次のいずれかに該当する者とする。 
(1) 研究員（筆頭著者が研究員の場合、非研究員を含む共同執筆原稿も投稿可） 
(2) 研究所主催の研究会・講演会等における発表者 
(3) 研究所部門長会議が特に認めた者 

4. 投稿原稿は未公刊の論文、実践報告、研究ノート、資料・翻訳（投稿者の研究成果の一部と 
認められ、かつ著作権等の問題に抵触しないもの）、書評、研究フォーラム、講演録、研究所事 
業報告とする。ただし、口頭発表した内容であっても、その旨が記載されていれば掲載対象とな 
る。 

5. 原稿の体裁（様式）については次のとおりとする。 
(1) 完成原稿をPDF及びMSワード文書ファイルで提出する。 
(2) A4縦、横書き、左綴じ。11ポイント。余白：上35mm、下左右30mm。行数：40行を原則とする。
ページ番号は打たない。日本語フォントはMS P明朝、英語フォントはCenturyが望ましい。 

(3) 最初のページに、1行目：左寄せ11ポイントで原稿種類（論文、実践報告等）、2行目：中央揃
え20ポイントでタイトル、3行目：11ポイントで空白、4行目：右寄せ11ポイントで所属と氏名、5 
行目：空白、6行目以降：本文。 

6. 原稿の分量は、要約、図表、注、文献目録等含み、30ページ以内とする。 
7. 原則として、日本語論文には外国語による要旨、外国語論文には日本語による要旨を添える 
こと。要旨の分量は1ページ以内とし、前項の分量以内に収めること。 

8. 投稿原稿掲載の可否は、本誌編集委員会を兼ねる研究所部門長会議で決定する。必要な場 
合には、執筆者に原稿の部分的変更を要請することがある。 

9. 本誌に投稿された論文等は、本誌公刊から1年後、本研究所HPに掲載される。 
 
附則 
本規程は 2016(平成 28)年 7月 20日から施行する。 

 
愛知県立大学通訳翻訳研究所 

 



81

『ことばの世界』

（通訳翻訳研究所年報）

投 稿 規 程

 
1. 本誌は誌名を『ことばの世界』（愛知県立大学通訳翻訳研究所年報）とし、年1回発行する。ま 
た、本誌には国際標準逐次刊行物番号ISSN: 1884-006Xを附与する。 

2. 本誌は「通訳」「翻訳」に関わる学術研究及び実践報告等の成果を発表することにより、言語研 
究分野、文学文化研究分野、歴史社会研究分野において、その理論的基盤研究及び実践的 
応用研究の発展に寄与することを目的とする。 

3. 本誌に投稿できる者（有資格者）は次のいずれかに該当する者とする。 
(1) 研究員（筆頭著者が研究員の場合、非研究員を含む共同執筆原稿も投稿可） 
(2) 研究所主催の研究会・講演会等における発表者 
(3) 研究所部門長会議が特に認めた者 

4. 投稿原稿は未公刊の論文、実践報告、研究ノート、資料・翻訳（投稿者の研究成果の一部と 
認められ、かつ著作権等の問題に抵触しないもの）、書評、研究フォーラム、講演録、研究所事 
業報告とする。ただし、口頭発表した内容であっても、その旨が記載されていれば掲載対象とな 
る。 

5. 原稿の体裁（様式）については次のとおりとする。 
(1) 完成原稿をPDF及びMSワード文書ファイルで提出する。 
(2) A4縦、横書き、左綴じ。11ポイント。余白：上35mm、下左右30mm。行数：40行を原則とする。
ページ番号は打たない。日本語フォントはMS P明朝、英語フォントはCenturyが望ましい。 

(3) 最初のページに、1行目：左寄せ11ポイントで原稿種類（論文、実践報告等）、2行目：中央揃
え20ポイントでタイトル、3行目：11ポイントで空白、4行目：右寄せ11ポイントで所属と氏名、5 
行目：空白、6行目以降：本文。 

6. 原稿の分量は、要約、図表、注、文献目録等含み、30ページ以内とする。 
7. 原則として、日本語論文には外国語による要旨、外国語論文には日本語による要旨を添える 
こと。要旨の分量は1ページ以内とし、前項の分量以内に収めること。 

8. 投稿原稿掲載の可否は、本誌編集委員会を兼ねる研究所部門長会議で決定する。必要な場 
合には、執筆者に原稿の部分的変更を要請することがある。 

9. 本誌に投稿された論文等は、本誌公刊から1年後、本研究所HPに掲載される。 
 
附則 
本規程は 2016(平成 28)年 7月 20日から施行する。 

 
愛知県立大学通訳翻訳研究所 

 



 

 ことばの世界 第 9 号 
愛知県立大学通訳翻訳研究所年報 第 1 号 

ISSN 1884-006X 
2017（平成 29）年 3 月 

愛知県立大学 通訳翻訳研究所 
〒480-1198 愛知県長久手市茨ヶ廻間 1522-3 

E棟 1階 E104/105 Tel：0561-76-8654（直通） 
内線 2105 Fax：0561-64-1107（共用） 

http://www.for.aichi-pu.ac.jp/iit-ibara/ 
 

印刷 株式会社あるむ 



ISSN 1884-006X

こ
と
ば
の
世
界

　９

こ
と
ば
の
世
界

　９

ことばの世界
こ
と
ば
の
世
界

ことばの世界
愛知県立大学

通訳翻訳研究所
年報

愛知県立大学
通訳翻訳研究所

年報

愛
知
県
立
大
学
通
訳
翻
訳
研
究
所
年
報
　
　
第
１
号

愛
知
県
立
大
学
通
訳
翻
訳
研
究
所
年
報
　
　
第
１
号

２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
３
月

２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
３
月 愛知県立大学通訳翻訳研究所愛知県立大学通訳翻訳研究所

2017（平成29）年3月2017（平成29）年3月

（研究所年報 第１号）（研究所年報 第１号）

ISSN 1884-006X

第９号第９号


