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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

附置の組織として平成28（2016）年4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」の統合”に基づく研究機関であり、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。本年

度は開設3年目に当たる。 
上掲の目的達成のために、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）・通訳翻訳研究所において、三位一体で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、通訳翻訳（理論・実践）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、地域社会貢献のための出張講義、研究所年報の刊行などを行な

う。 
このたび、事業計画に掲げた「通訳翻訳研究所年報」第3号に相当する『ことばの世界』第 11

号を発行する運びとなった。本誌には、研究所員及び研究員による学術論文・研究ノート・実践

報告に加えて、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、本研究所の実質的活動3年目の平成30（2018）年度に実施した事業活動は次のとおり

である。 

1．公開講演会の開催（「定例講演会」 3件） 
2．ワークショップの開催（実質的に「定例講演会第 6回」が充当） 
3．研究所ゼミナールの開講（「通訳翻訳講座－ELF時代の通訳翻訳に役立つ言語知識－」） 
4．研究所所蔵図書及び資料の充実（特に、文体論 Stylistics関連図書） 
5．大学院生研究支援 （通訳翻訳に関わる研究会からの申請がなく不実行） 
6．研究所年報 『ことばの世界』 第 11号の刊行 
 
本研究所としては「5 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」と考えていることを「通訳翻訳研究所年報」創刊号に記したが、それは新学長・久冨木原玲

体制下においてまとめられた本学第三期中期計画目標（平成 31年度からの 6ヶ年計画）に「県
大型人材バンクの整備」（本学学部卒業生・大学院修了生を中心とした通訳・翻訳分野に関わ

る人的リソースの発掘調査と組織化）を明記する形で、本研究所のビジョンと姿勢を公示した。 
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論文 

《時制の一致》と《法の一致》 
―自動翻訳ソフトの確度を射程に含めて― 

 
 “Sequence of Tenses” and “Sequence of Moods” 

 in the Light of Accuracy of Machine Translation 
 

英 米 学 科 

大 森 裕 實 

Yujitsu O’MORI 
 
緒言 
通訳翻訳（日本語⇔英語）を行なう際に顕在化する文法知識に関わる諸問題の中で、動詞の

文法範疇（相・時制・法）をめぐる表現は、通訳翻訳者の頭を悩ませると同時に、克服すべき大き

な課題である。ここでいう文法知識とは、言語学のフィールドではいくつかの術語で呼び習わさ

れてきたものである――①ソシュール（Ferdinand de Saussure）の構造主義言語学では「ラン
グ langue 」（vs. パロール parole）；②パーマー（Harold E. Palmer）の応用言語学（Direct 
Method）では「言語材料 language as code」（vs. 言語活動 language as speech）；③チョムス
キー（Noam Chomsky）の生成文法では「言語知識 linguistic competence」（vs. 言語運用
linguistic performance）；④レイコフ（George Lakoff）及びラネカー（Ronald Langacker）の
認知文法及び認知意味論では従来の二項対立を採らず、経験を基盤モデルに据えた「言語知

識 knowledge of language」がそれに相当する。 
本稿では、動詞に関わる「照応現象」（「時制の一致」「相の一致」「法の一致」）に特化して、そ

の特性を明らかにするが、その過程において、最近一段と精度を増したと好評を博す 2 つの代
表的自動翻訳ソフト（@TexTra®汎用NMTとGoogle翻訳[Google LLCツール]）を活用した翻
訳例文を分析する。そこから、「ニューラル機械翻訳」１）の現状――翻訳確度と課題の一端を把

握することができるであろう。最終的には、確かな文法知識に基づいて、同一意味内容を表現

する際に生じる日本語・英語間の齟齬を埋められる言語的洞察力とは何かについて考究する。 
 
1. 動詞に関わる文法範疇――三位一体論 
1.1 現代英語の文法範疇 Overt vs. Covert 
伝統科学文法の枠組みにおいては、動詞に関わる文法範疇（grammatical category）として

「相」（Aspect）、「時制」（Tense）、「法」（Mood）の 3つが指摘されるが、現代英文法の中でそれ
を分類表示すれば次のようになろう。 

1. Aspect（Progressive［進行相／be＋‐ing］, Perfective［完了相／have＋p.p.］） 
2. Tense （Past［過去時制］, Present［現在時制］） *Future［未来］及び*Perfect［完了］

は含まない 
3. Mood （Indicative［直説法／叙実法］, Subjunctive［接続法／叙想法］）*Imperative
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［命令法］はここでは含まない 
しかしながら、これら 3つの範疇が別個の独立範疇ではなく、全体で一つのまとまりをなす「広

義の叙法」 であるとの指摘（細江逸記『動詞時制の研究』参照）や、これら 3 つの範疇は話者の
「心理的時間の意識構造を表わしたもの――第 1次構造がAspect；第 2次構造がTense；第 3
次構造が Moodである」との指摘があること（佐々木達「Subjunctive Moodについて」『英語青
年』XCVIII-10, 1952年参照）にも十分に留意しておかねばならない。 
こうした概念的範疇（notional category）重視（＝意味重視）の立場に対峙して、イェスペル

セン（Otto Jespersen）に代表される形態至上主義（＝客観主義）の言語観があり、それは動詞
の形態と意味が一対一の対応関係を示すことのできない範疇は認定できないとする立場である。

その端的な事例は「時制」の下位分類に看取できる――すなわち、過去時制と現在時制の 2形
のみ認定し、未来時制は認めない。形態至上主義に通底する客観主義の立場から、時制とは

何かを把握すれば、言語表現する事態が現在なのか過去なのかを区分する範疇であり、「過去

形」という時制タグ付け（語形変化）は、譬えれば、「空港のターンテーブルで自分のスーツケー

スを見分けるようなものであり、外側だけが問題で中身には立ち入らないものだ」と言える（宗宮

2018: 15）。換言すれば、言語表現における「時」は誰からもわかるもの、形の上から見てわかり
やすい卓立した（salient）ものであることが絶対十分条件であるということになる。 
 
1.2 時制と相の関係 
心理的「時」を区分する文法範疇は、英語においては、Tense-Aspect 複合でとらえるリーチ

（Geoffrey Leech）のアプローチ（Meaning and the English Verb参照）にその合理的解決策
を見出だすことになる――2時制［Simple, Past］×2相［Perfect, Progressive］。 
さらに、それに改良を加えて、新たに「単純相」という「現在形」に相当する中立的「相」範疇を

設定することにより、英語話者の「時」は 2T×3A（2 時制［現在・過去］と 3 相［単純相・進行相・
完了相］の複合によるとする宗宮説（2012: 38）には説得力がある。 
 
1.3 時制と法の関係 
通常の発話において、我々は「法」（以下のM1とM2）を常時切替えながら言語表現を行なっ

ている。ここでいう「法」とは、“… they [moods] express certain attitudes of the speaker 
towards the contents of the sentence”（Jespersen 1924: 313）と定義されるものである。 

M1：Indicative  Mood（叙実法）（≪ Tense（時制）が優勢）   
事態（event）をとらえる発話時点からの時間軸上の距離が Speaker’s Point of View 

M2：Subjunctive Mood（叙想法）（≫ Tense（時制）が劣勢） 
    命題内容に対する Speaker’s Assessmentが重要  

 
2. 動詞をめぐる照応（一致）現象 
2.1 時制の一致（Sequence of Tenses） 
複文における主節の動詞が過去時制の場合に、従属節の動詞も過去時制で表現する現象

（Eg 2）。主節の動詞が現在時制（含：未来表現や完了表現）の場合には、従属節の動詞の時
制に制約はない（Eg 1）。 

Eg 1  I know that your sister was singing after dinner. 
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Eg 2  I noticed that he was there. 
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的に展開すると考えられる。 
次の例文では、叙実法（Indicative Mood）というメンタルスペース上で命題が言語化されて

いるため、主節の動詞（陳述部）と従属節の動詞（陳述部）の時制が一致する。 
    Eg 8 a. He thinks that she is kind. 
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Eg 8 b. He thought that she was kind. 
           ind. past        ind. past 

  しかし、次の例文では、叙実法（Indicative Mood）で立ち上げたメンタルスペースではあるが、
従属節の命題は叙想法（Subjunctive Mood）で言語化されているため、主節の動詞（陳述部）
と従属節の動詞（陳述部）の時制が一致する必要がない――法の不一致による時制の不一致

が生じている。 
    Eg 9 a. I wish I were a bird. 

Eg 9 b. I wished I were a bird.  （鳥になれたらいいのになあと私は思った） 
ind.     subj.  *had beenにはならない               （宗宮 2018: 105） 

従って、ここで改めて、「時制の一致」に優先して「法の一致」が働くことを Advanced Levelの
文法知識として明記しておきたい。 
 
3. 時制の一致 
3.1 日英語表現における差異 
時制に関わる言語化を概観すると、英語の表現形式では、叙述部それぞれに過去時制の標

識のつく ax+bx+cx のような形を採る。つまり、主語中心で文を展開する英語では、文頭の主語
の直後に置かれる動詞に当該文の命題の「時」を決定する権限が附与されるため、第一動詞

（過去形）に後続する動詞にはすべて過去時制標識がつけられている。 
一方、日本語の表現形式では、英語とは対照的かつ対称的に、最後の叙述部に過去時制の

標識のつく（a+b+c）x のような形を採る。これは、日本語が述語中心で展開されるからであり、文
末に置かれる動詞（述語）に当該文の命題の「時」を決定する権限が附与されるため、それまで

に置かれる他の動詞は「時」を表わす必要がなく、「完了/ 未完了」を示せばよいのである。 
上掲の個別言語の特性を十分に理解せずに、英文和訳の際に産出してしまう不自然な日本

語訳文の典型例――時制と代名詞の問題を含むものとして次の文が指摘されるが、入れ子型

の日本語訳文を回避すれば、日英語の差異を克服することが可能となる。 
Eg 10  Mrs. Robinson said that she was happy. 

ロビンソン夫人は彼女は幸せだったと言った。 （不自然訳文） 
⇒私は幸せ者だ、とロビンソン夫人は言った。   （修正訳文） 

 
3.2  自動翻訳ソフトの確度と問題点――事例研究 
本稿で論じてきたように、「時制の一致」が日本語と大きく異なる英語の特性であるとすれば、

それは翻訳の際に細心の注意を払って、克服しなければならない課題であろう。そこで、最近で

はニューラルネットワークを利用した「ニューラル機械翻訳」（NMT）の発達により格段の進歩を
遂げたと評価の高い自動翻訳ソフト2機種（@TexTra®とGoogle翻訳）を採り上げて、日本語か
ら英語に翻訳する際に生じる「時制」に関する問題点を観察し、そのそれぞれについて分析を

試みる。なお、以下に記載した各々の番号箇所での表記は次のようになっている。 
1行目 原文（日本語）   例文は『英語正誤問題の新研究〈改訂版〉』から選定                                                                      
2行目 @TexTra®汎用NMT （「。」あり） 情報通信研究機構開発モデル 
3行目 Google翻訳 （「。」あり） 一般汎用モデル 
4行目 英語翻訳文に関する分析コメント（※印箇所） 
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(1) 太陽は月よりも大きいと教わった。 

I was taught that the sun was larger than the moon. 
I learned that the sun is bigger than the moon. 
※@TexTra®では、時制の一致の制約が強すぎて、その例外規則である「不変の真理」が
翻訳できていない。 

 
(2) 明日雨なら彼は在宅しているでしょう。           

If it rains tomorrow, he will be at home.           

If it rains tomorrow, he will be at home.  
※未来の時を表わす副詞節中では、現在時制で未来を表わす。どちらも問題なし。 

 
(3) また彼らが口論しているのが聞こえる。            

I can hear them quarrelling again.              
I can hear them quarrelling.                                         
※知覚動詞は通常進行形をとらない（*am hearing）。どちらも問題なし。 

 
(4) 彼はこの前の日曜以来病気だ。                         

He has been sick since last Sunday.          

He has been sick since last Sunday. 
※現在形ではなく現在完了形を用いる。どちらも問題なし。 

     
(5) 最近五年間彼に会ったことがない。                 

I have never met him for 5 years.        

I have never met him for five years recently.  
※現在完了形と共起する副詞句は for/ sinceである。“… for the last five years”と表現し
てもよい。 

 
(6) 彼は二日前からここに居る。                    

He has been here for 2 days.                

He is here two days ago.                             

※」現在完了形では“… since two days ago”でも可能だが、agoを単独で使用することは
不可。現在形と agoが共起することも不可。Google翻訳では不首尾。 
    

(7) 君は中国に行ったことがありますか。         

Have you ever been to China?              

Have you ever been to China?                                    

※現在完了形を使った表現の典型例（*Have you gone to …? は不可 / Did you ever go 
to …? でも可［特に米語では一般的］）。 
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(8) いつお帰りでしたか。                        

When did you come back?          

When were you going home?                               

※時を尋ねるWh疑問文中では、現在完了形は不可。どちらも問題ないが、「お帰り」になる
方向性が異なる――帰着点なのか出発点なのかの視点の相違あり。 

 
(9) 昨日この本を読んだ。                         

I read this book yesterday.               

I read this book yesterday.                                    

※現在完了形は明確な時を表わす副詞句とは共起しない。 
 
(10)仕事が終わったらプールに泳ぎに行こう。          

After work, let‘s go swimming in the pool.          
Let’s go swimming in the pool after work.                        
※時を表わす副詞節中では未来完了形は生起しないことに留意（*after I will have done 
my work）―どちらの英語表現も前置詞 afterによる副詞句でこの問題を回避。   

 
(11)本があいたら返してください。                   

Please return it if you have a book.                     
Please return it if there is a book.                              
※時を表わす副詞節中では未来完了形は生起しないことに留意（*when you will have 
done with it）。Google翻訳は誤訳（「本があったら」と誤判読したのではないか）。 
        

(12)私は雇い主に道具を家においてきたと言った。             
I said to my employer that I had a tool in my house.                   
I told my employer that he left the tool at home.                               
※時制の一致（… that I had left my tools） が要求される箇所だが、どちらの英語表現
も「おいてきた」に充てて完了形を不採用。また、Google 翻訳では、当該発話の文脈が十
分に理解されていないため、従属節の主語が不自然。 

 
(13)彼は日本中の名所は、ほとんど訪れたと私に語った。          

He told me that most of the famous spots in Japan came to me.         
He told me that the sights in Japan almost came.                        
※時制の一致（… he had visited almost all the noted places in Japan）が要求される
箇所だが、どちらの英語表現においても、日本語の話題化助詞「は」を主語として誤判読

されたため、従属節が容認不可能。日本語に対して（統語構造を解かりやすくするため

の）前編集が必要とされる典型例。 
      
(14)父は私が成功したのを聞いて大そうよろこんだ。                   

My father was pleased to hear that I was successful.                
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My father was pleased very much to hear of my success.                                                                       
※時制の一致（… that I had been successful）が要求される箇所だが、@TexTra®では
不首尾。Google翻訳では名詞句表現にして、問題を回避。 

 
(15)来月でここに満十年住むことになります。          

Next month, we will be living here for 10 years.            
I will live here for ten years here next month.                                
※未来完了形（will have lived here）が期待される箇所だが、どちらも不十分な表現にな
っている。@TexTra®では「住むことになる」を未来進行形で表現しているが、文脈を十分
に判読していない。 

 
(16)11時までには劇場を出ているでしょう。           

You must be out of the theater by 11 o‘clock.             
I will have left the theater by 11 o’clock.                              
※未来完了形を使用した Google 翻訳のほうが一般的だが、@TexTra®では話し手の査
定の入った法助動詞の認識的用法（epistemic modals）を採用している。日本語原文に
主語が明示されていないことに起因する。 

 
【日本語原文に前編集を施した訳例編】 
(17)僕は疲れたので、草の上に寝転んだ。                    

I was tired, so I fell on the grass.              
I was tired, so I lay down on the grass.          

※so … that構文でもよいところだが、いずれにしても同時性を表わし、単純過去形で問
題なし。 

    
(18)彼は大きな家を建てたが、それには多額の費用がかかったに違いない。        

He built a big house, but it must have cost a lot of money.                       

He built a big house, but it must have cost him a lot.  
     ※過去のでき事に対する話し手の査定（推量）表現であるため、完了不定詞が使用されて

おり、問題なし。 
        
(19)私は壁にその絵を掛けた。        

I hung the picture on the wall.       
I hung the picture on the wall.                    

    ※過去の時が明示的であり、話し手がその行為の心理的影響を現在あまり感じていない
のであれば、単純過去形で問題なし。I have hung …と訳出したい日本語表現でもある。 

 
(20)私たちの先生は、何か説明したい時には、黒板を指差します。      

Our teacher points to the blackboard [on the blackboard] when he wants to 
explain something about it.                             
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Our teacher points to the blackboard when we want to explain something. 
     ※習慣を表わす現在時制形の使用で問題ないが、Google翻訳の場合には、従属節の主

語を取り違えており不自然。日本語に施す（統語構造を解かりやすくするための）前編集

が不十分であった事例。 
         
(21)明日雨が降ると思いますか。           

Do you think it will rain tomorrow?            
Do you think it will rain tomorrow? 

    ※日本語では明日のでき事であっても未来表現の助動詞が使われないことをよく理解し

た英語表現で、どちらも問題なし。 
 
(22)彼が来るまでみんなで待ちましょう。          

Let's wait all together until he comes.         
Let's wait together until he comes.       

    ※時や条件を表わす副詞節中では、未来のことであっても現在形で表現する文法規則が
遵守されており、どちらも問題なし。 

 
(23)僕は去年のヨーロッパツアーの間にローマを訪れた。          

I visited Rome during the last year's European tour.                  
I visited Rome during the European tour last year. 

     ※前置詞 during 句により、過去時が明示されているため、主節の動詞は単純過去形で
表現されており、どちらも問題なし。“I have visited Rome while I was travelling 
around in Europe last year.” とすれば、ローマ訪問が vividな思い出として脳裡に浮
かぶような心理的距離の近い表現となるかもしれない。 

 
(24)彼は昨日その本を私に送ってくれたが、そんな親切な人に出会ったことがない。       

He sent me the book yesterday, but I have never met such a kind person.      
He sent me the book yesterday, but I have never met such a kind person. 

     ※重文の場合には、第一命題と第二命題との間に時制のズレが生じても問題にはならな
い。第一命題では客観的事実として過去形が明示的時間表示とともに用いられているが、

第二命題ではそれを根拠として話し手が「彼」なる人物に対する親和性も併せて描写すべ

く現在完了形が用いられていると分析できる。 
 
(25)あなたはこの国にどのくらい住んでいますか。         

How long have you lived in this country?                
How long have you lived in this country? 

    ※現在完了形の使われる典型的な事例。How long have you been living …?とのニュ
アンスの差を看取するにはこの日本語文からは無理。 

 
(26)私たちの先生がもどってきたらすぐに始めましょう。                
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Our teacher points to the blackboard when we want to explain something. 
     ※習慣を表わす現在時制形の使用で問題ないが、Google翻訳の場合には、従属節の主

語を取り違えており不自然。日本語に施す（統語構造を解かりやすくするための）前編集

が不十分であった事例。 
         
(21)明日雨が降ると思いますか。           

Do you think it will rain tomorrow?            
Do you think it will rain tomorrow? 

    ※日本語では明日のでき事であっても未来表現の助動詞が使われないことをよく理解し

た英語表現で、どちらも問題なし。 
 
(22)彼が来るまでみんなで待ちましょう。          

Let's wait all together until he comes.         
Let's wait together until he comes.       

    ※時や条件を表わす副詞節中では、未来のことであっても現在形で表現する文法規則が
遵守されており、どちらも問題なし。 

 
(23)僕は去年のヨーロッパツアーの間にローマを訪れた。          

I visited Rome during the last year's European tour.                  
I visited Rome during the European tour last year. 

     ※前置詞 during 句により、過去時が明示されているため、主節の動詞は単純過去形で
表現されており、どちらも問題なし。“I have visited Rome while I was travelling 
around in Europe last year.” とすれば、ローマ訪問が vividな思い出として脳裡に浮
かぶような心理的距離の近い表現となるかもしれない。 

 
(24)彼は昨日その本を私に送ってくれたが、そんな親切な人に出会ったことがない。       

He sent me the book yesterday, but I have never met such a kind person.      
He sent me the book yesterday, but I have never met such a kind person. 

     ※重文の場合には、第一命題と第二命題との間に時制のズレが生じても問題にはならな
い。第一命題では客観的事実として過去形が明示的時間表示とともに用いられているが、

第二命題ではそれを根拠として話し手が「彼」なる人物に対する親和性も併せて描写すべ

く現在完了形が用いられていると分析できる。 
 
(25)あなたはこの国にどのくらい住んでいますか。         

How long have you lived in this country?                
How long have you lived in this country? 

    ※現在完了形の使われる典型的な事例。How long have you been living …?とのニュ
アンスの差を看取するにはこの日本語文からは無理。 

 
(26)私たちの先生がもどってきたらすぐに始めましょう。                
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Let's start as soon as our teacher comes back.                 
Let's begin as soon as our teacher comes back.   

    ※時や条件を表わす副詞節中では、未来のことであっても現在形で表現する文法規則が 
遵守されており、どちらも問題なし。 

 
結言 
本稿では、言語使用者にとって必要不可欠な文法知識として、動詞を取り巻く概念「相」「時

制」「法」があること、また、それらが三位一体をなす文法範疇であることを指摘した。それに加え

て、英語学習者が従来から「時制の一致」として理解している文法事項には「相の一致」や「法の

一致」が関連していることが明らかではあるが、客観主義の立場から英文法を記述すれば、外か

ら形のわかる卓立した現象である「時制の一致」に言及が収斂することも指摘した。 
「時制の一致」は日英語翻訳を行なう時に際立つ差異であり、克服されるべき課題である。最

近注目を集める「ニューラル機械翻訳」において、その問題がどのように処理されて訳出されて

いるのかを本稿では事例研究として明らかにしたが、そこでは、時制表現、代名詞（特に従属節

の主体）表現に顕著な違いが見受けられた。藤田篤（情報通信研究機構主任研究員）の指摘に

あるように２）、AI（人工知能）の発達により、NMT 方式が脚光を浴び、システム自体がエラーを

修正する学習機能を備えるようになった結果、近い将来、人間が関与する部分が「機械翻訳し

やすい文構造に整形する前編集や後編集」に限定されるのではないかとの予見が蓋然性をも

つ分析結果であったといえる――日本語原文に前編集を施した事例(17)－(26)には英語訳出
文に時制表現の誤りが認められないことで部分的に証左されたと言える。 
言語的洞察力とは、認知言語学が経験を積極的に基盤に取り込んで定義するところの「言語

知識」に裏打ちされたものでなければならない。つまり、文法研究が言語使用者にとって「活きた

知識」として働く時に、はじめて Language Insight というものが実効性を有することになるので
あろう。いわば、個別の言語現象に対して、繊細な「虫の目」の視点（微視的視点）から、大局的

に俯瞰できる「鳥の目」の視点（巨視的視点）に転換することができた時にこそ、言語的洞察力

が修得されたと考えられるのではないか。日英語翻訳における言語表現の差異に関する問題

解決にも、この趣の言語的洞察力が求められている。 
 
※本稿は、大学英語教育学会（JACET）第 57 回国際大会（2018）において実施されたシンポジウム「理
想的英語教員に求められる《時制》に関する知識－What Ideal Teachers of English should Know 
about Tense based on New Approaches」における筆者担当第一発表「三位一体 Aspect‐Tense‐
Mood：時制・相・法の一致」に加筆・修正を施したものである。 
 
註 
1） ニューラル機械翻訳（NMT：Neural Machine Translation）とは機械学習の一手法であるニュ 
  ーラルネットワークを利用した機械翻訳のことをいう。詳しくは、中澤敏明「機械翻訳の新しいパラ 
  ダイム：ニューラル機械翻訳の原理」『情報管理』60: 5（2017）参照。 
2） 藤田篤（情報通信研究機構・先進的音声翻訳研究開発推進センター・先進的翻訳技術研究室 
主任研究員）による講演「機械翻訳の仕組みと使い方－NICT における実用化例と取り組みの紹 
介を中心に－」（愛知県立大学「通訳翻訳研究所」第二回定例講演会 2017.12.20）参照。 
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論文 

“Vril”を読む 
『来るべき種族』の翻訳を通して 

 
英 米 学 科 
小 澤 正 人 

 
１．“Vril”を読む 
 

“Vril”とはイギリスの政治家・小説家エドワード・ブルワー＝リットンのユートピア小説『来るべ
き種族』The Coming Race（1871）に登場する超自然的エネルギーの名前である。 
語り手が迷い込んだ地下の大空洞には科学の進んだユートピア社会が存在し、その住人は

この「すべてに充満する流体に蓄えられた潜在的な力」（邦訳 51 頁、以下の引用も同訳書に
よる）を駆使している。この力は、「稲妻のような破壊力を持つこともできたが、別の力で応用す

ると、生命を補充したり、活性化させたり、治療したり、保存したりすることもできた。」(51－52)
また、とてつもない破壊力を持ち、簡単に軍隊や都市を滅ぼすこともできるほどで、これを個人

が自在に使えるようになった結果、戦争もなくなり、豊かなエネルギーを利用した平等なユート

ピアが成立している。 
しかしながら、本論が取り上げるのは、このユートピアや超自然的エネルギーの内容ではな

い。筆者がこの本を翻訳しながら悩んだ問題点、つまり、①“Vril”という言葉はどのように発音
されたか、どんな音を表しているのかと、②それをどのように日本語で表記するかという点であ

る。 
もう少し広く言えば、ファンタジーや SF に出てくる異世界の言語の発音をどう表記するかを、

特に固有名詞について検討し、日本語表記にすることで異世界の音声が発音可能な表現に

いわば「馴化」されるのではないかと考察することである。 
結論を先に述べておけば、英語のアルファベットはそれぞれが子音や母音を示すため、そ

の組み合わせは英語としては不自然な連鎖や、発音できない連鎖を作ることが可能で、結果

として発音困難な、あるいは発音不可能な単語を作ることができる。 
一義的で、対象を明確に示すはずの名前が、発音の困難な、あるいは不可能な単語である

時、それは読み手を驚かせたり躊躇させたりする。一種の「異化効果」をもたらすともいえる。そ

の語が指示している対象が、日常的なストレートに受け入れられるものではないことを暗示す

る。 
それに対して、日本語の仮名は各文字がすべて発音可能であり、仮名を続けても発音不可

能な単語を作ることができない。結果として、単一の発音可能な読み方を強制されると言って

もいい。上で述べた「馴化」とはこれを指す。（これは、ここでは論じないが、さまざまなファンタ

ジーにおける名前の重要性(真の名、名付けの力など)とも関係していると思われる。） 
 
次節で挙げる「フーイッンッンム」はかなり発音が難しいがそれでも不可能ではないような気
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がする。漫画などにある「ア」「イ」などに濁点を付けた表記についてはここでは取り扱わない。 
また、架空言語の文法論、意味論のような問題は置いておく。英語の発音をどのように日本

語であらわすかという一般的な問題もとりあえず棚上げしておく。 
 以下では、まず幾つかのファンタジーや SF における表記を概観し、ついで、特にしばしば

発音や表記が話題となる“Cthulhu”について論じた後で“Vril”について考えてみたい。 
 
２．『ガリヴァ旅行記』、『ペガーナの神々』、『火星のプリンセス』 
 
（１）『ガリヴァ旅行記』 
ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァ旅行記』Gulliver’s Travels (1726)で、ガリヴァは 4つの航

海について述べている。彼が訪れる国と日本語表記(中野好夫訳)をまとめると表 1 のようにな
る。 

 
 
『ガリヴァ旅行記』のように有名な作品の場合、辞書に発音表記がある。例えば、Lilliput に

ついては研究社新英和大辞典には/ lɪ́lɪpʌ̀t, lɪ́ləpʌ̀t, -pәt, -pʊt/が示されている。（３番目と４
番目の ә と ʊには第２アクセントがつく。一部表記を変更した。） 
数種類の発音が示されているが、これらの発音は、この単語を見た英語話者があまり悩むこ

となく想像する発音であろう。日本語表記した場合「リリパット、リラパット、リリプット」などが考え

られるが、それらは英語発音を日本語表記する際の一般的変異の幅に入ると思われる。例え

ば “climate”を「クライメット」とするか、あるいは「クライミット」や「クライマット」とするかのように。
以下ではこうした点についてはあまり立ち入らない。 
 “Huntington”を「ハンティントン」、「ハンティングトン」共に表記しうるように、“Brobdingnag”
を「ブロブディングナグ」とすることも可能である。「ブロブヂングナグ」も可能かもしれないが、

現代では古風すぎて、かなり意識的に行うのでなければ避けられるであろう。 
音と語感については、“Lilliput”に対して little や petit、petty などを挙げて小さな感じが

表 1   
 英語 日本語表記 
第一の航海 
小人国 

Lilliput リリパット 

二の航海 
大人国 

Brobdingnag ブロブディンナグ 

第 3の航海 
ラピュタ他 

Laputa 
Balnibarbi 
Luggnagg 
Glubbdubdrib 

ラピュタ 
バルニバービ 
ラグナグ 
グラブダブドリッブ 

第 4の航海 
フウイヌム国(馬の
国) 

Houyhnhnms 
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がする。漫画などにある「ア」「イ」などに濁点を付けた表記についてはここでは取り扱わない。 
また、架空言語の文法論、意味論のような問題は置いておく。英語の発音をどのように日本

語であらわすかという一般的な問題もとりあえず棚上げしておく。 
 以下では、まず幾つかのファンタジーや SF における表記を概観し、ついで、特にしばしば

発音や表記が話題となる“Cthulhu”について論じた後で“Vril”について考えてみたい。 
 
２．『ガリヴァ旅行記』、『ペガーナの神々』、『火星のプリンセス』 
 
（１）『ガリヴァ旅行記』 
ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァ旅行記』Gulliver’s Travels (1726)で、ガリヴァは 4つの航

海について述べている。彼が訪れる国と日本語表記(中野好夫訳)をまとめると表 1 のようにな
る。 

 
 
『ガリヴァ旅行記』のように有名な作品の場合、辞書に発音表記がある。例えば、Lilliput に

ついては研究社新英和大辞典には/ lɪ́lɪpʌ̀t, lɪ́ləpʌ̀t, -pәt, -pʊt/が示されている。（３番目と４
番目の ә と ʊには第２アクセントがつく。一部表記を変更した。） 
数種類の発音が示されているが、これらの発音は、この単語を見た英語話者があまり悩むこ

となく想像する発音であろう。日本語表記した場合「リリパット、リラパット、リリプット」などが考え

られるが、それらは英語発音を日本語表記する際の一般的変異の幅に入ると思われる。例え

ば “climate”を「クライメット」とするか、あるいは「クライミット」や「クライマット」とするかのように。
以下ではこうした点についてはあまり立ち入らない。 
 “Huntington”を「ハンティントン」、「ハンティングトン」共に表記しうるように、“Brobdingnag”
を「ブロブディングナグ」とすることも可能である。「ブロブヂングナグ」も可能かもしれないが、

現代では古風すぎて、かなり意識的に行うのでなければ避けられるであろう。 
音と語感については、“Lilliput”に対して little や petit、petty などを挙げて小さな感じが

表 1   
 英語 日本語表記 
第一の航海 
小人国 

Lilliput リリパット 

二の航海 
大人国 

Brobdingnag ブロブディンナグ 

第 3の航海 
ラピュタ他 

Laputa 
Balnibarbi 
Luggnagg 
Glubbdubdrib 

ラピュタ 
バルニバービ 
ラグナグ 
グラブダブドリッブ 

第 4の航海 
フウイヌム国(馬の
国) 

Houyhnhnms 
(国名ではなく住民を指す
言葉) 

フウイヌム 

するとしたり、“Brobdingnag”に対してbigやbroad、ding dongなどを挙げて大きな感じや重
い感じがすると言う考えもあるだろうが、母音や子音に特定の感覚を与えるのは恣意的になり

かねない。また、特定の音に一定の文化的連想が働くことがあるとしても、それは文化によって

異なることが多く、「リリパット」という音が日本語でも小さな感じを与えるとは限らないだろう。 
小人国、大人国について、体の大きさが精神の大きさを比喩的に示すと考えることもできる。

大人国の巨人に対しては、イギリス（やそれ以外の現実の人間社会）の欠点を「拡大している」

面もあるが、ガリヴァがイギリスについて自慢した時の大人国国王の反応、特に火薬と銃を自

慢することへの国王の嫌悪の表明は、精神の大きさの差を示している。また、第３の航海で訪

れる「ラグナグ」の不死人“the struldbrugs”「ストラルドブラグ」は、外見はガリヴァと同様の人
間であるが、不死という点では全く異なるものだということができる。更に、第４の航海で出会う

「フウイヌム」“Houyhnhnms”は馬そっくりの生き物で人間とは別種の存在である。 
 ガリヴァが訪れる国々の名前と住人や社会を比較してみると、ガリヴァに代表される「普通の

人間」から離れるにつれて名前から英語らしさがなくなるようにも見えるが、それでも第３の旅ま

では外国の地名を英語で表記しているように見てもよさそうに思われる。つまり、アルファベット

で表記されているが、その綴りとそこから想定される発音は英語としてありうるものに思われる。

（非英語的に感じられる音の連鎖がないと言ってもよい。） 
これは人名についても同様である。例えば、小人国国王は次のようになる。 

 
“GOLBASTO MOMAREN EVLAME GURDILO SHEFIN MULLY ULLY GUE, 
most Mighty Emperor of Lilliput” 
至高にましますリリパット国王ゴルバストー・モマレン・エヴレイム・ガーディロウ・シエフィン・ム

リ・ウリ・ギュー皇帝 （中野訳） 
 
大人国でガリヴァの世話をする娘の名前は“Glumdalclitch”（中野訳 グラムダルクリッチ）

で、これも外国風ではあるが、英語話者は困難なく発音できるであろうし、中野訳も一般的な

英語発音の日本語表記として認められる。 
だが、第４の旅でガリヴァが出会う馬そっくりの生物“Houyhnhnms”の場合は少し違う。 
この生物は、ただ鳴いているのではなく、未知の言語を使っているらしい。「聞いたところで

は、彼らの言葉はちゃんとそれぞれの感情を表しているらしく、その単語も中華語などよりは遥

かに容易にアルファベットに分けられるような気がした。」（邦訳 217頁、以下の引用も同訳書）
ガリヴァは彼らの発音をまねてみる。 

 
すると今度はまた、栗毛の方が別の単語をやってみてくれた。これはだいぶ発音が難しかっ

たが、強いて英語の綴りに直してみると、まず、だいたい Houyhnhnms といったところだろう
か。（277） 
 
中野はこの語を、本文中初出のこの個所では英語のまま記し、その後は「フウイヌム」とカタ

カナにしている。ただし、第４篇の題名“A VOYAGE TO THE COUNTRY OF THE 
HOUYHNHNMS”は既に「フウイヌム国渡航記」としてカタカナ表記されているから、ここでは
読者に英語表記を示すために英語にしているのであろう。ガリヴァはこの語の語源は「自然の
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完成物 the perfection of nature」であると述べている。 
中野はこの英語の部分に注を付けて「発音については諸説あり、しばらくジョーンズ発音辞

典に従った」としている。Daniel Jones の発音辞典ではこの語の発音は[ˈhuː.i.nəm,  US  
ˈhwin.əm]である。『研究社新英和大辞典』ではイギリス発音は/húːɪnәm, huːɪn-/（２番目は
ɪにアクセント）で、語源欄に「《1727》馬の鳴声を示す whinnyからの Swiftの造語」とある。 
この発音表記をカタカナにすると確かに「フーイナム」「フーイヌム」といったところであり、中

野が「フウイヌム」としたのも可能な範囲に入ると思われる。 
 しかし、“Houyhnhnm”の綴りから Jones や『研究社新英和大辞典』の発音表記が出てくる
かというと疑問がある。前半“houy-”を/húːi/と読むのは可能としても、語の後半“-hnhnm”に
ついては、h は呼気を表しているのかもしれないが、子音のみが続いている。つまり、馬そっく

りの生き物の鳴き声をガリヴァが「強いて英語の綴りに直し」たこの語の後半は英語の音のつな

がりとしてはかなり発音困難である。Jones が[ˈhuː.i.nəm]としたのは、英語として発音しやすく
していると考えられる。 
 ガリヴァは馬そっくりの生き物の発声器官から出た声を自分でもまねながらなんとか英語表

記に移そうとした。ただ、その表記を見た人間がその綴りから元の発音を発することができると

考えていたのかは分からない。作者 Swift の意図を推測するならば、この発音の困難さが
“Houyhnhnms”と人間の隔たりを示しているいうことである。 
 では、日本語表記するとしたらどうだろうか。h を「フ」とすると「フーイフンフンム」となり、英語

での発音の困難さ（異質性）がほとんどなくなってしまう。h が発音されないとすれば「フーイン

ンム」となる。h を呼気として無理に促音にすると「フーイッンッンム」となり、かなり発音しづらく

なるが、それでも無理やりに発音できるかもしれない。 
 繰り返しになるが、最初の日本語表記の場合、元の英語綴りにあった発音困難性がなくなり、

日本語として「普通に」発音できてしまう。その語の持つ不自然さ、非人間的要素が消えてしま

う。第１節で「馴化」と述べたのはこのことを指す。２番目はやや発音しにくいがそれでも読めそ

うな気がする。最後の「フーイッンッンム」のような例は日本語としては数少ない発音困難な連

鎖ではないかと思われる。この日本語の音が“Houyhnhnm”の「元の音」をどの程度「再生」し
ているのかは何とも言えないが、人間には発音できない異質な生物の言語という側面を示すこ

とは可能であるかもしれない。 
 
（２）『ペガーナの神々』 
 
 『ペガーナの神々』The Gods of Pegāna (1905)はロード・ダンセイニが創造した神話であり、
Pegānaに住む神々のことが描かれている。 
 “Pegāna”と“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”には長音符号（macron）が付いているが、インター
ネットで諸版を見ると長音符号のないものも散見される。ここでは長音符号付きの版を使用し、

またそれは長母音を示すとし、二重母音を示すとは考えない。神々は小文字で“gods”と書か
れているが、次の引用のように文頭でない箇所でも Their で受けている。“Then said the 
gods, making the signs of the gods and speaking with Their hands lest the silence of 
Pegāna shoud blush; . . . . ”（12）“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”のみすべて大文字で書かれ
ているのは、世界と神々を生み出した特別な存在だからであろう。 
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中野はこの英語の部分に注を付けて「発音については諸説あり、しばらくジョーンズ発音辞
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ɪにアクセント）で、語源欄に「《1727》馬の鳴声を示す whinnyからの Swiftの造語」とある。 
この発音表記をカタカナにすると確かに「フーイナム」「フーイヌム」といったところであり、中

野が「フウイヌム」としたのも可能な範囲に入ると思われる。 
 しかし、“Houyhnhnm”の綴りから Jones や『研究社新英和大辞典』の発音表記が出てくる
かというと疑問がある。前半“houy-”を/húːi/と読むのは可能としても、語の後半“-hnhnm”に
ついては、h は呼気を表しているのかもしれないが、子音のみが続いている。つまり、馬そっく

りの生き物の鳴き声をガリヴァが「強いて英語の綴りに直し」たこの語の後半は英語の音のつな

がりとしてはかなり発音困難である。Jones が[ˈhuː.i.nəm]としたのは、英語として発音しやすく
していると考えられる。 
 ガリヴァは馬そっくりの生き物の発声器官から出た声を自分でもまねながらなんとか英語表

記に移そうとした。ただ、その表記を見た人間がその綴りから元の発音を発することができると

考えていたのかは分からない。作者 Swift の意図を推測するならば、この発音の困難さが
“Houyhnhnms”と人間の隔たりを示しているいうことである。 
 では、日本語表記するとしたらどうだろうか。h を「フ」とすると「フーイフンフンム」となり、英語

での発音の困難さ（異質性）がほとんどなくなってしまう。h が発音されないとすれば「フーイン

ンム」となる。h を呼気として無理に促音にすると「フーイッンッンム」となり、かなり発音しづらく

なるが、それでも無理やりに発音できるかもしれない。 
 繰り返しになるが、最初の日本語表記の場合、元の英語綴りにあった発音困難性がなくなり、

日本語として「普通に」発音できてしまう。その語の持つ不自然さ、非人間的要素が消えてしま

う。第１節で「馴化」と述べたのはこのことを指す。２番目はやや発音しにくいがそれでも読めそ

うな気がする。最後の「フーイッンッンム」のような例は日本語としては数少ない発音困難な連

鎖ではないかと思われる。この日本語の音が“Houyhnhnm”の「元の音」をどの程度「再生」し
ているのかは何とも言えないが、人間には発音できない異質な生物の言語という側面を示すこ

とは可能であるかもしれない。 
 
（２）『ペガーナの神々』 
 
 『ペガーナの神々』The Gods of Pegāna (1905)はロード・ダンセイニが創造した神話であり、
Pegānaに住む神々のことが描かれている。 
 “Pegāna”と“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”には長音符号（macron）が付いているが、インター
ネットで諸版を見ると長音符号のないものも散見される。ここでは長音符号付きの版を使用し、

またそれは長母音を示すとし、二重母音を示すとは考えない。神々は小文字で“gods”と書か
れているが、次の引用のように文頭でない箇所でも Their で受けている。“Then said the 
gods, making the signs of the gods and speaking with Their hands lest the silence of 
Pegāna shoud blush; . . . . ”（12）“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”のみすべて大文字で書かれ
ているのは、世界と神々を生み出した特別な存在だからであろう。 

 
Before there stood gods upon Olympus, or ever Allah was Allah, had wrought and 
rested MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ. 

There are in Pegāna Mung and Sish and Kib, and the maker of all small gods, 
who is MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ. Moreover, we have a faith in Roon and Slid. (8) 

 
 作品内では、この神々の名前はだれがつけたのかは分からない。 
 翻訳にはいくつかの版があるが、ここでは荒俣宏訳（1975）と安野玲訳（2005）を表 2で比較
する。 
 

表 2  
英語表記 日本語表記 

上段は荒俣訳、下段は安野訳 
MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ マアナ＝ユウド＝スウシャイ 

マーナ＝ユード＝スーシャーイ 
Skarl スカアル 

スカール 
Kib キブ 

キブ 
Wornath-Mavai （楽園の名前） ウォルナト＝マヴァイ 

ウォルナス＝マヴァーイ 
Limpang-Tung リンパン＝タン 

リンパン＝トゥング 
Yoharneth-Lahai ヨハルネト＝ラハイ 

ヨハルネス＝ラハーイ 
 
 これらの名前は、英語から見ると異国風であり、独特な雰囲気を持っている。何通りかの読み

方ができそうなものもあるが、英語話者が発音に苦労しそうなものはない。試みに

MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ について綴りから発音を考える。MĀNA は長音符号があるので

「マーナ」であろう。YOOD は（英単語の連想からは）「ユド」か「ユッド」、「ユード」。SUSHĀĪ、
は Uに長音符号が無いので、「スーシャーイー」とせず、「スシャーイー」だろうか。 
英語は同じ文字連鎖に対して複数の発音が存在することがある。“foot”と“food”では“oo”の

部分の発音が異なる。“food”と“good”を比較すると“‐ood”の場合でも発音が異なっている。英
語の綴りと発音のこうした関係については、英語史や英語音声学の観点から説明できる部分

も多いが、表面上はいかにも混乱しているように見える。 
それに慣れているからかどうかは分からないが、ファンタジーで英語でない言語の発音を英

語表記する際に、ある音を示す表記が複数あるように見えることがある。例えば、SUSHĀĪ の
U は長音符号がないから「スーシャーイー」でなく「スシャーイー」だとした場合に、YOOD を

「ユド」と読むと同じ/u/の音にU と OOの２種類の表記があることになるし、「ユード」と読むなら
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Ū を使えばいいのではないかということになる。「ローマ字式」表記と考え「ヨオド」「ヨード」のよ

うに読むのも一案だが、それならば Ō を使う方がはっきりする。これは、著者が作中の架空の

言語を英語表記する時に表記法の規則をあまり厳密に決めていないとか、英語表記の見た目

や雰囲気を重視していると考えることもできる。 
長音符号の使用について考えると、Wornath-Mavai と Yoharneth-Lahaiの後半をどう読

むかが分かり難い。Ā があるのだから ā もあるとすると、長音符号のない a は「ア」となる。その
場合、MavaiとLahaiは「マヴァイ」「ラハイ」ではないだろうか。安野訳で「マヴァーイ」「ラハー
イ」として、後ろの aのみ伸ばしている理由は不明である。 
 この二つの固有名詞については thの読み方も訳者で違っている。荒俣訳では/t/と読み、安
野訳では/θ/に読んで、「ス」を充てている。（th については、英語として読むと/θ/ではないかと
思われるものがファンタジーでは/t/に読まれていることが多いような気がする。） 
 日本語でいかに表記するかという点では、表 2 で一番目立つ違いは荒俣訳が長音に「棒引
き（ー）」を使わず、「マアナ＝ユウド＝スウシャイ」のように表記していることであろう。「マーナ」

と「マアナ」の発音は意識的に区別した発音をすれば多少異なるかもしれないが、実質的には

ほぼ同じなのではないかと思われる。しかし、見た目の違いは多分それ以上に大きく、訳者が

独特な神話的雰囲気を日本語表記に反映させようとした工夫と考えることができる。とは言え

“Skarl”のように一見普通の英単語のような名前を「スカアル」とするのは原文に何かを付け加
えすぎているかもしれない。「スカアル」だけ「スカール」にするのも統一性がなくなるが。 
始めに述べたように“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”だけはすべて大文字で書かれており、他の

神々とは異なる大いなる存在であることが示されている。表記上の工夫としては、傍点を打つ

方法(旧来の翻訳では英語でイタリック体であった部分を示す方法)や、〈 〉や《 》に入れる方
法、字体をイタリック体やゴシック体に変える方法などが考えられるが、この語の雰囲気を伝え

るのは難しいと思われる。 
 
(3)『火星のプリンセス』 
 
 『火星のプリンセス』A Princess of Mars (1917)は、アメリカの南軍騎兵隊大尉ジョン・カータ
ーが突然に火星に飛んでいってしまい、火星のヘリウム王国王女デジャー・ソリスを助けて大

活躍をする物語である。著者は E. R. バローズで、1912 年に雑誌に発表され大人気となり、
1917年に単行本で出版された。 
 火星人には赤色人と緑色人がいる。(後に白色人、黒色人、黄色人もいることが判明する。) 
赤色人は外見は地球人とそっくりである。ただし火星人はみな卵で生まれる。緑色人は 4本の
腕を持つ巨人で、口には大きな牙が生えている。 
 表 3に主要登場人物と日本語表記を挙げる。 

表 3  
 英語表記 日本語表記 
緑色人 Tars Tarkas タルス・タルカス 

Sola ソラ 
Sarkoja サルコジャ 
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Ū を使えばいいのではないかということになる。「ローマ字式」表記と考え「ヨオド」「ヨード」のよ

うに読むのも一案だが、それならば Ō を使う方がはっきりする。これは、著者が作中の架空の

言語を英語表記する時に表記法の規則をあまり厳密に決めていないとか、英語表記の見た目

や雰囲気を重視していると考えることもできる。 
長音符号の使用について考えると、Wornath-Mavai と Yoharneth-Lahaiの後半をどう読

むかが分かり難い。Ā があるのだから ā もあるとすると、長音符号のない a は「ア」となる。その
場合、MavaiとLahaiは「マヴァイ」「ラハイ」ではないだろうか。安野訳で「マヴァーイ」「ラハー
イ」として、後ろの aのみ伸ばしている理由は不明である。 
 この二つの固有名詞については thの読み方も訳者で違っている。荒俣訳では/t/と読み、安
野訳では/θ/に読んで、「ス」を充てている。（th については、英語として読むと/θ/ではないかと
思われるものがファンタジーでは/t/に読まれていることが多いような気がする。） 
 日本語でいかに表記するかという点では、表 2 で一番目立つ違いは荒俣訳が長音に「棒引
き（ー）」を使わず、「マアナ＝ユウド＝スウシャイ」のように表記していることであろう。「マーナ」

と「マアナ」の発音は意識的に区別した発音をすれば多少異なるかもしれないが、実質的には

ほぼ同じなのではないかと思われる。しかし、見た目の違いは多分それ以上に大きく、訳者が

独特な神話的雰囲気を日本語表記に反映させようとした工夫と考えることができる。とは言え

“Skarl”のように一見普通の英単語のような名前を「スカアル」とするのは原文に何かを付け加
えすぎているかもしれない。「スカアル」だけ「スカール」にするのも統一性がなくなるが。 
始めに述べたように“MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ”だけはすべて大文字で書かれており、他の

神々とは異なる大いなる存在であることが示されている。表記上の工夫としては、傍点を打つ

方法(旧来の翻訳では英語でイタリック体であった部分を示す方法)や、〈 〉や《 》に入れる方
法、字体をイタリック体やゴシック体に変える方法などが考えられるが、この語の雰囲気を伝え

るのは難しいと思われる。 
 
(3)『火星のプリンセス』 
 
 『火星のプリンセス』A Princess of Mars (1917)は、アメリカの南軍騎兵隊大尉ジョン・カータ
ーが突然に火星に飛んでいってしまい、火星のヘリウム王国王女デジャー・ソリスを助けて大

活躍をする物語である。著者は E. R. バローズで、1912 年に雑誌に発表され大人気となり、
1917年に単行本で出版された。 
 火星人には赤色人と緑色人がいる。(後に白色人、黒色人、黄色人もいることが判明する。) 
赤色人は外見は地球人とそっくりである。ただし火星人はみな卵で生まれる。緑色人は 4本の
腕を持つ巨人で、口には大きな牙が生えている。 
 表 3に主要登場人物と日本語表記を挙げる。 

表 3  
 英語表記 日本語表記 
緑色人 Tars Tarkas タルス・タルカス 

Sola ソラ 
Sarkoja サルコジャ 

Lorquas Ptomel ロルクワス・トメル (注) 
Tal Hajus タル・ハジュス 

赤色人 Dejah Thoris デジャー・ソリス 
Tardos Mors タルドス・モルス 
Mors Kajak モルス・カジャック 
Kantos Kan カントス・カン 

         注 小西宏訳ではプトメル 
 
英語の名前は多少異国風ではあるが、発音困難なものはない。“Ptomel”も“Ptolemy”や

“pteranodon”などから「トメル」と読める。“Tars”は Mars と韻を踏むとすると/tɑɚz/かもしれな
い。rを「ル」とするのは一般的に行われていると言えよう。 
緑色人と赤色人の名前にははっきりした違いがない。文化的・種族的差異をあまり考慮して

いないのだろう。言語が共通という前提も分かりやすさのためと言える。緑色人は人間と同じよ

うには発声できないだろうが、それは気にしていないように見える。バローズはエキゾチックで

ありながら、むしろ読みやすいともいえる名前を用いて、名前の読み方に悩むことなく入り込め

る冒険物語を描いた。神話的世界を描いた『ペガーナの神々』との違いはそこにある。 
 
３．“The Call of Cthulhu”  
 

“The Call of Cthulhu”(1928)はH. P. Lovecraftによる短編で、1928年に雑誌Weird 
Tales に掲載された。Cthulhu とは、太古に宇宙のかなたから地球にやってきた Great Old 
Onesと呼ばれる神にも近い存在の一つで、この作品では、R’lyehと呼ばれる土地の地下深く
に封印されたCthulhuが復活しようとしている恐怖が描かれる。彼が書いた、共通の背景を持
つ作品群は“Cthulhu”神話とも呼ばれる。後に Lovecraft 以外の作家もその設定を借りて作
品を発表し、そこには多くの異界の存在が描かれている。Great Old Ones やその他の存在
の英語名と日本語表記を幾つか表 4 にあげる。日本語表記が複数あるものも多いが、『クトゥ

ルー神話事典』にある表記を挙げる。 
 

表 4  
英語表記 日本語表記 
Cthulhu クトゥルー、クルウルウ、クトゥルフ、

ク・リトル・リトル、チュールー、九頭

竜 （注）、 
Nyarlathotep ナイアルラトホテップ、ナイアーラト

テップ、ニャルラトホテプ 
Yog-sothorh ヨグ＝ソトース、ヨグ＝ソトホース、ヨ

グ＝ソトト 
Tsathoggua ツァトゥグア 
Dagon ダゴン 
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Ghatanothoa ガタノトーア 
          注 「九頭竜」についてはここでは論じない 

 
Cthulhu の日本語表記にはいかにも綴りとかけ離れているものがある。これについては後

述する。それ以外の名前については、ここまでで論じてきたような点を除くと、発音と表記に関

する問題はあまりない。この表にあげた英語名は異国風ではあるが、英語としてあまりに不自

然な文字連鎖はない。Nyarlathotep についてみると、ｙを「イ」とするか「アイ」とするか、r を
「ル」とするかどうか、th の部分をどう読むかといった点で表記の違いが出ている。これは（表に
あげなかったものも含めて）他の存在の名前の読み方についても当てはまる。 
地名ではあるが、R’lyeh は発音が難しい。『クトゥルー神話事典』は「ルルイエ」、「ラ・イラ

ー」、「ル・リエー」を挙げている。アポストロフィは音の区切りであろうと思われる。R の発音は

「ル」「ラ」ではなく、むしろ「ア・リェー」のように聞こえるのではないかと思うが、綴りを意識すると

ラ行の音を入れたくなる。カタカナにすると rと lの区別がつかなくなるのはやむを得ないところ
であろう。 
ただし、この表記は/r/と/l/の区別があることを前提としている。この区別や、th、f の存在、あ

るいは子音の連続や音節が子音で終わる点などは、英語話者にとっては当然に思えるのだろ

うが、日本語表記に変えるという作業をしてみると、自文化中心主義的なのが分かる。異世界

文化や人間以外の生物の思考様式をテーマにしたファンタジーやＳＦでも言語学（特に意味

論や統語論、ここで見るような音声学）に踏み込んだ作品は少ない。言語と文化に注目してい

る作品でも「サピア＝ウォーフ仮説」までで、物足りない思いをすることがある。 
ファンタジーや SF で、異界の言語を英語表記したとされている語の読み方について、どの

ような点が発音の揺らぎを生むか、前節までに論じた部分も含めて、簡単にまとめておく。 
 

・母音 例えば“a”は、「ア」「アー」「エイ」などに読むことが可能。 (日本人の名前でも、
“Aoki”(青木)が「エイオウキィ」、“Ozawa”(小澤)が「オザウェイ」と読まれることがある。 
・th /θ/か/ð/か決めかねることがある。また、翻訳では/t/に読むことがあるが、理由はよくわから
ないことが多い。 
・gh, dh, vhなど  “Ghatanothoa”は hの入らない “Gatanothoa”と発音が違うのか。違うと
すればどう変わるのか。 
・h 英語の単語には見かけないような連鎖に入ることがあり、その際の発音が不明。英語以外

の言語の英語表記において、ｈやアポストロフィ ’ を子音字の後において有気音を示すこと
がある。“Houyhnhnms”も参照。 
・アポストロフィ ’  音の区切りとして使うことが多いようだがよく分からないことが多い。上の項

参照。（IPA では放出音を示すが、それを意識しているものはほとんどないであろう。）

“R’lyeh”参照。 
・英語の子音連鎖の規則に合わない連鎖 例えば語頭に子音が 3 つ続くときは最初は/s/、二
番目は/p, t, k/のどれか、3番目は/l, r, j, w/のどれかとなる。語尾の場合、temptや lentは
あるが*teptm や*letn はない。(川越、89-91)こうした規則に反した連鎖のある語は、英語と
しては不自然で、異国的な雰囲気を生み出す。既に述べたように、“Cthulhu”や“Vril”の語
頭は非英語的であるが、カタカナにするとそれがはっきりしなくなる。 
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Ghatanothoa ガタノトーア 
          注 「九頭竜」についてはここでは論じない 

 
Cthulhu の日本語表記にはいかにも綴りとかけ離れているものがある。これについては後

述する。それ以外の名前については、ここまでで論じてきたような点を除くと、発音と表記に関

する問題はあまりない。この表にあげた英語名は異国風ではあるが、英語としてあまりに不自

然な文字連鎖はない。Nyarlathotep についてみると、ｙを「イ」とするか「アイ」とするか、r を
「ル」とするかどうか、th の部分をどう読むかといった点で表記の違いが出ている。これは（表に
あげなかったものも含めて）他の存在の名前の読み方についても当てはまる。 
地名ではあるが、R’lyeh は発音が難しい。『クトゥルー神話事典』は「ルルイエ」、「ラ・イラ

ー」、「ル・リエー」を挙げている。アポストロフィは音の区切りであろうと思われる。R の発音は

「ル」「ラ」ではなく、むしろ「ア・リェー」のように聞こえるのではないかと思うが、綴りを意識すると

ラ行の音を入れたくなる。カタカナにすると rと lの区別がつかなくなるのはやむを得ないところ
であろう。 
ただし、この表記は/r/と/l/の区別があることを前提としている。この区別や、th、f の存在、あ

るいは子音の連続や音節が子音で終わる点などは、英語話者にとっては当然に思えるのだろ

うが、日本語表記に変えるという作業をしてみると、自文化中心主義的なのが分かる。異世界

文化や人間以外の生物の思考様式をテーマにしたファンタジーやＳＦでも言語学（特に意味

論や統語論、ここで見るような音声学）に踏み込んだ作品は少ない。言語と文化に注目してい

る作品でも「サピア＝ウォーフ仮説」までで、物足りない思いをすることがある。 
ファンタジーや SF で、異界の言語を英語表記したとされている語の読み方について、どの

ような点が発音の揺らぎを生むか、前節までに論じた部分も含めて、簡単にまとめておく。 
 

・母音 例えば“a”は、「ア」「アー」「エイ」などに読むことが可能。 (日本人の名前でも、
“Aoki”(青木)が「エイオウキィ」、“Ozawa”(小澤)が「オザウェイ」と読まれることがある。 
・th /θ/か/ð/か決めかねることがある。また、翻訳では/t/に読むことがあるが、理由はよくわから
ないことが多い。 
・gh, dh, vhなど  “Ghatanothoa”は hの入らない “Gatanothoa”と発音が違うのか。違うと
すればどう変わるのか。 
・h 英語の単語には見かけないような連鎖に入ることがあり、その際の発音が不明。英語以外

の言語の英語表記において、ｈやアポストロフィ ’ を子音字の後において有気音を示すこと
がある。“Houyhnhnms”も参照。 
・アポストロフィ ’  音の区切りとして使うことが多いようだがよく分からないことが多い。上の項

参照。（IPA では放出音を示すが、それを意識しているものはほとんどないであろう。）

“R’lyeh”参照。 
・英語の子音連鎖の規則に合わない連鎖 例えば語頭に子音が 3 つ続くときは最初は/s/、二
番目は/p, t, k/のどれか、3番目は/l, r, j, w/のどれかとなる。語尾の場合、temptや lentは
あるが*teptm や*letn はない。(川越、89-91)こうした規則に反した連鎖のある語は、英語と
しては不自然で、異国的な雰囲気を生み出す。既に述べたように、“Cthulhu”や“Vril”の語
頭は非英語的であるが、カタカナにするとそれがはっきりしなくなる。 

 
Tsathoggua はクラーク・アシュトン・スミスが創作したもので、その親族には Cxaxukluth、

Ghisguth、Hziulquoigmnzhah、Ycnagnnisssz、Zstylzhemgniなどがいるとされる。これら
は意図的に非英語的で、また特定の異国風ではない、つまり非人類言語的な文字の連鎖を

試みていると思われる。 
この非英語的な名前が人類からの距離を示唆する。読者はとりあえず何らかの自分の読み

を決めて読むのであろうが、その時のためらいが「人ならざるもの」の不気味さを増強する。し

かし、例えば、“Hziulquoigmnzhah”を「フジウルクォイグムンズハー」と訳すと、翻訳者の苦
労は当然あったにせよ、発音可能で単一の読みが成立してしまう。 
また、驚きや躊躇は繰り返されるにつれて減少していく。その結果より新しい驚きを求めて異

質なものがさらに要求されるというインフレーションの恐れは常に存在している。 
 
表 3に見られるように、“Cthulhu”神話の中で、Cthulhuは特に読み方が多い。これは、作

者 Lovecraftによる発音の説明が問題にされたり、綴り通りに読むと違うといった見方があるか
らである。 
作品の本文中でも、この語は苦労して英語表記化したもの、かろうじて文字にしたものと繰り

返される。例えば、ウィルコックスは夢で聞いた“a voice that was not a voice”からなんとか音
にしてみる。 

 
he attempted to render by the almost unpronounceable jumble of letters, ‘Cthulhu 
fhtagn’ (143) 
 
The two sounds most frequently repeated are those rendered by the letters 
“Cthulhu” and “R’lyeh”. (144) 

 
また、ウェブ教授がグリーンランドで遭遇したカルトの儀式。 

 
and of this [rite] Professor Webb had taken a careful phonetic copy from an aged 
angekok or wizard-priest, expressing the sound in Roman letters as best he knew 
how. (149) 
 
ここで聞いた呪文はルイジアナで発見された謎の呪文と同じものだった。それは、

“Ph’nglui mglw’nafh Ctulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.”というもので、意味はほぼ “In 
his house at R’lyeh dead Cthulhu waits dreaming.”である。（150） 
荒俣は「Cthulhu—発音の謎」で諸説を紹介している。森瀬の「訳者解説」や Penguin 

Classics版の Joshiの注を合わせて Cthulhuがどう発音されるかを見てみる。 
Lovecraft の友人 Donald Wandrei は Lovecraft から聞いたとして “K-LÜTL- LÜTL”

だと書いている。荒俣は「ラヴクラフトらしい衒学者（ペダントリー）が気に入って」これを採用し、

「ク・リトル・リトル」と日本語表記した。その後、1936年のLovecraftの書簡から、この語は人間
の発声器官では言えないとしつつ「不鮮明なかたちのシラブルを、呻くように、吼えるように、あ
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るいは咳こむように、口蓋の上がわをしたにしっかりつけてCluh-luhと発音した時の音だろう」
と述べた説明が発見されたが、荒俣は“K-LÜTL- LÜTL”の TLは̥無声音だから、これと似た
発音となると認めながらも「Cthulhu が決して綴り通りの発音ではない

．．．．．．．．．．．．．．
(ラヴクラフトがそれを意

図しなかった)」とし、彼としては「ク・リトル・リトル」を選ぶと述べている。 
ここでは、Cthulhuを何と読むかと、日本語でどう表記するかが混乱している。TLが無声音

で云々というのは、この部分の音が「トル」という日本語の発音にはならないということであり、

「ク・リトル・リトル」と音訳しては彼自身が想像している発音とはかなり違ってしまうのではないだ

ろうか。 
Joshiは 1934 年の Lovecraft の手紙を引く。（森瀬もこれを引用している。）それによると、

この語は “absolutely non-human word”で、人間が完全に発音することはできないが、実
際の発音は “Khlûl’-hloo, with the first syllable pronounced gutturally and very 
thickly. The u is about like that in full; and the first syllable is not unlike klul in 
sound, hence the h represents the guttural thickness.” (395)である。 
なお、森瀬は、他の書簡にある “Cluh-huh”などを挙げながらも、「［ラヴクラフトが］書簡中

で説明しているのはあくまで「本来の神名」であって、エンジェル教授が便宜上使用した

「Cthulhu」という当て字の読みではないということは、どうも見落とされがちだ」（459）とも述べ
ている。 
大瀧は、『ネクロノミコン』はラテン語版しか残っていないとされており、ここに記せられた

Cthulhuはラテン語系であり、thはΘの音訳で「気息をともなう t音」だとしている。（147） 
人間でない存在の発する音声なのだから、英語であろうが何語であろうが、人間言語で完

全に再生できるはずがないのは当然である。しかし、Lovecraft の説明に振り回されるようにし
てさまざまな発音が生じてしまった。しかも、そこには、正しい発音はこの綴りを素直に読んだ

形ではないという考え方が出ているように思われる。 
“The Call of Cthulhu”だけを読む限りでは、“Cthulhu”の表記はウィルコックスが夢で聞

いた声を写し取ったものと、エンジェル教授の聞き取ったものである。別々の人間が非人間的

な声を文字にして同じ綴りになるのも変だし、それが『ネクロノミコン』などの古来の記録に載っ

た表記と同じというのもさらに奇妙ではあるが、そこは置いておくしかないであろう。（ポーの「モ

ルグ街の殺人」参照。） 
できる限り正確に写したというのであれば、その綴りをそのままに読むほうがいいのではない

かという考え方はある。また、この作品だけを読む読者にとっては上に挙げたような各種の発

音に関する注はないのだから見たとおりに読むのが普通ではないだろうか。Wikipedia 英語

版では “Cthulhu (/kəˈθuːluː/ kə-THOO-loo) is a fictional cosmic entity created by 
writer H. P. Lovecraft . . . “と書かれている。このままならほぼ「クスールー」となる。（多分こ
れでは「重み」がないのだろう。） 
ここで重要なのは、Cth-が/kθ-/でなく、/kəˈθuːluː/となっていることで、Cth-がそのままで

は英語的な発音ではないということである。これまでに見た解説などでもこの点はあまり論じら

れていない。（cth や kth で始まる単語は英語にはほとんどない。chthonian（（神や霊が）地
下にすむ 語源はギリシア語 chthónios）はあるが、発音は/θóuniən/。） 

Cthulhu についても、すでに述べてきたように、どのように日本語表記をしても原語の持っ
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るいは咳こむように、口蓋の上がわをしたにしっかりつけてCluh-luhと発音した時の音だろう」
と述べた説明が発見されたが、荒俣は“K-LÜTL- LÜTL”の TLは̥無声音だから、これと似た
発音となると認めながらも「Cthulhu が決して綴り通りの発音ではない

．．．．．．．．．．．．．．
(ラヴクラフトがそれを意

図しなかった)」とし、彼としては「ク・リトル・リトル」を選ぶと述べている。 
ここでは、Cthulhuを何と読むかと、日本語でどう表記するかが混乱している。TLが無声音
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「ク・リトル・リトル」と音訳しては彼自身が想像している発音とはかなり違ってしまうのではないだ

ろうか。 
Joshiは 1934 年の Lovecraft の手紙を引く。（森瀬もこれを引用している。）それによると、

この語は “absolutely non-human word”で、人間が完全に発音することはできないが、実
際の発音は “Khlûl’-hloo, with the first syllable pronounced gutturally and very 
thickly. The u is about like that in full; and the first syllable is not unlike klul in 
sound, hence the h represents the guttural thickness.” (395)である。 
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ている。 
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てさまざまな発音が生じてしまった。しかも、そこには、正しい発音はこの綴りを素直に読んだ

形ではないという考え方が出ているように思われる。 
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版では “Cthulhu (/kəˈθuːluː/ kə-THOO-loo) is a fictional cosmic entity created by 
writer H. P. Lovecraft . . . “と書かれている。このままならほぼ「クスールー」となる。（多分こ
れでは「重み」がないのだろう。） 
ここで重要なのは、Cth-が/kθ-/でなく、/kəˈθuːluː/となっていることで、Cth-がそのままで

は英語的な発音ではないということである。これまでに見た解説などでもこの点はあまり論じら

れていない。（cth や kth で始まる単語は英語にはほとんどない。chthonian（（神や霊が）地
下にすむ 語源はギリシア語 chthónios）はあるが、発音は/θóuniən/。） 

Cthulhu についても、すでに述べてきたように、どのように日本語表記をしても原語の持っ

ていた異質性や不安感はだいぶ消えてしまうように思われる。 
 
４．『来るべき種族』と“Vril” 
 
始めに述べたように、“vril”は作品中で重要な意味を持つ謎の力を指す。Vril: The Power 

of the Coming Raceのように書名にしている版も存在する。 
“Vril”を書名とした本でない場合で、裏カバーなどからの予備知識が無ければ、この語は

第７章で最初に現れる。地下世界で不思議な種族と出会い、混乱して失神した語り手が、目を

覚ましてその家の主人と娘と会話をする場面である。娘のズィーが「ヴリル」という言葉を使う。 
 
〈ヴリル Vril〉を正しく使えば、その一振りで、異国の人から聞いたことの記憶さえも頭の中
の書字盤から消し去ってしまうことができるでしょう？（43） 

 
ここで筆者は「ヴリル Vril は慣例に従い〈ヴリル〉と表記した。発音については訳註 30 を参

照されたい」と注を付けた。(訳注 11 240) 本文中に英語で“Vril”を付け加えたのは〈ヴリル〉
という日本語の原語を示すためである。この単語はオカルト的な書物などによく出てくる単語で

あり、翻訳が出版される以前から、日本では「ヴリル」や「ブリル」という訳語が一般的に使われ

ている。 
単語だけをみれば、“vril”の英語発音は/vríl/であろうし、それをカタカナで「ヴリル」と表記

することも自然に思われる。v を「ヴ」で置き換えることも、ｒ と ｌ を共にラ行であらわすことも一
般的に行われている。ただし、日本語ではカタカナ1文字が1音であり、「ヴァ、ヴィ、ヴ、ヴェ、
ヴォ」と並べるとわかるように、「ヴ」だけの場合には 1 文字で/vu/と読まれる。また、「ヴ」とあっ
ても「ブ」と発音されていることもある。それ故、「ヴリル」というカタカナは /vuríru/あるいは
/buríru/と発音されているかもしれないし、アクセントが最初に置かれて/vúriru, búriru/となる
可能性もあるが、それでも“vril”をカタカナで表記するとしたら「ヴリル」となるだろう。 
英語では vr-で始まる単語はほとんどない。外国の人名、地名や、外国語がそのまま使われ

た語(例えば“vrou”：南アフリカで、オランダ人の妻を指す。オランダ語から入った語)などを除
くと、飛行機のきりもみを指す“vrille”(フランス語から)やエンジン音を示す擬音語 “vroom”く
らいである。つまり、英語話者にとってはあまり見かけない、口になじまない、違和感を与える

言葉であり、地底に住む人々や社会の異質性を示唆している。 
日本語でヴで始まる語はほとんどが外来語であるので、「ヴリル」もその点では違和感を多

少持つかもしれないが、「ヴ」で始まる語自体はよくある。また、「ヴリル」という表記もあまり困難

なく発音できそうに思われる。 
 
ただし、“vril”の問題点はむしろ別のところにある。先にあげた注 10で注 30を参照するよう

に書いたのは、後者に地下世界の住人の言語についての説明があるからである。語り手は彼

らの言語についてかなり詳しく説明しているのだが、よく読むと単語と発音の関係はどうもおか

しい。 
第 10章では、Ana と An という語が説明されている。それぞれ英語のmen とmanに対応

するが、発音は「アーナ」と「アーン」であると書かれている。つまり、「アーナ」という音を持つ単
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語があり、それを英語のアルファベットで Ana と表記したが、それだけでは不十分かもしれな

いので「口を大きく開けてアーナと発音される」と補足しているということである。注 30 のある第
12 章でも音と意味について述べている。幾つかの語については、彼らの使う単語の音をアル

ファベットで表記しているようである。 
ところが、“Vril”に関しては少し違っている。まず〈至高の存在〉はピラミッドを表す“Λ”で象

徴されると述べ、「逆転したピラミッドを象徴する文字 V は、語頭に置かれた場合には、すでに

何度も述べた Vril のように、ほとんど常に優越性とか力を示している」(74)と書かれている。だ
とすると、作品中で“Vril”と英語表記されている単語はいったい何なのだろうか。Λ も V もここ

ではその形をした記号であり、その音は不明である。 “-ril”の部分が/-ril/という音を表すアル
ファベット表記であるとすると、“Vril”は記号と音を組み合わせたものになってしまう。本文を読
む限りではこの語は音を表しているとは言えない、発音できない言葉なのである。 
読者は後の部分で出てくる単語の説明なしにまず vril という言葉を本文中に読むわけで、

見かけない単語だと思いつつも/vríl/と思って読んでいくのではないだろうか。そして、多くの
読者は、第 12章での説明を読んでもあまり気に留めず、この語をそのまま/vríl/と思っている。
日本語表記にした人たちもそう思って「ヴリル」と書き、日本語ではこの時発音も決定している。 
マックス・ミュラーに献辞を書き、本文中でも地下世界住人の言語についてかなり詳しく解説

している作者が Vril については発音の説明がないことに気づいていなかったとは思われない。
発音できないとは、真の名を明かされていないということでもある。 
〈至高の存在〉は外部のものにその名を示すことが許されていない。それを表す“Λ”もピラミ

ッドを象徴しているが、読み方は分からない。V も同じなのかもしれない。『来るべき種族』では

「ヴリル」について大いに述べながら実はその本当の発音は示されていない。 
読み方が分からないことについて、筆者は訳注で語り手の説明が混乱しているということか

もしれないと書いたが、実は語り手の、あるいは著者の何らかの意図がそこにあったのかもしれ

ない――と言うといかにもオカルト小説的ではある。 
とはいえ、ブルワー＝リットン自身も多分この単語は/vríl/と発音していたであろう。何らかの

音をあてずに書いていたとは思われない。  
“Vril”は作品を離れて、超自然的な、あるいはオカルト的な力全般を指す言葉となっている

面がある。そういった力をまとめて扱うのに使い勝手の良い便利な言葉なのだろうが、それが

実は発音不明で、つまり名前を与えて管理・支配しようという言葉の企みを裏切っているのは

皮肉であり、ブルワー＝リットンのちょっとした仕掛けなのかもしれない。 
 
 
 
参考文献 
Bulwer=Lytton, Edward. The Coming Race (1871). Edited with an Introduction by 

David Seed. Wesleyan UP, 2005. 
Burroughs, Edgar Rice. A Princess of Mars (1917). Penguin Classics. 2007. 
Dunsany, Lord. The Gods of Pegāna (1905). Wildside Press. 
Lovecraft, H. P. The Call of Cthulhu and Other Weird Stories. 
Swift, Jonathan. Gulliver’s Travels (1726). Penguin Classics. 2003. 
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研究ノート 

医療通訳研究のための覚書1 
 

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻  
糸魚川美樹  

 
1. はじめに  
これまで、地域の外国籍住民支援という目的で、必要だと思う個人や団体、自治

体が事業を立ち上げ運営してきたのが日本の医療通訳の特徴であった（糸魚川

2017）。ここ数年、「医療の国際展開」 2、「外国人患者受け入れ医療機関認証制

度」3など国の施策に「医療通訳」が登場するようになった。2014 年には厚生労働省
により「医療通訳カリキュラム基準」および医療通訳のテキスト（多文化共生きょうと、

2017年改定）が発表された4。外国人患者受け入れ医療機関認証制度における医

療通訳拠点病院の認証が 2015年に開始され5、2018年には自民党「訪日外国人
に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」が設置された 6。さらに、

政策的な動きだけでなく、この間の 2016 年 12 月に全国医療通訳者協会 (通称
NAMI)が設立され7、全国の医療通訳者や関連事業団体の横のつながりや交流、

通訳者の視点からの実態調査などがすすんだ。 
国の政策に登場する「医療通訳」の対象は住民ではなく訪日外国人であることは

政策名からも想像できる。一方、2019 年 4 月から導入されるあらたな在留資格によ
る外国籍労働者の増加を考えても住民対応の医療通訳の制度化は大きな課題と

なっていくであろう。実際、これらの動きをうけて 2019 年１月に日本医師会によって

第１回「医療通訳団体等連絡協議会」が開催されている8。また、2019 年度中に国

際臨床医学会による医療通訳士認証制度が開始される予定である9。さらに、一部

の医学系大学院において医療通訳者の養成が開始されていることからも、医療通

訳の専門化、職業化が今後すすんでいくと予想される。大学が医療通訳の専門家

                                            
1 本稿で使用したデータの一部は第 回多言語社会研究会（東京例会）社会言語学の

課題としての医療通訳研究 年 月 日、女子美術大学）で発表している。  
2https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusa
i/index.html 
3 http://jmip.jme.or.jp/  
4 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html  
5 外国籍者が集住している地域の医療機関は 年代からすでに医療通訳者を配置し

ており、「いまさら」「いまごろ」というとらえ方もあるだろう。拠点病院への医療通訳の配置は、

患者を「開業医に戻すことができない」という大きな課題を残している 井田 ： 。
6https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/kokusaitenkai/gaikokujin_wg_
dai1/gijisidai.html 
7 https://national-association-mi.jimdo.com/ 
8 http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20190116_1.pdf  
9 http://kokusairinshouigaku.jp 
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の育成を担っていく場となる可能性は充分に考えられる。そこで、本稿は医療通訳

をめぐる今後の医療通訳研究の課題を考える。 
 
2. 医療通訳教育研究概観  
2.1 大学における医療通訳教育  
 現在医療通訳者養成の講座を開いている大学は 3 大学で全て医学部を持つ大

学である。つぎの 3 大学で 4 講座になる。  
• 大阪大学医療通訳養成コース（同大学大学院医学系研究科ほか主催） 
• 国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻国際医療マネジメント分野

（１年） 
• 同大学院同分野主催医療通訳講座  
• 藤田医科大学大学院保健学研究科保健学専攻医療通訳分野  

  
これからの講座は厚労省の医療通訳カリキュラム基準に準ずる内容となっている。

医療通訳には基本的な医療知識が必要であると考えられており、医療通訳実践の

場に医療従事者の存在が不可欠である。また、医療通訳者になるためには現場実

習が不可欠である。附属病院をもつ大学にはそれだけでメリットとなる10。 
医療通訳に関係のある講座や授業は文系の学部でも実践されてきた。たとえば、

旧大阪外国語大学大学院通訳翻訳学専修コースには「医療通訳翻訳の実務論」

という授業があった（堀 2006）。 愛知県立大学では外国語学部を中心に医療分

野ポルトガル語スペイン語講座を 2007 年度より開講している（糸魚川 2017）。 
以下でみるように、医療通訳の関連学問が多岐にわたるため、分野横断的な連

携が必要である。とくに社会言語学のように、ことばと社会のかかわりを扱い、異言

語間コミュニケーションを対象とした研究の蓄積がある分野との連携が求められる。  
 
2.2 医療通訳研究  
学術情報データベース CiNii を使用し検索ワードとして「医療通訳」を入力して検
索した。2018 年 12 月現在の検索結果は 182 件であった。重複して登録されてい
る文献を除くと 176 件となった11。これを年代別に分類すると表１12の結果になる。

2003 年がもっとも古い13。2018 年発行については今後も追加されると考えられ暫

定的な結果ではある。現時点で 2017 年発行件数がもっとも多く 25 件（全体の 14
パーセント）である。 
発行媒体の分野で分類したのが表 2である。掲載誌を分野別で分類すると、医療、
看護、保健、医療事務を含めた「保健医療」が 95(全体の約 54%)で過半数を占め
た。「紀要等」に分類した大学発行雑誌においても、医療系学部が発行元となって

                                            
10 病院や医師との連携、医療通訳が必要なケースが十分かなどの課題は残る。  
11 医中誌 web での同様の検索結果は 280 件（重複未確認）あった。ここには学会大会研
究発表抄録集等も含まれる。  
12 表は文末に資料としてまとめた。  
13 医中誌 web に登録されているもっとも古い論考の発行年は 2002 年であった。  
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いるものがある。医療通訳がかたられる場というのは、医療関係の分野が多いことが

わかる。  
テーマに注目すると、次のようなキーワードや内容が目立つ。  
医療通訳の：必要性、重要性、役割、システム構築、事例研究（医療通訳導入

による改善例）、実態調査（通訳利用、「外国人診療」、通訳業務）、諸外国の

システム紹介、医療通訳教育、医療英語教育、遠隔通訳、機械翻訳  
参考までに、「医療通訳、現状、課題」で検索すると 17 件、「医療通訳、課題」で

は 40 件という結果であった。この結果は、日本の医療通訳の現状と同時に医療通
訳研究の現状をものがたっていると言えるかもしれない14。 
論者にはつぎのような職種があげられる15。 
医療関係者（医師、看護師、ソーシャルワーカー、保健師、医事課職員）、医

療通訳者、事業者、行政職員、医療系研究者、通訳研究者、医療英語研究

教育者、IT 研究者  
なお、科学研究費助成事業データベースで「医療通訳」を検索すると 61件、厚生
労働科学研究成果データベースでは 16 件の研究が確認できる(2018 年 12 月現
在 )。 
 
2.3 分野横断的な研究の必要性  
医療現場には外国人患者や医療通訳介入事例についてのデータの蓄積がない

といわれる。日本の医療機関では、日本国籍で日本語を話し健康保険保持者とい

うのが一般的な患者像であった。以前はカルテや問診票にも患者の国籍や使用言

語、通訳の有無などを記入する欄がなかった。「外国人患者の受け入れ」や医療通

訳利用などの調査が実施されるようになったのは最近のことである。調査は実態把

握や今後の改善のために不可欠であるが、関係する多分野の専門家が分野横断

的な視点で関わる必要がある。結論の導き方の例をあげる。ある言語について通訳

利用数が多いことと実際のニーズは一致していない。利用の多さからわかるのはそ

のときの対応通訳言語の利用数であって、必要な（養成すべき）通訳言語を示して

いるわけではない。英語での利用数が多くなるのは、多くの医療機関で英語の通訳

者しかいない、または多くの医療通訳派遣団体で英語通訳を派遣できるからである。

他に選択肢がないために英語通訳者を派遣したところ患者はまったく英語を理解し

なかったという例がある16。ニーズを知るには、各患者が何語の通訳を希望するかを

問いそれをデータとして残す必要がある(糸魚川  2018)。 
                                            
14 日本の医療通訳のあり方について「この 10 年堂どう巡りですすんでいない」（井
田健  研究発表「地域中核病院における医療通訳さんの重要性」2018 年 12 月 8 日
国際臨床医学会学術集会より）という発言からわかるように、同じような現状と

課題が繰り返し議論されている。  
15 もっとも多い論者では共同執筆も含め 17 件であった。  
16 英語通訳利用の増加に関する分析には注意が必要である。英語しか選択肢しか
なかった、同行した家族が英語を理解するからなどの理由で英語が選択されるこ

とがある。後者ではアドホック通訳と同じ問題が隠れていることがある (森田
2017)。これについては別稿を予定している。  
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より有効な医療通訳実践にしていくためには、患者が何語の通訳を希望し実際何

語の通訳者が派遣されたかなどのデータを蓄積し分析することが求められる。そのた

めには社会言語学的知識をもった医療コーディネーターが必要である。医療通訳

を派遣する側にも派遣依頼内容の不備に気づける能力を持つコーディネーターの

配置が求められる。ポルトガル語通訳の派遣が可能な状況でブラジル人患者に英

語通訳を派遣した 2 件の事例についてきいたことがある。そのうち 1 件は医療機関
側の確認ミスによるものであった。もう 1 件は患者側からの希望であった17。 
 
3. 医療通訳とはなにか 
「医療通訳の現状と課題」は、CiNii に登録されている論文テーマの 10%を占め
ている。医療通訳の職業化、制度化、報酬や負担の問題が多い。一方、医療通訳

とはなにか、なぜ必要かという基本的な問いに対し、統一した定義や理念がなく、さ

らにこれに関する研究は少ないという現状もある18。医療通訳の議論が「堂どうめぐり」

になっている原因の一つであると考える。本節では、医療通訳の定義と医療通訳者

の役割を議論するための課題を検討する。 
 
3.1 医療通訳の定義その 1：「どんな通訳か」  
医療通訳を定義する際、「医療通訳はどんな通訳か」という問いにこたえる形でか

たられることがある。そこでは、コミュニティ通訳の一分野として定義されていることが

一般的である。医療通訳およびコミュニティ通訳とはどんな通訳かというかたりをここ

ではとりあげている。  
 
① 「医療保健分野を中心に活動する通訳で、『コミュニティ通訳』に分類」  
② 「公的サービスである医療・保健分野において医療従事者と患者に対して通

訳を行うことであり、両者は異なる背景、見識を持っており、力関係や知識は同

等ではないが、通訳者がその間に入ることで両者はコミュニケーションをとること

ができる」  
(多文化共生きょうと 2017: 28) 

③ コミュニティ通訳の下位カテゴリー「在住外国人の生活に密着した場面におけ

る通訳」（水野 2008: 15） 
④ 「在住外国人やコミュニケーション障害者の生活に密着した場面の通訳」（飯

田 2018: i）19 
                                            
17 たとえば、個人情報を同郷者に知られたくない、同郷者を信頼できず日本人通
訳者を希望するなどの事例がある。  
18 2017 年度厚労科研「医療通訳認証の実用化に関する研究」では、「医療通訳」および
「医療通訳者」の定義に関する研究成果が含まれている（田畑 2018） 
19 飯田 (2018)の「聴覚障害者もその国の言葉を介さない（ママ）外国人や移民もまったく
同じ立場にあり」(同 : 159)という記述から、ここでいう「コミュニケーション障害者」とは「聴覚
障害者」を指すと考えられる。そうであるとすれば、「その国の言葉を介さない（ママ）外国人

や移民」も「コミュニケーション障害者」となる。そもそも聴覚障害者も（日本語運用能力が充

分でない）外国人も通訳が介入することで他者とのコミュニケーションが成立すると考えると、

⑤ 「外交やビジネス分野などのフォーマルな場に対して、外国人の地域生活に根

ざした分野のインフォーマルな場の通訳」という定義が「一般的」 (飯田
2018:12) 

⑥ 「人の生活の最もプライベートな部分に踏み込む」通訳（ヘイル 2014：35） 
 
この定義では通訳が実践される分野、利用者の背景、さらには利用者間の知識

の差、力関係、にも言及されている。特徴として、会議通訳と比較されている点があ

げられる(水野  2005, 多文化共生きょうと 2017, 飯田 2018)。このことから、私的
性やインフォーマルさ、通訳者が受け取る報酬の低さも述べられている。 
これらの説明において、「在住外国人」、「外国人の地域生活」という表現を用いて

いることから、ここでいうコミュニティ通訳および医療通訳は外国籍住民が対象であ

ることがわかる。では、訪日外国人に対応する医療保健分野での通訳は、医療通

訳なのか、コミュニティ通訳に含まれるのか、という疑問が生まれる。たとえば、旅行

中にケガや病気になるケース、富裕層が日本の医療に期待して治療を受けるケー

ス、自分の国で治療ができず治療のために来日するケース、観光もかねて人間ドッ

クなどを受けるケースなど、おそらくさまざまなケースが想定される。患者が富裕層で

ある場合、医療者との力関係は必ずしも弱者対強者の関係とは限らないことは想像

できる。自治体によっては患者が訪日外国人であるケースを医療通訳の派遣の対

象としていない。医療通訳には、コミュニティ通訳に含まれるものと含まれないものが

あるというとらえかたを打ち出すのか、医療観光への対応は「医療通訳」とは別の業

務内容が含まれると考えるのかなど課題がみえてくる。  
 
3.2 医療通訳の定義その 2：利用者にとって何かという視点（サービス？支援？権
利？）  
一方、利用者である患者（および医療従事者）にとって医療通訳とは何かという視

点から医療通訳が定義されることがある。これは、医療通訳がサービスなのか、支援

なのか、保障されるべき権利なのかという議論に発展していく。  
⑦ 「医療通訳士は、すべての人々がことばや文化の違いを越えて、必要とされる

医療サービスを受けられるようにコミュニケーションの支援を行う専門職」 (医療
通訳士協議会倫理規定 )20 

⑧ 「患者等と医療従事者がお互いを理解しあい、健康と福祉の促進のために必

要な信頼関係の構築に寄与することを使命とする」（李  2018: iii） 
⑨ 「日本語が不自由な在日外国人にとって、『医療通訳』は欠くことのできない

『社会資源』です。 —中略— すべての人が医療を受けることができる権利、

『人権保障』でもあります」（李  2018: 36-37） 
⑩ 「日本語が母語でない、もしくは日本語でのコミュニケーションに制限がある患

者等に対して、日本語での医療・保健を安全かつ安心して提供するために、

                                                                                                                                
「コミュニケーション障害」とは何をさすのか、という問いも成り立つ。 
20 http://www.jami-net.jp/htdocs//index.php?page_id=17 
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⑤ 「外交やビジネス分野などのフォーマルな場に対して、外国人の地域生活に根

ざした分野のインフォーマルな場の通訳」という定義が「一般的」 (飯田
2018:12) 

⑥ 「人の生活の最もプライベートな部分に踏み込む」通訳（ヘイル 2014：35） 
 
この定義では通訳が実践される分野、利用者の背景、さらには利用者間の知識

の差、力関係、にも言及されている。特徴として、会議通訳と比較されている点があ

げられる(水野  2005, 多文化共生きょうと 2017, 飯田 2018)。このことから、私的
性やインフォーマルさ、通訳者が受け取る報酬の低さも述べられている。 
これらの説明において、「在住外国人」、「外国人の地域生活」という表現を用いて

いることから、ここでいうコミュニティ通訳および医療通訳は外国籍住民が対象であ

ることがわかる。では、訪日外国人に対応する医療保健分野での通訳は、医療通

訳なのか、コミュニティ通訳に含まれるのか、という疑問が生まれる。たとえば、旅行

中にケガや病気になるケース、富裕層が日本の医療に期待して治療を受けるケー

ス、自分の国で治療ができず治療のために来日するケース、観光もかねて人間ドッ

クなどを受けるケースなど、おそらくさまざまなケースが想定される。患者が富裕層で

ある場合、医療者との力関係は必ずしも弱者対強者の関係とは限らないことは想像

できる。自治体によっては患者が訪日外国人であるケースを医療通訳の派遣の対

象としていない。医療通訳には、コミュニティ通訳に含まれるものと含まれないものが

あるというとらえかたを打ち出すのか、医療観光への対応は「医療通訳」とは別の業

務内容が含まれると考えるのかなど課題がみえてくる。  
 
3.2 医療通訳の定義その 2：利用者にとって何かという視点（サービス？支援？権
利？）  
一方、利用者である患者（および医療従事者）にとって医療通訳とは何かという視

点から医療通訳が定義されることがある。これは、医療通訳がサービスなのか、支援

なのか、保障されるべき権利なのかという議論に発展していく。  
⑦ 「医療通訳士は、すべての人々がことばや文化の違いを越えて、必要とされる

医療サービスを受けられるようにコミュニケーションの支援を行う専門職」 (医療
通訳士協議会倫理規定 )20 

⑧ 「患者等と医療従事者がお互いを理解しあい、健康と福祉の促進のために必

要な信頼関係の構築に寄与することを使命とする」（李  2018: iii） 
⑨ 「日本語が不自由な在日外国人にとって、『医療通訳』は欠くことのできない

『社会資源』です。 —中略— すべての人が医療を受けることができる権利、

『人権保障』でもあります」（李  2018: 36-37） 
⑩ 「日本語が母語でない、もしくは日本語でのコミュニケーションに制限がある患

者等に対して、日本語での医療・保健を安全かつ安心して提供するために、

                                                                                                                                
「コミュニケーション障害」とは何をさすのか、という問いも成り立つ。 
20 http://www.jami-net.jp/htdocs//index.php?page_id=17 
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通訳技能 と医学知識 を用いて相互理解 を支援する専門職である」 （田 畑  
2018: 12) 

⑪ 「患者およびその家族に対して、意志を表示する／情報をえる／コミュニケーシ

ョンをとる権利を保障すること」（糸魚川  2018） 
⑫ 「医療通訳は患者へのサービスである一方で、医療スタッフをトラブルや訴訟か

ら守る効果があります」21 
患者（一方の利用者）を「外国人」に限定しているのは⑨のみである。そもそも日本

語運用能力の有無が問われるべきで国籍は問題ではないはずである22。 
ここにあげられる記述のように利用者にとって何かという問いは社会にとって医療

通訳とは何か、なぜ必要かという問いをたてることである。医療通訳は権利なのか、

支援なのか、それともサービスなのか、この点はおそらく十分議論と共有がされてい

ないだろう。サービスという語自体もあいまいである。このような定義のあいまいさは、

医療通訳がどうあるべきかの議論に大きく影響する。定義や理念の統一がはかられ

ないために解決されない問題が多くあるという考え方もできる。ただし、医療通訳とは

なにか、を問うことと現状とはべつである。現状では「権利＝保障されるべきもの」に

はなっていないからといって権利としての医療通訳を否定するのではなく、めざすべ

き医療通訳のあり方を共有し目標に少しずつ近づけることが重要である。  
患者にとって何か、という議論はもう一方の利用者である医療者にとって何かとい

う問いにもつながる。通訳が介入しなければ患者とのコミュニケーションが成立せず

医療者は職務をまっとうできないと考えれば、医療者にとっても医療通訳は必要不

可欠である。しかしながら、実際には、日本語の運用能力が不十分な患者に対し、

日本語がわかる知人を連れてくるように患者に言ったり、「日本語が話せない外国

人の診療を受け入れ」ない例も存在している（濱井ほか 2017: 675）23。医療通訳介

入の有意性が示されるような客観的なデータと分析が求められる。  
なお、コミュニティ通訳や医療通訳の定義や理念が統一されていないのは日本だ

けではないようだ。コミュニティ通訳についてオーストラリアのサンドラ・ヘイル  (2014)
は、「世界のどこにもこの業務に対する一貫した基準はなく、適切な訓練に関する要

件もない」、「この業界がばらばらで、体系化されていない」（ヘイル  2014: 36-37）と
述べている。 
 
3.3 医療通訳者の役割と現場  

                                            
21 東京医科歯科大学附属病院スタッフの発言、「『余命 3 ヶ月』を友人が誤訳・・・日本医
療の外国人患者対応に壁」AERA.dot. 2019.01.17 
22 医療通訳の配置について患者の国籍は問われるべきではない。ただし、患者の
国籍と希望言語、利用通訳言語はデータとして残す必要がある。  
23 日本医師会が設置した「医療通訳団体等連絡協議会」の第１回開催において AMDA
日本国際医療センターからの報告にも「言葉が通じないという理由で受診を断られることが

普通に起きている」と報告されている（「アクセスの確保、通訳の質、コストが課題 −日医『医
療通訳者団体等連絡協議会』日本医事新報 2019 年 1 月 23 日付け） 
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=11637  
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医療通訳者とはなにをする人たちなのか。3.2 で紹介した定義からもわかるとおり、
⑦から⑩の医療通訳に関する記述は、医療通訳者の役割にも言及している。李

(2018: 36-37)は⑨と同じ箇所において、「いつでも、どこでも、誰でも利用できるよう
に常に配置する必要があります。時には『車椅子』のような役割を担います。時には、

命を救う『ライフライン』 にもなります」と明快に述べる。  
ここではさらに具体的に、医療通訳の利用者と医療通訳が活動する場、業務内

容についてもみていく。  
 
利用者：患者とその家族、医療者／看護師／医療事務職員／ソーシャルワーカ

ー／行政職員／保健師／支援者、日本語を話さない医師 (甲斐ほか 2012) 
現場：医療現場、保健所、新生児訪問、在宅医療、介護現場、学校（健康診断

など）、健康相談会 24・・・ 
 
医療通訳の利用者には患者とその家族がいちばんにあげられるだろう。ただし前

述したように医療従事者も通訳の恩恵を受けている 25。「現場」は、医療機関は当

然のこと、医療従事者が関わる場／空間において、コミュニケーション参加者に共

通の使用言語がない場合には医療通訳が利用されなければならない。たとえば、退

院前カンファレンスには多職種が集まることが一般的で、上記のような多様な職種の

人が通訳利用者となる。「支援者」とは、DVや虐待などの被害者が患者である場合
に民間の支援団体が関わっていることがありその関係者をここでは指す。医療通訳

には広い分野の知識が求められる。医療通訳の利用者と現場についての研究は、

医療通訳養成のカリキュラム開発につながる。  
 
3.4 医療通訳者の立場  
医療通訳は、雇用主などによって業務内容や（抽象的な意味での）立ち位置が異

なるのか、という問いは大きな課題である。 
自治体や国際交流協会などによる養成派遣は地域住民支援の性質が強く、「中

立であること」をもとめられながらも患者に「よりそうこと」を心がける通訳者もいるだろ

う。一方、「医療通訳は医療チームの一員」という考え方を肯定的に受け取る通訳

者もいれば、中立性が保たれないことを理由に医療チームの一員であるべきではな

いという考え方もあるだろう。厚労省が発表した「医療通訳」（多文化共生センターき

ょうと 2017: 106）は、医療通訳の「中立・公平」についてつぎのように述べている。  
 

「医療通訳者は自身の信条や価値観、嗜好、偏見などを交えず、常に中立、

公平、客観的な姿勢を保ち、誠実に業務に当たること」  

                                            
24 場合によっては、DV 被害者シェルターや児童相談所も対象になるかもしれない。たとえ

ば熊本市のように国際交流協会などによる医療通訳者養成派遣事業では、医療機関以

外に行政の必要な部局につなぐ役割も担っている場合がある。筆者は DV 被害者シェルタ

ーで通訳をしており被害者の健康診断に同行し通訳をおこなった経験がある。  
25 このことから、医療通訳利用料を医療機関も負担すべきだという考え方がある。  
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「中立、公平とは、偏らず、すべての利用者を同じように扱うこと。どのような時で

も、個人的な利益や感情に流されることなく、客観的に判断、行動できなければ

なりません 
 
そのような中立性を保つことが可能かという疑問と、それが必要なのかという疑問が

うまれる。正確性についても同様である。「忠実性と正確性」とは、「原発言の言語的

な内容を正確に理解して、反映した訳出をすること」と「意図や文化的文脈を正確

に捉えた訳出をすること」(多文化共生センター 2017: 103)とある。これらのことが医
療通訳に必要な資質（能力）であるとするならば、最終的には機械翻訳による通訳

が理想の通訳であるという結論にいたるのではないか。この点に医療通訳研究はど

うこたえていくのか26。 
 
4. おわりに  
医療通訳が介入するコミュニケーションは、異なる言語を母語とする参加者による

コミュニケーションであること、また参加者の力関係、知識量に差があるなど、情報弱

者が参加する空間でもある。このようなコミュニケーションを考える際には社会言語学

の理論が有効である。「情報のユニバーサルデザイン化」 (かどや  2012)、「障害学
的言語権論」(木村  2015)、「ことばのバリアフリー」（あべ  2015）は、医療通訳が権
利であることを主張すること、またこれまでの住民に対する医療通訳実践を理論化

することに役立つ27。 
 教育研究機関である大学が医療通訳者を養成する場となることは、医療通訳研
究の広がりや深化につながる。15 年以上の実践から研究課題を精査し、どのような

データを今後蓄積する必要があるかを領域横断的に検討していくことが重要であ

る。 
 
参考文献  
あべ・やすし(2015)『ことばのバリアフリー』生活書院  
飯田奈美子 (2018)『対人援助における通訳者の倫理−公平なコミュニケーションに

向けて−』晃洋書房  
井田健 (2015)「なぜ医療機関で医療通訳士の雇用が進まないのか？」『日本渡航

医学会誌』 vol.9/ No.1 64-68 
糸魚川美樹（2017）「日本の医療通訳養成の現状の研究」（厚生労働行政推進調

査事業補助金地域医療基盤開発推進事業「医療通訳のあり方に関する

研究」報告書 , 55-66 
糸魚川美樹 (2018)「医療通訳認定制度実用化に向けた経過措置と登録管理に

ついて」（厚労省科研「医療通訳認証の実用化に関する研究」2017年度
                                            
26 当然、人間か機械翻訳か、の二者択一の問題ではなく、利用者が選択できればよい。  
27  これまで医療通訳研究に社会言語学の考え方や理論が参照されることはまれであった。
これは社会言語学からの通訳へのアプローチが弱かったことにも起因する。その意味で高

橋他 (2018)は画期的である。  
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「特集 2 外国人対応と医療通訳 （後編）」「医療現場でいかに翻訳機を活用する

か？」『医事業務』2018 年６月 1 日号  
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資料  
  
 
 
 

発行年  件数  

2003 1 

2004 3 

2005 7 

2006 7 

2007 11 

2008 4 

2009 10 

2010 9 

2011 12 

2012 11 

2013 10 

2014 21 

2015 16 

2016 10 

2017 25 

2018 19 

計  176 
表 1. 年別論考数  

掲載誌分

野  件数  
保健医療  95 
紀要等  27 
行政  18 
通訳  9 
情報  6 
ボランティア 6 
その他  5 
移民政策  3 
公衆衛生  2 
運動  1 
教育  1 
言語  1 
人類学  1 
団体  1 
合計  176 
表 2. 掲載誌分野別  
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研究ノート 

結核患者に対応する医療通訳者の現状と課題 
～医療通訳者の健康も守るために～ 

 
通訳翻訳研究所 

(研究員) 金 千佳 
 
1. はじめに 
 
かつては「亡国病」と恐れられた結核1は、戦後その罹患率は減少して来ており、現在の日

本においては「過去の病気」だという印象を持つ者も少なくないだろう。しかしながら、世界的

に見れば結核は依然として、年間 1,000 万人が罹患し、160 万人（うち 30 万人は HIV 感染
者）を死に至らしめている感染症である2。結核の撲滅は、国際保健機関（WHO）の主要課題
にもなっている。欧米諸国等の先進国においてはコントロールされてきている一方、特にアフリ

カ・アジア諸国における罹患率は高く、「高蔓延国」に位置付けられている国々も多い。そして

先進国とはいえ日本においても、未だ結核患者は日々発生し続けており、それにより死亡する

者もいる重大な感染症である。 
戦後減少を続けている結核罹患率が、1990 年代後半一時的に上昇に転じ、1999 年には

結核緊急事態宣言が出されたことがある。その背景には、戦後期に結核に感染していた人々

の高齢化に加え、1990 年の入管法改正を受けて海外から流入した多くの人々とともに新しい
タイプの結核（2-2 にて後述）が持ち込まれたことがあると考えられる。全体としての結核罹患
率はその後また減少を続けているものの、全結核患者数に占める外国生まれ結核患者3割合

は、特に働き盛り世代に当たる 20代や 30代の若年層において、著しく上昇し続けている。 
厚生労働省による最新の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成 29年 10月末現在)」

4によると、外国人労働者の出身国上位３ヶ国は、中国（29.1%）、ベトナム(18.8％)、フィリピン
（11.5%）である。留学生においても、平成２９年１２月現在の出身国の上位３ヶ国は中国
（40.2%）、ベトナム（23.1%）、ネパール（8.1%）であり、全体の 93.3%がアジア出身となってい
る5。これらの結核高蔓延国に位置付く国々から多くの人々を迎えている日本においては、外

国生 

                                                   
1 公益財団法人結核予防会ウェブサイト「結核の常識（PDF）」参照 

http://jata.or.jp/dl/pdf/common_sense/2016.pdf 
2 世界保健機関（WHO: World Health Organization）ウェブサイト「ファクトシート結核
（2018年 9月 18日）」参照 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis 
3 2011年までは国籍による統計が取られていたが、2012年以降は出生地による統計となっ
ている。 
4 厚生労働省ウェブサイト参照 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html 
5 日本学生支援機構（JASSO）ウェブサイト参照 
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（左）【図１】人口 10万対年間新結核患者登録数（登録率）の年次推移, 1962～2017年 
（右）【図２】新登録結核患者に占める外国生まれ結核患者割合の推移, 性別・特定年齢階層別, １９９８～2017年 

出典（図１・図２ともに）： 公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター「結核発生動向概況・外国生まれ結核（2018.10.3）」 
http://www.jata.or.jp/rit/ekigaku/toukei/nenpou/ 

 
まれ結核患者への対応は、公衆衛生上の喫緊の課題と言える。本稿においては、外国生まれ

結核患者に対応する医療通訳者の現状を概観する。 
 
 
2. 結核治療における医療通訳者の必要性 
 
2-1. 結核とは 
 
 そもそも結核とは6、「結核菌」という細菌が直接の原因となって起こる病気で、肺に病巣がで

きる肺結核が多い。病巣の炎症から始まり、組織が腐食し溶け出すことによって空洞ができ、

更に菌が増殖する。肺の組織が破壊されると呼吸困難となったり、他の臓器へ菌が広がり機能

が冒されること等により、生命の危機を招くこともある。また、肺の奥から排出されるシブキ（普

通に会話している時にも排出されているが、咳をすると大量に排出される）に結核菌が含まれ

ていると、近くにいる人がその結核菌を吸い込むことにより感染してしまうため（空気感染）、結

核患者自身が感染源となり感染が拡大してしまう。しかしながら、結核菌を吸い込み「感染」し

ても、感染者にそれを抑え込むだけの十分な免疫がある場合には「発病」には至らない。感染

していても一生発病しない場合も多く、感染者のうち発病に至るのは約 10％と言われている。
ただ、その場合も結核菌が消えてなくなった訳ではなく、免疫が低下し結核菌を抑え込めなく

なった場合には、結核菌が暴れ出し発病することになる。現在、結核患者に高齢者が多いの

                                                                                                                                                     
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2017/index.html 
6 公益財団法人結核予防会結核研究所ウェブサイト「結核の基礎知識」参照 
http://www.jata.or.jp/about_basic.php  
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（右）【図２】新登録結核患者に占める外国生まれ結核患者割合の推移, 性別・特定年齢階層別, １９９８～2017年 

出典（図１・図２ともに）： 公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター「結核発生動向概況・外国生まれ結核（2018.10.3）」 
http://www.jata.or.jp/rit/ekigaku/toukei/nenpou/ 

 
まれ結核患者への対応は、公衆衛生上の喫緊の課題と言える。本稿においては、外国生まれ

結核患者に対応する医療通訳者の現状を概観する。 
 
 
2. 結核治療における医療通訳者の必要性 
 
2-1. 結核とは 
 
 そもそも結核とは6、「結核菌」という細菌が直接の原因となって起こる病気で、肺に病巣がで

きる肺結核が多い。病巣の炎症から始まり、組織が腐食し溶け出すことによって空洞ができ、

更に菌が増殖する。肺の組織が破壊されると呼吸困難となったり、他の臓器へ菌が広がり機能

が冒されること等により、生命の危機を招くこともある。また、肺の奥から排出されるシブキ（普

通に会話している時にも排出されているが、咳をすると大量に排出される）に結核菌が含まれ

ていると、近くにいる人がその結核菌を吸い込むことにより感染してしまうため（空気感染）、結

核患者自身が感染源となり感染が拡大してしまう。しかしながら、結核菌を吸い込み「感染」し

ても、感染者にそれを抑え込むだけの十分な免疫がある場合には「発病」には至らない。感染

していても一生発病しない場合も多く、感染者のうち発病に至るのは約 10％と言われている。
ただ、その場合も結核菌が消えてなくなった訳ではなく、免疫が低下し結核菌を抑え込めなく

なった場合には、結核菌が暴れ出し発病することになる。現在、結核患者に高齢者が多いの

                                                                                                                                                     
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2017/index.html 
6 公益財団法人結核予防会結核研究所ウェブサイト「結核の基礎知識」参照 
http://www.jata.or.jp/about_basic.php  

は、幼少期に結核に感染しながら何十年も免疫によって抑え込んでいたものが、高齢化によ

る免疫低下によって発病に至っているからである。HIV 感染者に結核罹患者が多いのも、そ

の免疫低下により発病しやすいためである。 
 
2-2. 結核の治療 
 
現在では、発病した場合であっても早期発見、服薬治療によって、結核は完治できる病気と

なった。しかしながら、早期に発見できず治療が遅れると、患者本人が重症化し生命の危険を

招くだけでなく、その患者が感染源となり感染を拡大してしまうことに変わりはない。また、結核

治療では 3～4 種類の抗結核薬を組み合わせて 6～9 ヶ月間服用するという服薬治療を行う
が、服薬が途中で中断された場合には、結核菌を退治できずに治癒に至らないだけでなく、

耐性（服用していた薬剤に菌が慣れてしまうことで、その薬剤では効かなくなる）ができることに

より、その薬剤では対応できない新たなタイプの結核（多剤耐性結核）が生み出されてしまう。

そのような耐性菌の感染が広がった場合には、一般的な抗結核薬では対応できず、結核治療

を難しくしてしまうことに繋がる。 
痰の塗抹検査が陽性となる「排菌」している間（結核菌を体外に排出して他者への感染の危

険性がある）は、結核病棟へ入院することとなる。個人差はあるが入院期間は約 2 か月間であ
り、「排菌」のないことが確認されれば退院し、その後は外来通院となる。退院後もいかに服薬

を継続、完遂させるかは重要な課題であり、DOTS（Directry Observed Treatment, Short 
Course、直接監視下短期化学療法）という「薬を患者に渡さないで、毎日外来に通ってもらい、
職員の目の前でのませる」方式が大きな効果を上げることは知られており、日本においても

DOTSが推奨されているものの、まだ徹底には至っていない。 
 
2-3. 医療通訳者の役割と必要性 
 
 このように、結核の感染拡大防止のためには、早期発見・早期治療、そして服薬治療の完遂

が何よりも重要でありながら、日本語能力や日本の医療制度への知識が不十分な外国生まれ

患者は、体調に異変を感じても受診が遅れがちであり早期発見に至らないケースが少なくな

い。受診が遅れることにより、感染源となっていながら日常生活を続けることにより、周囲への

感染を拡大してしまうことになる。また、受診に至った場合でも、医療従事者の説明や指導を

十分に理解できていないことも多く、入院拒否や服薬中断に至ってしまうこともある。特に、日

本語で日常会話ができる患者の場合、医療従事者も患者が理解できていると勘違いしてしま

うこともあるが、日常会話と医療における諸説明を理解できることには大きな乖離がある7。 
結核に限らず、病気の治療においては患者自身の病気への理解や治そうとする意志が重

要だと言われるが、日本語能力の不十分な患者にとってそれは医療通訳者なしには難しい。

医療通訳者の不在が「受診してもどうせ分からないから」という理由で受診の遅れに繋がり、受

                                                   
7 大阪府で医療通訳を活用した担当保健師は、「日本語で会話できていたので理解している
と思っていたが、実際には理解できていなかったことがあった」とアンケートに記載して

いる（中, 2015）。 
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診した場合にも医療通訳者の不在によって患者の十分な理解に至らないことを考えれば、医

療従事者自身が患者の理解できる言語で医療を提供できない限り、医療通訳者が必要であ

ることに疑問の余地はないであろう。 
 
 
3. 結核に対応する医療通訳者の現状 
 
国家資格はおろか、統一的な認定資格もないのが日本における医療通訳の現状であるが、

医療通訳者の必要性・重要性は徐々に認識されてきており、医療通訳者を養成・派遣するシ

ステムは増えて来ている。一部の特定の出身国からの住民が集住する地域においては、地域

の医療機関が特定言語の医療通訳者を雇用しているケースもあるが、国際交流協会や NPO
等の非営利団体等が複数言語の医療通訳者を養成し、提携医療機関へ派遣するケースも増

えている。このような派遣システムの医療通訳養成講座で得られる知識は限定的であり、疾患

に関する知識や用語の確認、患者の出身国の文化や習慣等、派遣前には依頼内容に応じて

膨大な時間をかけて準備しなければならない。それにも関わらず、医療通訳者への謝礼は 1
時間当たり1,000～2,000円程度であり（交通費が別途支給されるところもあれば、謝礼に含ま
れるところもある）、その位置づけは有償ボランティアと言わざるを得ないのが現状である。 
どのような疾患であれ、医療機関、特にあらゆる診療科を有する医療機関に出向く限り、

様々な感染症をもらってしまうリスクはあるだろう。しかし、上記に述べてきた通り、結核は不治

の病ではなくなったとはいえ空気感染する感染症であり、医療従事者においても専門的な知

識と通常とは異なる対応を要する疾患である。そのような結核患者に対応する医療通訳者派

遣については、大きく分けて 3つに分類することができるだろう。 
 
3-1. 感染症に係る通訳業務を活動対象としないケース 
 

 医療通訳を養成・派遣する団体は、多くの場合が特定の提携医療機関にのみ医療通訳

者を派遣している。その待遇等から医療通訳者はあくまで善意のボランティアであり、ボランテ

ィアに過重な負担を強いることはできないという認識のもと、医療通訳派遣事業の実施要項に

おいて「感染症に係る通訳業務は対象としない」等の文言により、結核患者の対応をさせない

ことを取り決めている派遣団体もある。感染症以外にも生命を左右するような場面における通

訳を除外している場合もあり、限られた資源の中で、患者の医療へのアクセス権とともに、ボラ

ンティアである医療通訳者の保護も重要視しているケースと言えるのかもしれない。 
ここで一点指摘しておきたいのは、感染症には様々な感染症があり、結核のように空気感染

するものもあれば、通訳業務による感染リスクのないものもあるということである。実施要項にお

いて「感染症」と一括し、日常生活において他者への感染リスクのない感染症をも活動対象外

としてしまうことにより、不要な偏見を生む可能性もある。感染症の専門家のアドバイスをもとに、

ボランティア医療通訳者の健康へのリスクの有無を疾患別に確認し、対応可能な疾患まで活

動対象から除外することがなくなる工夫が求められる。 
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診した場合にも医療通訳者の不在によって患者の十分な理解に至らないことを考えれば、医

療従事者自身が患者の理解できる言語で医療を提供できない限り、医療通訳者が必要であ

ることに疑問の余地はないであろう。 
 
 
3. 結核に対応する医療通訳者の現状 
 
国家資格はおろか、統一的な認定資格もないのが日本における医療通訳の現状であるが、

医療通訳者の必要性・重要性は徐々に認識されてきており、医療通訳者を養成・派遣するシ

ステムは増えて来ている。一部の特定の出身国からの住民が集住する地域においては、地域

の医療機関が特定言語の医療通訳者を雇用しているケースもあるが、国際交流協会や NPO
等の非営利団体等が複数言語の医療通訳者を養成し、提携医療機関へ派遣するケースも増

えている。このような派遣システムの医療通訳養成講座で得られる知識は限定的であり、疾患

に関する知識や用語の確認、患者の出身国の文化や習慣等、派遣前には依頼内容に応じて

膨大な時間をかけて準備しなければならない。それにも関わらず、医療通訳者への謝礼は 1
時間当たり1,000～2,000円程度であり（交通費が別途支給されるところもあれば、謝礼に含ま
れるところもある）、その位置づけは有償ボランティアと言わざるを得ないのが現状である。 
どのような疾患であれ、医療機関、特にあらゆる診療科を有する医療機関に出向く限り、

様々な感染症をもらってしまうリスクはあるだろう。しかし、上記に述べてきた通り、結核は不治

の病ではなくなったとはいえ空気感染する感染症であり、医療従事者においても専門的な知

識と通常とは異なる対応を要する疾患である。そのような結核患者に対応する医療通訳者派

遣については、大きく分けて 3つに分類することができるだろう。 
 
3-1. 感染症に係る通訳業務を活動対象としないケース 
 

 医療通訳を養成・派遣する団体は、多くの場合が特定の提携医療機関にのみ医療通訳

者を派遣している。その待遇等から医療通訳者はあくまで善意のボランティアであり、ボランテ

ィアに過重な負担を強いることはできないという認識のもと、医療通訳派遣事業の実施要項に

おいて「感染症に係る通訳業務は対象としない」等の文言により、結核患者の対応をさせない

ことを取り決めている派遣団体もある。感染症以外にも生命を左右するような場面における通

訳を除外している場合もあり、限られた資源の中で、患者の医療へのアクセス権とともに、ボラ

ンティアである医療通訳者の保護も重要視しているケースと言えるのかもしれない。 
ここで一点指摘しておきたいのは、感染症には様々な感染症があり、結核のように空気感染

するものもあれば、通訳業務による感染リスクのないものもあるということである。実施要項にお

いて「感染症」と一括し、日常生活において他者への感染リスクのない感染症をも活動対象外

としてしまうことにより、不要な偏見を生む可能性もある。感染症の専門家のアドバイスをもとに、

ボランティア医療通訳者の健康へのリスクの有無を疾患別に確認し、対応可能な疾患まで活

動対象から除外することがなくなる工夫が求められる。 
 
 

3-2. 結核患者に対する通訳業務に特化して対応するケース 
 
 医療通訳者の養成・派遣事業の実施主体は、国際交流や多文化共生を推進する NPO 等

であることが多いが、結核患者の対応に特化した医療通訳派遣事業については、自治体にお

いて感染症対策を担当する部署が実施主体となっている。前者が日本語能力の不十分な患

者が医療へアクセスすることを支援する目的で事業を行っているのに対し、後者においては、

外国生まれ結核患者が結核対策全体に及ぼすインパクトの大きさから、公衆衛生上の必要に

迫られ当該事業を行っていると言えるだろう。このことは、このケースに当たるのが東京や大阪

であり、早くから外国生まれ結核患者を多く抱えて来た地域であることからも裏付けられるだろ

う。 
 東京都においては、平成 17 年（2005 年）より、「外国人結核患者治療服薬支援員（医療通
訳）派遣事業（結核対策特別促進事業）」を開始した。その目的は、「外国出生患者と国籍、言

語、文化を共有する治療・服薬支援員が同行することで、保健師が療養支援をする際の言語

の壁や心理的不安の軽減をはかり、治療の促進と服薬中断の防止を目指す」とされている。 
具体的な医療通訳者の養成・派遣業務については NPO に委託しているが、各保健所から

の通訳派遣依頼は委託元の感染症対策課が受けた上で委託先 NPO に依頼され、また医療

通訳者が作成する実施状況報告書も NPO を経由して感染症対策課が一括する等、感染症

対策課と NPO、医療通訳者における情報共有が密に行われる仕組みになっていると言える。 
 東京都の施策に倣う形で、大阪府においては平成 23 年（2011 年）より、大阪市においては
平成 25 年（2013 年）より、それぞれ自治体内の結核対策部署において類似の事業が実施さ
れている。 
 
 この分類の医療通訳派遣において特筆すべきは、結核という特殊な感染症に対応するとい

う性質上、医療通訳者の養成が結核患者対応を想定してなされており、①結核患者を対応す

るための十分な教育を受けた者のみ派遣していること、そして、②医療通訳者に対して健康診

断を実施するための費用が、当該事業の経費として計上されていることである。年 1 回の胸部
レントゲン検査の実施に加え、医療通訳者となった年度又はその翌年度に IGRA 検査8が 1
回実施される（養成を受けた後、医療通訳者として結核患者に対応する前に実施することが推

奨されている）。 
いかに結核が完治できる病気になったとはいえ、医療従事者ではない医療通訳者が結核

治療の現場において、自らの身（健康）を守るための知識の習得は、医療通訳者個人の自己

責任に帰されるのではなく、派遣主体による①のような教育機会によって保障されるべきであ

ろう。また②において、IGRA 検査を稼働前に実施することにより、臨床症状の出る前の潜在

性結核感染症（LTBI: Latent Tuberculosis Infection）を診断することができれば、その後
医療通訳業務によって結核感染したか否か判断が容易になるだけでなく、既に医療通訳者自

                                                   
8 抗原特異的インターフェロン-γ（ガンマ）遊離検査 (IGRA：Interferon-Gamma release 

assay) のことで、BCG菌や非結核性抗酸菌には無い結核感染者の抗原特異的な T細胞の免

疫反応（IFN-γ産生量もしくは産生細胞の数）を測定する検査。BCG接種等に影響されない。

接触者健診における LTBIの診断に有効である。

https://www.riid.or.jp/contents/igra/about-igra/  
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身が感染していた場合には、他者への感染源にならないための対策を講じることも可能となる。

このような医療従事者に準じた健康対策が医療通訳者に対して施されることは稀であるが、感

染症対策課という医療の専門家による部署が事業の主体となることにより、結核対応の現場で

働く者としての処遇が医療通訳者に対しても実現しているのではないだろうか。 
 
3-3. その他のケース 
 
 結核対応はしないと予め定めることもなく、結核対応に特化した対応もしていない派遣団体

においては、どのような対応がなされているのだろうか。一般社団法人全国医療通訳者協会

（NAMI）ウェブサイト内「各地の医療通訳派遣実施団体（自治体、国際交流協会、NPO な

ど）」9に掲載されている団体のウェブサイトに掲載された各種情報等によると10、①結核対応し

ない旨を公開はしていないものの依頼があった場合には断るというケース、②他の疾患による

医療通訳対応と同様に結核患者対応についても派遣しているというケースがあった。①につ

いては、派遣元の判断でボランティア通訳保護の観点から対応させていないケースの他、実

際に依頼に応じてくれる医療通訳者が見つからないというケースもあった。 
②については、結核患者対応現場に派遣する場合には、事前に結核に関する教育を行っ

た者のみ派遣するというケースと、結核や結核対応に関する事前教育の受講を実際の派遣依

頼とは関連付けず、結核患者対応の派遣依頼に応じるか否かは医療通訳者本人の判断に委

ねているケースがあった。前者においては、医療通訳コーディネーターが各医療通訳者の力

量（知識・通訳スキル）を把握しており、医療通訳者や派遣先の医療現場とのコミュニケーショ

ンを十分に取りながら、派遣する医療通訳者を決定しているという。また、医療従事者が派遣

団体の運営サイドにいることから、医療通訳者の健康診断までは実施していないものの、医療

通訳者の健康状態に配慮したり、通訳派遣対応が可能か否かについての相談にも応じている

という。保健所との連携によって、保健師等の医療従事者向けに開催される N95 マスクのフィ
ットチェック11会に、医療通訳者を参加させているという団体もあった。後者においては、基礎

的な医療通訳養成講座を受講しただけで、結核対応に関する具体的な知識を持たない医療

通訳者が派遣されているケースもあった。 
 

                                                   
9 一般社団法人全国医療通訳者協会（NAMI）ウェブサイト内「各地の医療通訳派遣実施団
体（自治体、国際交流協会、NPOなど） 
https://national-association-mi.jimdo.com/医療通訳派遣団体リスト/  
10 5団体に対して詳細確認のための電話によるヒアリングを行った。取材先団体による詳細情
報の非公開希望のため、個別団体名は明記しない形で記載する。 
11 空気感染が疑われる患者と接触する際には、 N95という専用マスクを着用するが、機械
を用いて空気漏れの度合いを測定し、隙間なく着用できているかどうかを確認するのがフ

ィットチェックである。事前に着用方法を学びフィットチェックができていなければ、結

核患者対応の現場で正しく装着できるかどうかは疑問である。また、かなり強い圧着度で

着用するため、N95マスク装着状態で通訳するためには普段以上に大きな声を出す必要が
ある。結核に関する十分な知識のない通訳者が、N95マスクを着用したままでは話しづら
いからと、排菌中の結核患者対応現場においてマスクを外してしまったという事例もある。

事前のフィットチェックと装着状態での通訳練習も必要であろう。 
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4. 結核に対応する医療通訳者派遣の課題 
 
 処遇的にはボランティアでありながらも、日本語能力の不十分な患者の医療へのアクセスを

確保するために、医療通訳者達は思いをもって医療現場に臨んでいる。しかしながら、患者の

健康を守るために、医療通訳者の健康が脅かされるとすれば、そこには疑問を呈さざるを得な

い。 
 医療通訳者に限らず、通訳者にとって通訳すべき内容について自ら事前準備・事前学習を

するのは当然のことではある。自分に対応能力があるか否かを自ら判断することも、医療通訳

倫理に謳われた医療通訳者の責任でもある。しかしながら、有償ボランティアとして活動してい

る医療通訳者には医療のバックグラウンドを持たない者も多く、各疾患についての知識を一人

で学習し準備をすることには限界がある。結核対応のような医療通訳者自身の健康にもリスク

があるような疾患については、派遣団体による体系的な事前教育機会が提供されるべきでは

ないだろうか。そして、当該疾患に対応する医療通訳現場には、そのような教育を経て十分な

知識を持つ医療通訳者のみ派遣する等、派遣コーディネート業務に対する配慮と責任が求め

られるであろう。 
 
医療現場における通訳業務を、より円滑に、より安全に、そしてより質の高いものとして行く

ためには、医療通訳者の養成や派遣システムの運営においても、言語や通訳の専門家、ある

いは国際交流や多文化共生分野の専門家だけでなく、医療従事者や医療通訳経験者のより

深い関与と相互のコミュニケーションが必要であろう。また、医療通訳者はボランティアであると

いう前提に立つのではなく、医療通訳という業務の必要性および重要性に見合った処遇とな

るよう、十分な予算確保が望まれる。医療通訳がボランティアとしてしか普及しない社会の実情

は、その社会が多文化共生という理想からいかに遠いかを示しているのではないだろうか。 
 
 
5. おわりに 
 
技能実習生や留学生を含め、日本に在留する外国人労働者は、劣悪な労働環境に置かれ

ていることが少なくない。外国生まれ結核患者の増加は、結核高蔓延国出身の結核感染（未

発病）者であることも要因であるが、その場合であっても、出身国では発病に至らなかった

人々が日本での労働・生活環境において免疫を低下させ発病に至っている可能性も考慮す

る必要があるだろう。 
平成 30年 12月 8日、十分な議論が尽くされないまま第 197回国会（臨時会）において「出

入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立、同月 14 日に
公布された（平成 30年法律第 102号）12。少子高齢化や 2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催にともなう人材不足を補うため、「外国人材」受入れを拡大しようとするものである。

「外国人材」をあくまでも使い捨ての労働力として捉え、人として受入れようとする視点に欠け

                                                   
12 入国管理局ウェブサイト参照 http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h30_kaisei.html 
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ていると言われているが、そのような受入れ体制のままでは、外国生まれ結核患者数は右肩

上がりにならざるを得ないだろう。順序が逆だと言わざるを得ないものの、今後ますます増えゆ

く「外国人材」のひとりひとりが、日本に来たことによって不利益を被り、健康を害し、人権を侵

害されることのないよう、各方面における受入れ体制の強化が求められている。 
病気や怪我をした人々は、痛みや不安を抱えて医療機関を受診する。健康的な状態で日

常を送る時とは異なり、母語ではない学んだ言語でコミュニケーションをとることは、普段以上

にエネルギーを要することである。せめて医療が必要な時には、我慢せずに母語で医療を受

けられる環境を整備したい。今後「外国人材」の労働力に頼ろうとする日本にとっては、最優先

課題として取り組むべきことではないのだろうか。 
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実践報告 
Rapport d’expérience professionnelle : 

l’enseignement de la traduction et de l’interprétation 
à des étudiants de niveau avancé 

 
Département d’études francophones 

Morgan DALIN 
 

はじめに 
本稿は、愛知県立大学外国語学部ヨーロッパ学科フランス語圏専攻「上級フランス語 翻訳・

通訳」の平成 30 年度前期の授業実践報告である。この授業の目的は、起点言語(source 
language)から目標言語(target language)までの学術翻訳・通訳の練習だけでなく、フラン
ス文化を通して翻訳・通訳が必要な分野について幅広く紹介することを含む。様々なプロジェ

クトを通して専門用語の知識を増やしつつ、コミュニケーションが取りやすい環境で積極的に

翻訳・通訳を実践した。授業内のアクティビティごとに、学生の言語能力、ニーズ、または海外

での経験等、個人差を考慮しながら最適な教材を選択した。平成 30 年度前期の授業内容を
報告し、今後の授業構成の改善点を検討する。 
 

I. Introduction 
Traducteur - interprète de formation initiale, le cours 上級フランス語(翻訳・通訳) 
(traduction et interprétation : niveau avancé) m’a été confié dès la rentrée 
universitaire 2018 - 2019 par le département d’études francophones de l’université 
préfectorale d’Aichi. Ce cours a pour but de s’entraîner aux techniques de 
traduction académique (thème) et d’interprétation, depuis la langue maternelle 
vers la langue de spécialité (langue en tant qu’objet d’étude, V. Castellotti). Il vise 
aussi à se familiariser avec des champs d’application de la traduction et de 
l’interprétation professionnelles au moyen d’activités et de projets concrets réalisés 
dans un environnement favorisant les interactions en langue cible (langue en tant 
qu’outil de communication). Aussi, compte tenu du profil des apprenants mais 
aussi de la variété des thèmes abordés, ce cours présente un réel intérêt sur le plan 
didactique. C’est pourquoi, nous ferons état des modalités du cours dispensé au 
premier semestre de l’année universitaire idoine et nous interrogerons sur les axes 
pédagogiques à envisager afin d’améliorer la portée formatrice de ce cours.  
 

1. Modalités du cours : 
Le cours consistait en 15 séances d’une heure et demie dont 10 dédiées à la 
traduction et 5 à l’interprétation. 
Modalités d’évaluation : l’évaluation en traduction était réalisée sur la base du 
contrôle continu, soit 7 projets de traduction individuels ou en groupes, évalués 
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tout au long des séances avec calendrier de remise des travaux, et comptait pour 
60% de la note finale. 
La partie interprétation a quant à elle fait l’objet d’une épreuve finale portant sur 
les thèmes travaillés et comptait pour 30% du résultat final. 
Enfin, l’assiduité et l’implication des étudiants comptaient pour 10% du résultat 
final. 
 

2. Spécificités du cours : 
Ce cours comptait 19 inscrits aux profils, besoins et niveaux variés, ce qui en faisait 
un cours aux modalités en apparence complexes. 16 étaient des étudiants japonais 
de 3ème année dont certains avaient étudié en France et 3 étaient des étudiants 
français en échange universitaire à l’université préfectorale d’Aichi. Le fait que le 
cours vise à travailler de sa langue première vers sa langue de spécialité a imposé 
de prendre en compte les différentes langues maternelles des participants et les 
différents niveaux de langue afin de proposer supports et activités adaptés et 
évaluer les compétences de façon impartiale. 
  

II. Analyse des projets  
 

1. Traduction  
La traduction était la partie la plus conséquente avec 10 séances. Chaque séance 
permettait à la fois de travailler la langue en tant qu’objet d’étude (activités écrites 
et projets de traduction) mais également de développer ses aptitudes orales et 
communicatives en la pratiquant avec les autres étudiants et l’enseignant. C’est 
pourquoi, le choix a été fait de proposer des activités et des exercices présentant 
une dimension participative et ludique en cours ainsi que des projets de traduction 
à réaliser en autonomie. Les thématiques et supports utilisés avaient aussi pour 
but d’ancrer les activités dans une démarche coopérative concrète. Les thèmes 
proposés, au nombre de 8, se voulaient en lien avec le quotidien et les centres 
d’intérêt des étudiants. Nous détaillerons les modalités de chaque séance ci-après 
et proposerons des perspectives d’évolution de l’axe pédagogique. 
 

1.1 Traduction : principes de base 
Les deux premières séances ont été dédiées à une série d’activités préliminaires 
destinées à faire prendre conscience de certaines difficultés inhérentes à la 
traduction et à la rédaction en langue française. Durant la première séance, les 
étudiants ont ainsi travaillé sur un support composé de documents authentiques et 
fabriqués portant sur la ponctuation, les abréviations, les expressions idiomatiques 
et la traduction d’expressions de la vie quotidienne. La durée de chaque activité a 
semblé bien adaptée et l’aspect ludique a suscité un réel enthousiasme et une 
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tout au long des séances avec calendrier de remise des travaux, et comptait pour 
60% de la note finale. 
La partie interprétation a quant à elle fait l’objet d’une épreuve finale portant sur 
les thèmes travaillés et comptait pour 30% du résultat final. 
Enfin, l’assiduité et l’implication des étudiants comptaient pour 10% du résultat 
final. 
 

2. Spécificités du cours : 
Ce cours comptait 19 inscrits aux profils, besoins et niveaux variés, ce qui en faisait 
un cours aux modalités en apparence complexes. 16 étaient des étudiants japonais 
de 3ème année dont certains avaient étudié en France et 3 étaient des étudiants 
français en échange universitaire à l’université préfectorale d’Aichi. Le fait que le 
cours vise à travailler de sa langue première vers sa langue de spécialité a imposé 
de prendre en compte les différentes langues maternelles des participants et les 
différents niveaux de langue afin de proposer supports et activités adaptés et 
évaluer les compétences de façon impartiale. 
  

II. Analyse des projets  
 

1. Traduction  
La traduction était la partie la plus conséquente avec 10 séances. Chaque séance 
permettait à la fois de travailler la langue en tant qu’objet d’étude (activités écrites 
et projets de traduction) mais également de développer ses aptitudes orales et 
communicatives en la pratiquant avec les autres étudiants et l’enseignant. C’est 
pourquoi, le choix a été fait de proposer des activités et des exercices présentant 
une dimension participative et ludique en cours ainsi que des projets de traduction 
à réaliser en autonomie. Les thématiques et supports utilisés avaient aussi pour 
but d’ancrer les activités dans une démarche coopérative concrète. Les thèmes 
proposés, au nombre de 8, se voulaient en lien avec le quotidien et les centres 
d’intérêt des étudiants. Nous détaillerons les modalités de chaque séance ci-après 
et proposerons des perspectives d’évolution de l’axe pédagogique. 
 

1.1 Traduction : principes de base 
Les deux premières séances ont été dédiées à une série d’activités préliminaires 
destinées à faire prendre conscience de certaines difficultés inhérentes à la 
traduction et à la rédaction en langue française. Durant la première séance, les 
étudiants ont ainsi travaillé sur un support composé de documents authentiques et 
fabriqués portant sur la ponctuation, les abréviations, les expressions idiomatiques 
et la traduction d’expressions de la vie quotidienne. La durée de chaque activité a 
semblé bien adaptée et l’aspect ludique a suscité un réel enthousiasme et une 

participation active de l’ensemble des étudiants. Cette étape visait à accroître la 
cohésion du groupe en vue d’activités et de projets de traduction ultérieurs. 
La seconde séance a permis de terminer et de corriger le reste des activités portant 
sur des proverbes, des rébus, la traduction de calembours et d’expressions 
idiomatiques couramment utilisées en France. Là encore, les participants ont fait 
preuve d’une bonne implication, ce qui laisse penser que les activités étaient 
adaptées. 
Perspectives : Le nombre d’activités proposées était toutefois important, ce qui a 
impliqué de faire des choix et de ne traiter que partiellement certains exercices. Ce 
qui n’a pu être traité a été proposé en tant qu’activités optionnelles avec possibilité 
de correction individuelle. Pour une première entrée en matière, il pourrait être 
plus indiqué de limiter le nombre d’exercices et de jeux afin de tous les traiter de 
façon plus exhaustive. 
 

1.2 Traduction littéraire (1) : la littérature et le folklore japonais 
Le premier projet de traduction portait sur le célèbre conte folklorique japonais « la 
Princesse Kaguya » à traduire en binômes. Là encore, des activités préliminaires 
ont permis de se familiariser en douceur avec le travail de traduction. Les 
étudiants qui connaissaient ce grand classique, ont dans un premier temps 
reconstitué les étapes du conte au moyen d’images dénuées de texte. Les étudiants 
français qui n’étaient pas familiers avec ce conte, ont travaillé en binômes avec des 
étudiants japonais, ce qui a suscité de nombreux échanges en langue française afin 
d’expliquer l’histoire (utilisation de la langue française en tant qu’outil de 
communication). La seconde étape a consisté à associer des extraits du conte en 
japonais à chaque image, travaillant ainsi sur la structure du texte et le lexique. 
Enfin, un document explicatif synthétique sur l’emploi des temps du passé et de la 
concordance des temps en français a été distribué et commenté avant de 
communiquer les consignes de traduction. Les étudiants japonais ont abordé ou 
révisé l’utilisation du passé simple et les étudiants français ont semble-t-il apprécié 
leur rôle d’enseignant de leur langue. 
Perspectives : La longueur du texte m’a paru adaptée. Toutefois, la complexité du 
vocabulaire, de la structure de l’histoire et l’emploi des temps du passé ont 
présenté une certaine difficulté. Ainsi, un conte tel que « Momotarô », à la structure 
narrative et au vocabulaire moins complexes semblerait peut-être plus adapté pour 
des étudiants de troisième année.  
 
 

1.3 Traduction littéraire (2) : traduire la poésie 
Le second projet de traduction portait sur la poésie française. En guise de travail 
préliminaire, les étudiants ont travaillé sur un poème de Robert Desnos intitulé 
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« Chant du Ciel » (空の歌). Ce court poème à la structure relativement simple a 
permis de travailler la formation du discours indirect et de revoir la concordance 
des temps tout en se familiarisant avec un support authentique représentatif du 
courant surréaliste de la poésie du XIXème siècle. Ils ont ensuite été familiarisés 
avec la métrique et la versification au moyen d’un autre court poème de Desnos 
intitulé « Rêve » (夢) et d’un exercice lacunaire portant sur le célèbre poème de 
Guillaume Apollinaire « Le Pont Mirabeau ». Ce dernier consistait à trouver des 
mots français manquants en se basant sur la version de départ en japonais et en 
respectant le principe de rimes (travail sur les sons du français). Enfin, le second 
projet de traduction portait sur le poème « Liberté » (自由) de Paul Eluard. Ce 
travail consistait à travailler essentiellement sur le genre et le nombre des noms en 
français compte tenu de sa structure très simple et du vocabulaire usuel employé. 
Perspectives : Les exercices préliminaires ont semblé très profitables à l’ensemble 
des étudiants, y compris aux étudiants français. De même, si le texte choisi pour le 
projet de traduction se prêtait bien à l’exercice demandé, il semble nécessaire 
d’insister sur le fait que l’important n’est pas de reconstituer la version de l’auteur 
mais de faire le choix des mots et des articles appropriés lors de l’explication des 
consignes. 
 

1.4 Traduction littéraire (3) : la localisation de mangas 
La France comptant parmi le plus grand nombre de lecteurs de mangas dans le 
monde après le Japon, ce thème, ainsi que celui des dessins animés semblaient une 
étape incontournable. Les activités proposées ont consisté en un quiz sur des titres 
de mangas et d’animés japonais adaptés en français, un travail d’observation et 
d’analyse des différences et des similarités entre les versions japonaise et française 
du manga « One piece » et d’exercices sur les onomatopées. Le troisième projet de 
traduction consistait à traduire de façon individuelle, une des premières pages du 
célèbre manga « One piece ». Chaque binôme a travaillé sur une page différente, ce 
qui a donné lieu à une lecture en commun de l’ensemble des pages traduites et à 
des explications des points de langue principaux. 
Perspectives : Là encore, les exercices préliminaires proposés ont semble-t-il retenu 
l’intérêt des étudiants qui se sont impliqués dans chaque activité avec un entrain 
communicatif. Le projet de traduction semble cependant avoir été insuffisant en 
quantité et il peut être envisagé de faire travailler sur 2 pages à l’avenir. Ce travail 
a toutefois permis de déceler de nombreux problèmes de traduction littérale, ou de 
problèmes liés à l’utilisation excessive d’outils de traduction (dictionnaires 
électroniques, sites et services de traduction automatique) ce qui a fait l’objet 
d’explications. Les activités peuvent quant à elles présenter un plus grand intérêt 
pédagogique et viser à travailler un point de la langue spécifique comme les 
activités des séances antérieures (discours indirect, genre des noms, concordance 
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« Chant du Ciel » (空の歌). Ce court poème à la structure relativement simple a 
permis de travailler la formation du discours indirect et de revoir la concordance 
des temps tout en se familiarisant avec un support authentique représentatif du 
courant surréaliste de la poésie du XIXème siècle. Ils ont ensuite été familiarisés 
avec la métrique et la versification au moyen d’un autre court poème de Desnos 
intitulé « Rêve » (夢) et d’un exercice lacunaire portant sur le célèbre poème de 
Guillaume Apollinaire « Le Pont Mirabeau ». Ce dernier consistait à trouver des 
mots français manquants en se basant sur la version de départ en japonais et en 
respectant le principe de rimes (travail sur les sons du français). Enfin, le second 
projet de traduction portait sur le poème « Liberté » (自由) de Paul Eluard. Ce 
travail consistait à travailler essentiellement sur le genre et le nombre des noms en 
français compte tenu de sa structure très simple et du vocabulaire usuel employé. 
Perspectives : Les exercices préliminaires ont semblé très profitables à l’ensemble 
des étudiants, y compris aux étudiants français. De même, si le texte choisi pour le 
projet de traduction se prêtait bien à l’exercice demandé, il semble nécessaire 
d’insister sur le fait que l’important n’est pas de reconstituer la version de l’auteur 
mais de faire le choix des mots et des articles appropriés lors de l’explication des 
consignes. 
 

1.4 Traduction littéraire (3) : la localisation de mangas 
La France comptant parmi le plus grand nombre de lecteurs de mangas dans le 
monde après le Japon, ce thème, ainsi que celui des dessins animés semblaient une 
étape incontournable. Les activités proposées ont consisté en un quiz sur des titres 
de mangas et d’animés japonais adaptés en français, un travail d’observation et 
d’analyse des différences et des similarités entre les versions japonaise et française 
du manga « One piece » et d’exercices sur les onomatopées. Le troisième projet de 
traduction consistait à traduire de façon individuelle, une des premières pages du 
célèbre manga « One piece ». Chaque binôme a travaillé sur une page différente, ce 
qui a donné lieu à une lecture en commun de l’ensemble des pages traduites et à 
des explications des points de langue principaux. 
Perspectives : Là encore, les exercices préliminaires proposés ont semble-t-il retenu 
l’intérêt des étudiants qui se sont impliqués dans chaque activité avec un entrain 
communicatif. Le projet de traduction semble cependant avoir été insuffisant en 
quantité et il peut être envisagé de faire travailler sur 2 pages à l’avenir. Ce travail 
a toutefois permis de déceler de nombreux problèmes de traduction littérale, ou de 
problèmes liés à l’utilisation excessive d’outils de traduction (dictionnaires 
électroniques, sites et services de traduction automatique) ce qui a fait l’objet 
d’explications. Les activités peuvent quant à elles présenter un plus grand intérêt 
pédagogique et viser à travailler un point de la langue spécifique comme les 
activités des séances antérieures (discours indirect, genre des noms, concordance 

des temps, etc.). Les étudiants ont toutefois pu se familiariser avec les contraintes 
de longueur imposées par l’exercice de la traduction de mangas. Ce thème sera de 
nouveau proposé à l’avenir. 
 

1.5 Traduction pour le web & localisation 
A l’heure d’internet, il semble indispensable d’être familiarisé avec les spécificités 
de la traduction pour le web sans pour autant que les activités choisies ne soient 
trop techniques ni trop rébarbatives. En raison d’un léger contretemps dans le 
calendrier, il n’y a eu qu’une seule activité préliminaire consistant à visionner une 
vidéo en français traitant des mots japonais d’internet (ネット用語) suivie d’une 
discussion en français sur les mots et expressions spécifiques au net et aux réseaux 
sociaux. Après cela, les étudiants ont travaillé sur la traduction d’une page d’un 
site touristique japonais. Ce choix était lié au fait que de nombreux étudiants 
avaient émis le souhait de travailler sur un texte en rapport avec l’histoire dans la 
fiche de présentation remplie au premier cours. 
Perspectives : Le visionnage de la vidéo aurait pu donner lieu à un exercice 
d’écoute afin de donner une plus grande dimension pédagogique à l’activité. 
Toutefois, la discussion qui a suivi a été suffisamment animée pour dire de rompre 
avec le rythme imposé par le travail sur la langue écrite, ce qui semble bénéfique 
au final. 
Le projet de traduction présentait de nombreux noms de personnages historiques, 
religieux, de noms de lieux, de végétaux, etc. Cela imposait de faire des recherches 
préalables afin de trouver la véritable lecture des caractères japonais. Cette étape 
indispensable n’ayant été faite que de façon très partielle par les étudiants, des 
explications accompagnées de conseils au regard de la méthodologie ont été 
dispensées. Nous pouvons envisager de rappeler les mises en garde avant 
d’entamer le travail de traduction à l’avenir. 
 

1.6 Traduction de produits culturels et musicaux 
Cette séance a débuté par un quiz musical destiné à trouver le titre de quelques 
grands classiques de la chanson française ainsi que le nom de l’interprète. Après 
cette rapide approche ludique, un exercice consistant à corriger les paroles 
françaises de la chanson populaire japonaise « sakura » (cerisiers) a été réalisé. 
Suite à cela, un exercice d’écoute portant sur la chanson du film « La famille 
Bélier » intitulée « Je vole » interprétée par Louanne a été proposé. Ce dernier 
exercice était scindé en deux parties : la première consistait à remettre les mots de 
la chanson entendus dans l’ordre tandis que l’autre partie consistait en un exercice 
lacunaire d’écoute. La traduction portait quant à elle sur les paroles en japonais de 
la chanson « paroles, paroles » (あまい囁き) sans écoute préalable. Le but était de 
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permettre aux étudiants de composer en français sans contraintes liées à la 
métrique. 
Perspectives : Le quiz musical pourrait peut-être porter sur des musiques plus 
actuelles afin de susciter un plus grand enthousiasme. Les autres exercices ont 
semblé adaptés et ont permis de sensibiliser à la musique et au cinéma français en 
plus de travailler sur la langue. Le projet de traduction consistait à traduire en 
binômes les répliques des deux interprètes, soit un interprète par étudiant. Or, si 
la longueur est jugée satisfaisante, le contenu gagnerait à être réparti plus 
équitablement en raison de la complexité et de la quantité inégale des répliques.  
 

1.7 Traduction audiovisuelle : traduire pour le cinéma & la publicité 
Le sixième thème s’articulait autour d’un exercice lacunaire de déduction 
consistant à trouver des mots manquants dans des citations de personnalités du 
monde du cinéma français puis d’un exercice de retranscription de répliques 
entendues dans la bande-annonce du film « une Estonienne à Paris » (クロワッサンで
朝食を). Le projet de traduction invitait les étudiants à choisir un synopsis au choix 
parmi ceux disponibles sur le site www.france-jp.net et de le traduire de façon 
individuelle.  
Perspectives : Si la difficulté portant sur les citations a paru adaptée, l’exercice 
pourrait être légèrement raccourci afin de maintenir un niveau de concentration 
optimal pour l’ensemble des activités. La bande-annonce du film « une Estonienne 
à Paris » était accompagnée de sous-titres permettant de mieux comprendre les 
répliques en français. Le niveau de langue et les répliques, de difficulté moyenne, 
ont semblé adaptés à l’ensemble des apprenants. Les étudiants français ont pu 
quant à eux travailler sur les répliques de la voix-off en japonais. Enfin, la 
traduction d’un synopsis au choix a permis de personnaliser l’apprentissage grâce à 
une correction individuelle des productions écrites. Ces deux activités peuvent donc 
être de nouveau proposées à l’avenir. 
 

1.8 Traduction journalistique & média 
Afin de respecter le calendrier des activités, ce 7ème et dernier projet a comporté 
moins d’activités. Il a consisté en un exerice lacunaire portant sur un texte de 
presse intitulé « les problèmes d’éducation » et sur la traduction d’un texte 
(témoignage) en japonais sur ce même thème.  
Perspectives : Si l’exercice et le texte choisi pour la traduction semblaient adaptés à 
des apprenants de 3ème année, le niveau de langue en japonais pouvait présenter 
quelques difficultés selon certains étudiants. Pour remédier à tout problème de 
compréhension éventuel, nous pouvons par exemple envisager de procéder à une 
lecture préalable en groupe plus minutieuse avant tout travail de traduction. Le 
support aborde le thème de l’éducation sous un angle interculturel semblant 
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permettre aux étudiants de composer en français sans contraintes liées à la 
métrique. 
Perspectives : Le quiz musical pourrait peut-être porter sur des musiques plus 
actuelles afin de susciter un plus grand enthousiasme. Les autres exercices ont 
semblé adaptés et ont permis de sensibiliser à la musique et au cinéma français en 
plus de travailler sur la langue. Le projet de traduction consistait à traduire en 
binômes les répliques des deux interprètes, soit un interprète par étudiant. Or, si 
la longueur est jugée satisfaisante, le contenu gagnerait à être réparti plus 
équitablement en raison de la complexité et de la quantité inégale des répliques.  
 

1.7 Traduction audiovisuelle : traduire pour le cinéma & la publicité 
Le sixième thème s’articulait autour d’un exercice lacunaire de déduction 
consistant à trouver des mots manquants dans des citations de personnalités du 
monde du cinéma français puis d’un exercice de retranscription de répliques 
entendues dans la bande-annonce du film « une Estonienne à Paris » (クロワッサンで
朝食を). Le projet de traduction invitait les étudiants à choisir un synopsis au choix 
parmi ceux disponibles sur le site www.france-jp.net et de le traduire de façon 
individuelle.  
Perspectives : Si la difficulté portant sur les citations a paru adaptée, l’exercice 
pourrait être légèrement raccourci afin de maintenir un niveau de concentration 
optimal pour l’ensemble des activités. La bande-annonce du film « une Estonienne 
à Paris » était accompagnée de sous-titres permettant de mieux comprendre les 
répliques en français. Le niveau de langue et les répliques, de difficulté moyenne, 
ont semblé adaptés à l’ensemble des apprenants. Les étudiants français ont pu 
quant à eux travailler sur les répliques de la voix-off en japonais. Enfin, la 
traduction d’un synopsis au choix a permis de personnaliser l’apprentissage grâce à 
une correction individuelle des productions écrites. Ces deux activités peuvent donc 
être de nouveau proposées à l’avenir. 
 

1.8 Traduction journalistique & média 
Afin de respecter le calendrier des activités, ce 7ème et dernier projet a comporté 
moins d’activités. Il a consisté en un exerice lacunaire portant sur un texte de 
presse intitulé « les problèmes d’éducation » et sur la traduction d’un texte 
(témoignage) en japonais sur ce même thème.  
Perspectives : Si l’exercice et le texte choisi pour la traduction semblaient adaptés à 
des apprenants de 3ème année, le niveau de langue en japonais pouvait présenter 
quelques difficultés selon certains étudiants. Pour remédier à tout problème de 
compréhension éventuel, nous pouvons par exemple envisager de procéder à une 
lecture préalable en groupe plus minutieuse avant tout travail de traduction. Le 
support aborde le thème de l’éducation sous un angle interculturel semblant 

pertinent pour les étudiants. Aussi, nous pouvons envisager de le proposer lors de 
séances futures. 
 

1.9 Conclusion 
La traduction a été la partie la plus importante, tant en matière de contenu qu’au 
regard de la notation. L’exigence que requiert ce domaine imposait d’alterner entre 
activités à dimension ludique et projets requérant une réelle implication 
personnelle. A ce titre, les étudiants ont pour la plupart manifesté un grand intérêt 
au regard des thèmes abordés en classe mais aussi certaines difficultés légitimes 
quant à la traduction en langue cible. 
 

2 Interprétation 
L’interprétation a permis de mettre l’accent sur la pratique active de l’oral et de 
recourir à des supports destinés à faire parler les apprenants dans leur langue de 
spécialité. Compte tenu de la part réservée à l’exercice ardu qu’est l’interprétation, 
le nombre de thèmes a été volontairement réduit afin de travailler chacun d’eux le 
plus exhaustivement possible. Les apprenants ont donc principalement travaillé 
sur des interviews de locuteurs japonais et sur des thématiques visant à les 
sensibiliser à une utilisation de la langue en contexte de communication.   
  

2.1 Interprétation : principes de base 
Ce cours se voulant avant tout un temps dédié à la pratique de la langue de 
spécialité, les étudiants ont dans un premier temps été sensibilisés à la prise de 
notes, étape essentielle dans une tâche d’interprétation. Ils ont effectué un travail 
de déduction portant sur le vocabulaire courant et se sont essayés à la prise de 
notes (travail de reformulation) au moyen d’une courte vidéo. Le support, d’une 
durée de 2mn30s, leur a permis de mettre en pratique les notions étudiées, de 
s’essayer à l’interprétation consécutive tout en recevant le témoignage d’une 
expérience de vie positive en France par une étudiante japonaise. 
Perspectives : Toujours dans une approche mêlant aspect ludique et mise en 
pratique des compétences langagières, les exercices proposés ont été semble-t-il 
très formateurs, particulièrement la vidéo. Cette dernière traitait d’un sujet 
concernant directement les étudiants et faisait appel à du vocabulaire usuel, connu 
de la plupart d’entre eux. Le support, de bonne qualité, s’est avéré très facile à 
exploiter. Etudiants japonais et français se sont tous très impliqués lors de cette 
séance et il ne fait aucun doute que cet outil pédagogique authentique sera de 
nouveau utilisé à l’avenir. 
 

2.2 Interprétation & journalisme : (interview) 
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Cette séance s’est articulée autour d’un exercice d’écoute consistant à reconstituer 
et reformuler les propos originaux d’un écrivain et enseignant francophone, M. 
Akira Mizubayashi, d’un exercice de compréhension orale avec questions portant 
sur une autre entrevue en français de M. Mizubayashi et sur un exercice 
d’interprétation d’une intervention en japonais de ce même écrivain. Suite à cela, 
un exercice d’interprétation entre étudiants sur des questions telles que « Pourquoi 
apprenez-vous le français ? », « Selon vous, quelle est la place du français à l’heure 
de la mondialisation ? », « Parler une autre langue, c’est acquérir une autre 
personnalité. Qu’en pensez-vous ? » ou encore « Quelle est la meilleure manière 
d’apprendre une langue selon vous ? » a été proposé.  
Perspectives : Les supports utilisés étaient très riches en enseignements. Les 
propos de M. Akira Mizubayashi et sa parfaite maîtrise du français peuvent 
inspirer les étudiants tout comme il l’a été lui-même par M. Arimasa Mori. La 
qualité et la longueur des supports ont semblé idéales pour les tâches demandées. 
En revanche, la complexité des propos a rendu la ressource quelque peu ardue pour 
les étudiants de ce groupe malgré le débit et de la diction parfaite du locuteur et la 
grande qualité d’écoute. Cet auteur et les nombreuses vidéos à disposition en font 
toutefois des ressources de choix dans le cadre d’un cours portant sur 
l’interprétation consécutive. 
  

2.3 Interprétation & tourisme 
 

La dernière séance a porté sur l’interprétation à des fins touristiques et culturelles. 
Les apprenants ont ainsi travaillé sur un texte à trous ayant pour thème les « bars 
à chats », sur une courte explication orale des « yukitsuri » et sur une autre activité 
consistant à expliquer en français la pratique de « l’uchimizu » aux 3 étudiants 
français. Chaque étudiant interprétait en français les dires d’un camarade japonais 
à tour de rôle. Enfin, 4 courtes conversations entre un client et un professionnel de 
l’hôtellerie ou du tourisme ont permis de travailler sur l’interprétation simultanée 
tout en révisant les mots indispensables à connaître dans le cadre d’un voyage. 
Perspectives : Les activités variées ont permis de pratiquer l’interprétation en 
petits groupes en implémentant des jeux de rôle. Le fait d’avoir réparti les 
étudiants en petits groupes a grandement détendu l’atmosphère et rendu plus 
intuitive et vivante l’incarnation des rôles attribués. Si ces activités ont 
manifestement suscité l’engouement des apprenants, nous pouvons envisager 
d’améliorer la qualité visuelle du support en raison du tirage des documents en 
noir et blanc. 
 

2.4 Conclusion 
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Cette séance s’est articulée autour d’un exercice d’écoute consistant à reconstituer 
et reformuler les propos originaux d’un écrivain et enseignant francophone, M. 
Akira Mizubayashi, d’un exercice de compréhension orale avec questions portant 
sur une autre entrevue en français de M. Mizubayashi et sur un exercice 
d’interprétation d’une intervention en japonais de ce même écrivain. Suite à cela, 
un exercice d’interprétation entre étudiants sur des questions telles que « Pourquoi 
apprenez-vous le français ? », « Selon vous, quelle est la place du français à l’heure 
de la mondialisation ? », « Parler une autre langue, c’est acquérir une autre 
personnalité. Qu’en pensez-vous ? » ou encore « Quelle est la meilleure manière 
d’apprendre une langue selon vous ? » a été proposé.  
Perspectives : Les supports utilisés étaient très riches en enseignements. Les 
propos de M. Akira Mizubayashi et sa parfaite maîtrise du français peuvent 
inspirer les étudiants tout comme il l’a été lui-même par M. Arimasa Mori. La 
qualité et la longueur des supports ont semblé idéales pour les tâches demandées. 
En revanche, la complexité des propos a rendu la ressource quelque peu ardue pour 
les étudiants de ce groupe malgré le débit et de la diction parfaite du locuteur et la 
grande qualité d’écoute. Cet auteur et les nombreuses vidéos à disposition en font 
toutefois des ressources de choix dans le cadre d’un cours portant sur 
l’interprétation consécutive. 
  

2.3 Interprétation & tourisme 
 

La dernière séance a porté sur l’interprétation à des fins touristiques et culturelles. 
Les apprenants ont ainsi travaillé sur un texte à trous ayant pour thème les « bars 
à chats », sur une courte explication orale des « yukitsuri » et sur une autre activité 
consistant à expliquer en français la pratique de « l’uchimizu » aux 3 étudiants 
français. Chaque étudiant interprétait en français les dires d’un camarade japonais 
à tour de rôle. Enfin, 4 courtes conversations entre un client et un professionnel de 
l’hôtellerie ou du tourisme ont permis de travailler sur l’interprétation simultanée 
tout en révisant les mots indispensables à connaître dans le cadre d’un voyage. 
Perspectives : Les activités variées ont permis de pratiquer l’interprétation en 
petits groupes en implémentant des jeux de rôle. Le fait d’avoir réparti les 
étudiants en petits groupes a grandement détendu l’atmosphère et rendu plus 
intuitive et vivante l’incarnation des rôles attribués. Si ces activités ont 
manifestement suscité l’engouement des apprenants, nous pouvons envisager 
d’améliorer la qualité visuelle du support en raison du tirage des documents en 
noir et blanc. 
 

2.4 Conclusion 

Compte tenu des difficultés que peuvent présenter certains supports audio et vidéo, 
les activités ont été adaptées en conséquence afin de renforcer l’intérêt et la 
motivation des étudiants. De même, l’évaluation a porté sur l’ensemble des thèmes 
abordés dans le cadre de cette partie (soit 3 au total) et a consisté en un test 
d’écoute que les étudiants ont très bien réussi dans l’ensemble. 
 
 

3 Conclusion du rapport d’expérience professionnelle 
Durant ces 15 séances, les apprenants ont pu mettre à l’épreuve leurs 
connaissances théoriques et leurs compétences linguistiques au moyen d’activités 
variées, tenant compte de leurs aspirations et centres d’intérêt. 
Les difficultés inhérentes à la traduction et l’interprétation imposent une grande 
rigueur et un travail régulier sur la langue. Toutefois, apporter une dimension 
ludique et participative aux activités semble nécessaire afin d’accroître la 
motivation des apprenants tout au long du semestre. 
C’est pourquoi, le rythme de travail adopté, mêlant projets de traduction et 
activités communicatives a permis de répondre aux besoins académiques tout en 
pratiquant la langue de spécialité de façon vivante, au contact de natifs. 
Les étudiants ont fait part de certaines difficultés linguistiques légitimes mais ont 
manifestement apprécié les thèmes et activités proposés. 
Notons enfin que les matériaux pédagogiques créés pour l’occasion peuvent être de 
nouveau exploités dans une classe d’apprenants partageant la même langue 
maternelle. 
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平成 30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 
通訳翻訳研究所定例講演会第四回 
国際報道と語学力 
－通訳・翻訳の意義と効用－ 

06月 27日(水) 
学術文化交流センター 

小ホール 91名 

2 
通訳翻訳研究所定例講演会第五回 
医療の発展と患者さんに貢献する医療翻訳 

11月 20日(火) 
学術文化交流センター 

小ホール 
54名 

3 
通訳翻訳研究所定例講演会第六回 
《翻訳》を究めるための 
文体論(Stylistics)の視点と英語の理解 

01月 30日(水) 
学術文化交流センター 

小ホール 
68名 

4 

通訳翻訳研究所ゼミナール 
「通訳翻訳講座 
－ELF時代の通訳翻訳に役立つ言語知識－」 
（全 10回） 

02月 08日(金) 
～ 

03月 08日(金) 
サテライトキャンパス 15名 
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1. 公開講演会の開催 

通訳翻訳研究所定例講演会第四回 
国際報道と語学力 －通訳・翻訳の意義と効用－ 

日時：     平成 30年 6月 27日（水）12:30～14:30 

場所：     学術文化交流センター2F 小ホール 

講師：     名越 健郎 （拓殖大学海外事情研究所教授／国際教養大学特任教授）  
（元時事通信社記者：バンコク、ワシントン、モスクワ支局員、外信部長、 
編集局次長、仙台支社長を歴任） 

司会：     袖川 裕美 （副所長） 

参加者数：  91名 

概要：    日本において、江戸時代の瓦版に端を発するメディアは、時代の流れと共にそ

の主流を新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・ネットへと変容させ、今後どうなっていくのか

は読みづらい。しかしながら、世界で 2、3 番目に古い職業であるといわれる記者
という職業は、これからの世の中でも絶対に必要であり、「ニュースを分析し、原稿

にする」という、正確な報道を行うための基本動作は今後も変わらない。 
国際報道の記者をするにあたって必要な能力とは、キーワードの掌握力、地元

紙・報告書などの速読力、会見やインタビューでの質問力などであり、語学力の高

さだけが必ずしも記者としての能力の高さに直結するとは限らない。例えば、

“Iraqi government forces backed by Sunni tribal militias”という海外通信
社の記事を、日本の某新聞社が「スンニ派武装勢力に後退させられたイラク政府

軍」と訳して新聞に掲載し、翌日「スンニ派部族民兵の支援を受けたイラク政府軍」

に訂正した事例があるが、これは前もって情勢を把握していれば起こり得なかった

誤訳である。また、グローバル化が進み、講師の現役時代に比べれば確実に記

者たちの語学力が向上しているはずであるにも関わらず、2018年 6月 12日の米
朝首脳会談後の記者会見において、日本人の記者からは、拉致問題についての

質問は一つも上がらなかった。 
とはいえ、英語至上主義の今日において、英語が使えるということは間違いなく

強みとなる。これからは、英語はできて当たり前の時代になる。できればもう一言語

を習得することを学生諸君には強く勧めたい。 
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の主流を新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・ネットへと変容させ、今後どうなっていくのか

は読みづらい。しかしながら、世界で 2、3 番目に古い職業であるといわれる記者
という職業は、これからの世の中でも絶対に必要であり、「ニュースを分析し、原稿

にする」という、正確な報道を行うための基本動作は今後も変わらない。 
国際報道の記者をするにあたって必要な能力とは、キーワードの掌握力、地元

紙・報告書などの速読力、会見やインタビューでの質問力などであり、語学力の高

さだけが必ずしも記者としての能力の高さに直結するとは限らない。例えば、

“Iraqi government forces backed by Sunni tribal militias”という海外通信
社の記事を、日本の某新聞社が「スンニ派武装勢力に後退させられたイラク政府

軍」と訳して新聞に掲載し、翌日「スンニ派部族民兵の支援を受けたイラク政府軍」

に訂正した事例があるが、これは前もって情勢を把握していれば起こり得なかった

誤訳である。また、グローバル化が進み、講師の現役時代に比べれば確実に記

者たちの語学力が向上しているはずであるにも関わらず、2018年 6月 12日の米
朝首脳会談後の記者会見において、日本人の記者からは、拉致問題についての

質問は一つも上がらなかった。 
とはいえ、英語至上主義の今日において、英語が使えるということは間違いなく

強みとなる。これからは、英語はできて当たり前の時代になる。できればもう一言語

を習得することを学生諸君には強く勧めたい。 

通訳翻訳研究所定例講演会第五回 
医療の発展と患者さんに貢献する医療翻訳 

日時：     平成 30年 11月 20日（火）12：15～14：15 

場所：     学術文化交流センター2F 小ホール 

講師：     野中   希  （一般社団法人 日本癌医療翻訳アソシエイツ JAMT副理事長） 

司会：     大森 裕實  （研究所長） 

参加者数：  54名 

概要：  今日の日本では、二人に一人が生涯のうちに癌を経験し、三人に一人が癌によ

って死亡する。分子標的薬や免疫療法が出現するなど、癌医療は日進月歩して、

治療の選択肢は日に日に多くなり、従来は医師により一方的に行われていた治療

方針の決定は、患者(あるいは家族)と医師の双方の対話により成されるようになり
つつある。この対話による治療決定をよりよく進めるためには、患者も医師も同じよ

うに専門的な情報を共有すべきだが、信頼できる専門的な情報は、ほとんどが英

語で記されており、日本の一般市民にとっては、容易に情報を得られる環境にあ

るとは言い難い。 
このことを問題視し、日本癌医療翻訳アソシエイツは、癌医療先進国である米国の

国立機関が発表した記事を中心に、日本の一般市民向けに翻訳を行い、ウェブサイト

において無料で公開している。公開される記事は全て、医師の監修を受けている。 
現在の医療にとって英語は非常に重要であり、医療翻訳が関係する仕事には製薬

企業やメディカルライターなど様々なものがある。医療翻訳が対象とする文章は、専門

用語にさえ注意すれば簡単なもので、求められる技量はむしろスピード・正確性・日本

語力である。 
日本癌医療翻訳アソシエイツでは、アドボケート（患者支援）として、患者の国際学

会参加のサポートも行っている。癌医療とは、全世界が一丸となって取り組むべき課

題であり、やはり、英語が極めて重要な地位を占めていると言える。 
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通訳翻訳研究所定例講演会第六回 
《翻訳》を究めるための文体論(Stylistics)の視点と英語の理解 

日時：     平成 31年 1月 30日（水）13：00～15：00 

場所：     学術文化交流センター2F 小ホール 

講師：     今林  修 （広島大学大学院文学研究科欧米文学語学・言語学講座教授） 

司会：     大森 裕實 （研究所長） 

参加者数：  68名 
 
概要：  文体論の視点からより良い翻訳を考える時に大切なことは、「テクストの中で何が

起こっているのか」に気づき、それをいかに翻訳に持ち込むかということである。具

体的には、英文特有の韻律の踏み方や、文末焦点などの特性をよく理解し、物語

が描かれた当時の言語や時代背景などを細部に至るまで調査することよって、物

語の舞台や主人公の感情に対する理解を深めることができ、ひいては翻訳に活

用することができるということである。 
例えば、ビアトリクス・ポターの『ピーターラビットのおはなし』を採り上げると、次のよ

うな指摘ができる。農場で人間に見つからないように野菜を食べていたピーター

が、農場主が近くにいることに気づいて慌てふためく場面において、それを描

写した段落の最後の一文は “His（＝農場主） back was turned towards Peter, 
and beyond him was the gate!”となっているが、英文の文末焦点の特性から、
“the gate”への到達がいかに困難か、その事実がピーターの心理状況にどのよう
な影響をもたらしたかを推察することができる。また、エリック・カールの『はらぺこ

あおむし』の邦訳版（もりひさし訳）では、青虫の卵を見守る「おつきさま」の挿絵を

活かすことによって、原文表現にない箇所の内容が伝わりやすい翻訳版を完成さ

せた。読者が物語に入りやすくなるように、原作者の意図を汲み取りながら意匠を

凝らした翻訳の好例である。 
このように、文体に気づくこと、様々な知識を総動員してそれを活用することが非常

に重要だが、あまり新手ばかり使わず、時には先人の「まねをする」ことも、より良い翻

訳をする上で心がけるべき要点となる。 
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うな指摘ができる。農場で人間に見つからないように野菜を食べていたピーター

が、農場主が近くにいることに気づいて慌てふためく場面において、それを描

写した段落の最後の一文は “His（＝農場主） back was turned towards Peter, 
and beyond him was the gate!”となっているが、英文の文末焦点の特性から、
“the gate”への到達がいかに困難か、その事実がピーターの心理状況にどのよう
な影響をもたらしたかを推察することができる。また、エリック・カールの『はらぺこ

あおむし』の邦訳版（もりひさし訳）では、青虫の卵を見守る「おつきさま」の挿絵を

活かすことによって、原文表現にない箇所の内容が伝わりやすい翻訳版を完成さ

せた。読者が物語に入りやすくなるように、原作者の意図を汲み取りながら意匠を

凝らした翻訳の好例である。 
このように、文体に気づくこと、様々な知識を総動員してそれを活用することが非常

に重要だが、あまり新手ばかり使わず、時には先人の「まねをする」ことも、より良い翻

訳をする上で心がけるべき要点となる。 
 

2. 研究所ゼミナールの開催 
 
通訳翻訳研究所ゼミナール  
「通訳翻訳講座－ELF時代の通訳翻訳に役立つ言語知識－」 

開講日時： 平成 31年 2月 8 / 15 / 22日、3月 1 / 8日 （5日間全 10回） 

会場：     愛知県立大学 サテライトキャンパス 

講師：   長峯 貴幸 （UCL MA／本学非常勤講師） 

今井 隆夫 （Ph.D.／本学非常勤講師） 

受講者数： 15名 

講座内容：   ① 多様な英語音声の perception と ELF時代の通訳（長峯） 

 ELF時代の英語音声とは？ 

 “訛り”を取り巻く複雑な事情とは？－社会言語学の見地から 

 ELF時代の訛りの知覚 

 ELF時代の通訳：聞き手に理解されやすい発音とは？ 

②  認知言語学と翻訳の新たな視点（今井） 

 認知言語学から言語コミュニケーションを考える 

 認知言語学から言語表現を考える 

 日英語の日常表現における比喩 

 認知言語学から翻訳を考える  
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「通訳翻訳研究所」定例講演会第四回

国際報道と語学力
－通訳・翻訳の意義と効用－

 
愛知県立大学は平成 28年 4月に国公立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，
無事三年目を迎えることができました。 本年度最初の定例講演会として，元時事通信社記者で

現在は拓殖大学海外事情研究所教授にして国際教養大学特任教授も務められる名越健郎氏

を講師にお迎えし，本学学生にとって関心度の高い「国際報道と語学力の問題」についてお話

を伺う運びとなりました。指定対象学生の他にも定員（80 名）までは参加可能です。興味があれ
ば，ぜひご参加ください。

平成 30年 6月 5日 研究所長 大森 裕實 
【講演要旨】 
外国に勤務する記者にとって，現地語の習得は不可欠だが，日本人にとって苦手なものが外国語で

ある。近年は帰国学生や留学経験者が増えて外国語に通じているにもかかわらず，新聞やテレビで

特ダネは減ってきている。ネット時代，スマホ時代で，国際報道の形態が大きく変わってきたこともそ

の一因として看過できない事実である。最近の外国メディアの報道の変化も紹介しながら，国際報道

で語学力がどのような意味を持つのかを検討する。

 
日時 平成 30年 6月 27日（水）12：30～14：30 

（講義 90分＋Q&A’s / Free Talk 30分） 

 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 ［講演会］“国際報道と語学力－通訳・翻訳の意義と効用－”

講師 名越 健郎  （拓殖大学海外事情研究所教授／国際教養大学特任教授） 
（元時事通信社記者：バンコク、ワシントン、モスクワ支局員、 
外信部長、編集局次長、仙台支社長を歴任） 

司会 袖川 裕美（本学准教授） 

対象 外国語学部 EICコース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にご参加ください 

参 加

申

込

参加費無料, 事前予約不要（定員 80名） 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HPポータルサイト
http://www.aichi-pu.ac.jpから本研究所ウェブでご確認ください 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所  

 
お問合せは E-mailで通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL：0561-76-8824（学務課［研究所担当］阿部） 
FAX：0561-64-1107（文系教員センター共用） 
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 愛知県立大学

通訳翻訳研究所

 通訳翻訳研究所

定例講演会第四回

平成 年 月 日 水 ～日時

問合せ先 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

内容 国際報道と語学力

名越 健郎

―通訳・翻訳の意義と効用―

 

国際教養大学 特任教授

拓殖大学海外事情研究所 教授

参加費無料，事前予約不要参加
申込

※プログラム詳細については，愛知県立大学 ポータルサイト

から本研究所ウェブでご確認ください

愛知県立大学（長久手キャンパス）場所

学術文化交流センター 階 小ホール

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所
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「通訳翻訳研究所」定例講演会第五回

医療の発展と患者さんに貢献する医療翻訳
 
愛知県立大学は平成 28年 4月に国公立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，順調
に活動三年目を迎えました。 これも学内外の皆さまのご協力あればこそと，衷心より感謝申し上げま

す。さて，本年度の定例講演会の第二弾として，「海外がん医療情報リファレンス」ボランティア翻訳サ

イトを運営する「日本癌医療翻訳アソシエイツ」副理事長の野中希さんを講師にお招きし，最近注目

を集める“がん診療に関わる医療翻訳”の必要性とその実態についてお話を伺える運びとなりました。

指定対象学生の他にも定員（80名）までは参加可能です。興味があれば，ぜひご来聴ください。
平成 30年 11月 5日 研究所長 大森裕實 

【講演要旨】 
がんを患った家族を介護した経験から，日本における情報不足を痛感し，2004 年に「海外がん医療

情報リファレンス」ボランティア翻訳サイトを開設した。この十年余りで，日本で承認される治療薬や情

報も増え，がん診療は目覚ましい変化を遂げているが，その裏では医療翻訳が重要なカギを握る。

例えば，現代医療における薬や治療のための医学研究や論文は世界中にオンラインで一般公開さ

れており，その共通言語はすべて《英語》である。また，国際共同研究の実施も医療翻訳なくしては考

えられない。現代における医療翻訳の必要性および最新医学を知る面白さをお伝えしたい。 
 
日時 平成 30 年 11 月 20 日（火）12：15～14：15 

（講義 90 分＋Q&A’s / Free Talk 30 分） 

 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 ［医療翻訳講演会］“医療の発展と患者さんに貢献する医療翻訳”

講師 野中 希  （一般社団法人 日本癌医療翻訳アソシエイツ JAMT 
             副理事長） 

 
司会 大森裕實（研究所長／本学教授） 

対象 外国語学部 EIC コース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にご参加ください 

参加

申込

参加費無料, 事前予約不要（定員 80 名） 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HP ポータルサイト

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所  

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］阿部） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
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愛知県立大学

通訳翻訳研究所

 

通訳翻訳研究所

定例講演会第五回

 平成 年 月 日 火 ～日時

会場
愛知県立大学 長久手キャンパス

学術文化交流センター 階 小ホール

内容 医療翻訳活動に関する講演

野中 希

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

問合せ先 通訳翻訳研究所

参加
申込

参加費無料，事前予約不要
※プログラム詳細については，愛知県立大学 ポータルサイト

から本研究所ウェブでご確認ください

日本癌医療翻訳アソシエイツ（ ）副理事長

“医療の発展と患者さんに貢献する医療翻訳”



64

 

「通訳翻訳研究所」定例講演会第六回

《翻訳》を究めるための

文体論 Stylistics)の視点と英語の理解
 
愛知県立大学は平成 28 年 4 月に国公立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，順調に活
動三年目を迎えました。 これも学内外の皆さまのご協力あればこそと，衷心より感謝申し上げます。さて，

本年度の定例講演会第三弾として，文体論研究の第一人者として名高い今林修教授（広島大学大学院

文学研究科）を講師にお招きし，文学研究の一環としての固定観念から脱して，英語教育との関連（応用

言語学）においても注目を集める文体論（Stylistics）のアプローチによる英語理解についてお話を伺える
運びとなりました。指定対象学生の他にも定員（80 名）までは参加可能です（一般公開）。興味があれば，

ぜひご来聴ください。 
平成 31年 1月 5日 研究所長 大森裕實 

【講演要旨】 
私たち日本人の多くは英語を母語としないからこそ，《翻訳》という知的な作業を通して英語を享受す

ることができるのではなかろうか。《翻訳》することと英語を深く理解し味わうこととの間には，一体どの

ような関係があるのだろうか。この問に，文体論による新たな切り口を見つけ出すことができればと考

えている。

 
日時 平成 31 年 1 月 30 日（水）13：00～15：00 

（講義 100 分＋Q&A’s / Free Talk 20 分） 

 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 講演 ――“《翻訳》を究めるための文体論(Stylistics)の視点と英語の理解”

講師 今林 修  （広島大学大学院文学研究科欧米文学語学・言語学講座 教授） 
   ※編著『英語のスタイル―教えるための文体論入門』（2017）は好評 

 
司会 大森裕實（研究所長／本学教授） 

対象 外国語学部 EIC コース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にご参加ください（一般公開） 

参加

申込

参加費無料, 事前予約不要（定員 80 名） 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HP ポータルサイト

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所  

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］阿部） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
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主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

問合せ先 通訳翻訳研究所

日時

場所

内容

参加
申込

平成 年 月 日 水 ～

愛知県立大学 長久手キャンパス
学術文化交流センター 階 小ホール

参加費不要，事前予約不要
※プログラム詳細については，
愛知県立大学 ポータルサイト から
本研究所ウェブでご確認ください

《翻訳》を究めるための
文体論 の視点と英語の理解

今林 修（広島大学大学院 教授）

通訳翻訳研究所

定例講演会第六回
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通訳翻訳研究所ゼミナール

「通訳翻訳講座」
－ELF 時代の通訳翻訳に役立つ言語知識－

ご案内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開催日時 

第 1 回 平成 31 年 2 月 8 日（金）午後 6 時 00 分～午後 7 時 30 分 
第 2 回  平成 31 年 2 月 8 日（金）午後 7 時 30 分～午後 9 時 00 分 
毎週金曜日 2 回連続開講（＠90 分）2/15, 2/22, 3/1, 3/8 [全 10 回] 

   
講座会場 愛知県立大学（サテライトキャンパス）  
 〒450-0002 名古屋市中村区駅 4 丁目 4-38   
 愛知県産業労働センター「ウインクあいち」15 階 

 
 

講座講師 ① 長峯貴幸（UCL MA） 
② 今井隆夫（Ph.D.） 

 

〈紹介〉長峯貴幸氏は音声学の本場 University College London で修士課程を修めた新進 
気鋭の音声学研究者であり，愛知教育大学における教員研修の経験も豊富。 
今井隆夫氏は認知言語学の知見を英語教育の現場に応用することに関心が高く， 

 『イメージで捉える感覚英文法』（開拓社, 2010）はわかりやすいと好評。 

募集定員 最大 30 名（最少催行人数 6 名） 
 

 

参加申込 事前申込み必要（E-mail でお願いします）締切：1 月 28 日（月） 
 

 

受 講 料  全 10 回分（＠2,000 円×10 = 20,000 円）を一括して納めること  
※詳細については，愛知県立大学 HP http://www.aichi-pu.ac.jp でご確認ください。 

 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所（IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp）まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］阿部） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
 

 

冠省 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さて，愛知県立大学は平成 28年 4月に「通
訳翻訳研究所」を開設いたしましたが，本研究所が掲げた主たる事業計画第一項目に明記された

「講座」（日英語翻訳講座〈理論と実践〉）を一昨年度初めて公開方式で実施し、成功裡に終えるこ

とができました。 
さて，本年度は少し趣を変えて，ELF（国際英語）時代の通訳翻訳を支える言語知識を涵養する

二本立ての講義――①多様な英語音声の perception と ELF 時代の通訳（長峯）；②認知言語学
と翻訳の新たな視点（今井）を企画しました。 
現在職に就いている卒業生や一般社会人の皆さまの便を考慮して，本年度も金曜日の夜間に

名古屋駅近くに在るサテライトキャンパスにおいて開催します。この機会に是非ご参加いただけれ

ば幸いです。 
平成 30年 12月 10日 研究所長 大森裕實 

 
 

 
 
 
 

平成 30年 12月 10日 研究所長 大森裕實
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通訳翻訳研究所

通訳翻訳講座

平成 年 月 日 金 ～ 月 日 金

毎週金曜日２回連続開講 ＠ 分 全 回

第 回 午後 時 分～午後 時 分
第 回 午後 時 分～午後 時 分

愛知県立大学 サテライトキャンパス
愛知県産業労働センター《ウインクあいち》 階

事前予約必要
※プログラム詳細については，
愛知県立大学 ポータルサイト から
本研究所ウェブでご確認ください

問合せ先 通訳翻訳研究所

日時

場所

ー 時代の通訳翻訳に役立つ言語知識ー

内容

参加
申込

長峯貴幸（ ）

多様な英語音声の と 時代の通訳

今井隆夫（ ）

認知言語学と翻訳の新たな視点

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所
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カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

Cook, Guy. 2010 Translation in Language Tesching An Argumant for Reassessment Oxford University Press

ガイ・クック (著), 斎藤　兆史・北　和丈(共訳) 2012 英語教育と「訳」の効用 研究社

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅰ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅱ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅲ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅳ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅴ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Toyota, Masanori (編) 2018 Stylistics  volume Ⅵ SAGE Benchmarks in Language and Linguistics  SAGE Publications Pvt. Ltd

Tsagari, Dina. & Deemter, Roelof van (共編) 2013 Assessment Issues in Language Translation and Interpreting Peter Lamg Edition

Tsagari, Dina. & Floros, Georgios. (共編) 2013 Translation in Language Tesching And Assessment Cambridge Scholars Publishing

越前　敏弥 2011 越前敏弥の日本人なら必ず悪訳する英文 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

越前　敏弥 2016 翻訳百景 角川書店

越前　敏弥 2018 文芸翻訳教室 研究社

篠原　有子 2018 映画字幕の翻訳学　日本映画と英語字幕 晃洋書房

杉本　つとむ 1976 江戸時代蘭語学の成立とその展開 早稲田大学出版部

杉本　つとむ 1990 長崎通詞ーことばと文化の翻訳者 創拓社

野崎　歓 2014 翻訳教育 河出書房新社

野崎　歓 2016 夢の共有 岩波書店

『通訳・翻訳ジャーナル』特別編集 2016 新版　医学・薬学の翻訳・通訳完全ガイドブック イカロス出版

『通訳・翻訳ジャーナル』特別編集 2018 メディカル翻訳・通訳完全ガイドブック イカロス出版

Cook, Guy. 2001 The Discourse of Advertising　second ed. Routledge

Crystal, David. 2010 Begat:The King James Bible & English Language Oxford University Press

デイヴィッド ・クリスタル (著), 橋本 功 ・八木橋 宏勇 (共訳) 2012 聖書起源のイディオム42章 慶應義塾大学出版会

岡田　昭人 2017 オックスフォードの英語 秀和システム 

土屋 晴仁・佐藤 和枝 (共著) 2017 英語で読む羽生結弦 IBCパブリッシング

内藤　由美子 2018 最強の英語力 新星出版社

平野　次郎(解説執筆)，鈴木　健士(翻訳) 2017 英語で聴く　世界を変えた感動の名スピーチ 角川書店

 The Modern Language Association (著), 長尾和夫 (監訳), フォースター紀子・トーマス・マーティン (共訳) 2017 MLAハンドブック 秀和システム

Crystal, David. 2018 The Cambridge Encyclopedia of the English Language Third Edition Cambridge University Press

Nakagawa, Ken, Jimura, Akiyuki,and Imahayashi Osamu(ed) 2016 LANGUAGE AND STYLE IN ENGLISH LITERATURE KEISUISHA

萱原　雅弘・佐々木　隆一(共著) 1999 大学生のための現代英文法 開拓社

山岡 洋 2014 山岡 洋 開拓社

大橋 由香子 2002 同時通訳者　鳥飼玖美子 理論社

木村　正俊・松村　賢一（共編） 2017 ケルト文化事典 東京堂出版

スタンリー・ウェルズほか(著), 河合　祥一郎 2016 シェイクスピア大図鑑 三省堂

武市　一成 2015 松本亨と「英語で考える」 彩流社

デイヴィット・スチュアート・デイヴィーズほか(著), 日暮　雅通(訳) 2016 シャーロック・ホームズ大図鑑 三省堂

夏目　漱石(著),　近藤　いね子(訳) 2018 KOKORO 国書刊行会

亀井　孝・河野　六郎・千野　栄一(共編) 2011 言語学大辞典　第6巻　術語編 三省堂

河野　六郎・千野　栄一・西田　龍雄(共編) 2001 言語学大辞典　別巻　世界文字辞典 三省堂

亀井　孝・河野　六郎・千野　栄一 (編著) 1998 言語学大辞典セレクション　ヨーロッパの言語 三省堂

牧野　成一・岡　まゆみ (共著) 2017 日英共通メタファー辞典 くろしお出版

松本 道弘 2018 難訳・和英「語感」辞典 さくら舎

松本 道弘 2017 難訳・和英「口語」辞典 さくら舎

辞書

資料

3. 平成30年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2018）

言語運用編

言語知識編

通訳翻訳研究
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(冊)

通訳翻訳研究 20

言語運用編 8

言語知識編 4

資料 6

辞書 6

計 44

平成30年度　通訳翻訳研究所購入所蔵図書
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『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。 
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