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巻巻頭頭言言 
 
 

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

度末で開設から満4年を経過し、合衆国大統領であれば第一期終了というところである。 
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」を具現化するものである。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 4号に相当する『ことばの世界』第 12

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 2 篇・実践報告 1
篇・研究ノート 3篇・研究フォーラム 1篇に加えて、例年通り、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までお寄せいただければ幸い

である（E-mail:IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp/ Tel: 0561-76-8654 [office direct]）。 
さて、本研究所が平成 31 年‐令和元年（2019 年）度に実施した主な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」 2件） 
2．ワークショップの開催（3件） 
3．研究所ゼミナールの企画（「通訳翻訳講座」1件）*諸般の事情により不開講 
4．研究所所蔵図書及び通訳機器の整備 
5．研究所年報 『ことばの世界』 第 12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、研究所運営の多難な時期に

あっても、その方針はいささかも揺らいではいない。実際、本学第三期中期計画目標（平成 31／
令和元年度からの 6 ヶ年計画）に関連して、本学学部卒業生・大学院修了生を中心とした通訳・
翻訳分野に関わる潜在的な人的リソースの発掘調査とネットワーク化を謳っており、そのためのき

め細やかな方策として、卒業生及び修了生を講師に招いたシリーズ“言語が活かされるキャリア

セッション”Professional Words & Worldを企画・実施することとした。 
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論文 
 

EELLFF時時代代のの英英語語音音声声文文法法考考察察  
――通通訳訳技技能能向向上上ととのの関関連連性性ににおおいいてて――  

  
  AA  SSttuuddyy  oonn  ““SSppookkeenn  GGrraammmmaarr  ooff  EEnngglliisshh””  iinn  tthhee  EELLFF  EErraa,,  

wwiitthh  SSppeecciiaall  RReeffeerreennccee  ttoo  AAddvvaanncceemmeenntt  iinn  IInntteerrpprreettiinngg  CCoommppeetteennccee  
  

英 米 学 科 

大 森 裕 實 

Yujitsu O’MORI 
  
緒緒言言

英語という言語について、今や英国語（British English）や米国語（American English）の
観点からだけでは十分にとらえることができない国際共通語（lingua franca）であることを一般の
英語関係者に知らしめた書籍は Penguin Books（初版は Pelican Books）の一冊として上梓さ
れたクリスタル(David Crystal)(1988)The English Language〔『英語―きのう・今日・あす』豊
田昌倫訳，1989〕ではなかったかと思う。その後に出版されたブライソン(Bill Bryson)(1990) 
The Mother Tongue, Penguin Books〔『英語のすべて』小川繁司訳，1993〕や Crystal 
(1997/20032) English as a Global Language, Cambridge U. P.〔『地球語としての英語』國弘
正雄訳，1999〕の記述を目の辺りにして、各書の版が改訂されるごとにその統計数字が刷新され
て、世界における英語話者数が増加の一途を辿っていることを知ってもさほど驚かなくなった。 

Crystal (1988)では、“母語”以外の存在としての“第二言語としての英語”（ESL）と“外国語と

しての英語”（EFL）の位置づけと実態が見事に描き出されていたが、そこには“国際語としての

英語”（EIL）という術語は看取できなかった１）。我が国における“国際英語”という新造語は、文化

人類学者にして国際舞台で活躍した同時通訳者の國弘正雄に因るところが大きいと思われるが、

残念なことに、“国際英語”という語句は最新の『広辞苑』第 7 版（岩波書店，2018）においても未
だ採録されてはいない。Crystal (1997) は一歩進んでGlobal Language と命名し（EGL）、國
弘もその趣旨に賛意を示す２）。また、鈴木孝夫は、日本人にとって“目的言語”から“手段言語”を

経て、そのような存在に至った英語を“交流言語”と呼ぶ３）〔「日本は 21世紀の世界に向けて何を
発信するか」『英語が第二の国語になるってホント!?』國弘正雄編著，2000〕。さらに、カチル
(Braj Kachru) の提唱する“世界諸英語”（World Englishes: WE）はスミス(Larry Smith) の
活動と併せて相乗効果を惹起し、今や市民権を獲得しつつある４）。 
ここで、日本人と英語との接触について言及しておくとすれば、かつての短波ラジオで FEN

や VOA を雑音のなかで聞くのが精一杯だった環境からは脱却し５）、現在は BBC World や

CNNをリアルタイムで視聴でき、インターネットではあらゆる情報が生の英語を通して入手できる
状況にある６）。欧米の大学への留学要件として課せられる TOEFL や日本企業で注視される

TOEIC といった英語能力試験で使用される英語も Received Pronunciation（RP）やGeneral 
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American（GA）のような、英米のいわゆる“標準発音”だけではなくなったことが、当世の英語事

情を雄弁に語っている。 
さて、翻って、国際化時代におけるこのような英語の特徴と位置づけという観点に立脚して考

えてみると、学習者の英語習得に際して“目標となるような何らかの発音モデル”の必要性の有

無が問題となり、これが中等教育における学習指導要領に看取される“現代の標準的な発音”の

問題と直截的に関連する。上掲の Kachru は WE を 3 種類（L1: Inner Circle; L2: Outer 
Circle; L3: Expanding Circle）に分類し、L1 と L2 には優位異はないと主張する。L1 には、
USA / UK / Canada / Australia / New Zealandが含まれ、話者数は約 3億 2,000万から 3
億 8,000万人、L2には、Singapore / India / Malaysia / Philippines / Bangladesh / Ghana 
/ Kenya / Nigeria / Sri Lanka / Pakistan等 50ヶ国が含まれ、話者数は約 3億から 5億人を
数える。また、L3には、China / Japan / Greece / Poland / Egypt / Saudi Arabia / Israel / 
Nepal / Zimbabwe / Russia等多くの国々が含まれ、話者数は約 5億から 10億人である（統計
の取り方次第で数字のばらつきが生じることに加えて、漸次的に数字が増加する）[Crystal 
20032: 61]。学習者が L1や L2（ESL）として英語を習得する環境（Kachruの Inner Circle と
Outer Circle）にある場合には、その必然性から、人々を取り巻く社会で使用される発音型がモ
デルとなることは想像に難くない。他方、L3（EFL）として習得される場合（Expanding Circle）と
いうのは、その動機が社会的必然にあるのではなく、学習者個々人の事情（勉学・仕事・家族・ボ

ランティア活動等）によって異なり、それはいわゆる「学習」と同義といってよい。それでは、EFL
環境にある教室における「学習」には、どのような発音型がモデルとして必要とされるのか７）、換言

すれば、いかなる基準を満たせば国際化時代の EIL/EGLの習得として認定されるのか、さらに
は、その実現のための効果的教授法は果たして存在するのだろうか。これら惹起する問題に対し

て果敢な取り組みも始まっている。 
ところで、従来から、英文法といえば、文字情報に依存した読み書きのための英語能力を支え

る、いわば Literal Competence を一般に意味している。当然のことながら、英文が使われる
readingの文脈（Context）においてこそ、その意味は正しく解釈される。而して、コンテクストから
当該文を剥離して、その解釈を試みることは、初級中級学習内容程度であれば容易だが、上級

学習内容ともなると、それは至難の業となる。換言すれば、英文法の例文や練習問題を解く作業

は、実は、当該例文の使われるコンテクストを脳裡に再構築する作業を行なっていることに他なら

ない。他方、英語音声学の知識といえば、音声情報に依存して、聴き話すための英語能力を支

える、いわばOral-Aural Competenceを一般に意味していることは明らかであるが、これもまた、
別個の学科目として英語学習カリキュラムに存在する。このことは、当該文が使用されるコンテク

ストの再構築にとって必要な音声情報に関する知識が、眞の意味で、実践的かつ正確な言語運

用を裏打ちする文法知識の枢要な位置を占めるという機能主義的観点（語用論的観点）がほと

んど認識されてこなかったのではないかということを推測させるに足る事実である。高等教育のみ

ならず中等教育においてもまた、英語によるプレゼンテーションやディベートを導入する心意気

はよいが、脳の可塑性の弱化と一側化が進んだ年齢に到達した学習者に対して合理的な説明も

なく、まるで「水に飛び込めば泳げる」と前時代的指導をしていることに早く気づくべきである。 
そこで本稿では、文法知識の記述と音声知識の記述とのインターフェイスは何かということ、ま

た、それを体系化した Communicative Grammar記述の可能性について、いくつかの事例を
参考に、その端緒を考究する。 
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る、いわば Literal Competence を一般に意味している。当然のことながら、英文が使われる
readingの文脈（Context）においてこそ、その意味は正しく解釈される。而して、コンテクストから
当該文を剥離して、その解釈を試みることは、初級中級学習内容程度であれば容易だが、上級

学習内容ともなると、それは至難の業となる。換言すれば、英文法の例文や練習問題を解く作業

は、実は、当該例文の使われるコンテクストを脳裡に再構築する作業を行なっていることに他なら

ない。他方、英語音声学の知識といえば、音声情報に依存して、聴き話すための英語能力を支

える、いわばOral-Aural Competenceを一般に意味していることは明らかであるが、これもまた、
別個の学科目として英語学習カリキュラムに存在する。このことは、当該文が使用されるコンテク

ストの再構築にとって必要な音声情報に関する知識が、眞の意味で、実践的かつ正確な言語運

用を裏打ちする文法知識の枢要な位置を占めるという機能主義的観点（語用論的観点）がほと

んど認識されてこなかったのではないかということを推測させるに足る事実である。高等教育のみ

ならず中等教育においてもまた、英語によるプレゼンテーションやディベートを導入する心意気

はよいが、脳の可塑性の弱化と一側化が進んだ年齢に到達した学習者に対して合理的な説明も

なく、まるで「水に飛び込めば泳げる」と前時代的指導をしていることに早く気づくべきである。 
そこで本稿では、文法知識の記述と音声知識の記述とのインターフェイスは何かということ、ま

た、それを体系化した Communicative Grammar記述の可能性について、いくつかの事例を
参考に、その端緒を考究する。 
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１．連続発話（ ）における脱強勢化（ ）

ここ数年、ロンドン大学（UCL）において開催される英語音声学セミナーでMichael Ashby氏
が音声指導に組み込む「情報構造に着目した、旧情報の強勢の脱落と新情報への強勢の附与」

（de-accenting old information）という談話構造に立脚した視点及びそのトレーニングは注目
に値する。例えば、次の A-Bの対話文の場合の強勢附与を考えてみるとよい。 

eg.1. (A) I’m HUNgry. 
(B) You’re ALways hungry. 

eg. 2. (A) Do you like RAW TUna?  
(B1) I’ve never TRIED raw tuna. 
(B2) I like ANY kind of fish. 

eg. 3. (A) Do you like my NEW GLASSES? 
(B1) I didn’t notice you’d GOT new glasses. 
(B2) Well they suit you better than the OLD pair. 

（Ashby’s Material: Rhythm, Intonation and Fluency in English, 2011の一部を改編） 

 
英語の句構造――例えば、“twenty places further back”における強勢（stress）附与の原

則は、通常、英語音声学・音韻論の知識の一部として、次のように示される。 
 

 

（Roach 2002: 109） 
 

これをMetrical Grid Theoryに基づいて示すと次のようになり、s (= strong)マークの強音節
の積み重なりの最も大きい部分に最大強勢が置かれることを明らかにしている。 
 

 
（Roach 2002: 109） 
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この音声情報は、従来から、英語は「文末焦点化（end-focus）」「文末重点化（end-weight）」

の言語であると文法が指摘してきたことと合致する７）。簡単にいえば、特定コンテクストから離れ

て、無標形（unmarked form）の場合、「文末にくる内容語（content word）に最大強勢が置か
れる」ということを意味している。 
しかし、実際の英文の発話は、談話（discourse）の中で生じるため、特定コンテクストから離れ

て、意思伝達が行なわれることはない。そこで、本節冒頭に掲げた例文のように、強勢の附与―

―文末内容語が旧情報の場合に、そこから左へ、1 ランク低い強音節をもつ内容語（新情報）に
強勢附与が移動するという原則からの逸脱、換言すれば、脱強勢化（de-accentuation）が生じ
る。こうした現象を取り扱ったものに D. R. Ladd（1978）The Structure of Intonational 
Meaning: Evidence from English. があり８）――Laddでは“Default Accent”として説明され
ているが（1978: 81-83）、一般に利用される音声学テキストにおいて、その記述はほとんど見受
けられない。ここで、Laddの指摘する事例を一つ確認しておく。 

eg.4. (A) Has John read Slaughterhouse-Five? 
(B) No, John doesn’t READ books. 

（Ladd 1978: 81の表記の一部を改修） 
 

この例では、(A)の発話において、Slaughterhouse-Five という書名が一度言及されているの
で、それを受けた(B)の発話では、同種の意味内容をもつ books が旧情報となり、1 つ前の動詞
readが“Default Accent”を獲得するという説明が成り立つ。このことは、本節冒頭に掲げた 3事
例についても適用される９）。 
一般的にいって、英語音声指導において、分節音素（segmental phoneme）を超えた強勢リ

ズム（stress-timed rhythm）及び等時性（ isochrronism）の理解と習得、加えて、抑揚
（intonation）のもつ重要性――文型の識別と話者の心的態度（attitude）への理解を強調し、
超分節音素（suprasegmental phoneme）の学習に結びつけることは、英語らしさの獲得にとっ
て不可欠であり、中上級学習者に対してよく行なわれているところであろう。しかし、一歩進んで、

談話（あるいは対話）の中でやり取りされる音声情報、換言すれば、語用論的音声情報の意味を

体系的に学ぶ機会が提供されることはあまり多くはない。本節における視点は、活きた英語をとら

える文法記述にとって、極めて有意義である。 
 
２．文構造と音声情報（ ）

 
複文における従属節 

一般的な学習英文法において、時・理由・条件・譲歩などを表わす従属節を伴なう複文の場合

に、従属節が左移動（前置）した文構造が可能であること、また、そうした複文がしばしば見受け

られることはよく指摘される。しかし、その場合に当該文が取る抑揚（intonation）については、同
時に記述されることは少ない。次の例文は、英語音声学のテキストからの抜粋であるが、いずれ

も、下降上昇調（Fall-Rise）[Br.E] あるいは水平調（Level）[Am.E]と呼ばれる特有の韻律を示
すが、そのような音声情報を文法記述の際に盛り込むことができれば、眞の意味での調和型の

実践英文法が提示できるであろう。 
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eg.5. If you don’t leave now,⤵⤴ I’m calling the police. ⤵ 
eg.6. When the war ended, ⤵⤴she was forty years old. ⤵ 
eg.7. Since she started a diet, ⤵⤴she’s lost over 8 kilos. ⤵ 
eg.8. Although the car is old, ⤵⤴it still runs well. ⤵ 
eg.9. No matter what the reason is, ⤵⤴most people do not want to leave 

 their native country. ⤵ 
eg.10. If you want to learn English, ⤵⤴you should try to speak it all the 

 time. ⤵ 
（杉森 1997: 122の表記の一部を改修） 

 

否定の射程（ ） 
次のような構造的曖昧性（structural ambiguity）をもつ文は、生成文法の構成素統御

（C-command）に関連する演算子（operator）の作用域の問題として取り上げられ、当該理論の
説明力の高さを証明する。 

eg.11. a  Mike did not marry Nancy because she was a highbrow. 
       11. b  It was NOT the case that Mike married Nancy because she was a 

  highbrow. 
11. c  It was because she was a highbrow that Mike did not marry Nancy. 

 
上掲例文11.aの場合、becauseに導かれる従属節の階層構造的位置について2種類の可能

性があり、それが意味解釈 11.b「MikeはNancyがインテリだったから結婚したわけではない」と
意味解釈 11.c「MikeはNancyがインテリだったからNancyと結婚しなかった」を生む。つまり、
この違いは、11.bは否定辞notの作用域が文末まで（because節まで）及んでいるが、11.cは従
属節（because節）が否定辞notの作用域に入らないことに起因する。従って、2.1節で指摘した
従属節の左移動（前置）――Because she was a highbrow, Mike did not marry Nancy. が
可能となるのは、11.cの意味解釈の場合のみとなる。 
しかし、こうした階層構造による説明には首尾一貫性が認められ、有益な解析であることに間

違いはないものの、そこに活きた言語のもつ勢力 Drang が感じられない１０）。それはおそらくは、

発話者と聴者が共存する場面（context）に必要な音声情報が欠落しているからであろう。 
同様の例文に少し音声情報を附加してみよう。 

eg.12. a  Mary did nnoott leave home bbeeccaauussee  sshhee  wwaass  aaffrraaiidd  ooff  hheerr  ffaatthheerr..////⤵⤵⤴⤴ 
       12. b  Mary didnn’’tt  lleeaavvee  hhoommee  //  because she was afraid of her father.////⤵⤵ 
 
上掲の例文中の「 / 」は“sense group”の切れ目を表わし、「 // 」は“breath group”の切れ

目を表わす。従って、12.a の場合に because 節を前置することはできないが、12.b の場合には
可能である。また、否定辞の縮約形（ -n’t）の使用は 12.a の場合には不可である――12.a の場
合の否定辞 notの意味情報量は大きいため、音声情報量も必然的に重くなる。 
こうした文法記述における音声情報の重要性に気づいた先駆的文法書に Leech & Svartvik, 

A Communicative Grammar of English (1975) がある。それ以後に、それに取って代わる文
法書は出ていない――Biber, D. et al., Longman Grammar of Spoken and Written 
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English (1999) の記述と編纂にGeoffrey Leech（1936-2014）は十分な貢献を果たして、各章
における Language in Useの側面やChapter 14: The Grammar of Conversationに話し言
葉情報を入れ込むことに成功してはいるが、残念ながら、実用性の高いA Communicativeとは
趣を異にした文法書である。A Communicative の真骨頂は、次のような文法記述の工夫に見
受けられる。 

eg.13. a  They werenn’’tt  aatt  hhoommee  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  ddăăyy. 
            (It’s not true that they were at home for the whole day.) 
       13. b  They werenn’’tt  aatt  hhóómmee  | for the whole dày. 

        (For the whole day, they weren’t at home.) 
（Leech & Svartvik 1975: 120の表記順を改編） 

 
比較構文と強勢附与

前節で述べた構造的曖昧文の別事例として、比較構文はしばしば問題となる。文字情報だけ

では、何と何が比較され、どこが省略されているのかについての手懸りの提示が稀薄であるから

である。

eg.14. a  John likes Mary better than Nancy. 
   14. b  John likes |MMaarryy better than [John likes] |NNaannccyy. 
   14. c  |JJoohhnn likes Mary better than |NNaannccyy [likes Mary]. 

例文 14.aに対する通常の日本語訳「ジョンはナンシーよりもメアリーが好きだ」もまた曖昧文で
ある。よく考えてみると、14.bでは、動詞 likesの対象（目的語）2つが比較されており、「ジョンは
メアリーと比べるとナンシーのほうが好きだ」という意味解釈となるが、他方、14.cでは、動詞 likes
の動作主（主語）2 つが比較されており、「ジョンがメアリーを好きな程度は、ナンシーがメアリーを
好きな程度よりも大きい」という意味解釈を許す。日常的な経験からは、14.bの意味解釈のほうが
無標形（unmarked form）で一般的であると認知され、14.c の意味解釈は有標形（marked 
form）で特殊であると認知される傾向が認められる。そのため、文字情報による従来の学習文法
記述では、14.cについては、“John likes Mary better than Nancy does.”のように、代動詞do
を than に導かれる節中に入れて、Nancy が主語であることを明示する。あるいは、斜字体を用
いて、“John likes Mary better than Nancy.”と表記する工夫は可能であり、文芸作品やその
他の英語 passageでもよく見受けられる。 
しかし、14.b や 14.c に示したように、強勢マーク「｜」を附与するというような、極めて簡単な音

声情報附加によって、意思伝達に適った英文法記述を可能とし、構造的曖昧性を考慮したり、同

一事象をとらえる際の視点の違いを意識する心的態度の構築に寄与することができる。 

副詞（ ）の位置と強勢附与

副詞 onlyの用法に関して、日本人学習者に誤解の多いことは Petersen（2013:105-20）に指
摘のあるところである――副詞onlyの位置について、「基本的には(onlyは) 修飾する語の直前
に置かれる」という原則があるという。 
しかし、次のような事例は、構造的曖昧性をもつ。 

eg.15.  Adam oonnllyy repairs guitars.                            （Petersen: 115） 
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この例文の文字情報だけでは、副詞onlyが動詞repairsを修飾する意（「アダムはギターを修

理するだけだ」）なのか、副詞 only が動詞句内目的語の guitars を修飾する意（「アダムが修理
するのはギターだけだ」）なのかについては、判然とはしない。これも文芸作品等であれば、前者

の意味解釈なら“Adam oonnllyy repairs guitars.”（= As for guitars, Adam oonnllyy repairs them. 
/ Adam oonnllyy repairs guitars; he never plays them.）、後者の意味解釈なら“Adam oonnllyy 
repairs guitars.”と斜字体で表現することは可能である（Petersen 2013: 116）。 
しかし、この場合でも、音声情報を文字情報に附加することができれば、意思伝達に適った英

文法記述が容易に可能となるのである。 
eg.15´.  Adam oonnllyy ||rreeppaaiirrss guitars. 

15˝.  Adam oonnllyy repairs ||gguuiittaarrss. 
 

ポライトネス（ ）を意識した

20 世紀に擡頭した語用論（Pragmatics）の分野において、ポライト（politeness）に関わる研
究には特段の関心が払われてきたといえる。そうした側面を意識して記述する文法を Tact 
Grammar / Discourse Grammar と呼んでもよいが、Leech & Svartvik (1975) には「如才な
さ」を喚起する否定疑問文の使用についての興味深い説明が看取される。 

eg.16. a  Won’t you come in and sit dówn? ⤴ 
16. b  Couldn’t you possibly come anŏther day? ⤵⤴ 

（Leech & Svartvik 1975: 147の表記の一部を改修） 

 

上掲の例文は、要請（request）という心的態度を伝えるための丁寧表現であるが、まず、「如
才なさ」を具現化するために、16.aのように、法助動詞の過去形が使われることが多い。次の手
段としては、聞き手が yesの答えをすると十分に予期しながら、否定疑問形が使われる――この
疑問形は、否定的回答を期待するものではない。そうすることにより、「試しに尋ねてみる

（tentative）」といったニュアンスを減滅させ、むしろ「説得的な（persuasive）」含意を聞き手に与
える効果がある。このようにして、例文16.aは「お入りなって、お座りになりませんか」、16.bは「別
の日にお越しにはなれませんか」という意味解釈を許すことになる。 
さらに、相手の誘いに対する丁寧な断り（polite refusal）についても、韻律情報を伴なった次

の例が参考になる。 
eg.17. (A) Are you doing anything tomorrow évening? ⤴ 
      (B) Nó. ⤴ 
      (A′) Then perhaps you’d be interested in joining us for a meal at a 

 restaurant in tòwn.⤵ 
      (B′) Well, that’s very kĭnd of you⤵⤴－ but I’m afraid I have already 

 arranged/promised to … What a pìty,⤵ I would have so much 
 enjŏyed it.⤵⤴ 

（池上 1998: 262-3の表記の一部を改修） 

 

特に、ポライトネス表現はコンテクストの中において初めて機能するものであるため、その学習
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に際して、当該コンテクストを頭の中で再構築して意味解釈を行なう必要がある。そのために、音

声情報は不可欠な要素であるといわざるを得ない。そうした音声情報は、通常は、学習者の経験

的知識から導き出されるものであろうが、英語使用の実体験に乏しい（外国語としての）英語学習

者にとっては、学習英文法の中で提示されなければ、当該コンテクストの再構築は困難を極める。

而して、文字情報に対する音声情報の附加は、学習者に余分な負荷を附加することに寄与する

のではなく、学習者の負荷を軽減することに貢献するものであるといえる。 
 
３．談話の指標（ ）とプロソディー（ ）

ここでいう談話（discourse）とは、伝統文法でいう連文（connected speech）に相当するが、
Swan（20053:§157）の定義する“pieces of language longer than a sentence”を意味し、そこ
には、話しことば表現も書きことば表現も含まれると考えてよい。 
ところで、談話の指標（discourse marker）には、さまざまな機能をもつ副詞類（adverbials）

が考えられる――1. focusing and linking（with reference to類）；2. balancing contrasting 
points（on the other hand類）；3. emphasising a contrast（however類）；4. similarity（in 
the same way類）；5. concession and counter-argument（it is true, all the same類）；6. 
contradicting（on the contrary類）；7. dismissal of previous discourse（at any rate類）；8. 
change of subject（by the way類）；9. return to previous subject（as I was saying類）；10. 
structuring（first of all類）；11. adding（moreover類）；12. generalising（on the whole類）；
13. giving examples（for instance 類）；14. logical consequence（as a result 類）；15. 
making things clear, giving details（that is to say類）；16. softening and correcting（in 
my opinion, I mean類）；17. gaining time（let me see類）；18. showing one’s attitude 
what one is saying（honestly類）；19. persuading（after all類）；20. referring to other 
person’s expectations（as a matter of fact類）；21. Summing up（in conclusion類）［本分類
は Swan 20053: §157参照］。 
 しかし、本節でこれらすべてを扱うことは紙幅の関係上困難であるので、ここからは、いわゆる

文副詞類（sentence adverbials）に特化して、考察を進めることにする。Leech & Svartvik 
(1975: §479) に依拠すれば、文副詞類は、話者が述べている内容についての話者自身の評言
（comment）を伝える機能をもつと定義され１１）、そうした機能をもつ副詞類には次のようなものが

あると列記されている―― admittedly, certainly, definitely, indeed, surely; perhaps, 
possibly; in fact, actually, really; officially, superficially, technically, theoretically; fortu- 
nately, hopefully, luckily, naturally, preferably, strangely, surprisinglyなど。 
ほとんどの文副詞類の通常位置は文頭であり、話しことば（spoken）では音調単位（tone 

unit）で後続部と区切られ、書きことば（written）では読点（comma）で後続部と区切られる。 
 

eg.18.a (written)  Obviously,     they expect us to be in time. 
   18.b (spoken)  Ŏbviously⤵⤴| they expect us to be in tìme.⤵| 

（Leech & Svartvik 1975: 202の表記の一部を改修） 

 
これに倣って、Leech & Svartvik (19942::§463)で挙げられた例文に韻律情報を附加した表

記モデルを示して、参考に附す。 
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eg.19. a  Cěrtainly⤵⤴|her French is very flùent.⤵  
   19. b  Of cŏurse⤵⤴|nobody imagines that he’ll ever repay the lòan.⤵
   19. c  Strangely enŏugh⤵⤴| his face reminds me of Miss Pèters.⤵  
   19. d  Sŭrely⤵⤴| no other novelist can give such a vivid descrìption.⤵  
   19. e  Unfŏrtunately⤵⤴|that is an oversimplification of the pròblem.⤵  

 
結局のところ、本節で考察の対象とした談話の指標は、相当幅広い範囲に及ぶため、その機

能との関連において、統語情報（副詞類の位置の制約）とならんで韻律情報（ intonation 
pattern）が意思伝達に重要な役割を演じることを強調しておかねばならない。例えば、actually
という談話の指標は上掲 20の類に属するが、その機能はさまざまである。 

eg.20. (A) Did you enjoy your holiday? 
(B) Very much, actually.⤵ 

eg.21. (A) Did you enjoy your holiday? 
(B) The weather was awful.  Actually, the campsite got flooded and  

we had to come home. 
eg.22. (A) How was the holiday? 
      (B) Well, actually,⤵⤴ we didn’t go. 

（Swan 20053: § 157の表記の一部を改編） 

 
例文 20(B)の場合は、相手が推測していることが当っていること（somebody guessed right）

を示す強意表現であり、21 (B)の場合は、附加的情報を導入するために（to introduce addi- 
tional information）使われる指標となっている。それとは対照的に、22 (B)の場合は、回答が
予想外の結末であったこと（expectations were not fulfilled）を提示する指標となっており、そ
の抑揚は典型的な下降上昇調（Fall-Rise）であろう。 
最後に、日本人学習者がしばしば誤解をしている after all という談話の指標について言及し

ておきたい。この指標は、上掲 19の類に属するもので、10の類に属する finallyや at last とは
機能が異なる。Swan（20053: § 157）に依拠すれば、“after all suggests this is a strong 
argument that you haven’t taken into consideration”という含意であることに留意が必要で
ある。而して、その含意を表わすのは、ここでも下降上昇調（Fall-Rise）の抑揚であるということが
でき、そうした韻律情報を盛り込んで記述することの重要性を改めて主張しておきたい。 

eg.23. I think we should let her go on holiday alone.  After all, ⤵⤴she is  
fifteen－she’s not a child any more. 

（Swan 20053: § 157の表記の一部を改修） 

（なんだかんだ言っても［まあ、結局のところ］彼女も 15歳で、もう子供ではないのですからね。） 
 
結結言言

本論考では、Written Grammar と Spoken Grammarの融合を目指し、眞の意味で、コミュ
ニケーションに役立つ英語文法を構築し、通訳技法に寄与するための端緒として、文脈（con- 
text）の中で英語表現の機能をとらえ、それを記述することを試みた。20 世紀後半から今世紀に
かけて、社会言語学、語用論、談話分析及び談話文法アの研究成果は著しいものがある。しか
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し、学問が発展すればするほど、研究分野が専門性を強化して、より深く細分化される傾向にあ

り、大局的な見地から、音声研究の知識が文法記述に反映されているとはいえない状況は、何と

か解決されなければならない課題そのものであろう。それにもかかわらず、A Communicative 
Grammar of Englishの公刊以来、そうした要望に応える、Tact Grammar と呼ぶことのできる
実用的な英文法書の存在は、寡聞にして知らない。 
本論考で扱った「情報構造に基づく脱強勢化の原理」「従属節の前置と韻律」「否定の射程と

韻律」「丁寧表現と韻律」「談話指標と韻律」は、いずれも音声情報を文字情報に載せることにより

相乗効果を増す文法記述の好例であり、今後の当該分野発展のための道標的役割を果たして

いることは言を俟たない。 
 
（（附附記記））

本論考は、科研費報告書に相当する『応用英語音声学研究』（2015）（日本学術振興会科学研究費補
助金［基盤研究（C）課題番号 25370738］）所収の拙稿「音声英語文法構築への試み」（pp. 71‐84）の一
部に加筆修正を施したものである。 
 
註註

1) 同書の改訂版Crystal (20032) では、アラブ首長国連邦に住むドイツ出身の技師の父とマレー 
シア出身の母をもち、この夫妻の共通言語である英語で育った子供の場合に、“母語”と“外国語と
しての英語”の境界は極めて曖昧なものになるという事情も追記された。 

2) 『地球語としての英語』（みすず書房，1999）「訳者解説」（pp. 195 ‐215）参照。 
3) この場合の“交流言語”とは、例えば、ドイツ語の分からない日本人と日本語を知らないドイツ人が 
パリの国際市場で出会った場合に“相互の意思伝達のために選択される言語”を意味しており、現
状では「英語」が選択される可能性が最も高いといえる [鈴木 2000: 158‐162]。 

4) 日本の大学の中にWEを英語名として戴く学部（国際英語学部を College of World Englishes 
と表記）まで登場するような時代になったことは特記すべき事態であろう。 

 5) ここで言及したVOAを始めとする海外英語ニュース音源は今ではインターネット上で視聴するこ 
とができる。例えば次のようなURLを参照されたい。 
① VOA (http://www.voanews.com/english/news/) 
② VOA (http://www.voanews.com/learningenglish/home/) 
③ ABC (http://www.abcnews.go.com/) 
④ BBC (http://news.bbc.co.uk/) 
⑤ CBS (http://www.cbsnews.com/) 
⑥ CNN (http://www.cnn.com/) 
⑦ ABC (http://www.abc.net.au/) [Australia] 

6)  Communicative Ability といえば、かつては口頭伝達（話しことば）に特化して考えられてきた 
が、インターネットの普及により、書きことばを手段とする即時反応型の外国語運用能力も求められ

るようになった。小林薫曰く、「口頭英語ばかりか書く英語が interactiveで、real timeで、on-line
でならなければならなくなったことが影響しています。問題は、書かれたものであれ口頭であれ、英

語で expressする面と responseする面との間に、日本ではギャップがあったことです」[英検 Step 
News 375号(1997): 21]。 
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し、学問が発展すればするほど、研究分野が専門性を強化して、より深く細分化される傾向にあ
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本論考で扱った「情報構造に基づく脱強勢化の原理」「従属節の前置と韻律」「否定の射程と

韻律」「丁寧表現と韻律」「談話指標と韻律」は、いずれも音声情報を文字情報に載せることにより

相乗効果を増す文法記述の好例であり、今後の当該分野発展のための道標的役割を果たして

いることは言を俟たない。 
 
（（附附記記））

本論考は、科研費報告書に相当する『応用英語音声学研究』（2015）（日本学術振興会科学研究費補
助金［基盤研究（C）課題番号 25370738］）所収の拙稿「音声英語文法構築への試み」（pp. 71‐84）の一
部に加筆修正を施したものである。 
 
註註

1) 同書の改訂版Crystal (20032) では、アラブ首長国連邦に住むドイツ出身の技師の父とマレー 
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しての英語”の境界は極めて曖昧なものになるという事情も追記された。 

2) 『地球語としての英語』（みすず書房，1999）「訳者解説」（pp. 195 ‐215）参照。 
3) この場合の“交流言語”とは、例えば、ドイツ語の分からない日本人と日本語を知らないドイツ人が 
パリの国際市場で出会った場合に“相互の意思伝達のために選択される言語”を意味しており、現
状では「英語」が選択される可能性が最も高いといえる [鈴木 2000: 158‐162]。 

4) 日本の大学の中にWEを英語名として戴く学部（国際英語学部を College of World Englishes 
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⑤ CBS (http://www.cbsnews.com/) 
⑥ CNN (http://www.cnn.com/) 
⑦ ABC (http://www.abc.net.au/) [Australia] 

6)  Communicative Ability といえば、かつては口頭伝達（話しことば）に特化して考えられてきた 
が、インターネットの普及により、書きことばを手段とする即時反応型の外国語運用能力も求められ

るようになった。小林薫曰く、「口頭英語ばかりか書く英語が interactiveで、real timeで、on-line
でならなければならなくなったことが影響しています。問題は、書かれたものであれ口頭であれ、英

語で expressする面と responseする面との間に、日本ではギャップがあったことです」[英検 Step 
News 375号(1997): 21]。 

11 
 

 7）文末焦点化（end-focus）及び文末重点化（end-weight）については、Randolph Quirk, et al., 
A Grammar of Contemporary English (1972: §14.8) 及び A Comprehensive Grammar of 
the English Language (1985: §§18.3‐18.9) に詳しい。 

 8）D. R. Ladd（1978）の著作については、同僚の熊谷吉治准教授（愛知県立大学外国語学部）から
のご教示に依る。特記して、謝意を表する。 

 9）今井邦彦（1989）『新しい発想による英語発音指導』pp. 164‐165では、Ladd説に拠らず、コンテ
クストから意味が希薄になっている read booksという句に対して、特に意味希薄な readという動詞
に強勢を置くことにより、「発話の強化」を図るためであると説明する――「ジョンていう奴はそもそも

本を読むということをしない男なんだ」。 
 10）この表現は、泉井久之助博士（1905-83）がサピア (Edward Sapir, 1884‐1939)が著わした

Language（1921）の中で提唱した Drift 説を評する際に、ソシュール(Ferdinand de Saussure, 
1857-1913) の言語観と対照して使用した言評である「Edward Sapir－その Languageを中心と
して」『英文法研究』3巻 1号, pp. 2‐7 (1960) 参照。生成文法（Generative Grammar）といえど
も、構造主義言語学を出自としていることの証である。 

 11）Leech & Svartvik（1975/19942）では話し手の“comment”（論評）機能と表記されているが、本
稿筆者としては、そうした副詞類が法助動詞で代替されることを考慮に入れると、“assessment”
（査定）機能と表記したほうが適していると考える。 
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通通訳訳をを介介ししたた法法廷廷談談話話実実践践をを通通ししてて構構築築さされれるる  
アアイイデデンンテティィテティィ：：社社会会言言語語学学的的考考察察  

 

通訳翻訳研究所研究員 
立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科 

吉田 理加 

 

RReessuummeenn  

En este trabajo se analizan las prácticas discursivas mediadas por una 
intérprete de español-japonés en un juicio penal desde la perspectiva de la 
estandarización creciente en las traducciones (Toury, 1995) así como del footing 
(Goffman, 1981), del marco de participación, de las funciones referenciales y de la 
indexicalidad social del lenguaje (Silverstein, 1976a, 1976b) y de la ideología 
lingüística (Silverstein, 1979; Koyama, 2011). La lengua tiene dos funciones básicas, 
la función referencial y la función de la indexicalidad social que indiza la identidad 
del hablante así como la relación de poder y de la familiaridad de los hablantes y 
los participantes en la interacción. Así mismo en el evento de habla no solamente 
se transmite la información sino también se realiza alguna acción a través del 
lenguaje. De igual manera las actividades de interpretación no solamente 
transmiten los significados referenciales traduciéndolos a la otra lengua, sino que, 
al interpretarlo, la intérprete no puede evitar la coocurrencia de varios otros 
significados generados por la función de la indización social de la lengua, tales 
como indizar la identidad del intérprete y del hablante del texto origen, entre otros. 
No obstante, nosotros los usuarios de la lengua no solemos ser conscientes de la 
función de la indización social de la lengua y la función referencial acapara nuestra 
atención consciente, y a través de fusionar las teorías y los conocimientos de los 
estudios de la traducción e interpretación junto con los de la antropología 
lingüística analizando los discursos, se logra revelar la función de la indexicalidad 
social que afecta también a la comprensión de la interacción en el juicio mediado 
por la intérprete. 
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11.. ははじじめめにに  

 本稿は、スペイン語通訳人を介した裁判員裁判において、参与者のアイデンティティが通訳

（翻訳）を介した談話によって構築される様子に焦点をあて、翻訳における標準化進行の法則

（Toury, 1995）、言語の言及指示機能と社会指標機能、言語イデオロギー（Silverstein, 
1979,；小山，2011）、参与枠組みとフッティング（Goffman，1981）などを研究の枠組みとして
分析する。言語には何かについて述べたり情報を伝えたりする言及指示の機能だけではなく、

行為がなされたり、コミュニケーション参与者たちのアイデンティティを指標したり、彼ら同士を

結び付けたり、疎遠にしたりするなど様々な機能があり、通訳行為もまた同様に他の言語に変

換して情報を伝えるだけではなく、原発話者や通訳人自身のアイデンティティを指標する側面

がある。しかしながら、我々の意識は言及指示機能に焦点化しがちで、通訳を含む、様々な談

話実践のありさまを正確に認識していない現状について考察する。 

22..理理論論的的枠枠組組みみとと法法廷廷通通訳訳研研究究    

22..11  翻翻訳訳ににおおけけるる標標準準化化進進行行のの法法則則（（TToouurryy,,  11999955））  

 翻訳における法則の１つに Toury（1995）が標準化進行の法則と呼ぶものがある。翻訳にお
ける標準化進行の法則とは、翻訳においては起点テクストの文体が目標テクストにおいて最も

馴染みがあり自然な文体にとってかわられる傾向のことを指している。換言すると、目標言語

において標準的で一般的な文体や表現が用いられる傾向があるということである。Baker 
（1996, pp. 176-7）も、「正常化／保守化（normalization / conservatism）」という用語を用
いて、起点言語が不完全な文や非文法的な表現で構成されていても、訳出された目標言語

では完全で文法的に正しい文体が用いられる傾向を翻訳の普遍的特性の１つに挙げている。

さらに、ベルマン（2008）が同定した翻訳における 12 の歪曲傾向にも、起点言語テクストに存
在した地域の話し言葉等が翻訳では（標準語化され）消滅したり、社会方言や個人方言

［idiolect］などの多くの言語変種が翻訳では消え去ってしまったりする傾向が指摘されている。  

 これらの翻訳において観察される特徴は、本論で取り上げる目標テクストにおいてもみられる

特徴であり、本稿 2.3 で説明する言語イデオロギーによって媒介されたものでもあることを本
論で考察する。 

22..22  言言及及指指示示機機能能とと社社会会指指標標機機能能  

 言語には、言及対象を指示したり、命題を述定したりする言及指示機能と、アイデンティティ

や権力関係、親疎関係などを指標する社会指標機能（非言及指示機能）があり、特定のコン

テクストにおいて言語使用／コミュニケーションがなされる際にこれらの 2 つの機能が作用し、
「語られたこと」（言及指示）のテクストだけではなく、「なされたこと」（社会指標／相互行為）の

テクストも生起する（Silverstein，1976a，1976b）。裁判において、同じ内容の供述をした場
合でも、話し手によって、信頼性・説得力があるという印象を聞き手に与えたり、逆に、信頼で

きないという印象を与えたりするのは、「話されたこと」（言及指示）の意味を伝達すると同時に、
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特徴であり、本稿 2.3 で説明する言語イデオロギーによって媒介されたものでもあることを本
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22..22  言言及及指指示示機機能能とと社社会会指指標標機機能能  

 言語には、言及対象を指示したり、命題を述定したりする言及指示機能と、アイデンティティ

や権力関係、親疎関係などを指標する社会指標機能（非言及指示機能）があり、特定のコン

テクストにおいて言語使用／コミュニケーションがなされる際にこれらの 2 つの機能が作用し、
「語られたこと」（言及指示）のテクストだけではなく、「なされたこと」（社会指標／相互行為）の

テクストも生起する（Silverstein，1976a，1976b）。裁判において、同じ内容の供述をした場
合でも、話し手によって、信頼性・説得力があるという印象を聞き手に与えたり、逆に、信頼で

きないという印象を与えたりするのは、「話されたこと」（言及指示）の意味を伝達すると同時に、

「話す」という言語使用／語用のスタイル等（話し方や言葉遣いなど）を通して社会指標的意味

（「なされたこと」）が喚起されるからである1。例えば、「反省している」と述べた場合、丁寧な言

い方で述べた場合の方が「反省している」という「態度」（相互行為テクスト）が示され、「反省し

ている」という言及指示テクストの信ぴょう性が高いと解釈される傾向がある。また、丁寧な話し

方が、話し手の人となりを丁寧な人物として指標する（社会指標テクスト）という具合である。つ

まり、裁判においては（他のコミュニケーションと同様に）、「語られたこと」（言及指示テクスト）よ

りも「どのように語られたか」（社会指標的／相互行為テクスト）が実は心証形成に大きな影響を

与えることが示されている（Berk-Seligson，2002［1990］；Eades，2008；Hale，1997，2002，
2004；吉田，2007，2008，2014）。通訳を介した裁判においては通訳人の通訳の仕方、つま
り通訳人の発話スタイルが、被告人のアイデンティティなどを指標することになる点にも留意す

る必要がある。 

 本論では次項以降で説明する言語イデオロギー並びにフッティングの概念と組み合わせて、

概して我々の意識に上りにくいとされている社会指標機能によって指標される話し手／書き手

のアイデンティティが、法廷談話の意味の解釈に重要な影響を与えていることを分析し、考察

する。そして、いかに人々の意識が、特に通訳人の訳出に関する人々の意識が、言及指示機

能に焦点化しているか、またそのような意識が引き起こす影響についても論じる。 

22..33  言言語語イイデデオオロロギギーーとと法法廷廷通通訳訳  

本論では「イデオロギー」という用語を、コミュニケーション出来事や、通訳、言語、言語使用

などに対する社会・歴史・文化・慣習的に構築された人々の考え、みなし方、態度、姿勢のこと

と定義して用いる（cf．Blommaert，2005，p．24）。そして、言語イデオロギーとは、言語使用
者たちによって誤って知覚された言語の構造や使用に対してなされた合理化や正当化に関

する一連の信条のことである（Silverstein, 1979, p. 193）。小山（2011，p. 4）の定義を引用
すると、「言葉について我々が意識化していること、つまり、言葉について我々が考えているこ

とを称して『言語イデオロギー』（linguistic ideology；language ideology）と呼ぶ」ということ
になる。言語イデオロギーという概念は、ミクロな相互行為をマクロな制度・社会・文化的慣習

／規範と関連付けて考察することを可能にする重要な概念として位置付けられている（cf．
Kroskrity，2000；Mertz，1994，；Schieffelin， Woolard & Kroskrity，1998；Silverstein，
1979， 1993，2003）。 

Silverstein（1981/2001）は、我々言語使用者の意識に上りやすい言語や言語使用の特
徴とは、（社会指標的・相互行為的な側面ではなく）言及指示的で、単語や語彙などの分節可

能なユニットとして表層に現れるもので、そしてコミュニケーションにおいて前提可能性の高い

                                                             
1 O’Barr & Atkins（1980/2011）は、法廷での証言や供述が真実であると信頼されやすいスタイル
の特徴をパワフル・スピーチ・スタイルと呼び、信頼されにくい話し方をパワレス・スピー
チ・スタイルと呼んだ。パワレス・スピーチ・スタイルは、その昔 Lakoff（1975）が女性の特
徴的な話し方と定義した特徴を多く有していた。 
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ユニットであるとしている2。換言すると、言語イデオロギーの 1 つの特徴として、言語の言及指
示的機能に焦点化した言語イデオロギーが優勢であることを指摘している。例えば、法廷通訳

研究でHale & Gibbons（1999）が指摘しているように、通訳の訳出において、通訳者が語ら
れた内容（言及指示テクスト）のみを訳出し、それ以外の相互行為、社会指標的機能に関わる

要素を訳出しないという傾向がみられるのは、言及指示的なものが意識に上りやすいというコミ

ュニケーション観（イデオロギー）の反映であろう。同様に、法廷通訳人が透明な「導管」にみた

てられ、A 言語の「メッセージ」を B 言語にそのまま訳出し、伝達することが可能であるとみな

す「導管メタファー」的通訳観・コミュニケーション観（Reddy，1979）である「導管イデオロギー」
（吉田，2007a）においても、言語の言及指示的側面のみに意識が集中し、コンテクストやメタ
語用過程が捨象されがちである。これも、Silverstein（1981/2001）が指摘するところの言語
意識の傾向の現れであると言えるだろう。 

ここで、言語イデオロギーと通訳を介した法廷談話研究の事例をあげておく。米国のスペイ

ン語通訳を介した法廷における言語イデオロギーを分析した言語人類学者でミシュテカ語の

言語鑑定人をつとめるハビランドの論考である。Haviland (2003)は、キューバのスペイン語
を話す通訳人が任命された裁判の被告人はメキシコのオアハカ州出身のミシュテカ語話者で

あったことや、その裁判におけるやりとりの分析から法廷における支配的な言語イデオロギー

を 3 つ同定した。1 つ目は、裁判官が通訳人に一語一句逐次通訳するように指示したことに
典型的に表れている「言及指示的透明性の言語イデオロギー」である。換言すると、語られた

ことの命題内容を分節化して正確に取り出し、外国語にそのまま置き換えて 1 対 1 対応の逐
語訳が可能であるという言語の言及指示機能に焦点化された言語イデオロギーである。2 つ
目は、通訳を介して証言する者を、「普通（無標）の言語」である「英語」が話せない「ハンディ

キャップを背負った者（＝欠格者）」とみなし、有標化する言語イデオロギーである。3 つ目が
（英語）標準語イデオロギーである。英語が標準語であり、すべての言語の中で最上位に位置

づけられる言語であるという米国の法廷で共有されている暗黙の了解である 。これらの 3種類
の言語イデオロギーが法廷参与者間で共有されている。非英語話者が法廷において通訳を

介して供述することは当然の権利として認められているにもかかわらず、実際には、陪審員や

裁判官などの法廷参与者は、標準的な言語である英語を話さない被告人が何らかの欠陥を

有しているという考えに依拠して、法廷でのやりとりが解釈されていた様子を記述している。さ

らに Conley & O’Barr（2005［1998］，p．153）は、これらの 3 つの言語イデオロギーに加え
て、国家と国の言語を同一視して階層化する「国語イデオロギー」がさらに存在することを指摘

し、ミシュテカ語話者の被告人であったにもかかわらず、スペイン語の通訳人が任命されたの

は、被告人がメキシコ国籍であったため、メキシコという国の公用語であるスペイン語の通訳人

が任命されたのだと説明できるとしている。 

 

                                                             
2 意識に上りやすい言語使用の特徴については吉田（2014）も参照願いたい。 
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ここで、言語イデオロギーと通訳を介した法廷談話研究の事例をあげておく。米国のスペイ

ン語通訳を介した法廷における言語イデオロギーを分析した言語人類学者でミシュテカ語の
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目は、通訳を介して証言する者を、「普通（無標）の言語」である「英語」が話せない「ハンディ

キャップを背負った者（＝欠格者）」とみなし、有標化する言語イデオロギーである。3 つ目が
（英語）標準語イデオロギーである。英語が標準語であり、すべての言語の中で最上位に位置

づけられる言語であるという米国の法廷で共有されている暗黙の了解である 。これらの 3種類
の言語イデオロギーが法廷参与者間で共有されている。非英語話者が法廷において通訳を

介して供述することは当然の権利として認められているにもかかわらず、実際には、陪審員や

裁判官などの法廷参与者は、標準的な言語である英語を話さない被告人が何らかの欠陥を

有しているという考えに依拠して、法廷でのやりとりが解釈されていた様子を記述している。さ

らに Conley & O’Barr（2005［1998］，p．153）は、これらの 3 つの言語イデオロギーに加え
て、国家と国の言語を同一視して階層化する「国語イデオロギー」がさらに存在することを指摘
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は、被告人がメキシコ国籍であったため、メキシコという国の公用語であるスペイン語の通訳人
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2 意識に上りやすい言語使用の特徴については吉田（2014）も参照願いたい。 

22..44    参参与与枠枠組組みみととフフッッテティィンンググ（（GGooffffmmaann,,  11998811））  

Goffman（1981，p．3）は、「言葉が発せられたとき、それが聞こえる範囲内に居合わせた
人々はその出来事に対してなんらかの参与ステータスを有している」と述べ、相互行為の参与

者を「話し手」と「聞き手」に限る従来の認識に異を唱え、「話し手」と「聞き手」以外のその場に

居合わせた人々もそこで展開する相互行為の「参与者」であるとの認識を提示した。つまり、

Goffman（1981）が唱える参与枠組みとは、「話しかけられている聞き手［addressed hearer］」
に加え、「話しかけられていない聞き手［unaddressed hearer］」や、その場にたまたま居合わ
せたものや盗み聞きする者［eavesdropper］など、傍観者［bystander］を含め、より広いコン
テクストを有する「社会的状況の場［social situation］」に焦点を移行させたものである。 

法廷において、証人尋問や被告人質問では、質問者である弁護人や検察官が被告人や証

人に質問をするのだが、法廷にいる裁判官や裁判員は、「話しかけられていない聞き手

［unaddressed hearer］」であるが、これらのやりとりを聞いて得た情報や心証を基に、「判決」
という結論を決める存在である。よって、ゴフマンの参与枠組みを当てはめて考えると、法廷に

居合わせるすべての人々が、発話の宛先人にならずとも、法廷という場でその存在を是認され

た重要な参与者であるということになる。「話しかけられていない聞き手［unaddressed 
hearer］」の立ち位置を表すために、本稿ではゴフマンの用語に加えて、Bell（1984，p．159）
の「オーディター」［auditor］（是認された聞き手であるが発話の宛先人ではない）という用語を
用いる。 

Goffman（1981）は話し手の特徴を多層的に捉え、「発話フォーマット［production 
format］」という枠組みで、他人のメッセージをそのとおりリレーする「発声体［animator］」、言
語形式を決定する責任を負う「作者［author］」、発話の内容に同意し、その責任を負う発話主
体である「本人［principal］」の 3 つの異なる階層に話し手を分類した。通訳研究においても
Goffman（1981）のフッティングの概念を援用し、常に「発声体」であるかのように捉えられてい
る通訳者が、訳語の選択を行うという点では常に「作者」としての責任を有する側面があること

や、時には「本人」のフッティングにシフトすることもあり、実際の相互行為においてはダイナミッ

クにフッティングをシフトし、談話の進行とともに異なる役割（責任）を担っている様子を分析し

た研究が少なくない（cf．Leung & Gibbons，2008；Roy，2000；瀧本，2007；Wadensjö，
1998；吉田，2008）。 

33．．法法廷廷談談話話分分析析  

 本節では、日本の地方裁判所で行われたスペイン語通訳を介した裁判員裁判でのやりとり

を傍聴席から筆記したデータからいくつかの箇所を取り上げ分析し、考察する。 

まず法廷談話データの収集方法と裁判の概略を説明する。本稿で対象とするデータは、ス

ペイン語法廷通訳を介して行われた裁判員裁判を、筆者を含む 6名で傍聴席から日本語とス
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ペイン語に分かれて担当し、それぞれが書き取ったものを各記録者が書き起こし、それを筆者

がまとめたものである3。 

当裁判員裁判は、スペイン語話者の被告人が、本国から南アフリカを経由して来日した際

に荷物の中に覚せい剤が入っているのが発見され、覚せい剤取締法違反、関税法違反で起

訴された事件である。被告人は、本国でポルトガル語が公用語の国出身の N と知り合い、N
が南アフリカのヨハネスブルグを経由して東京に行くというルートで被告人のために航空券を

手配した。経由先のヨハネスブルグで被告人は数日間観光目的で滞在し、N から紹介された

T の案内で観光やショッピングをしたという。被告人は、自分の荷物の中に覚せい剤が入って

いることは知らないと主張し、無罪であることを主張した。他方、検察官は被告人が N と T と共
謀の上、覚せい剤を営利目的で密輸入したと主張していた。  

33..11  標標準準化化進進行行のの法法則則（（TToouurryy，，11999955））とと言言語語イイデデオオロロギギーー44  

本項と次項では、ポルトガル語の影響がみられるスペイン語らしき言語で書かれていたメッ

セージが、標準日本語に翻訳されたことにより、元のテクスト（起点テクスト）が有していた社会

指標的意味が失われてしまった事例をとりあげ、分析・考察する。 

裁判員裁判の初日に検察官が共犯者だとする N から被告人の携帯電話に送られたメッセ

ージが書証の 1 つとして取り調べられ、3 日目の弁護人の被告人質問で引用された。裁判で
提示されたメッセージの原文（起点テクスト）とその日本語訳（目標テクスト）を下に抜粋 1、抜
粋 2 として示す。抜粋 2 の起点テクストは、スペイン語の正書法や統語からの逸脱がみられる
テクストであったが、抜粋 1 に示す目標テクストである日本語訳では、標準日本語で訳出され
ている者である。ここにも、Toury（1995）がいうところの翻訳における標準化進行の法則に準
じた特徴がみてとれることを確認する。 

 

【抜粋 1：目標テクスト】 

日本についたら忘れずに私に電話して。ホテル代を聞いて、1 万 5500 ドルを受け取る。
まず私に忘れずに電話して。 

 

上の【抜粋 1】のメッセージは、検察官が書証として提出した証拠の 1 つであり、N が被告

人の携帯電話に送ったメッセージの日本語訳5である。法廷内のモニタースクリーンにスペイン

                                                             
3 2009 年に実施された裁判員裁判で、科研費（課題番号：21200046）（代表者：堀田秀吾）に
おける裁判員裁判のデータ収集の一環として協力し、許可を得てその一部を使用しているもの
である。 
4 本項の内容は“I Congreso internacional de Traducción y sostenibilidad cultural: Sustrato, fundamentos 
y aplicaciones”にて口頭発表した内容を基に加筆修正したものである。 
5 このメッセージは裁判の時点では既に日本語に翻訳されており、翻訳者は不明であるが、法
廷通訳人が翻訳したのではないことは明らかである。 
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ペイン語に分かれて担当し、それぞれが書き取ったものを各記録者が書き起こし、それを筆者
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に荷物の中に覚せい剤が入っているのが発見され、覚せい剤取締法違反、関税法違反で起

訴された事件である。被告人は、本国でポルトガル語が公用語の国出身の N と知り合い、N
が南アフリカのヨハネスブルグを経由して東京に行くというルートで被告人のために航空券を

手配した。経由先のヨハネスブルグで被告人は数日間観光目的で滞在し、N から紹介された

T の案内で観光やショッピングをしたという。被告人は、自分の荷物の中に覚せい剤が入って

いることは知らないと主張し、無罪であることを主張した。他方、検察官は被告人が N と T と共
謀の上、覚せい剤を営利目的で密輸入したと主張していた。  

33..11  標標準準化化進進行行のの法法則則（（TToouurryy，，11999955））とと言言語語イイデデオオロロギギーー44  

本項と次項では、ポルトガル語の影響がみられるスペイン語らしき言語で書かれていたメッ

セージが、標準日本語に翻訳されたことにより、元のテクスト（起点テクスト）が有していた社会

指標的意味が失われてしまった事例をとりあげ、分析・考察する。 

裁判員裁判の初日に検察官が共犯者だとする N から被告人の携帯電話に送られたメッセ

ージが書証の 1 つとして取り調べられ、3 日目の弁護人の被告人質問で引用された。裁判で
提示されたメッセージの原文（起点テクスト）とその日本語訳（目標テクスト）を下に抜粋 1、抜
粋 2 として示す。抜粋 2 の起点テクストは、スペイン語の正書法や統語からの逸脱がみられる
テクストであったが、抜粋 1 に示す目標テクストである日本語訳では、標準日本語で訳出され
ている者である。ここにも、Toury（1995）がいうところの翻訳における標準化進行の法則に準
じた特徴がみてとれることを確認する。 

 

【抜粋 1：目標テクスト】 

日本についたら忘れずに私に電話して。ホテル代を聞いて、1 万 5500 ドルを受け取る。
まず私に忘れずに電話して。 

 

上の【抜粋 1】のメッセージは、検察官が書証として提出した証拠の 1 つであり、N が被告

人の携帯電話に送ったメッセージの日本語訳5である。法廷内のモニタースクリーンにスペイン

                                                             
3 2009 年に実施された裁判員裁判で、科研費（課題番号：21200046）（代表者：堀田秀吾）に
おける裁判員裁判のデータ収集の一環として協力し、許可を得てその一部を使用しているもの
である。 
4 本項の内容は“I Congreso internacional de Traducción y sostenibilidad cultural: Sustrato, fundamentos 
y aplicaciones”にて口頭発表した内容を基に加筆修正したものである。 
5 このメッセージは裁判の時点では既に日本語に翻訳されており、翻訳者は不明であるが、法
廷通訳人が翻訳したのではないことは明らかである。 

語原文とともに映写され、更に検察官によって読み上げられた。次に、原文（起点テクスト）を

抜粋 2に示す。 

 

【抜粋 2：起点テクスト】 

Hola no te olvides de me llamar quando llegues a japon, e pregunta por dinero 
por causa do hotel, e tu va recibir 15500 dolares no t olvides llamame primero. 
［やあ。日本に着いたら私に電話をするのを忘れないで。そして、ホテル代を聞いて、君は

15500 ドルを受け取る。忘れないで。まず私に電話して。］ 
 

【抜粋 2】に示したのは原文（起点テクスト）のメッセージであるが、標準的なスペイン語の統
語・正書法から逸脱した特徴が見られる。たとえば、“no te olvides de me llamar”［私に電話
をするのを忘れないで］は、標準スペイン語では “no te olvides de llamarme” と “me” が不
定詞の “llamar” の後に続けて表記される。さらに、“quando”［～たとき］は “cuando” が正書
法で正しいとされている綴りである。そして、“japon”［日本］は “Japón” が正しい表記とされて
おり、“e pregunta por dinero por causa do hotel”［そして、ホテル代を聞いてください］は
ポルトガル語の “do” が使われておりポルトガル語からの転移がみられ、“y pregunta por el 
coste del hotel” が標準スペイン語らしい表現である。“e tu va recibir”［そして君は受け取る］
は、“y tú vas a recibir” が正しい。そして、最後の “no t olvides llamame primero” は、“t” 
を “te”〈再帰代名詞 2 人称単数形〉と綴るのが正しい。 “llamame primero” はその前の文
に終止符を打ち、“Llámame primero.”［まず私に電話して］ というように独立した文だと捉え
られる。このように、このメッセージの原文である起点テクストは標準的なスペイン語の統語・正

字法とはかなり異なり、ポルトガル語の前置詞 “do” や “e” が混入しており、ポルトガル語から
の転移の影響がみられる。このメッセージを送った N は、被告人の法廷での証言によるとポル

トガル語を公用語の 1 つとするアフリカの国の出身であり、N がポルトガル語母語話者である

ため、スペイン語のメッセージにポルトガル語の干渉がみてとれるということが考えられる。また、

携帯電話から送信したメッセージであるため、文字を入力する際にスペルミスが頻発した可能

性もある。 

抜粋 1 と 2 で示した起点テクストと目標テクストを比較・対照してみると、目標テクストでは標
準日本語が用いられた翻訳がなされており、標準化進行の法則に準じた傾向がみてとれる。

起点テクストにおける「言われたこと」の次元に該当する言及指示テクストは目標テクストにお

いてもほぼ同一の意味が保持され訳出されている。他方、社会指標的テクストに着目すると、

起点テクストでは、このメッセージの書き手のアイデンティティが社会指標的機能によって、ポ

ルトガル語話者、スペイン語非母語話者などというように指標されていたのだが、目標テクスト

ではそれらの社会指標的テクストは抹消されている。つまり、起点テクスト（メッセージの原文）

を読むと、このメールを書いた人物がスペイン語の母語話者ではないこと、ポルトガル語の影
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響が強くみられることから、おそらくポルトガル語、またはポルトガル語の特徴を有する言語の

話者であること等を察することができる 。これは、言語の社会指標性によって、メールの書き手
のアイデンティティが指標される作用があるためである。よって起点テクストを読んだ者は、書き

手のアイデンティティを察した結果、場合によっては、国際的な薬物密輸組織が関与している

のではないかという疑念を抱くに至るかもしれない。しかし、目標テクスト（裁判で証拠として提

出された日本語訳）はきれいな日本語標準語に訳出されており、起点テクストが有していた社

会指標性は抹消されてしまっている。その結果、目標テクスト（日本語訳）の読み手は、起点テ

クストの書き手に関して起点テクストの読み手が抱くものとは異なるアイデンティティを構築、想

像することになるだろう。そもそも起点テクストがポルトガル語の影響を受けたスペイン語で書

かれていることも日本語訳の読み手には伝わらない。 

この事例では、メッセージの書き手のアイデンティティを指標する社会指標性が保持されず

に翻訳されていた。換言すると、起点テクストの言及指示テクストに焦点化した翻訳がなされて

おり、言及指示機能に焦点化した言語イデオロギーが背後にあると思われる。翻訳研究にお

いて、方言の翻訳の困難について指摘されているが 、混淆的に複数言語の影響がみられる
原文の社会指標性を維持した翻訳も困難であり、同様に訳出が標準語化されてしまう現象が

生じている 。この翻訳文も同様で、原文の言及指示内容（言及指示テクスト）と思われるものが
日本語標準語に訳出され、原文が有する社会指標性（相互行為テクスト）は翻訳文では抹消

されており、このような翻訳は言及指示機能中心主義的イデオロギーに媒介された営為である

と言える。 

本来、言語というものは連続体をなしており、2 つの言語の間に明白な境界線を引き、ここま
では○○語、ここからは××語のように分けることができないものである（cf．小山，2012）。しかし、
裁判所で法廷通訳人は「〇〇語の通訳人」として任命される。その背後には、あたかも言語が

個別化可能であるかのように捉える単一言語主義的イデオロギーが存在すると思われる。つま

り、単一言語話者とされる話し手であれども、一般的な言語使用者は誰でも、個人語、地域・

社会・個人方言、職業語など、様々な言語変種を用いるのが通常であり、単一言語のみを使

用することは理論的に不可能であるのだが、この点は意識されていないか、誤認されている。

上で見たようなポルトガル語の干渉がみられるスペイン語のメッセージのように複数の言語的

特徴を有するメッセージや発話が生起することは想定されていないであろうと思われる。よって、

被告人がスペイン語圏出身者でスペイン語話者であるため、スペイン語を理解しない裁判官

や裁判員は、当該メッセージの起点テクストはスペイン語で書かれていたと認識していたと思

われる。 

本項では、標準化進行の法則とは、言及指示テクストに焦点化した翻訳がなされる傾向を

伴い、起点テクストの社会指標性の喪失を引き起こすこと、更には、法廷では言及指示機能中

心主義的イデオロギーや単一言語主義的イデオロギーが存在することが示唆された。次項で

は、通訳人のフッティングを分析する。 
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響が強くみられることから、おそらくポルトガル語、またはポルトガル語の特徴を有する言語の

話者であること等を察することができる 。これは、言語の社会指標性によって、メールの書き手
のアイデンティティが指標される作用があるためである。よって起点テクストを読んだ者は、書き

手のアイデンティティを察した結果、場合によっては、国際的な薬物密輸組織が関与している

のではないかという疑念を抱くに至るかもしれない。しかし、目標テクスト（裁判で証拠として提

出された日本語訳）はきれいな日本語標準語に訳出されており、起点テクストが有していた社

会指標性は抹消されてしまっている。その結果、目標テクスト（日本語訳）の読み手は、起点テ

クストの書き手に関して起点テクストの読み手が抱くものとは異なるアイデンティティを構築、想

像することになるだろう。そもそも起点テクストがポルトガル語の影響を受けたスペイン語で書

かれていることも日本語訳の読み手には伝わらない。 

この事例では、メッセージの書き手のアイデンティティを指標する社会指標性が保持されず

に翻訳されていた。換言すると、起点テクストの言及指示テクストに焦点化した翻訳がなされて

おり、言及指示機能に焦点化した言語イデオロギーが背後にあると思われる。翻訳研究にお

いて、方言の翻訳の困難について指摘されているが 、混淆的に複数言語の影響がみられる
原文の社会指標性を維持した翻訳も困難であり、同様に訳出が標準語化されてしまう現象が

生じている 。この翻訳文も同様で、原文の言及指示内容（言及指示テクスト）と思われるものが
日本語標準語に訳出され、原文が有する社会指標性（相互行為テクスト）は翻訳文では抹消

されており、このような翻訳は言及指示機能中心主義的イデオロギーに媒介された営為である

と言える。 

本来、言語というものは連続体をなしており、2 つの言語の間に明白な境界線を引き、ここま
では○○語、ここからは××語のように分けることができないものである（cf．小山，2012）。しかし、
裁判所で法廷通訳人は「〇〇語の通訳人」として任命される。その背後には、あたかも言語が

個別化可能であるかのように捉える単一言語主義的イデオロギーが存在すると思われる。つま

り、単一言語話者とされる話し手であれども、一般的な言語使用者は誰でも、個人語、地域・

社会・個人方言、職業語など、様々な言語変種を用いるのが通常であり、単一言語のみを使

用することは理論的に不可能であるのだが、この点は意識されていないか、誤認されている。

上で見たようなポルトガル語の干渉がみられるスペイン語のメッセージのように複数の言語的

特徴を有するメッセージや発話が生起することは想定されていないであろうと思われる。よって、

被告人がスペイン語圏出身者でスペイン語話者であるため、スペイン語を理解しない裁判官

や裁判員は、当該メッセージの起点テクストはスペイン語で書かれていたと認識していたと思

われる。 

本項では、標準化進行の法則とは、言及指示テクストに焦点化した翻訳がなされる傾向を

伴い、起点テクストの社会指標性の喪失を引き起こすこと、更には、法廷では言及指示機能中

心主義的イデオロギーや単一言語主義的イデオロギーが存在することが示唆された。次項で

は、通訳人のフッティングを分析する。 

33．．22  通通訳訳人人ののフフッッテティィンンググののシシフフトト  

 本項では、弁護人が被告人にスペイン語通訳人を介して質問する被告人質問で、上に引用

した共犯者とされる Nが被告人に送ったメッセージが引用されている箇所を【抜粋 3】に示し、
通訳人のフッティングに着目する。通訳人が「発声体」のフッティングをとり、訳出に従事したこ

とにより、前項で同定した法廷で支配的な単一言語主義的イデオロギーや言及指示機能中心

主義的イデオロギーの強化に、通訳人も共謀的に加担する結果となってしまった談話実践を

考察する。 

 

【抜粋 3】被告人質問弁護人主質問 

L：弁護人、I：通訳人 

転記コード  「：」は引き延ばした音の 1拍分を示す、［］内の訳は筆者による。 

 

１ L：  次は同じ報告書の 8番目のメールを見せます。 

２ I： Voy a enseñar el mail 8 del mismo informe.［同じ報告書の 8の
メールを見せます。］ 

3 L： え：：：この訳は「日本についたら忘れずに私に電話して。ホテル代を

聞いて、1 万 5500 ドルを受け取る。まず私に忘れずに電話して」とい
うものです。 

4 I：  原文でいいですか？ 

5 I： “Hola no te olvides de me llamar quando llegues a japon, e 
pregunta por dinero por causa do hotel, e tu va recibir 15500 
dolares no t olvides llamame primero.”｛「やあ。日本に着いたら
私に電話をするのを忘れないで。そして、ホテル代を聞いて、君は

15500 ドルを受け取る。忘れないで。まず私に電話して。」⁆ 

 

この 4I で通訳人が「原文でいいですか？」と発話している箇所に注目する。これは、3L の弁

護人の発話をスペイン語に通訳する場面で、通訳人が裁判官に向けて確認のために発した

発話である。弁護人が書証として検察官から提出された「8 のメール」（日本語訳）をそのまま
読み上げたので、通訳の際もメールの原文をそのまま読み上げる許可を求めた発話である。

その後、裁判官の表情から許可が承認されたと理解し、5I で通訳人はスペイン語への訳出を
開始し、メールに関しては原文をそのまま読み上げている。4I から 5I にかけての通訳人のフ
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ッティングがどのようにシフトしているかを見てみると、4I では通訳人自身が自分の言葉で発
話しており、フッティングは「本人（プリンシパル）」になっている。そして 5I で、メール原文をそ
のまま読み上げており「発声体（アニメーター）」のフッティングにシフトしている。通訳人が「本

人」のフッティングを取った場合、他の参与者の発話を訳出するのではなく、通訳人自身が参

与者として発話することになり、通訳人の発話はスペイン語に訳出されてない。つまり、スペイ

ン語話者の被告人は、ターン 4 の通訳人の発話がスペイン語のメール原文をそのまま読み上
げるための許可を求めた発話であることは理解できていない可能性が高い。そして、「発声体」

のフッティングを取っている間は、通訳人は訳出における語彙や文体、表現などを選択・決定

する「作者」としての作業はしていないことがわかる。 

 前項で見たように、起点テクストはポルトガル語の影響がみられる非標準的なスペイン語で

書かれていたが、書証として提出された目標テクストは、日本語標準語に訳出されていたもの

であり起点テクストに見られた混淆的言語使用の社会指標性は抹消されていた。4I で通訳人
が「原文でいいですか」と許可をとる発話をしていることから、通訳人自身が書証として提出さ

れている日本語訳と原文の間には、社会指標テクストにおける等価性が欠如していることを意

識していた可能性が窺える。そして、通訳人が、既に存在する起点テクストを目標テクストの

「訳」として読み上げるという行為は、法廷において証拠として提出された「翻訳」が「原文」と等

価であることが再帰的に指標され、かつ法廷で認証されるという効果も生み出されている。つ

まり、通訳人が「発声体」となることは、裁判以前になされた日本語標準語への翻訳が原文の

混淆的言語使用の社会指標性を抹消している事実を隠蔽する一助となってしまっていると捉

えることもできる。なぜならば、通訳人は、弁護人が引用した標準日本語の翻訳文を標準スペ

イン語にバックトランスレーションをして通訳することもできたからである。そうすると、被告人は

どのように日本語に翻訳されているのかを知ることができ、原文の混淆的言語使用という社会

指標的特徴が抹消されていることに気づいたかもしれない。しかしながら、標準日本語の翻訳

文は証拠として検察・弁護側双方が同意して証拠として提出されているため、原文との同一性

が認められている。通訳人がバックトランスレーションを施さず、メール原文を読み上げるという

行為は通訳人が誤訳であると批判されることを回避するためのリスク回避の方略でもあると考

えられるであろう。その結果、ポルトガル語の影響がみられる非標準的なスペイン語原文を通

訳人が 5I で読み上げることは、翻訳が言及指示指標中心的イデオロギーの下、言及指示テ
クストに焦点化されたものであることに、他の参与者の注意を向ける機会を消失させることにつ

ながっていると言えるだろう。法廷においては、「どのように話したか」（社会指標性・相互行為

テクスト）が「言われたこと」（言及指示テクスト）と同様に、あるいはそれ以上に重要であるにも

かかわらず、前者は意識に上りにくいため、そして、法廷においては言及指示イデオロギーが

支配的なため、捨象されがちであり、通訳・翻訳行為においてはこの傾向が露骨に現れている

ことが看取される。また、この事例にも、通訳人が法廷における言及指示指標中心的イデオロ

ギーを共有していることの現れをみることができるであろう。そして、その結果、法廷で支配的
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ッティングがどのようにシフトしているかを見てみると、4I では通訳人自身が自分の言葉で発
話しており、フッティングは「本人（プリンシパル）」になっている。そして 5I で、メール原文をそ
のまま読み上げており「発声体（アニメーター）」のフッティングにシフトしている。通訳人が「本

人」のフッティングを取った場合、他の参与者の発話を訳出するのではなく、通訳人自身が参

与者として発話することになり、通訳人の発話はスペイン語に訳出されてない。つまり、スペイ

ン語話者の被告人は、ターン 4 の通訳人の発話がスペイン語のメール原文をそのまま読み上
げるための許可を求めた発話であることは理解できていない可能性が高い。そして、「発声体」

のフッティングを取っている間は、通訳人は訳出における語彙や文体、表現などを選択・決定

する「作者」としての作業はしていないことがわかる。 

 前項で見たように、起点テクストはポルトガル語の影響がみられる非標準的なスペイン語で

書かれていたが、書証として提出された目標テクストは、日本語標準語に訳出されていたもの

であり起点テクストに見られた混淆的言語使用の社会指標性は抹消されていた。4I で通訳人
が「原文でいいですか」と許可をとる発話をしていることから、通訳人自身が書証として提出さ

れている日本語訳と原文の間には、社会指標テクストにおける等価性が欠如していることを意

識していた可能性が窺える。そして、通訳人が、既に存在する起点テクストを目標テクストの

「訳」として読み上げるという行為は、法廷において証拠として提出された「翻訳」が「原文」と等

価であることが再帰的に指標され、かつ法廷で認証されるという効果も生み出されている。つ

まり、通訳人が「発声体」となることは、裁判以前になされた日本語標準語への翻訳が原文の

混淆的言語使用の社会指標性を抹消している事実を隠蔽する一助となってしまっていると捉

えることもできる。なぜならば、通訳人は、弁護人が引用した標準日本語の翻訳文を標準スペ

イン語にバックトランスレーションをして通訳することもできたからである。そうすると、被告人は

どのように日本語に翻訳されているのかを知ることができ、原文の混淆的言語使用という社会

指標的特徴が抹消されていることに気づいたかもしれない。しかしながら、標準日本語の翻訳

文は証拠として検察・弁護側双方が同意して証拠として提出されているため、原文との同一性

が認められている。通訳人がバックトランスレーションを施さず、メール原文を読み上げるという

行為は通訳人が誤訳であると批判されることを回避するためのリスク回避の方略でもあると考

えられるであろう。その結果、ポルトガル語の影響がみられる非標準的なスペイン語原文を通

訳人が 5I で読み上げることは、翻訳が言及指示指標中心的イデオロギーの下、言及指示テ
クストに焦点化されたものであることに、他の参与者の注意を向ける機会を消失させることにつ

ながっていると言えるだろう。法廷においては、「どのように話したか」（社会指標性・相互行為

テクスト）が「言われたこと」（言及指示テクスト）と同様に、あるいはそれ以上に重要であるにも

かかわらず、前者は意識に上りにくいため、そして、法廷においては言及指示イデオロギーが

支配的なため、捨象されがちであり、通訳・翻訳行為においてはこの傾向が露骨に現れている

ことが看取される。また、この事例にも、通訳人が法廷における言及指示指標中心的イデオロ

ギーを共有していることの現れをみることができるであろう。そして、その結果、法廷で支配的

な標準語中心主義的言語イデオロギーや単一言語使用イデオロギーの強化に無意識的に貢

献してしまっている可能性が排除できないだろう 。 

33..33  通通訳訳人人ののアアイイデデンンテティィテティィ  

 さて、ここでは通訳人が「本人（プリンシパル）」のフッティングにシフトし、訳出する前に確認

のために聞き返しを行っている箇所を取り上げる。税関職員が証人として出廷し、証人尋問が

行われている場面である。質問者は弁護人であり、日本語で質問し、証人が日本語で答え、

通訳人が問いと答えをセットでスペイン語に訳出している。「聞き返し」という行為は、言及指示

テクストの内容を確認する行為であるが、同時に生起する相互行為テクストでは、専門知識を

有するプロフェッショルな通訳人のアイデンティティが指標されている場面である。該当するや

りとりを【抜粋 4】に示す。 

 

【抜粋 4】日本語話者証人への通訳人 Iの聞き返し 

L：弁護人、W：証人（税関職員）、I：通訳人、［］内の日本語訳は筆者による。 

 

１ L： えっと、何人いましたか？ 

2 W： そうですね。まず、私が検査をし始めた後ろに、立哨していた機動班の人が最

初は 2人くらいいたと思います。 

3 I： リッショウとは立って見ていた、ですね？  

4 W： そうですね。 

5 I： 立って見ていた、でいいですね。 

6 W： 立って監視をしていました。 

7 I:  ¿Cuántos aduaneros estaban? Respuesta: Yo empecé a inspeccionarlo 
y los aduaneros del equipo móvil que estaban de vigilancia 
participaron. ［税関職員は何人いましたか？答え：私が彼を検査し始めて、
監視していた機動班の税関職員が参加しました。］ 

 

ここでは主に【抜粋 4】における 2 つの点に着目する。1 つ目は通訳人が「本人」のフッティン
グを取り、聞き返すという行為を行うことによって、専門知識を有する通訳人というアイデンティ

ティが指標される結果となっていることである。そして、2 点目はやはり「本人」のフッティングを
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とり聞き返すことによって、主参与者ではないはずの通訳人が主参与者となり、証人の証言を

変容させている点である。 

3I で通訳人は、証人が用いた「立哨していた」という表現の意味の明確化を求めるために、
「リッショウとは立って見ていた、ですね？」と、「立哨」を「立って見ていた」と言い換えて、「本

人」のフッティングで聞き返し、意味を確認している。その後、4W で証人が「そうですね」と「リ

ッショウとは立って見ていた」ことであることを肯定するのだが、通訳人は 5I でさらに、「立って
見ていた、でいいですね」と再確認している。３I と同様に、５I でもフッティングを「本人」にシフ
トさせている。そして、６W で証人は、「立って監視をしていました」と述べ、「立哨」は「立って

見ている」というよりは、厳密には立って監視をすることであると述べ、「立哨」の意味の説明を

変遷させており、５I での通訳人の 2 回目の聞き返しによって証人の証言内容が変容すること
につながったと言える。換言すると、「立哨」を「立って見ていた」や「立って監視をしていました」

と言い換えることは、ヤコブソンの 3 種類の翻訳では「言語内翻訳」に該当する。つまり、社会
指標性をシフトさせ言及指示テクストの意味を変えずに、言い換えている。本来、この証人尋

問は弁護人と証人の双方が日本語話者であり通訳を介す必要がない。スペイン語話者の被

告人が聞いて理解できるように通訳人がスペイン語に訳出している。そのため、質問と答えが

終わってから通訳をする手順となっていた。よって、通訳人は証人尋問において主要参与者

ではなく、原則は質問や証言の宛先人としての聞き手でもなかった。通訳人の訳出の宛先人

は被告人である。ここで着目すべきは、本来の参与者ではないはずの通訳人によって税関職

員である証人の証言が「立哨していた」から「立って監視をしていた」に変化したことである。つ

まり、通訳人が本人のフッティングで意味の明確化を求めて聞き返すことによって、証人の証

言の変容が引き起こされ、通訳人が法廷談話の展開に影響を与えていることが示されている。 

引き続き、この箇所で通訳人が本人のフッティングにシフトし聞き返しを行った箇所で、通訳

人のアイデンティティが指標されていることについて着目する。通訳人が 3I で聞き返している
「立哨」という用語は日常語ではなく、元は軍隊用語であり、一般的には馴染みが薄い語彙で

ある。『大辞林』〔第 3 版〕によるとその語義は「歩哨などが、その位置を動かずに監視・警戒に
あたること」と定義されている。通訳人は 3I で「リッショウとは立って見ていた、ですね？」と言
語内翻訳を施して聞き返していることから、「立哨」という語彙の意味は曖昧であったかもしれ

ないがすでにある程度は把握していたことがわかる。通訳人が 2 回聞き返したことにより、言語
内翻訳が繰り返され、6W で証人が「立って監視をしていました」と答えたため、辞書に載って

いる語義に比較的近い言語内翻訳の意味を確定することに成功している。そして同時に、興

味深い点は、理解ができないまたは理解に確信が持てない際に行う「聞き返し」という行為を

通訳人が行うことによって、物事が理解できない能力不足の通訳者というイメージが喚起され

るのではなく、逆に、「立哨」という専門用語を同定する能力があり、その語義に関してもある程

度知識を有しているプロ法廷通訳者としてのアイデンティティが喚起されている点である。また

この裁判員裁判では、一般市民である裁判員が参加していた。裁判員の中には「立哨」という

専門用語を確実に理解できなかった人もいた可能性が想定される。そのような裁判員にとって、
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とり聞き返すことによって、主参与者ではないはずの通訳人が主参与者となり、証人の証言を

変容させている点である。 

3I で通訳人は、証人が用いた「立哨していた」という表現の意味の明確化を求めるために、
「リッショウとは立って見ていた、ですね？」と、「立哨」を「立って見ていた」と言い換えて、「本

人」のフッティングで聞き返し、意味を確認している。その後、4W で証人が「そうですね」と「リ

ッショウとは立って見ていた」ことであることを肯定するのだが、通訳人は 5I でさらに、「立って
見ていた、でいいですね」と再確認している。３I と同様に、５I でもフッティングを「本人」にシフ
トさせている。そして、６W で証人は、「立って監視をしていました」と述べ、「立哨」は「立って

見ている」というよりは、厳密には立って監視をすることであると述べ、「立哨」の意味の説明を

変遷させており、５I での通訳人の 2 回目の聞き返しによって証人の証言内容が変容すること
につながったと言える。換言すると、「立哨」を「立って見ていた」や「立って監視をしていました」

と言い換えることは、ヤコブソンの 3 種類の翻訳では「言語内翻訳」に該当する。つまり、社会
指標性をシフトさせ言及指示テクストの意味を変えずに、言い換えている。本来、この証人尋

問は弁護人と証人の双方が日本語話者であり通訳を介す必要がない。スペイン語話者の被

告人が聞いて理解できるように通訳人がスペイン語に訳出している。そのため、質問と答えが

終わってから通訳をする手順となっていた。よって、通訳人は証人尋問において主要参与者

ではなく、原則は質問や証言の宛先人としての聞き手でもなかった。通訳人の訳出の宛先人

は被告人である。ここで着目すべきは、本来の参与者ではないはずの通訳人によって税関職

員である証人の証言が「立哨していた」から「立って監視をしていた」に変化したことである。つ

まり、通訳人が本人のフッティングで意味の明確化を求めて聞き返すことによって、証人の証

言の変容が引き起こされ、通訳人が法廷談話の展開に影響を与えていることが示されている。 

引き続き、この箇所で通訳人が本人のフッティングにシフトし聞き返しを行った箇所で、通訳

人のアイデンティティが指標されていることについて着目する。通訳人が 3I で聞き返している
「立哨」という用語は日常語ではなく、元は軍隊用語であり、一般的には馴染みが薄い語彙で

ある。『大辞林』〔第 3 版〕によるとその語義は「歩哨などが、その位置を動かずに監視・警戒に
あたること」と定義されている。通訳人は 3I で「リッショウとは立って見ていた、ですね？」と言
語内翻訳を施して聞き返していることから、「立哨」という語彙の意味は曖昧であったかもしれ

ないがすでにある程度は把握していたことがわかる。通訳人が 2 回聞き返したことにより、言語
内翻訳が繰り返され、6W で証人が「立って監視をしていました」と答えたため、辞書に載って

いる語義に比較的近い言語内翻訳の意味を確定することに成功している。そして同時に、興

味深い点は、理解ができないまたは理解に確信が持てない際に行う「聞き返し」という行為を

通訳人が行うことによって、物事が理解できない能力不足の通訳者というイメージが喚起され

るのではなく、逆に、「立哨」という専門用語を同定する能力があり、その語義に関してもある程

度知識を有しているプロ法廷通訳者としてのアイデンティティが喚起されている点である。また

この裁判員裁判では、一般市民である裁判員が参加していた。裁判員の中には「立哨」という

専門用語を確実に理解できなかった人もいた可能性が想定される。そのような裁判員にとって、

通訳人が本人のフッティングで聞き返しという行為を行ってくれたおかげで、「立哨」という用語

が、「立って監視をする」ことだと明らかになった。こうして、この聞き返しは、前述したゴフマン

の参与枠組みが示すとおり、法廷談話実践において、話し手と聞き手のみならず、裁判官・裁

判員という「オーディター（宛先人ではない是認された聞き手）」が重要な参与者として存在し、

それぞれが異なるかたちでコミュニケーションに複層的に参与していることを指し示す出来事

ともなっている。 

本項での議論をまとめると次のとおりである。通訳人が「本人」のフッティングにシフトして、

「立哨」という言葉の意味を確認するために聞き返しを行ったところ、通訳人の意識は言及指

示機能に焦点化されていたのだが、プロフェッショナルで高度な専門語彙の知識を有する通

訳人というアイデンティティが指標されるという社会指標的テクストが生起した。そして、日本語

で行なわれる証人尋問を、非主要参与者として「宛先人ではない是認された参与者」である被

告人の理解を助けるために逐次通訳をしている間に、本人のフッティングにシフトして聞き返し

を行った結果、証人の証言を変容させるにいたった。さらには、通訳人が証人に「立哨」の意

味について聞き返したことにより、宛先人ではない是認された参与者である裁判員の理解にも

影響を与えた可能性があることが示された。 

４４．．考考察察ととままととめめ  

 本稿では、スペイン語通訳を介した裁判員裁判における談話の抜粋を取り上げ、翻訳理論

や言語人類学のコミュニケーション理論である言及指示機能と社会指標的機能、言語イデオ

ロギー、参与枠組みとフッティングなどの理論的枠組みを援用して談話を分析した。 

 起点テクストはポルトガル語の干渉がみられるスペイン語らしき言語で書かれていたメッセー

ジが、目標テクストでは標準日本語に翻訳されていた書証では、翻訳理論の標準化進行の法

則（Toury, 1995）が明らかにみられた。標準日本語に翻訳された書証は、原文の社会指標性
を抹消していたため、言及指示の次元では等価な訳出であったが、社会指標性の次元では

等価な訳出は達成されていなかった。この事例からも、通訳・翻訳とは、言及指示テクストに焦

点化してなされるものであることが明らかになった。そして、通訳・翻訳の困難は、言及指示テ

クストと共起する社会指標性における等価を保持した訳出に宿っていることが示唆された。ま

た、通訳人は、その標準日本語に翻訳された書証が被告人質問で弁護人によって読み上げ

られた際、原文であるポルトガル語の干渉がみられるスペイン語のメッセージをそのまま読み

上げるという「発声体」のフッティングをとった。「発声体」になることによって、誤訳であると指摘

される危険を回避し、起点テクストと目標テクスト間の同一性を再帰的に強化し、社会指標的

等価性の欠如を隠蔽し、法廷で支配的な標準語中心主義的言語イデオロギーや単一言語使

用イデオロギーの強化に無意識的に貢献してしまっている可能性が示された 。翻訳における
標準化進行の法則と標準語イデオロギーは高い親和性がみられた。他方、通訳人が「本人」と

なり言及指示的意味の明確化を求めて聞き返しを行った際は、言及指示テクストに意識が集

中していたにもかかわらず、様々な相互行為テクストが生起し、聞き返した「立哨」の言及指示
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的意味を成功裡に確認しただけではなく、通訳人のアイデンティティが指標されたり、証人尋

問で質問者と回答者以外の是認された傍観者である裁判員らが「立哨」という用語に理解を深

めたりする助けとなっていた。 

 本稿では、翻訳理論と言語人類学のコミュニケーション理論を援用してスペイン語通訳を介

した法廷談話を分析し、通訳を介した相互行為も言及指示機能と社会指標性によって「言わ

れたこと」のみならず、話し手や書き手のアイデンティティや態度など多層的な意味が生み出

されていることが同定された。今後、法廷通訳研究においても言及指示的意味のみならず社

会指標性によって喚起される様々な意味を意識的に取り上げ、考察することに意義があるの

ではないだろうか。 
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的意味を成功裡に確認しただけではなく、通訳人のアイデンティティが指標されたり、証人尋

問で質問者と回答者以外の是認された傍観者である裁判員らが「立哨」という用語に理解を深

めたりする助けとなっていた。 

 本稿では、翻訳理論と言語人類学のコミュニケーション理論を援用してスペイン語通訳を介

した法廷談話を分析し、通訳を介した相互行為も言及指示機能と社会指標性によって「言わ

れたこと」のみならず、話し手や書き手のアイデンティティや態度など多層的な意味が生み出

されていることが同定された。今後、法廷通訳研究においても言及指示的意味のみならず社

会指標性によって喚起される様々な意味を意識的に取り上げ、考察することに意義があるの

ではないだろうか。 
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実践報告 

LLeess  pprriinncciippaalleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttrraadduuccttiioonn  rreennccoonnttrrééeess  
ppaarr  lleess  ééttuuddiiaannttss  ssppéécciiaalliisstteess  eenn  ééttuuddeess  ffrraannccoopphhoonneess  

ddee  nniivveeaauu  iinntteerrmmééddiiaaiirree  eett  aavvaannccéé  
 

Département d’études francophones 
Morgan DALIN 

 

ははじじめめにに  

本稿は、2018 年以降、3 年生及び 4 年生向けに、職業としての翻訳を見据えた翻訳（日本語

からフランス語）の技術訓練を授業内容としてきた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）」の実践報告である。 15 名程の学生からなる 5

つのグループがプロジェクトを実施していく過程で、日本人学生が直面する主要な言語的困

難点がいくつか見受けられた。 この実践報告では、学生の間違いが多かった翻訳を通して、

フランス語の授業において更に丁寧に説明すべき点、実践する機会を増やすべき点ついて

列挙する。 過去 2 年間で取り上げた 7つのテーマから、代表的なテーマである日本の昔話、

詩、漫画の 3つの翻訳に焦点を当て、分析する。 

 

IInnttrroodduuccttiioonn  

Proposé depuis 2018 aux étudiants de 3ème et 4ème année spécialistes en études 
francophones de l’université préfectorale d’Aichi, le cours 上級フランス語(翻訳・通訳) 
(traduction et interprétation : niveau avancé) permet de s’entraîner aux techniques 
de traduction académique du japonais vers le français (thème) tout en se 
familiarisant avec des champs d’application de la traduction professionnelle.  

Les projets réalisés dans le cadre de ce cours par cinq groupes d’une quinzaine 
d’étudiants ont vu émerger des problèmes de traduction communs reflétant plus 
largement certaines difficultés linguistiques majeures auxquelles sont confrontés 
les étudiants japonais tout au long de leur parcours d’apprenant.  

Dans cet article, nous listerons les principales erreurs de traduction rencontrées 
dans les productions écrites afin de tenter de définir les notions linguistiques à 
approfondir en cours de langue française. Pour se faire, notre analyse portera tout 
particulièrement sur trois des sept thèmes proposés durant ces deux dernières 
années, à savoir la traduction de contes japonais, la traduction de poèmes et la 
traduction de mangas.  
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II.. TTrraadduuccttiioonn  lliittttéérraaiirree  ((11))  ::  llaa  ttrraadduuccttiioonn  ddee  ccoonntteess  

La première activité consistait à traduire en binômes un des deux contes 
folkloriques japonais proposés parmi Momotaro (Mo) et Kaguya hime (Kh) (la 
princesse Kaguya). Les deux récits, de longueur modérée, présentent une structure 
peu complexe et très similaire ainsi qu’un vocabulaire idoine pour des étudiants de 
3ème et de 4ème année. Cela en fait des textes accessibles permettant d’évaluer les 
compétences de l’ensemble des apprenants en début d’année. Nous avons constaté 
que les erreurs rencontrées étaient principalement d’ordre grammatical et lexical. 

11.. LLeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’oorrddrree  ggrraammmmaattiiccaall..  

La principale difficulté pour un grand nombre d’apprenants a résidé dans le choix 
des temps du passé appropriés et la concordance des temps. En effet, cette activité 
visait à introduire l’emploi du passé simple (étudiants de niveau avancé) et de 
travailler sur le choix entre imparfait et passé composé (étudiants de niveau 
intermédiaire). Ainsi, malgré les explications grammaticales et les exercices 
structuraux préliminaires réalisés en classe, la plupart des phrases nécessitant une 
concordance des temps ont été traduites de façon erronée, comme pour la phrase ci-
dessous :  

Jp : ある日、おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきました。(Mo) 
Fr : Un jour, alors que la femme faisait la lessive dans la rivière, elle vit une grosse 

pêche qui flottait. 
  

Cette phrase illustre bien la différence aspectuelle entre l’imparfait et le passé 
composé. Il est possible de « visualiser l’inclusion du moment de référence, 
coïncidant ici avec le moment du procès exprimé au passé composé, dans 
l’intervalle occupé par le procès exprimé à l’imparfait » 1 . Ce concept a été 
schématisé par C. Vet (1980 : 77) et par C. Noyau (1991 : 59) : 

 

 
Malgré ce, la phrase a été majoritairement traduite sur un des schémas suivants, avec 
erreur de temps dans la proposition principale (a, b, c) ou à la fois dans la proposition 
principale et subordonnée (d, e, f) : 

                                                             
1 Marie-Pierre Gündüz, « Articulation problématique des descriptions grammaticales et des pseudo-compétences 
chez les apprenants de FLE », Acquisition et interaction en langue étrangère, 23 | 2005, 43-63. 



31

a. Un jour, alors que la femme faisait la lessive, elle voyait une grosse pêche qui flottait. 
b. Un jour, alors que la femme faisait la lessive, elle voyait une grosse pêche qui flotta. 
c. Un jour, alors que la femme faisait la lessive, elle vit une grosse pêche qui flotta. 

 
d. Un jour, alors que la femme fit la lessive, elle voyait une grosse pêche qui flottait. 
e. Un jour, alors que la femme fit la lessive, elle voyait une grosse pêche qui flotta. 
f. Un jour, alors que la femme fit la lessive, elle vit une grosse pêche qui flotta. 

 

Ces formulations, révèlent une confusion entre les notions d’imperfectivité et de durativité 
des temps du passé à laquelle il convient de proposer des exercices de distinction des temps y 
compris à un stade plus avancé de l’apprentissage. 

22.. LLeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’oorrddrree  lleexxiiccaall..  

La plupart des étudiants participant à ce cours de traduction avaient accès à des outils de 
traduction tels que dictionnaires électroniques, papier, en ligne dont ils privilégiaient 
souvent l’usage sans se référer à l’enseignant natif. Ceci a eu pour conséquence des choix 
lexicaux souvent inadaptés car éloignés de l’acception appropriée au contexte énonciatif. 

Ainsi, par exemple, le mot  « 鬼 » a souvent été traduit par « ogre » au lieu de « démon ». Or, 
si le mot « ogre » figure parmi les premières acceptions proposées dans les dictionnaires, il 
désigne un personnage de contes et de traditions populaires, une sorte de géant dévorant les 
jeunes enfants dans l’imaginaire collectif des Français. En ce sens, il aurait convenu de 
traduire par un terme plus large comme « démon », moins connoté culturellement.  

Dans les contes proposés, les vocables historiques ou liés au domaine martial et de la 
mythologie ont aussi fait l’objet d’erreurs de traductions. C’est le cas pour « 家来 » ayant été 
traduit par « vassal » ou « sujet », termes peu usités car revêtant une forte notion de 
soumission. Un terme tel que « compagnon » aurait ici semblé plus approprié afin de mieux 
exprimer la complicité entre Momotaro et ses acolytes.  

Dans Kaguya hime, le terme « 翁 » figurant dans le groupe nominal « 竹取りの翁 » n’a 
souvent pas été traduit comme attendu par « vieillard » en français mais utilisé en tant que 
nom propre, à en juger par la majuscule récurrente à Okina relevée dans les productions des 
étudiants.  

 

IIII.. TTrraadduuccttiioonn  lliittttéérraaiirree  ((22))  ::  llaa  ttrraadduuccttiioonn  ppooééttiiqquuee  

Le second projet de traduction portait sur le poème « Liberté » (自由) de Paul 
Eluard. Si les activités préliminaires ont permis de sensibiliser à la notion de 
versification, ce projet de traduction avait un but tout autre. Il devait amener les 
apprenants à travailler essentiellement sur le genre et le nombre des noms 
communs en français et ce, compte tenu de sa structure très simple et du 
vocabulaire usuel employé. Nous verrons que malgré ce, les erreurs de traduction 
ont été nombreuses. 

11.. OOuuttiillss  ddee  ttrraadduuccttiioonn  eett  eerrrreeuurrss  lleexxiiccaalleess..  
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Le poème proposé étant très riche en mots connus mais aussi en mots nouveaux, les 
apprenants se sont livrés à l’exercice de traduction, aidés de dictionnaires. Toutefois, il 
apparaît que les choix lexicaux relèvent d’une inadéquation entre les acceptions données et 
le sens commun attendu comme le montre le tableau ci-dessous présentant quelques-unes 
des erreurs les plus fréquemment rencontrées. 

 

LLaanngguuee  
ssoouurrccee  

LLaanngguuee  
cciibbllee  

SSeennss  
aacccceeppttiioonn  

PPllaaccee  
aacccceeppttiioonn  

ddaannss  
ddiiccttiioonnnnaaiirree  

SSeennss  eenn  
ffrraannççaaiiss  

TTrraadduuccttiioonn  
aatttteenndduuee  

SSeennss  eenn  
jjaappoonnaaiiss  

PPllaaccee  
aacccceeppttiioonn  

ddaannss  
ddiiccttiioonnnnaaiirree  

学習ノート Note (nf) 
ノート 
(メモ) 1 点数 Cahier 

(nm) 
ノート 
(帳面) 2 

机 Table (nf) テーブル 1 
ダイニング
テーブル 

Pupitre 
(nm) 

机 
(事務机) 2 

巣 Tanière 
(nf) 獣の巣穴 4 獣の巣穴 Nid (nm) 鳥の巣 1 

食いしん坊 Glouton 
(adj.) 大食家 1 大食家 Gourmand 

(adj.) 美食家 - 

差し出され

た手 

Main 
tendre 
(adj./vb 

inf.) 

弱い手 1 弱い手 Tendue 
(vb) 

差し出さ
れた手 1 

あわのよう

な雲 

un nuage 
comme 

une bulle 

泡
(英:bubble)
のような雲 

1 
泡

(英:bubble)
のような雲 

un nuage 
comme de 
la mousse 

泡
(英:foam/ 
froth)のよ
うな雲 

3 

 

Comme nous le constatons, l’apprenant qui ne connait pas l’acception la plus appropriée, a 
tendance à se fier au vocable le plus communément admis donné par le dictionnaire, sans 
réaliser que le choix du mot est inadéquat avec le contexte énonciatif. Ainsi, privilégier 
l’utilisation d’outils bilingues dont le contenu est issu de l’homme et non généré 
automatiquement peut aider les apprenants à opérer des choix lexicaux plus conformes. En 
effet, ces derniers donnent mots et expressions en contexte ainsi que de précieuses 
informations sur la fréquence des requêtes des acceptions.  

22.. LL’’aaccccoorrdd  eenn  ggeennrree  eett  eenn  nnoommbbrree  

Parmi les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants en langue française, 
l’assimilation du genre des noms communs, l’utilisation des articles définis et indéfinis 
idoines ainsi que l’accord en genre et en nombre des adjectifs et des participes passés ne sont 
pas des moindres.  

Aussi, avant de proposer ce texte à la traduction, un rappel des règles grammaticales 
fondamentales a été fait et les étudiants ont travaillé sur une série d’exercices structuraux  
visant à faciliter la traduction à venir. Malgré ce, les productions écrites devant permettre 
d’évaluer l’acquisition des notions étudiées a révélé d’importantes erreurs de la part d’un 
nombre d’apprenants non négligeable. Les erreurs, dont certaines sont présentées dans le 
tableau ci-dessous étaient majoritairement de trois types : les erreurs liées au genre du nom 
commun, les erreurs par omission de l’article et les erreurs d’accord des adjectifs et 
participes passés. 
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EErrrreeuurrss  lliiééeess  aauu  ggeennrree  EErrrreeuurrss  ppaarr  oommiissssiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  EErrrreeuurrss  dd’’aaccccoorrdd  eenn  ggeennrree  &&  nnoommbbrree  

LLaanngguuee  
ssoouurrccee  

LLaanngguuee  
cciibbllee  

TTrraadduuccttiioonn  
aatttteenndduuee  

LLaanngguuee  
ssoouurrccee  

LLaanngguuee  
cciibbllee  

TTrraadduuccttiioonn  
aatttteenndduuee  

LLaanngguuee  
ssoouurrccee  

LLaanngguuee  
cciibbllee  

TTrraadduuccttiioonn  
aatttteenndduuee  

砂に Sur la 
sable Sur le sable 

石、血、 

紙又は灰

に 

Sur la 
pierre, 
sang 

papier ou 
les 

cendres 

Sur la pierre, 
le sang, le 

papier ou les 
cendres 

読み終え

たページ

に 

Sur les 
pages 

finies de 
lire 

Sur les pages 
lues 

雪に Sur le 
neige Sur la neige 鳥の翼に 

 
Sur les 

ailes 
d’oiseau 

Sur les ailes 
d’un oiseau 

真っ白な

紙に 
Sur le 
papier 

blanche 
Sur le papier 

blanc 

ジャング

ルに 
Sur le 
jungle Sur la jungle 友達の額

に 
Sur le 
front 
d’ami 

Sur le front 
de mon / mes 
/ d’un ami(s) 

黄金の像

に 
Sur les 
images 
dorée 

Sur les 
images 
dorées 

砂漠に Sur la 
désert Sur le désert 驚きのガ

ラスに 
Sur la 

vitre de 
surprise 

Sur la vitre 
de la / des 
surprise(s) 

婚約した

季節に 
Sur les 
saisons 
fiancés 

Sur les 
saisons 
fiancées 

藪に Sur la 
broussaille 

Sur les 
broussailles 

倦怠の壁

に 
Sur le 
mur 

d’ennui 
Sur le mur de 

l’ennui 
燃えるラ

ンプに 
Sur la 
lampe 
allumé 

Sur la lampe 
allumée 

地平線に Sur la 
horizon Sur l’horizon 葬式の行

進に 
Sur les 

marches 
de mort 

Sur les 
marches de la 

mort 

消えたラ

ンプに 
Sur la 
lampe 

éteindue 
Sur la lampe 

éteinte 

 

Notons que dans chaque groupe d’apprenants, bien que la majorité des effectifs soient partis 
étudier durablement dans un pays de langue française, et indépendamment de leur degré de 
maîtrise de la langue orale, ces règles fondamentales représentent souvent une difficulté à 
laquelle il convient de s’exercer à tous les stades de l’apprentissage. 

 

IIIIII.. TTrraadduuccttiioonn  lliittttéérraaiirree  ::  llaa  ttrraadduuccttiioonn  ddee  mmaannggaass  

La traduction de mangas est une des activités les plus appréciées par les étudiants. Ces 
derniers ont ainsi travaillé sur les quatre premières pages du premier tome du manga « One 
piece ». Toutefois, en raison des contraintes propres à ce type de support, telles que la 
restriction textuelle, le registre de langue très oral (parler populaire, enfantin, expressions 
idiomatiques, etc.), ou les champs lexicaux employés (jargon des pirates, champ lexical du 
milieu maritime, etc.) ce projet est souvent apparu comme l’exercice le plus ardu du 
semestre pour beaucoup d’étudiants. 

11.. LLeess  eerrrreeuurrss  lleexxiiccaalleess  

Les erreurs rencontrées, dont les plus récurrentes sont répertoriées dans le tableau ci-après 
étaient pour la plupart d’ordre lexical. Cela nous éclaire sur la méthodologie des apprenants 
dans le processus de traduction et sur les modalités de choix des acceptions. 

 

 
LLaanngguuee  ssoouurrccee  LLaanngguuee  cciibbllee  TTrraadduuccttiioonn  aatttteenndduuee  TTyyppee  dd’’eerrrreeuurr  

港村 Une ville maritime / un village 
à côté d’un port. Un village de pêcheurs Barbarisme 

野郎共乾杯だ！！ 
Les types / les bougres / des 
compagnons / des hommes / 

tout le monde. 
Allez, les gars, on trinque !! Faux-sens / sous-

traduction 
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ちゃんときたえてるから Je fortifie le corps. Je m’entraîne dur. Sur-traduction 
要するにお前はガキすぎるん
だ。 

Tu es très enfantin / Tu es 
trop enfant / tu es trop jeune. Tu es vraiment un mioche. Sous-traduction 

このケチシャンクスめ！！ Mesquin / Shanks est avare. Tu commences vraiment à 
m’énerver, Shanks !! Faux-sens 

ふぅっ！！もう疲れた Je suis déjà fatigué. Pfiou, j’en ai marre ! Faux-sens 

証拠を見せてやるっ！！！ Je vais vous apporter la 
preuve / Je vais vous prouver. Je vais vous montrer !!! Sur-traduction 

またルフィが面白ェ事やって
るよ。 

Luffy va encore faire quelque 
chose d’intéressant. 

Luffy va encore faire quelque 
chose de drôle → Luffy va 

encore faire le pitre. 
Faux-sens 

カナヅチは海賊にとって致命
的だぜ！ 

Le marteau, c’est fatal pour 
un pirate. 

Nager comme une enclume / 
un fer à repasser… pour un 

pirate… 
Faux-sens – sur-

traduction 

なんだ その言い方ァ！！！ C’est quoi cette façon de 
dire ?! 

C’est quoi cette façon de 
parler ?! Faux-sens 

きたねえぞ！ Tu es sale / Tu es rusé / tu es 
un sale type ! Tu m’as bien eu ! Faux-sens / Sur-

traduction 
 

Nous constatons que les erreurs, qui consistaient principalement en des faux-sens, des sous-
traductions et des sur-traductions étaient dans de nombreux cas liées à une tendance à 
traduire de façon trop littérale ; les apprenants s’en remettent généralement à leurs outils 
de traduction et opèrent des choix d’acceptions ne tenant pas compte du contexte énonciatif. 
La justesse et la fidélité du message originel en sont dès lors grandement impactées dans la 
version en langue cible.  

22.. LLeess  eerrrreeuurrss  ssyynnttaaxxiiqquueess  
LLaanngguuee  ssoouurrccee  LLaanngguuee  cciibbllee  TTrraadduuccttiioonn  aatttteenndduuee  TTyyppee  dd’’eerrrreeuurr  

港には 1年ほど前から海賊船
が停泊している。 

Depuis un an, un navire de 
pirates mouillait / jetait 

l’ancre dans le port 
 

Depuis un an, un navire de 
pirates a jeté l’ancre dans le 

port 
Erreur de temps 

味方じゃないのかよ！！ Tu n’es pas mon allié / Ils ne 
sont pas mes alliés Bande de traitres !! Faux-sens 

ふぅっ！！もう疲れた Je suis déjà fatigué. J’en ai marre. Faux-sens 

あーいたくなかった Ça m’a fait mal pas du tout / 
je n’ai senti rien. 

Je n’ai même pas eu mal / je 
n’ai rien senti. Solécisme 

うそつけ！！バカな事すんじ
ゃねェ！！ 

Menteur, ne fais pas la chose 
folle. 

Menteur, arrête avec tes 
bêtises. Contresens - solécisme 

おれはケガだってぜんぜん怖
くないんだ！！ 

Je n’ai pas du tout peur de se 
blesser / de blesser / de 

blessure / de lutter. 
Je n’ai pas peur de me blesser 

/ de me faire mal. Solécisme / faux-sens 

ほらガキだおもしれえ！！ Tu es l’enfant / Tu es le gamin 
comme prévu 

Vous avez vu ça ? Il est trop 
drôle ce gamin 

Sous-traduction / Sur-
traduction 

シャンクスはおれをバカにし
て遊んでるだけなんだ 

Shanks me se moque / se me 
moque et s’amuse / se moque 

de moi et se divertit 
Shanks n’arrête pas de 

m’embêter 
Solécisme / Sur-

traduction 

確かに楽しんでるな 
Il s’amuse sans faute / Il est 

sûr qu’il jouit / Certainement, 
il s’amuse 

Il arrête pas de m’embêter Sur-traduction / Faux-
sens / sur-traduction 

Si les erreurs lexicales incombent souvent à une utilisation aléatoire d’outils lexicologiques, 
les difficultés d’ordre syntaxique révèlent quant à elles des difficultés dans l’acquisition et la 
systématisation des notions fondamentales de la langue cible. Ce troisième projet de 
traduction a ainsi permis de travailler les caractéristiques du langage parlé d’aujourd’hui et 
de sensibiliser les apprenants à l’utilisation des expressions idiomatiques. Ceci a permis de 
prendre un peu de distance avec le langage très académique des manuels utilisés en cours de 
langue. 



35

 

IIVV.. CCoonncclluussiioonn  

Les trois projets dont nous avons choisi d’analyser les erreurs et difficultés de traduction, ont 
permis de mettre en lumière certaines problématiques liées à la méthodologie, au matériel 
utilisé mais aussi à l’acquisition des structures de la langue.  

Les erreurs lexicales relèvent souvent d’un mauvais choix d’acception et donc d’une 
utilisation inadéquate des outils de traduction à disposition. Ceci a pour effet de rendre 
l’expression plus figée et aboutit régulièrement à des erreurs de traduction.  Il apparaît alors 
nécessaire de sensibiliser les apprenants à l’utilisation de dictionnaires bilingues dont le 
contenu est issu de l’homme et non généré automatiquement afin d’opérer des choix lexicaux 
plus conformes. 

Les erreurs grammaticales, notamment de syntaxe révèlent quant à elles des difficultés à 
systématiser les notions linguistiques étudiées. Les apprenants de tous niveaux abordent la 
traduction comme un exercice très académique et peinent pour beaucoup à adopter un style 
énonciatif moins « livresque », plus fluide et porteur de sens. C’est pourquoi, les activités 
proposées doivent amener les étudiants à appliquer de façon concrète les notions théoriques 
étudiées afin de faire de la langue à la fois un objet d’étude et un véritable outil de 
communication (Beacco). 
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研究ノート 

「「国国際際共共通通語語ととししててのの英英語語」」ににおおけけるる聴聴取取者者のの役役割割  
――通通訳訳業業界界かからら学学ぶぶ「「EELLFF  LLiisstteenneerr」」育育成成へへのの手手ががかかりり――  

 
通訳翻訳研究所研究員 

名古屋外国語大学外国語学部 
長峯 貴幸 

Takayuki Nagamine 
 
Abstract:  

This paper aims to cast light on the role of listeners’ in enhancing 
comprehensibility of nonnative speech and to consider what could be learnt from 
interpretation in order to grow a learner of English into an “ELF Listener”. Few 
would deny the fact that English is used internationally as a lingua franca (English 
as a lingua franca; ELF) among native and nonnative speakers of English. The 
language use, including pronunciation, has become more and more diverse as the 
number of nonnative speakers of English exceeds that of native speakers. Theories 
of second language speech learning suggest that foreign-accentedness is an 
inevitable feature of nonnative speech resulting from a mismatch between the 
sound of their mother tongue and that of nonnative speech. In such a situation, 
language teaching has been urged to shift its ultimate aim from approximating 
learners to native speakers to enabling them to communicate with interlocutors 
with different language backgrounds successfully. Although attempts have been 
made to investigate how speakers could enhance comprehensibility of their 
utterance by identifying linguistic items in the speech which may hinder 
comprehensibility, the listeners engaging in an ELF communication could also 
approach communicative success. 

Interpretation could offer clues to shaping necessary means to raise ELF 
Listeners. Unfamiliar accents impose difficulties on listeners in understanding the 
speech content, and interpreters often experience difficulties in translating the 
unfamiliar-accented speech as it occupies a higher processing load in 
comprehending the content. Increasing listeners’ familiarity with a particular 
accent is shown to be effective for enhancing comprehensibility from the listener’s 
side. How listeners could increase familiarity with accents, however, has not been 
discussed extensively. The results from an experiment employing techniques such 
as shadowing and High Variability Phonetic Training (HVPT) showed that it is not 
enough to expose listeners to unfamiliar accents. Feedback, noticing, and analyses 
about the unfamiliar accent seem to be crucial in enabling listeners to be 
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familiarised with the accents. Finally, this paper would argue that phonetic 
knowledge can be highly useful not only for ELF speakers in production training 
but for ELF listeners in perception and listening training towards the common goal 
of ensuring comprehensibility and the communicative success. 

 
 

11.. 序序論論  
文部科学省が 2012年に「グローバル人材育成」を推進し始めて以来，我が国において

も，国際競争力を高めるべく世界を舞台に活躍ができる人材の必要性が議論されてきた。

その中で，昨今の英語教育改革の流れからも見られるように，英語はグローバル化が進む

現代における必要不可欠な「共通語」として，その地位を確立しつつある。英語を母語とし

ない話者(非英語母語話者)の数は，英語母語話者のそれを遥かに上回っており，
Crystal (2003)の推計によると，英語母語話者が約４億人であるのに対し，非英語母語話
者はその約３倍に上るという。これらの推計が，日常的にどの程度英語を使用する人の人

数であるかは議論の余地があるが，いずれにせよ，「英語によるコミュニケーション」という

状況を仮定した場合，それが最早「英語母語話者とのコミュニケーション」と同義ではない

ことは明白である。Seidlhofer (2011, p.7)は，英語を母語とするしないに関わらず，異な
る母語をもつ人々の間で，英語がコミュニケーションの手段として選ばれ，かつそれが唯

一の方法であるような状況(“any use of English among speakers of different first 
languages for whom English is the communicative medium of choice, and often 
the only option”)こそが「国際共通語としての英語 (English as a lingua franca; ELF)」
と定義した。現代の英語使用の多元的な側面が着目されてきている中，その音声的な側

面，すなわち発音も例外ではない。従来の英語教育では，英語学習者の発音をいかに英

語母語話者のそれに近づけられるといういわば「発音矯正」に主眼が置かれてきた。しか

しながら，この発音矯正のアプローチはいわば「達成不可能」な目標であり，英語母語話

者の発音モデルにどれだけ発音を近づけられるかという「発音の正確さ」よりも，「発話内

容がどれだけ伝わりやすいか」という視点に重きを置くべきという言説が支持を得始めてい

る。 
 ところで，「発話内容の理解しやすさ」は，話者が発した発話内容の聴き手（聴取者）に

よっても大きく影響するが，国際化時代の「英語話者」としてのみならず「英語聴取者」とし

てどのような素養・技能を身につけるべきなのか，実際の会議通訳における訛りの訳出の

困難さに関する事例や調査から学ぶことができる。国際共通語としての英語使用の拡がり

は，通訳・翻訳の業界においても議論を呼んでいるが，通訳者にとって馴染みのない訛り

（unfamiliar accents）は，訳出における処理容量を逼迫し，結果として訳出できる量の
減少につながっている。また，テスティング研究においても，聴取者にとって馴染みのある

訛りは，聴取者がより理解しやすいと判断することがわかっている。これらのことから，国際

化時代における多様な英語音声に対応するためには，聴取者が幅広い訛り音声に対して

の「慣れ」を高めることが肝要であると考えられる。 
 その一方で，国際化時代の聴取者（ELF Listener）を育成するための具体的な手立
てはあまり深く議論されていない。そこで本稿では，通訳・翻訳業界及び音声科学の知見
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を取り入れながら，その具体的方法を模索したい。具体的には，通訳者育成にも用いられ

ている音韻認識能力を高めるのに有効とされる技法を取り入れた実験の結果を紹介し，た

だ単に学習者が幅広い訛り音声を聞くだけでは不十分であり，音声学的知識を土台に，

学習者に訛りの音韻の差異についてのフィードバックを行い，気づきを促すことが必要で

ある，ということを示すことが本稿の趣旨である。 
  

22.. 国国際際共共通通語語ととししててのの英英語語使使用用のの広広ががりりとと英英語語発発音音  
22..11.. 英英語語教教育育ににおおけけるる伝伝統統的的なな英英語語発発音音モモデデルルとと現現在在のの様様相相  

英語を第二言語として(English as a second language; ESL)或いは外国語とし
て(English as a foreign language; EFL)学習する英語非母語話者が依拠するモ
デルとしては，伝統的に母語話者の話すいわゆる「標準的な英語」が選ばれてきた。

英語発音においては，「英国標準発音(Received Pronunciation; RP)」や「米国標
準発音(General American; GA)」といったモデルが挙げられる。これらのモデルは，
Davis (2017)の述べるように，母語話者内でもある種の「権威づけ」，つまり社会的に
高位に属する人々の発音と結び付けられているという社会的要因や，ある特定の地

域に囚われない地域的要因から，特定の訛りのない「中立的な」モデルとして英語発

音モデルに選ばれてきた。 そして，伝統的な英語教育においては，これらの標準英
語発音モデルを唯一の拠り所として，学習者の訛りの矯正(accent reduction)に重き
が置かれていた (Munro & Derwing, 1999)。 
しかしながら，この「発音矯正」という考え方は，ESL や EFL 環境における英語非

母語話者が増加し，国際共通語して英語が用いられ始めるにつれ，主に以下の２点

により現実との乖離が散見されるようになってきた。第一に，母語話者内で「標準的」

とされる英語発音においても様々な音変化が起こり，その結果「標準発音」話者の存

在が疑問視されている点である。例えば，Lindemann (2017)の指摘するように，最
も米国(北米)標準発音に近いとされている米国中西部・五大湖周辺(特にオハイオ
州)で用いられる英語発音においては，母音体系の連鎖推移である「米国北部都市
母音推移(Northern Cities Shift; NCS)」が起こっているとされている。例えば，英
単語 betに含まれる前舌半低母音/ɛ/が，実際には中央寄り([ə])で発音されたり，その
代わりに butに含まれる母音/ə/が後舌半低母音[ɔ]で発音されたりする。 
英国標準発音においても，Lindsey (2019)の指摘するように多くの音変化が起こ

っており，かつての RP とは大きく異なる様相を呈していることから，もはや英国標準

発音を「Received Pronunciation」という呼称で扱うこと自体が疑問視されている。
例えば，Lindsey (2019)によると，英国標準発音においても，母音の連鎖推移現象
(反時計回り母音推移; The Anti-clockwise Vowel Shift)により母音の質が変化し，
TRAP 母音/æ/は前舌低母音である[a]として発音されたり，その代わりに二重母音/aɪ/
の開始点が，前舌低母音[a]から後舌低母音[ɑ]に移ったりしている。円唇後舌高母
音/u/の舌の位置が前方に移動し，[ʉ]として発音される「GOOSE fronting」現象も，こ
の規則的な母音遷移の１つであるとしている。 
以上のように，これまで代表的な英語発音モデルとされてきた RP や GA も，様々

な要因により音変化が発生していることがわかる。また，標準英語に近いとされる米国
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中西部や英国南部の英語はあくまで「地域方言の１つ」に過ぎず，実際にはそれらの

変種の中にも個人差や性差，社会的要因等により多くのバリエーションが存在するこ

とに留意せなばならない。これらのことから，Lindemann (2017)は，これらの標準英
語発音モデルは”misleading fiction (p.195)”であるとしている。 

 
22..22.. 第第二二言言語語発発音音学学習習理理論論  

伝統的な英語発音モデルへの過度な依拠と英語使用の実際との乖離に関する２

点目の事項として，第二言語(L2)音声学習理論からの知見を取り入れたい。第二言
語の音韻知覚・産出については，「臨界期仮説(Lennenberg, 1967)」で提唱されて
いるように，年齢による要因が大きいとされている。年齢の高い学習者は，年齢の低

い学習者に比べて母語の音韻体系が確立されており，音声知覚・産出において母語

の影響が大きく観察される，というものである。 
  母語にない言語音の知覚に関しては，Flege (1995) の Speech Learning 
Model (SLM)や Best (1995)の提唱する Perceptual Assimilation Model (PAM) 
及び PAM-L2 (Best & Tyler, 2007)，そして Iverson (2003) による Perception 
Interreference Account (PIA) などといった形でモデル化されている。これらはど
れも，第二言語の音韻カテゴリは，学習者の第一言語の音韻体系と密接に関わって

いるとされている。学習者が第二言語の言語音を認識する際，SLM では，学習者は

その音の音声的特徴を知覚し，近似の母語の音韻カテゴリとの距離によって，その音

を既存の音韻カテゴリに同化させるか，新たな音韻カテゴリが構築されるかどうか決

定されるとする。PAM では，学習者はその言語音の音声特徴と調音様式とを認識し，

既存の母語の音韻カテゴリへの同化もしくは新しい音韻カテゴリの構築かを判断する

とされる。最後に PIA では，学習者の母語の音韻体系は，その言語の特徴によって

歪められているため，第二言語音声の知覚メカニズムは学習者の母語によって異な

ると主張する。PIAは，Kuhl & Iverson (1995) にて提唱されている「知覚のマグネ
ット効果」に基づいている。つまり，学習者は母語習得の過程で「プロトタイプ」と呼ば

れる，音韻カテゴリの中での規範的な音素を作り上げており，第二言語音声の知覚に

は「プロトタイプ」との距離が大きく関わっていると PIAは主張する。 
  これらの第二言語音声学習モデルに共通することは，非母語におけるいわゆる
「外国語訛り」は避けられず，それらが生じる仕組みを理論化しているということである。

音声におけるどのような情報をもとに音声知覚を行なっているかに関する理論立ては

違えど，これらはどれも，第二言語においてなぜ外国語訛りが生じるのかという点を起

点にしている。つまり，英語音声学習の理論的枠組みからも，「発音矯正」により訛り

をなくし，英語母語話者のような発音を目指すという従来型の英語発音教育の究極

的な目標は，非現実的なのである。 
 

22..33.. 英英語語評評価価ににおおけけるる２２つつのの枠枠組組みみ；；aaccccuurraaccyy--bbaasseedd  vv..ss..  ccoommpprreehheennssiibbiilliittyy--bbaasseedd  
標準英語モデルが唯一の基準であった従来の英語教育では，そのモデルに対し

ていかに訛りを減ずるかという発音矯正，すなわち，学習者がいかにして英語母語話

者の発音に自身のそれを近づけられるか，という点に重きを置いていた(Munro & 
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Derwing, 1999)。しかし，前項で概観したとおり，その標準英語モデルの存在自体
が疑問視され，音声学習理論により非英語母語話者の外国語訛りが避けられないも

のとして認識されつつある中で，「発音の正確さ(accentedness)」よりもいかに話者の
意図やメッセージが聴取者に伝わったかの度合いである「 intelligibility」や
「comprehensibility」という指標により，非英語母語話者の発話を評価する枠組み
が提唱されている。 

Comprehensibility研究の先駆者であるMurray MunroとTracy Derwingは，
Munro and Derwing (2015) の 中 で ， intelligibility, comprehensibility, 
accentednessについての定義づけ与えている。intelligibilityは “ [the] extent to 
which listeners’ perceptions match speakers’ intentions (p.14)”, 
comprehensibility は  ”perceived degree of difficulty experienced by the 
listener in understanding speech (p.14)”であると定義している。それに対して，発
音の正確さである「 accentedness 」については， “ perceived differences in 
pronunciation as compared with a local variety (p.14)”であると述べている。
Intelligibility と comprehensibility は実質ほぼ同一の指標であり，明確な線引き
は難しいという主張もある(Levis, 2006)ことから，多くは comprehensibilityに絞って
研究が行われている(cf., Isaacs & Trofimovich, 2012)。まとめると，accentedness
は音声の形式的な側面，すなわちある特定の発音モデルに照らした時の学習者の

発音の「正確性」を問題にしており，実際にどの程度発話の内容が相手に伝わったの

かは問題にしていない。この点からも，英語音声が多様化する中においては，英語

音声の「機能性」，つまりどの程度発話内容が伝わったかを示す指標である

intelligibilityや comprehensibilityをいかに高めるかが重要である。 
多くのComprehensibility研究は，コミュニケーションにおける話者の役割に着目

し，非英語母語話者の発話の中のどのような音声特徴が Comprehensibility に影
響するかというアプローチを採っている。例えば，20 名の英語母語話者を評価者とし，
40 名のフランス語英語話者の英語発話中のどのような言語特徴が評価者の

comprehensibility の評価に影響を及ぼすかについて調査した Saito, 
Trofimovich, and Isaacs (2017)では，言語特徴を大きく 「 phonology 」 と
「lexicogrammar」の２つに分け，前者では「母音・子音の産出エラー」及び「リズム」
が，後者では「語彙使用の適切さ」や「談話の話題の豊富さ」が大きく影響を与えてい

ることを，統計分析を用いて示している。 
一方で，comprehensibility は「聴取者」が判断する指標である。コミュニケーショ

ンにおいて，話者が果たす役割はもちろん大きいが，話者の発言を受けてその意図

や内容を理解するのは聴取者であり，その役割も考慮した上で「発話の理解しやすさ」

は議論されなければならない。Comprehensibility 研究を先導している Talia 
Isaacs と Pavel Trofimovich は，comprehensibility について以下のように記し
ている； 
 
Comprehensibility, a major concept in second language (L2) pronunciation 

research that denotes listeners’ perceptions of how easily they understand 
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L2 speech, is central to interlocutors’ communicative success in real-world 
contexts. (Isaacs & Trofimovich, 2012, p.475) 

 
  母語の異なる非英語母語話者による英語コミュニケーションの場が増加している中
において，その成功には，話者の役割のみならず聴取者の役割も考慮に入れられる

べきである。次節では，通訳・翻訳の観点から，通訳者と訛りのある英語を取り巻く実

例を示しながら，訛りのある音声をよりよく理解するために聴取者に必要な事柄につ

いて述べていく。 
 

33.. EELLFF音音声声ココミミュュニニケケーーシショョンンににおおけけるる聴聴取取者者のの役役割割  
33..11.. 音音声声へへのの慣慣れれ（（ffaammiilliiaarriittyy））とと通通訳訳ににおおけけるる訛訛りり音音声声のの処処理理容容量量  

「外国語訛り」音声は理解が難しいものとされるが，それは通訳者にとっても同様で

ある。ここでは，通訳業界からの知見を取り入れながら，聴取者にとって難しいとされ

る訛りとはどのようなものなのか考究していきたい。 
国際共通語としての英語使用の拡がりや，非英語母語話者の「外国語訛り」は，通

訳者の中では必ずしも好意的に受け取られているとは言えない。ELF としての英語

使用の拡がりが会議通訳者の通訳業務にどのような影響を与えているかを論じた

Reithofer (2011)は，通訳者たちにとって，非英語母語話者の英語の訳出は大きな
課題の１つであると述べている。これにはいくつかの理由があるが，大きな理由の１つ

に「訛り音声の訳出にかかる大きな負荷」が挙げられる。これは，非英語母語話者の

訛りのみならず，英語母語話者の訛りにも当てはまることであるが，呉(2016)は具体
的に，「アメリカ政府高官の来日インタビューを通訳することになったのだが、彼はユ

ダヤ人で訛りが強いだけでなく、早口でもあった。(p.152)」という例や，「工場長はテ
キサス出身で、テキサス訛りが非常に強く、おまけに早口だった。そのため彼の言っ

ていることが理解できない。いわゆる「通訳泣かせの訛り」である。結局同行のアメリカ

人同僚が英語から英語に通訳してくださり、日本語に通訳したのだった。(p.153)」と
いった例を挙げている。また，会議通訳者への 14のインタビューを基に，通訳者はど
のような業務上のストレスと抱えているかを調査した Cooper, Davies, & Tung 
(1982) は，非英語母語話者の訛りにも言及しつつ，その原因の１つとして，回答者
の 65%が「馴染みのない訛り(unfamiliar accents)」を挙げているとした。 
通訳における処理容量は，Gile (2009)の提唱する「努力モデル(The Effort 

Models of interpreting)」によって説明ができる。これは，通訳者がその限られた処
理要領の中で，起点言語を目標言語に訳出する際にどのような「エフォート(努力，作
業量)」が必要とされるかを定義したものである。Gile (2009)によると，通訳における
エフォートは以下の４つに分けられる；(1) 「リスニングと分析(The Listening and 
analysis Effort; L)」：起点言語の全体的な聴解理解に関するエフォート，(2) 「産出
(The Production Effort; P)」：同時通訳に際し，目標言語で訳出内容を伝えるアウ
トプットに関するエフォート，(3)「短期記憶(The Memory Effort; M)」：起点言語を聞
いてからそれを訳出するまでの内容記憶に関するエフォート， (4)「調整 (a 
Coordination Effort; C)」：上記の３つのエフォートにかかる処理を調整するエフォ
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ート。これらにより，同時通訳(Simultaneous Interpretation)に必要とされるエフォ
ートは以下のような公式で表される。 
 

SI = L + P + M + C (Gile, 2009, p.168) 
 
ここで議論している「訛り音声」は，鳥飼(2013)によると「リスニングと分析」のエフォ

ートに大きな負荷を与えるという。つまり，馴染みのない訛りを訳出する際は，起点言

語の内容理解に処理能力を使わねばならず，他のエフォート(P, M, C)の処理能力の
低下を招き，結果として訳出量の減少に至ってしまうということである。 
英語母語話者であれ非英語母語話者であれ，「馴染みのない訛り」は聴取者に対

して内容理解に大きな負荷を与えることがわかる。しかし，ここで注記しておきたいの

は，すべての「外国語訛り」の聴解が難しいというわけではなく，聴解を難しくしている

要因は「馴染み(familiarity)の薄さ」である，という点である。つまり，「外国語訛り」が
避けられないという点については前述したとおりであるが，聴取者として，familiarity
を高めることにより，聴解の困難さはある程度軽減できるのではないかと考えられる。 
  

33..22.. LLiisstteenneerrss’’  ffaammiilliiaarriittyy とと英英語語変変種種のの聴聴解解  
聴取者が訛り音声を「理解しやすい(comprehensible)」と認識するためには，「慣

れ(familiarity)」を高めることが肝要であると指摘されている。Gass & Varonis 
(1984)は，聴取者が音声を理解する上で重要とされる familiarity を４つに分類した
(familiarity with topic of discourse, familiarity with a particular nonnative 
accent, familiarity with nonnative speech in general, familiarity with a 
particular nonnative speaker)。このうち，１つ目の「familiarity with topic of 
discourse」が最も大きな要因であるとする一方，後続の研究によって「訛り音声への
慣れ」も聴取者の理解度に影響を及ぼすとされている。 
音声知覚及びテスティング研究の見地から，Carey, Mannel, & Dunn (2010)は，

ある英語語学検定試験のスピーキング試験の採点において，テスト受験者の訛りに

対する採点者の訛りの度合いが，採点結果(点数)に影響を及ぼすかどうかについて
実験を行った。使用された音声は，中国語訛り(n = 1)，韓国語訛り(n = 1)，インド訛
り(n = 1)で当該試験のスピーキングタスクを行ったテスト受験者のものを使用し，採点
者は，世界中５箇所(香港，韓国，インド，オーストラリア，ニュージーランド)を拠点に
試験採点を行っている採点者(N = 99)である。採点者は自身が拠点とする地域の訛
り英語に対する familiarityは高いと判断している。例えば香港の採点者は中国語
訛り英語音声に対して，韓国の採点者は韓国語訛り英語音声に対して，そしてインド

の採点者はインド訛り英語音声に対しての familiarityが高い。研究の結果，採点者
は familiarityが高い訛り英語音声に対してはより寛容な採点を行い，統計的に有
意な差で高い点数を付与し，逆にほとんど接したことのない訛り音声に対しては低い

点数を付与する傾向があることが明らかとなった。Carey et al. (2010) は，これを
「interlanguage phonology familiarity」に起因する一種のバイアスであると説明し
ているが，聴取者の familiarity と発話内容の comprehensibilityについての関係



44

性について重要な示唆を与えている。 
本節では，訛り音声の聴解理解に必要な事柄について，通訳研究と音声知覚研

究の立場から論じた。ここからわかることは，英語母語話者・非英語母語話者のどちら

の訛りであれ，「訛りに対する慣れ(familiarity)」が聴解理解に大きな影響を及ぼし
ていることから，ELF時代の聴取者(ELF Listener)を育てる上で考慮に入れるべき
項目である。一方で，どのように訛り英語音声に対する英語学習者の「慣れ」を伸ばし

ていくべきか，活発に議論がされているとは言えない。次節では，実際の実践例をも

とに，どのような手立てが有効であるか，考えていきたい。 
 

44.. 英英語語変変種種のの聴聴解解能能力力のの向向上上にに向向けけてて  
44..11.. 通通訳訳翻翻訳訳隣隣接接分分野野ににおおけけるる音音韻韻処処理理能能力力向向上上のの取取りり組組みみ  

国際共通語として英語が用いられる現代においては，伝統的な英語発音モデル

の音韻の習得のみならず，多様な訛りの知覚能力の伸長が肝要である旨をこれまで

概観した。ELF 時代の英語教育が対応すべき，L2学習者の多様な L2 訛り音声へ
の対応能力の伸長の必要性について，Jenkins (2000)は“teaching could focus 
on [...] include extensive exposure to a wide range of L2 English accents in 
order to highlight the similarities among them (Jenkins, 2000, pp. 115 – 
116)”のように，学習者の母語と対象言語との相違点・類似点を明確にしながらの指
導を行うべきであると主張している。また，シンガポール英語の音韻研究を行ってい

るDeterding and Mohamad (2016)でも，”exposure of learners to speakers 
from a wide range of different backgrounds is exceptionally valuable in 
enabling them to communicate in international settings” というように，ELFコ
ミュニケーションにおける「多様な訛り音声の聴解」の重要性を説いている。このよう

に，ELF 研究においては，多様な訛り音声への対応力を身につけるためには，「で

きるだけ多くの音声に触れたほうがいい」という結論は一致しているようである。しかし，

実際の教育現場で具体的に「どのように」「どのような」「どれくらい」音声を聞くべきか，

といった基準は未だ策定されていない。そのため，ELF 研究以外の知見を応用させ，
学習者の音韻処理能力を向上させる具体的な手立てを検討する必要がある。 
外国語教育の分野においては，学習者の音韻認識能力を向上させるために有効

とされる手立ての１つに「シャドーイング」が挙げられる。シャドーイングは，「聞こえて

くるスピーチに対してほぼ同時に、あるいは一定の間をおいてそのスピーチと同じ発

話を口頭で再生する行為、またはリスニング訓練法(玉井, 2005, pp.34 – 35)」と定
義され，通訳者養成にも多く取り入れられている方法である（Hamada, 2016）。母語
の聴解とは異なり，L2リスニングでは意識的な段階を踏む必要があり，学習者は聞こ
えてきた非母語音声を捉え，それらをテキスト化し，その上で意味理解を行わねばな

らない(松野, 2011)。加えて，ELF コミュニケーションに従事する非英語母語話者は，
背景知識や文脈といった情報を参考に意味理解を行う「トップダウン処理」よりも，聞

こえてきた音声から単語，フレーズ等を積み上げ，加算的に意味理解に繋げる「ボト

ムアップ処理」に頼る傾向があるとされている(Walker, 2010)。以上より，多様な訛り
音声へ対応するためには，学習者のボトムアップ処理能力，つまり音韻認識能力を
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伸長する必要がある。 
シャドーイングが学習者の音韻処理能力に及ぼす影響を調査した研究として，

Hamada (2016)は，43 名の英語を専攻しない日本人大学生を参加者として，計９
回(週２回×１ヶ月間)シャドーイングを中心とした英語の授業を行い，参加者の音韻
処理能力及び聴解能力の伸長及び学習者の英語力とシャドーイングの効果との関

連を調べた。参加者は，事前テストのリスニングスコアによって，英語力が低いグル

ープ(n = 25)と中級グループ(n = 18)の２群に分けられ，機能語を中心とした空欄補
充式 Cloze テスト及び内容に関する多肢選択式問題からなる事前・事後テストにより
参加者の音韻認識能力・聴解能力の伸長が分析された。その結果，聴解能力に関

しては，参加者の英語能力や設問の難易度によって伸長具合に差が見られた一方

で，音韻認識能力については，参加者の英語力の高低にかかわらず一律に伸びが

認められた。Hamada (2016)の結果から，シャドーイング が英語学習者の音韻認
識能力を高める上で，有効な手立ての１つであると考えられる。 
加えて，音声科学(Speech Sciences)の分野では，音声知覚訓練手法の１つとし

て「高変動音素訓練(High Variability Phonetic Training; HVPT)」が注目を集め
ている。これは，多様な音素環境における、複数の話者によって産出された目標言

語の音声を聴く経験を積み重ねるインプット中心の第 2 言語学習者向け訓練である。
飯野(2018)は，HVPT を「モデル音声の話者数を複数提供し，学習者が多様な話

者の英語にさらされる機会を意図的に創出するものである (p.130)」とし，単一の話
者による訓練よりも，より実践的な言語使用場面における知覚能力を身につける上

で有効な手立てとされている。 
実際に，Bradlow, Pisoni, Akahane-Yamada, & Tohkura (1997)では，実験群

11名の日本人英語学習者にHVPT訓練を行い，英語子音/l r/の弁別課題により知
覚能力の伸長を測定した。訓練では，コンピューター画面上で/l r/を含んだ単語のミ
ニマルペアが表示されるのと同時に，参加者にはそのどちらかの英単語の読み上げ

音声が提示された。参加者は，提示された音声が/l/か/r/のどちらの音素を含むかを
コンピューター画面上で選択し，それが正答であるかどうかに関する即時的なフィー

ドバックを受けた。音声刺激は，５名の英語母語話者による読み上げ音声が使用さ

れた。12 名の日本人英語学習社からなる統制群は，HVPT 訓練を一切受けない状
態で事前・事後テストを受験し，実験群の結果との比較により HVPT 訓練の有効性

が検討された。事前・事後テストの分析の結果，事前テストにおいては実験群・統制

群ともに統計的に有意な差は見られなかったものの，事後テストにおいては実験群

が統制群を統計的に有意な差で上回ったことがわかった。このことから，複数人の話

者による知覚トレーニングによって，参加者はそれぞれの話者の特性に起因する音

声特徴の差異に知覚を順応させることができ，その知覚能力を一般化，即ち，訓練

で得られた音声知識を，別の話者の音声にも応用させることができていたと考えられ

る。つまり，単一話者よりも複数人の話者を用いた群の方が知覚能力の一般化に成

功し，音声知覚能力の伸長には有効であることが示されている。 
 

44..22.. 日日本本人人大大学学生生をを対対象象ととししたたシシャャドドーーイインンググ実実験験  
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前節において，音韻認識能力の伸長に有効であると考えられる「シャドーイング」

及び「HVPT 訓練」について概観した。これらの手立てが，英語母語話者による音声

のみならず，英語非母語話者の音声についても有効であり，日本人英語学習者が聞

き慣れないような L2 訛り音声への対応能力の向上に資するかどうかを検討するため
に，予備実験を行った。具体的には， HVPT の枠組みにより非母語話者の英語音

声を用い行われたシャドーイング訓練の結果，学習者はその音声特徴を捉え，当該

アクセントに音声知覚を順応させられるかどうかについて検証するものとする。 
44..22..11.. 参参加加者者  

英語を専攻する日本人大学生１年生 43名を対象とした。参加者は，週１
回・90 分間の英語音声学に関する講義を履修しており，標準英語発音モ

デル(米国或いは英国，もしくはその両方)の分節音体系に関しての基礎的
な知識を有していると判断される。 

44..22..22.. 素素材材  
本研究では，参加者がこれまで接してきた経験が極めて少ないであろう

と判断される「シンガポール英語」及び「ベトナム英語」の２変種を扱う。これ

らの変種には，標準英語発音にはみられない TRAP-DRESS 融合 
(Deterding, 2003; Cunningham, 2009)と呼ばれる音声変化がみられる。
これは，例えば ladder という語に含まれる TRAP 母音/æ/が，DRESS 母音
/ɛ/のような質で発音される結果，letterのような単語に聞こえてしまう，という
現象である。本実験では，この「TRAP-DRESS 融合」が含まれた音声を用い，
複数話者の音声刺激によるシャドーイング訓練を行うことで，その音声特徴

を学習者が認識し，単語を適切に弁別できるようになるかどうかを調査し

た。 
トレーニングには，NIESCEA コーパス(Low, 2015)より入手した，音声

学研究に用いるために幅広く英語音素が網羅されるよう作成された短編物

語「Arthur, the rat」の読み上げ音声を使用した。話者は，ベトナム語母
語話者４名，シンガポール英語話者４名の計８名であり，参加者は毎回のト

レーニングで各変種２名ずつの読み上げ音声を聞いた。トレーニング１回あ

たりの分量は，物語を４分割し，各回 81語〜91語程度(M = 84.25)とした。
(スクリプトについては，付録１を参照されたい。) 
この HVPT の枠組みによるシャドーイング訓練の効果を測定するため，

事前・事後テストを行った。これらのテストでは，ALLSSTAR: Archive of 
L1 and L2 Scripted and Spontaneous Transcripts And Recordings 
(Bradlow, n.d.)より入手した， the Hearing In Noise Test (HINT) 
sentence list (Nilsson, Soli, & Sullivan, 1994) を使用した。これは，単
語レベルが統制され，アメリカ英語の音素を網羅している，各文５語程度の

短文セットである。本研究では，シンガポール出身英語話者(CSP)，ベトナ
ム出身英語話者(VIE)及び中国出身英語話者(CCT)の３名が読み上げる
27 文(各話者９文ずつ)に加え，日本人英語話者が読み上げる３文を追加
した合計 30文ずつを使用した。以下に，用いられた短文の例を挙げる。 
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例； They heard a funny noise. 

The matches are on a shelf. 
The milk was by the front door. 

 
訓練及び事前・事後テスト音声内で，「TRAP-DRESS 融合」の有無を確か

めるために，TRAP 母音/æ/及び DRESS 母音/ɛ/を含む単語において，それ
ぞれの母音の第１・第２フォルマント値を基に音響特性を分析した。音声知

覚の尺度である Bark 値に変換したものを，統計分析ソフト R(R Core 
Team, 2019)図示したところ，シャドーイング訓練のパッセージ・ディクテー
ション刺激文の双方において，「TRAP-DRESS 融合」とみられる母音の重複
がみられた(下図参照)。 
 

 
図１ シャドーイング訓練音声における TRAP母音/æ/及び DRESS母音/ɛ/
の音響特性。「ae」が TRAP母音/æ/，「e」が DRESS母音/ɛ/を示している。 
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図２ 事前・事後テスト音声における TRAP母音/æ/及び DRESS母音/ɛ/の
音響特性。「ae」が TRAP母音/æ/，「e」が DRESS母音/ɛ/を示している。 

 
 

44..22..33.. 方方法法  
参加者は，４週間(週１度×15 分，計 60 分)のシャドーイング訓練を行っ

た。前述したとおり，各回においてベトナム語母語話者１名，シンガポール

英語話者１名の計２名の英語音声を聞き，シャドーイングを行った。シャド

ーイングの手順は，染谷(1996)を参考に策定し，以下に示す手順により，
参加者は合計８回(各変種４回ずつ×２変種)のシャドーイングを行った。 
 
１)シンクロリーディング(１セット) 

  音声を聞きながらテキストを黙読 or 小さい声で音読 
２)プロソディーシャドーイング(２セット) 

  テキストを見ずにシャドーイング 
３)テキストのプロソディー分析と語句の確認(１セット) 
４)コンテンツシャドーイング(２セット) 
 テキストを見ずにシャドーイング(意味も理解する) 
 
なお，上記の手順及び音声スクリプトについては，CALL システムを通じ

て参加者が１人１台使用するコンピューターの画面上に適宜表示した。な

お，今回の研究では統制群を設けず，実験群のみとした。計４回にわたる

シャドーイング訓練開始前及び終了後に，ディクテーション形式で事前・事

後テストを行った。事前・事後テストの内容は異なるものとした。参加者は，

聞こえてきた文を全て書き取るディクテーション課題を行った。 
シャドーイング訓練の効果は，43 名の参加者より得られた事前テスト，事
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後テストのディクテーションの結果を分析することにより測るものとした。分析

は，それぞれの文中の内容語のみとし，明らかにスペルミスと判断されるも

のは正答とした。機能語に関しては，ディクテーションの刺激文である

HINT sentencesが既に揺れ(例：冠詞 a と theのどちらでも正答とする等)
が許容されているため，分析対象外とした。 
 

44..22..44.. 結結果果  
前述したとおり，本実験では，非英語母語話者音声(ベトナム英語話者，

シンガポール英語話者)を用いたシャドーイング訓練を行うことにより，これ
らの英語音声の特徴である「TRAP-DRESS 融合」の知覚がどの程度正確に
できるようになるかを調査した。その効果は，ベトナム英語及びシンガポー

ル英語話者が読み上げる英語の短文30文のディクテーションによって測る
ものとした。分析対象は内容語のみとし，さらに TRAP母音/æ/・DRESS母音
/ɛ/を含む語とした。以下に，分析対象とした単語の一覧を挙げる。 
 
表１ 事前・事後テストに含まれていた TRAP 母音/æ/を含む単語。「CSP」
はシンガポール英語話者を，「VIE」はベトナム英語話者を示す。 

 
 

表２ 事前・事後テストに含まれていた DRESS母音/ɛ/を含む単語。「CSP」
はシンガポール英語話者を，「VIE」はベトナム英語話者を示す。 

 
 

ディクテーションにおいて，参加者の正答は１単語につき１点を付与する 
のとした。つまり，各単語の点数の最大値は，参加者 43 名全員が正答した
場合の 43 となる。TRAP母音/æ/・DRESS 母音/ɛ/それぞれを含む単語の正
答率は，(実際の正答数の和)／(43×分析対象となる単語の総語数)×
100 で求められる。このように算出した正答率をもとに，事前・事後テストに
おいて，それぞれの母音を含む単語をどの程度参加者が正しく認識するこ

とができていたかを比較した。 
まず TRAP母音/æ/に関して，シンガポール英語話者音声の事前テストで

は計３語，事後テストでは計４語が分析対象となった。参加者の正答数は，

事前テストで 73/129，事後テストで 93/172 であった。このことから，正答率
は事前テストでは 55.23%，事後テストでは 54.07%となった。同様に，ベト

事前テスト 事後テスト

CSP cat     dancing     map apple     bag     ran     bad

VIE man     matches cat     ladder     pan

事前テスト 事後テスト

CSP tells     fell     letter     bed every   shelf   fell   wreck

VIE credit   very   shelf   helped very
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ナム英語話者音声では事前テストが２語，事後テストが３語であり，正答数

は事前テストで 32/86，事後テストで 44/129 であった。したがって，正答率
は事前テストでは 37.21%，事後テストでは 34.11%であった。 
次に DRESS 母音/ɛ/についてであるが，シンガポール英語話者音声では

事前テスト，事後テストともに計４語ずつが分析対象となった。参加者の正

答数及び正答率は，事前テストが 95/172 (55.23%)，事後テストが
123/172 (71.51%)となった。また，ベトナム英語話者音声に関して，分析
対象となった語数は事前テストでは４語，事後テストでは２語(ただし，同一
単語のため表２では１単語のみを掲載)であった。これにより，参加者の正
答数及び正答率は，事前テストが 114/172 (66.28%)，事後テストが 77/86 
(89.53%)となった。 

 

 
図３ TRAP 母音/æ/・DRESS 母音/ɛ/を含む単語の事前・事後テストにお
ける正答率。横軸の「CSP」はシンガポール英語話者を，「VIE」はベト
ナム英語話者を示す。 

 
44..22..55.. 考考察察  

シンガポール英語音声及びベトナム英語音声における「TRAP-DRESS 融
合」の知覚について，シャドーイングを用いた知覚訓練の結果を，単語レベ

ルが統制された短文を用いた事前・事後テストの正答率を用いて分析した

ところ，全体として有意な伸長は認められなかった。TRAP 母音/æ/に関して
は，シンガポール英語音声・ベトナム英語音声の双方において，事前テスト

よりも事後テストの方が低い正答率を示す結果(シンガポール英語音声；
55.23％→54.07%，ベトナム英語音声；37.21%→34.11%)となった。一方，
DRESS 母音/ɛ/については，事前テスト・事後テスト間の正答率に伸長が認
められた(シンガポール英語音声；55.23%→71.51%，ベトナム英語音声；
66.28%→89.53%)。 
本実験は予備的・探索的であったため，訓練の分量や音声環境の統制，

それに分析対象である TRAP母音/æ/及び DRESS母音/ɛ/の知覚の難易度
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(Y. Hamada, personal communication, November 13, 2019)等を考慮
する必要があるものの，本研究の結果から，学習者自身が非母語話者英

語音声から音声・音韻特徴を一般化し，一般化することは難しく，学習者が

非英語母語話者の音声に順応することの困難さを示している。つまり，

Gass & Varonis (1984)が主張する「話者への慣れ(familiarity with a 
particular nonnative speaker)」，つまり話者の「個人特性」への慣れは
高まったと考えられるが，それを一般化させ，「訛りへの慣れ(familiarity 
with a particular nonnative accent)」を高めるためには，何か別の手立
てが必要であることを示唆している。 
その手立ての１つとして考えられるのが，学習者に対するフィードバック

である。本研究では，音声特徴に関するフィードバックを，学習者に対して

は一切与えてこなかった。しかし，個人特性に対する慣れを一般化させる

ためには，学習者の意識を特定の音声特徴に向け，それに関するフィード

バックを与える必要がある。例えば，ELF における「意識の高揚

(Awareness raising)」を目的とした教授法 (Patsko & Simpson, 2013)
では，訛り音声の理解のために以下の５ステップを中心としたアクティビティ

を提唱している；(1) 「Listening」：内容の大まかな理解，(2)「Noticing」：
単語やフレーズをピックアップし，特定の音声特徴に意識を向けるように促

す， (3) 「 Analysis 」 ： 学習者自身に音声特徴を分析させる， (4)
「Prediction」：追加で単語やフレーズを与え，(3)での分析結果をもとにど
のような音声特徴が起こりうるかを予測する，(5)「Reflection」：まとめの活
動として，学習した訛り音声に関するディスカッションを行う。 
また，第二言語習得(SLA)において，学習者に言語形式に意識を向けさ

せる「Form-focused Instruction (FFI; Lyster, 2007; Ranta & Lyster, 
2007)」が音声教育に有効であるとされている。これは，言語形式(特に発
音)に関して，学習者に気づきを与え(the noticing phase)，学習者自身で
分析をすることで意識の高揚を促し(the awareness phase)，自然なコン
テクストの中で実際に発話練習を行う(the practice phase)というものであ
る。この FFI の枠組みを用い，日本英語学習者 49 名に英語/l r/の知覚・
産出能力及びトレーニングを行った Saito (2015)は，FFI によって学習者
の知覚能力・産出能力ともに伸長が見られたと結論づけている。この研究

で特記すべきことは，Saito (2015)は，FFI と Corrective Feedback (CF)
の一種である Recast の組み合わせが有効であるかどうかを検証したが，
Recastの有無に関わらず日本人英語学習者の英語/l r/の知覚・産出能力
が伸長したことから，FFI そのものが音声教育に有効であることを示したと
いう点である。 
学習者が訛り音声への慣れの度合いを高めるために示した上記２例に

共通していることは，学習者に対し，音声特徴に関しての気づきを促してい

るという点である。このことから，様々な音声特徴を表出する訛り音声に幅

広く対応するためには，多くの訛り音声を聞くことが大事であるとされる一方
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で，単に学習者にまとまった量の音声を聞かせるだけでは効果が見込めな

いであろう。また，学習者の気づきを促すためには，教員が音声学的知識

を備え，学習者に適切なフィードバックを与えることができるようになることが

肝要である。 
 

55.. 結結語語；；通通訳訳業業界界かからら学学ぶぶ，，EELLFF時時代代のの音音声声教教育育にに求求めめらられれるるこことと  
英語が国際共通語として幅広く使用される現代では，英語母語話者のみならず，非英

語母語話者とも英語を用いて意思疎通を図らねばならない機会が増加している。これは

つまり，従来の発音教育に見られた「母語話者らしさ(accentedness)」を測る音声教育か
ら，より実践的である「意思疎通がどれだけ行えたか(comprehensibility)」を測る音声教
育への転換が急務であるのと同時に，コミュニケーションにおける聴取者の役割も考慮に

入れる必要がある。つまり，発話の理解しやすさ(comprehensibility)は，あくまで聴取者
側の判断であり，いくら話者が自身の発音を明瞭に発音したとしても，その発話の

comprehensibility は，聴取者の話者や訛りに対する訛りの度合いによって変化してくる
のである。 
国際化時代の英語音声に対応する聴取者に必要な素養について，通訳業界やテステ

ィング研究の知見から学ぶことができる。通訳者は，「馴染みの薄い」訛り音声の訳出に負

荷を感じていたり，馴染みのある訛り音声を聞いた聴取者は，その訛りの

comprehensibility を高く判断したことから，「訛り音声への慣れを高める」ことが肝要であ
ると考えられる。しかし，その具体的手立てについては，非英語母語話者の英語に多く接

することの重要性は指摘されているのみにとどまっていた  (cf., Jenkins, 2000; 
Deterding and Mohamad, 2016; 里井, 2019)。そこで，音韻認識能力を高めるとされる
シャドーイングや HVPT といった確立された方法を用いた実践を行ったが，やはりただ学
習者に訛り音声を聞かせるのみの知覚訓練では不十分であり，学習者に気づきを促すよ

うな手立てが必要であることが分かった。具体的には，音声学的知識を基に，訛り音声に

含まれる音声特徴に学習者の意識を向けさせ，音韻的差異に関する気づきを促す必要

があると考えられる。 
音声知覚訓練，特に本稿で紹介した HVPTは比較的新進の手法であり，まだまだ明ら

かになっていないことも多い。例えば，音声訓練の分量や期間，複数人の音声とはいった

い具体的に(最低)何人の音声か，といった事項である(Barriuso & Hayes-Harb, 2018)。
非英語母語話者の話す英語の「外国語訛り」が避けられないものとして認識されつつある

が，ELF コミュニケーションにおいては，話者のみならず聴取者も，意思疎通の成功のた

めには重要な役割を果たすと言える。すなわち，１人の ELF speaker として，相手にとっ
てわかりやすいであろう発音を心がけて発話することも重要であるが，１人の「ELF 
Listener」として，ELF 時代の英語発音の多様性に対応できるように準備し，聴取者の側
からコミュニケーションを円滑に進めることも大切である。そのためにも，様々な音声特徴を

もつ英語に対応するためには，教員がまず音声特徴に関する明示的な知識を増やし，た

だ音声を学習者に聞かせるだけではなく，馴染みのある(familiar である)発音と何が違う
のか具体的に分析させながら音声を聞かせることが必要である。すなわち，従来までのよ

うな話者中心の「話すための音声学」という考え方だけではなく，ELF Listenerを育成す
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で，単に学習者にまとまった量の音声を聞かせるだけでは効果が見込めな

いであろう。また，学習者の気づきを促すためには，教員が音声学的知識

を備え，学習者に適切なフィードバックを与えることができるようになることが

肝要である。 
 

55.. 結結語語；；通通訳訳業業界界かからら学学ぶぶ，，EELLFF時時代代のの音音声声教教育育にに求求めめらられれるるこことと  
英語が国際共通語として幅広く使用される現代では，英語母語話者のみならず，非英

語母語話者とも英語を用いて意思疎通を図らねばならない機会が増加している。これは

つまり，従来の発音教育に見られた「母語話者らしさ(accentedness)」を測る音声教育か
ら，より実践的である「意思疎通がどれだけ行えたか(comprehensibility)」を測る音声教
育への転換が急務であるのと同時に，コミュニケーションにおける聴取者の役割も考慮に

入れる必要がある。つまり，発話の理解しやすさ(comprehensibility)は，あくまで聴取者
側の判断であり，いくら話者が自身の発音を明瞭に発音したとしても，その発話の

comprehensibility は，聴取者の話者や訛りに対する訛りの度合いによって変化してくる
のである。 
国際化時代の英語音声に対応する聴取者に必要な素養について，通訳業界やテステ

ィング研究の知見から学ぶことができる。通訳者は，「馴染みの薄い」訛り音声の訳出に負

荷を感じていたり，馴染みのある訛り音声を聞いた聴取者は，その訛りの

comprehensibility を高く判断したことから，「訛り音声への慣れを高める」ことが肝要であ
ると考えられる。しかし，その具体的手立てについては，非英語母語話者の英語に多く接

することの重要性は指摘されているのみにとどまっていた  (cf., Jenkins, 2000; 
Deterding and Mohamad, 2016; 里井, 2019)。そこで，音韻認識能力を高めるとされる
シャドーイングや HVPT といった確立された方法を用いた実践を行ったが，やはりただ学
習者に訛り音声を聞かせるのみの知覚訓練では不十分であり，学習者に気づきを促すよ

うな手立てが必要であることが分かった。具体的には，音声学的知識を基に，訛り音声に

含まれる音声特徴に学習者の意識を向けさせ，音韻的差異に関する気づきを促す必要

があると考えられる。 
音声知覚訓練，特に本稿で紹介した HVPTは比較的新進の手法であり，まだまだ明ら

かになっていないことも多い。例えば，音声訓練の分量や期間，複数人の音声とはいった

い具体的に(最低)何人の音声か，といった事項である(Barriuso & Hayes-Harb, 2018)。
非英語母語話者の話す英語の「外国語訛り」が避けられないものとして認識されつつある

が，ELF コミュニケーションにおいては，話者のみならず聴取者も，意思疎通の成功のた

めには重要な役割を果たすと言える。すなわち，１人の ELF speaker として，相手にとっ
てわかりやすいであろう発音を心がけて発話することも重要であるが，１人の「ELF 
Listener」として，ELF 時代の英語発音の多様性に対応できるように準備し，聴取者の側
からコミュニケーションを円滑に進めることも大切である。そのためにも，様々な音声特徴を

もつ英語に対応するためには，教員がまず音声特徴に関する明示的な知識を増やし，た

だ音声を学習者に聞かせるだけではなく，馴染みのある(familiar である)発音と何が違う
のか具体的に分析させながら音声を聞かせることが必要である。すなわち，従来までのよ

うな話者中心の「話すための音声学」という考え方だけではなく，ELF Listenerを育成す

るために音声学的知識が有効であるという「聞くための音声学」という視点も，今後は大い

に必要になってくると言えるだろう。 
 

※本稿は，通訳翻訳研究所特別プロジェクト「音声理論研究とその通訳養成への応用(研究代表
者；英米学科教授 大森裕實)」の成果発表の一貫である。本稿の内容は，2019年1月－2月開催
「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」(於愛知
県立大学サテライトキャンパス)及び 2019 年 8 月 30 日開催「大学英語教育学会(JACET)第 58
回国際大会」(於名古屋工業大学)において実施されたシンポジウム「ELF 時代の理想的英語教師
に求められる言語知識－通訳翻訳との親和性－」における筆者担当第二発表「理想的な ELF 
Listener を育てるために－ELF 時代の「音声学的知識」再考－」，そして 2019 年 11月 12 日開
催「SIG on Phonetics &通訳翻訳研究所特別ワークショップ 21世紀 ELF時代に対応する英語
音声の認識とは？」(於愛知県立大学長久手キャンパス)の内容に加筆・修正を施したものである。 
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88.. 付付録録  
 

付録１ シャドーイングトレーニングに用いたパッセージ全文及び語数・音節数 

《《Week1》》83 words / 96 syllables 

Once there was a young rat named Arthur, who could never make up his mind. 
Whenever his friends asked him if he would like to go out with them, he would only 
answer, "I don't know." He wouldn't say "yes" or "no" either. He would always shirk 
making a choice. 
His aunt Helen said to him, "Now look here. No one is going to care for you if 
you carry on like this. You have no more mind than a blade of grass." 
 

《《Week2》》91 words / 101 syllables 

One rainy day, the rats heard a great noise in the loft. The pine rafters were all 
rotten, so that the barn was rather unsafe. At last the joists gave way and fell to the 
ground. The walls shook and all the rats' hair stood on end with fear and horror. "This 
won't do," said the captain. "I'll send out scouts to search for a new home." 
Within five hours the ten scouts came back and said, "We found a stone house 
where there is room and board for us all. 
 

《《Week3》》82 words / 98 syllables 

There is a kindly horse named Nelly, a cow, a calf, and a garden with an elm tree." The rats crawled 
out of their little houses and stood on the floor in a long line. Just then the old one saw Arthur. 
"Stop," he ordered coarsely. "You are coming, of course?" "I'm not certain," said Arthur, undaunted. 
"The roof may not come down yet." "Well," said the angry old rat, "we can't wait for you to join us. 
Right about face. March!" 
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《《Week4》》81 words / 95 syllables 

Arthur stood and watched them hurry away. "I think I'll go tomorrow," he calmly 
said to himself, but then again "I don't know; it's so nice and snug here." 
That night there was a big crash. In the morning some men—with some boys and 
girls—rode up and looked at the barn. One of them moved a board and he saw a 
young rat, quite dead, half in and half out of his hole. Thus the shirker got his due. 
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研究ノート 

日日本本ののススペペイインン語語教教育育とと仲仲介介活活動動((MMeeddiiaattiioonn))  
－－  『『CCEEFFRR 増増補補版版』』  かかららのの検検証証 o)－－ 

 
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻   

江澤 照美 

  
11．．  ははじじめめにに  
 2001年に欧州評議会が公表したCEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）は、以後ヨーロッパ域内

の言語教育や言語能力評価システムに大きな変革をもたらした。CEFR は多目的・柔軟・非閉鎖

的・ダイナミック・使い手に親切・非教条的であることを特徴とする 1)が、言語全般に通じる枠組み

を提示する文書であるがゆえにその内容は抽象的で理解しづらく、個別言語の教育に即座に応

用できる性質のものではない。そこで、ヨーロッパ域内の各言語で CEFR の共通参照レベルに

準拠した教育をより具体的に推進する支援ツールの開発が必要になった。結果として、たとえば

ドイツ語については 2002 年に『ドイツ語プロファイル（Profile deutsch）』第 1 版が開発された。

他の言語でも同様の支援ツールの開発が欧州評議会の要請により着手され、筆者の専門領域

である ELE（外国語としてのスペイン語）教育の世界においても、スペインのセルバンテス協会

がこの支援ツール開発を手がけ、協会がそれより以前に完成させていた旧版のカリキュラムプラ

ンの改良新版としての『セルバンテス協会のカリキュラムプラン』  (Plan Curricular del 
Instituto Cervantes、以下 PCIC と略記) 全 3 巻を 2006 年に刊行した。 

CEFR の策定や個別言語教育対象の支援ツール開発により、ヨーロッパ域内の各言語の教

育現場は以後新しい言語教育の追求という課題をそれぞれに課されたことになるが、CEFR 以

降の言語教育政策や個別言語の教育・評価機関が目指すべき方向性および具体的な変更内容

については、本場のヨーロッパでもそれが末端の教育従事者にまで浸透するには多少なりとも年

月を要した。筆者はスペインにおける ELE 教育事情の実情調査を研究課題とした長期の在外

研究遂行を目的として 2008 年に調査対象地域のスペインで 10 ヶ月の長期滞在をして、その間

に同国内で数多くの ELE 教育関係者と交流した。以下、あくまでも部外者の個人的な感想にす

ぎないが、スペインのELE教育機関やELEテキスト出版社は概ねCEFRについての知識をそ

れなりに持ち、各々対応をしていたと思う。他方で、当時末端の教育従事者である授業担当者も

大半は CEFR を熟知とまでは言わないまでも CEFR に準拠する新しい教育方法に対応する必

要性があることを理解していたし、所属先の教育機関の中での情報共有もあったようである。しか

し、当時は刊行から2年しか経過していなかったから、PCICについての末端の教育関係者の理

解はそれほど深くなかったという印象も受けた。 
この頃からスペインの ELE テキスト出版社が発行する新刊または改訂版のテキストブックは

CEFR と PCIC の両方に準拠することが標準仕様となった。また、スペイン語の検定試験である

DELE は CEFR 以前には 3 レベルしか設定されていなかったが、PCIC 以降に段階的に

DELE の改革が実施され、最終的にDELE A1 からDELE C2までの 6レベルを持つ試験とし

て生まれ変わった 2)。 そして、2016 年には DELE と同じく CEFR と PCIC に準拠しながらも、
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ネットを活用したスコア制の国際検定試験 SIELE が新設された。DELE はスペインの教育・職

業訓練省が開発し、現在セルバンテス協会が運営を担当しているが、SIELE の開発にあたりセ

ルバンテス協会はスペインのサラマンカ大学に加えてメキシコの国立自治大学、アルゼンチンの

ブエノスアイレス大学とも協力関係を結んでいる 3）。個人的見解であるが、筆者は DELE のこの

改革を、20 世紀末からスペイン王立言語アカデミアやセルバンテス協会が推進している方策 －
汎イスパニア主義を標榜しつつスペイン語圏の言語・文化の多様性を尊重する－ の一環として

肯定的に評価している。 
この SIELE の運用開始と近い時期に CEFR 増補版(Council of Europe(2017))が発表され

た。2001 年版よりも記述が詳細化・細分化された項目があったが、とりわけ注目されたのが、定

義が大きく変更された仲介能力（Mediation）であった 4）。その詳細は次章に譲るが、増補版に

おいて仲介能力は 2001 年版の記載と比べるとより広範囲の機能と方略がチャート図と共に展開

された。また、2001 年版には存在しなかった仲介能力の例示的能力記述文も提示された。 
どのような内容であれ CEFR が示すものは絶対的な基準ではないので、CEFR 増補版にお

いて示されるものも同様にその運用などについて考えるのは利用者自身である。CEFR 増補版

が新たに展開した内容の多くについては筆者なりに感じるものがあるが、とりわけ2001年版の内

容から大幅に刷新された仲介能力の定義づけは、現在入門レベルから中級レベルまでを対象と

した外国語教育に携わる筆者にとって教育上の示唆を数多く与えてくれた。そこで、本稿では

CEFR 増補版における仲介能力について、その記述が提供する新しい視点をもとに、現在日本

国内でスペイン語教育を実施している教育機関のカリキュラムや教室活動についてその妥当性

を検証する。 
 

22．．  新新時時代代のの仲仲介介能能力力  
 22..11．．  CCEEFFRR 増増補補版版  

CEFR 増補版 pp．50－51 に 2001 年版からの変更点の一覧（表 5）が提示されている。その

中で顕著な変更と考えられているのがレベルの細分化(従来の 6 レベルから Pre A1, A1, A2, 
A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1, C2, Above C2 の 11 レベルへ)、2001 年版では十分に言及され

ていなかった手話・文学・オンラインのやりとり・複文化主義・複言語主義などへの例示的尺度の

提示であり、仲介活動については提示内容が大幅に刷新された上に例示的能力記述文も加え

られた。文字通りの増補が行われたわけであり、非常に興味深い変更であるが、このような新た

な提案の全般的な妥当性を論じるのは本稿の趣旨ではない。この変更点をまとめた表 5 に見ら

れるように、CEFR 増補版では概念説明のためにしばしば図表が活用され、そのおかげでとかく

理解しづらいと評価されてきた 2001 年版と比較すると慣れ親しみやすい印象を読者に与える。 
CEFR 増補版における仲介能力は 2001 年版と同様で、コミュニケーション言語活動のひとつ

として位置づけられている。増補版 p.46 表 4 で受容的活動(Reception) (2001 年版－ 4.4.2), 
産出活動(Production)(2001 年版－4.4.1), 相互行為活動(Interaction)(2001 年版－4.4.3), 
仲介活動(Mediation) (2001 年版－4.4.4.)の順に列挙されている。 
受容的活動と産出活動はそれぞれ Spoken, Written に細分化され、相互行為活動は

Spoken, Written の他、オンラインでのやりとり（Online Interaction）が増補版で新たに設置さ

れた。オンラインでのやりとりについては「オンラインでの会話と議論」（Online conversation & 
discussion）と「目標を指向するオンラインのトランザクション（PCとのやりとり）とコラボレーション」
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ネットを活用したスコア制の国際検定試験 SIELE が新設された。DELE はスペインの教育・職

業訓練省が開発し、現在セルバンテス協会が運営を担当しているが、SIELE の開発にあたりセ

ルバンテス協会はスペインのサラマンカ大学に加えてメキシコの国立自治大学、アルゼンチンの

ブエノスアイレス大学とも協力関係を結んでいる 3）。個人的見解であるが、筆者は DELE のこの
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た。2001 年版よりも記述が詳細化・細分化された項目があったが、とりわけ注目されたのが、定

義が大きく変更された仲介能力（Mediation）であった 4）。その詳細は次章に譲るが、増補版に

おいて仲介能力は 2001 年版の記載と比べるとより広範囲の機能と方略がチャート図と共に展開

された。また、2001 年版には存在しなかった仲介能力の例示的能力記述文も提示された。 
どのような内容であれ CEFR が示すものは絶対的な基準ではないので、CEFR 増補版にお

いて示されるものも同様にその運用などについて考えるのは利用者自身である。CEFR 増補版

が新たに展開した内容の多くについては筆者なりに感じるものがあるが、とりわけ2001年版の内

容から大幅に刷新された仲介能力の定義づけは、現在入門レベルから中級レベルまでを対象と

した外国語教育に携わる筆者にとって教育上の示唆を数多く与えてくれた。そこで、本稿では

CEFR 増補版における仲介能力について、その記述が提供する新しい視点をもとに、現在日本

国内でスペイン語教育を実施している教育機関のカリキュラムや教室活動についてその妥当性

を検証する。 
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中で顕著な変更と考えられているのがレベルの細分化(従来の 6 レベルから Pre A1, A1, A2, 
A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1, C2, Above C2 の 11 レベルへ)、2001 年版では十分に言及され

ていなかった手話・文学・オンラインのやりとり・複文化主義・複言語主義などへの例示的尺度の

提示であり、仲介活動については提示内容が大幅に刷新された上に例示的能力記述文も加え

られた。文字通りの増補が行われたわけであり、非常に興味深い変更であるが、このような新た

な提案の全般的な妥当性を論じるのは本稿の趣旨ではない。この変更点をまとめた表 5 に見ら

れるように、CEFR 増補版では概念説明のためにしばしば図表が活用され、そのおかげでとかく

理解しづらいと評価されてきた 2001 年版と比較すると慣れ親しみやすい印象を読者に与える。 
CEFR 増補版における仲介能力は 2001 年版と同様で、コミュニケーション言語活動のひとつ

として位置づけられている。増補版 p.46 表 4 で受容的活動(Reception) (2001 年版－ 4.4.2), 
産出活動(Production)(2001 年版－4.4.1), 相互行為活動(Interaction)(2001 年版－4.4.3), 
仲介活動(Mediation) (2001 年版－4.4.4.)の順に列挙されている。 
受容的活動と産出活動はそれぞれ Spoken, Written に細分化され、相互行為活動は

Spoken, Written の他、オンラインでのやりとり（Online Interaction）が増補版で新たに設置さ

れた。オンラインでのやりとりについては「オンラインでの会話と議論」（Online conversation & 
discussion）と「目標を指向するオンラインのトランザクション（PCとのやりとり）とコラボレーション」

（Goal-oriented online transactions & collaboration）の二種類の例示的尺度がある。 
そして、仲介活動については、2001 年版では Spoken と Written に細分化されていたが例

示的能力記述文は提示されていなかった。しかし、CEFR 増補版において「テクストの仲介」

(Mediating a text), 「概念の仲介」(Mediating concepts), 「コミュニケーションの仲介」

（Mediating communication）の 3種類の下位区分が行われ、各区分の説明内容も 2001年版

よりも詳しくなった。すなわち、仲介活動は受容的活動・産出活動・相互行為活動と同列という位

置づけが増補版でも維持されたが、仲介活動だけは下位区分の内容が大幅に変更されたので

ある。 
ここまで述べた 2001 年版と増補版の変更点は増補版 p．46 の表 4 のまとめが参考になる。

2001 年版で CEFR が持つべき性質のひとつとして「使い手に親切」（user-friendly）5)であると

いう表現があったが、筆者はあまり賛同できなかった。しかし、2001 年版に比べて増補版は各項

目や全体像の説明の補助のために時として図表による提示があり、そのおかげで現行の CEFR
は若干使い手に親切なものになったと言える。 
   22..22..    仲仲介介活活動動  
前項 2.1.で述べたように、CEFR 2001 年版では、仲介活動を構成するのは話し言葉での仲

介(Spoken)と書き言葉での仲介（Written）である。前者の例は同時通訳・逐次通訳・インフォー

マルな通訳であり、後者の例は正確な翻訳・文学の翻訳・第二言語同士、または第一言語と第二

言語との間の要約の翻訳・書き換えである 6)。このように一応例は挙げられているものの、4 つの

コミュニケーション言語活動のうち、受容的活動、産出活動、相互行為活動には例示的能力記述

文が提示されているのに対して、仲介活動にはその提示がなかった。2001年版における記述が

他の活動に比べて簡潔で、かつ通訳や翻訳が遂行するのに相当高度な言語能力を必要とする

活動であるがゆえに、仲介活動はおそらくそれほど高い言語能力を有するわけではない一般の

CEFR の利用者にとってそれほど目をひくものではなかったと思われる。 
ところが、CEFR 増補版において仲介活動の評価は一変した。増補版は他の 3 つの活動と少

なくとも同等の重要性をもつ活動として記述内容が充実した仲介活動を提示したのである。記述

内容の充実とは定義の拡大であった。すなわち、CEFR増補版においては、通訳や翻訳は仲介

活動の活動形態の一部にすぎず、他者との交流・相互理解を生み出すより広範囲なコミュニケー

ション上の活動をも仲介活動に含めるという新しい解釈が示された。以下、新しい仲介活動の概

要を述べる。 
CEFR 2.1.3.に仲介活動の定義があるが、増補版ではこの定義文を引用しつつ、仲介活動と

他の3つの活動の関係性を図2で表している 7)。以下の図を参照のこと。この図2の図示は抽象

的ではあるが、仲介活動が話し言葉・書き言葉のいずれとも関わりを持ち、相互行為活動とは直

接関係がないものの目指す方向は同一である、という各活動の関係をうまく表している。 

 
    CEFR 増補版 p.32 図 2  受容的活動、産出活動、相互行為活動、仲介活動の関係 
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 増補版における仲介活動の下位区分は 2.1.で述べたように、2001 年版の「話し言葉」「書き言

葉」のみに大別されていたものが刷新され、 
「テクストの仲介」(Mediating a text) 
「概念の仲介」(Mediating concepts) 
「コミュニケーションの仲介」（Mediating communication） 

の三種類の仲介活動を下位区分においた。以下引用されたスキームを参照のこと。なお、

CEFR 増補版ではこの表の右横に方略（Strategies）が加わる。方略は「新しい概念を説明する

方略」（Strategies to explain）a new concept）と「テクストを簡略化するストラテジー」

（Strategies to simplify a text）に二分割される 8）。 
 

 
CEFR 増補版 p.104 に提示された仲介活動のスキーム 

 
 増補版では仲介活動が教育に関与する度合いが高まりつつあることが指摘されている 9）。実際、

新しい下位区分「テクストの仲介」「概念の仲介」「コミュニケーションの仲介」の中でそれぞれ言

及されている仲介活動の例を俯瞰すると、CEFR 増補版が読者に提示したこの新しい仲介活動

は現在の大学教育－特に筆者が所属する愛知県立大学外国語学部－における学びの中で必

要とされるものであり、いくつかの活動はすでに実践もされている教室活動と関連があることに気

づかされる。 
 よって次章で、CEFR 増補版が新しく示した個々の仲介活動を参照しつつ、筆者自身が経験

もしくは見聞した授業他の活動が CEFR 増補版によって提言された仲介活動能力の養成に寄

与しうるものであるか検証していく。その際、主として筆者の専門分野であるELE教育との関わり

で述べることになるが、スペイン語の専攻教育以外の外国語学部での学びとの連関も視野に入

れて論じていく。 
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33．．仲仲介介活活動動能能力力をを養養うう教教育育ととはは  
  33..11..  テテククスストトのの仲仲介介  
  テクストの仲介活動としては以下の 7 つの活動が想定されている。これらの下位区分により、

CEFR 増補版が仲介活動を通訳や翻訳に限らず、より広い意味で定義づけを試みていることが

わかる。 
 
    1) 特定の情報を伝える（話し言葉で／書き言葉で） 
    2) グラフ、図、チャートなどでデータを説明する (話し言葉で／書き言葉で) 
    3） テクスト処理(話し言葉で／書き言葉で) 
    4) 書かれたテクストの翻訳(話し言葉で／書き言葉で) 
    5) 講義、セミナー、ミーティングなどでのノートテイキング  
    6) 文学作品を含む創作テクストへの個人的見解の披露 
    7) 文学作品を含む創作テクストの分析および評論 
  

CEFR 増補版の仲介活動の定義について留意すべき重要な二点を指摘しておく。 
まず、仲介される言語についてであるが、1）から 4）までが通訳や翻訳の活動に相当するもの

の、その場合に想定される二つの言語は、異なる別の言語・ある言語の二つの言語変種・ある言

語変種の中の二つの言語使用域・もしくはそれらの任意の組み合わせのいずれであってもよい

とされている。すなわち、従来の通訳や翻訳の定義よりも幅広く仲介活動を捉えていて、仲介活

動は一つの言語の中でも行われる可能性がある。 
もう一点は仲介者に関するもので、例示的尺度の C2 レベルはプロの通訳者や翻訳者の能力

を説明することを意図しているわけではない。CEFR 増補版では、通訳や翻訳のプロの言語能

力は C2 レベルを超えた Above C2 レベルであると判断している 10）。このレベルは CEFR 増補

版から新たに設置されたレベルの一つである。このことから、増補版が新しく提示した仲介活動

における通訳や翻訳の能力はプロではない一般の人々が習得するものとして理解する必要があ

る。 
以上のように、CEFR増補版が定義する仲介能力がプロの通訳者や翻訳者のそれを意味しな

いのであれば、愛知県立大学のスペイン語圏専攻で行っている専攻語学教育は概ねこの 1）か
ら 4）の能力を養うための授業を提供していると判断できる。 

1）の情報伝達については主にペアワークやグループワークを行う授業で実践されることが多

い。とりわけ、CEFR や PCIC に準拠しているスペインの教科書会社発行のテキストブックには、

行動中心主義やタスクワークによるアプローチを方針として生徒同士の活発な相互行為活動を

促す種々のタスクが用意されている。CEFR 以降、特に PCIC 以降に刊行されたテキストブック

では、ネットを利用した語彙や項目の検索やメールのやりとり、web ページの閲覧などの活動を

利用者すなわち生徒に行わせるケースが目を引くようになってきた。本稿 2.1.でも言及したように、

CEFR 増補版からオンラインでのやりとりについての例示的尺度が新たに登場して能力記述文

も提示されたため 11）、今後スペインのテキストでもさらにこの能力を伸ばすためのタスクが増える

と予想される。 
2）のデータ説明について CEFR 増補版では PowerPoint でのプレゼン利用も想定されてい

 
 増補版における仲介活動の下位区分は 2.1.で述べたように、2001 年版の「話し言葉」「書き言
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「コミュニケーションの仲介」（Mediating communication） 

の三種類の仲介活動を下位区分においた。以下引用されたスキームを参照のこと。なお、

CEFR 増補版ではこの表の右横に方略（Strategies）が加わる。方略は「新しい概念を説明する

方略」（Strategies to explain）a new concept）と「テクストを簡略化するストラテジー」

（Strategies to simplify a text）に二分割される 8）。 
 

 
CEFR 増補版 p.104 に提示された仲介活動のスキーム 

 
 増補版では仲介活動が教育に関与する度合いが高まりつつあることが指摘されている 9）。実際、

新しい下位区分「テクストの仲介」「概念の仲介」「コミュニケーションの仲介」の中でそれぞれ言

及されている仲介活動の例を俯瞰すると、CEFR 増補版が読者に提示したこの新しい仲介活動

は現在の大学教育－特に筆者が所属する愛知県立大学外国語学部－における学びの中で必

要とされるものであり、いくつかの活動はすでに実践もされている教室活動と関連があることに気

づかされる。 
 よって次章で、CEFR 増補版が新しく示した個々の仲介活動を参照しつつ、筆者自身が経験

もしくは見聞した授業他の活動が CEFR 増補版によって提言された仲介活動能力の養成に寄

与しうるものであるか検証していく。その際、主として筆者の専門分野であるELE教育との関わり

で述べることになるが、スペイン語の専攻教育以外の外国語学部での学びとの連関も視野に入

れて論じていく。 
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る 12）。こういう活動はゼミなどの演習であれば実現可能であろう。2）を話し言葉で行う場合の例

示的尺度は A2.2 以上に能力記述文がある。 
3）については例えば筆者は専攻2年生講読の授業において、その日の授業で進む予定の講

読部分の要約（翻訳ではない）を指名した学生に課している。講読の授業は逐語訳をするだけに

とどまらず、概要を把握する能力も養う必要があるという見解にもとづいて行っている活動である

が、ストーリーの重要なところだけをかいつまんで要約することがうまくできない学生もいるので、

この種のような活動は必要である。ただし、概要把握ばかりを学生に要求すると、学生が次第に

細部を丁寧に読もうとしなくなる。よって、学生にはテクストの概要把握を要求する一方で難易度

の高い部分については丁寧な確認作業および解説を心がけるという適度なバランスを取った授

業運営を考える必要がある。 
 4）の翻訳活動については、例えば本学専攻1年生の「スペイン語総合」の授業で、短文を中心

に学生にその解釈を求めている。いわゆる文法訳読法で学生に要求される翻訳である。文法訳

読法は一般的にコミュニケーション能力向上のためには役立たないと考えられているが、学習者

がその構文を理解しているか確認するのに最も適していると思われる教授法である。訳読はそれ

自体に問題があるわけではなく、授業活動の中で占める時間が多すぎたり、学習者が文脈を無

視した不自然な訳出をしても教授者がそれを修正しないということが起こったりしないよう留意す

る必要がある。実のところ、この活動については AI による自動翻訳が担う部分が今後次第に増

えてくることが予想されるが、自動翻訳による訳文の精度を判断できるのはユーザーである私た

ちである。CEFR 増補版では AI の活用もしくは共存について現在のところ特に示唆されている

ものはないが、翻訳ツールを利用して他者とコミュニケーションを取るという活動はすでに実現し

ている。この傾向は今後ますます強まるはずであるが、そのような時代において語学の授業で訳

出を求める意義について教授者は考える時期に来ていると言えよう 13）。 
以上、1）から 4）までは通訳・翻訳能力を養うための活動であるが、CEFR増補版は 5）から 7）

をも幅広く仲介活動に含めた。5）については、特に語学の授業に限定せず、一般的に学生が講

義を受講する際に必要とされている能力である。よって、基礎演習の授業でも扱われることがある。

受容する言語情報のうち、重要な情報だけを残し、そうでない情報は切り捨てるという取捨選択

能力は、先述した 3）の能力とも関連している。5）の能力はもちろん外国語学習でも必要である。

例えば、学習言語のみで語られるテクストから必要な情報のみメモ書きし、のちに内容を再現す

る訓練は、留学前から行うべきであろう。通訳・翻訳活動について述べれば、プロのレベルには

及ばない通訳・翻訳を行う際もこの能力は必要である。ただし、ノートテイキングは通常の授業活

動ではその効果的な方法が教授される機会がほとんどない。ノートテイキングのこつを伝授しうる

教授者が容易に見つからないのがその原因である。 
  ノートテイキングは本学において難聴の受講生に対する支援活動として行われた実績がある。

CEFR 増補版では 2001 年版には存在しなかった手話の能力記述文が登場した。増補版にお

けるノートテイキングは特に手話と関連づけられているわけではないが、人間のコミュニケーショ

ンについて増補版が 2001 年版よりもその可能性を広く追い求めていることをうかがわせる。 
 6）と 7)はまさに広義の仲介活動と考えられる 14)。本学スペイン語圏専攻の授業の中では文学

系の基礎演習やゼミ、文献読解などがその能力を養うために適している。ただし、創作テクストに

対して個人的な見解を表明したり論評したりする力は短期間で身につくものではなく、大学入学

前から学習者自身が読書などの習慣により少しずつ養っていくもののように思われる。本項の 3)
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言葉を選んでまとめることができないのは、必ずしもその読み物が外国語で書かれているからで

はない。そういう学習者は日本語で要約を求められているにもかかわらず、物語のより重要な部

分だけを抜いてうまく文をまとめることができないのである。創作テクストへの感想を述べたり論評

するためには幅広い知識が必要であり、語学以外の授業や課外活動により見識を広めることを

学習者に推奨する必要がある。創作テクストの批評能力をつける機会として文学系の卒業論文

執筆に取り組むのも一つの有効な方法であろう。 
 

33..22..  概概念念のの仲仲介介  
概念の仲介活動として示されているのは以下の通りである。増補版 p.104 を参照。 

   
1) グループにおける協働 

      1－1． 仲間との協働的相互行為をファシリテートする 
      1－2． 意味を構築するために協力する 

2) グループワークの促進 
      2－1． 相互行為活動を管理する 
      2－2． 概念的な会話をするよう促す 
   
グループワークを念頭に置いた協働というのが、概念の仲介の全般的なイメージである。語学

の授業に限らず、とりわけ今世紀以降の日本の学校教育で協働学習の導入・推進が求められて

いるのは周知のことである。AI の進化により現在存在している職業の何割かは数十年後には消

滅するだろうという未来予想の記事を最近結構な頻度で目にするが、筆者がまだ学生であった

前世紀にそういう内容の予想記事はあまり見かけなかった。実際、AI の進化はすでに実現して

いて、今後も間違いなくその進化は続いていくように思われる。このような時代ゆえに、グループ

形成、その活動や効果などがこれからの教育の課題となりうるのであろう。 
大学教育の中でこの概念の仲介についての理解を深める可能性を秘めた教育もしくは活動と

しては、基礎演習やゼミなどの演習活動の他、多文化共生やグローバル人材育成に関わる分野

の教養教育科目や学部共通各論などを本学外国語学部で開講している。他学科他専攻の学生

との活動が活発に行われている科目もある。 
 概念の仲介活動として CEFR 増補版が提示している活動は、語学教育および語学学習にとっ

て必須要素ではない。しかし、CEFR 2001 年版が言及した、人間が個人あるいは社会的存在と

して持っている二つの能力、「一般的能力」と「コミュニケーション能力」は、一般的に後者のほう

が直接的に言語教育・学習に関係するものと思われていた。CEFR はすでに前者も教育・学習

に関わる重要な能力であることを指摘済みであるが、概念の仲介はとりわけ「一般的能力」の中

の「技術とノウ・ハウ」(CEFR 5.1.2.)「実存論的能力」(CEFR 5．1．3．)に連関していると思われ

る。また、スペイン語教育で概念の仲介について考えるためにPCICを参照するとすれば同書の

第 12 章「異文化適応能力と受容態度」（Habilidades y actitudes interculturales）が比較的

関連すると思われる。ただし、PCIC のこの章は、A1 から C2 までの 6 つの共通参照レベルとそ

の分野に対する言語学習者の熟知の度合いを示す 3つのレベルのどちらのスケールをも使用し

ておらず、利用者にとって同章は段階的な測定が非常に困難である。筆者自身の勉強不足のた
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め、現時点で CEFR 増補版と PCIC 第 12 章の両方の有効な活用方法についての具体的提案

はできないが、今後の研究課題のひとつとしたい。 
   

33..33..    ココミミュュニニケケーーシショョンンのの仲仲介介  
   コミュニケーションの仲介活動は以下の三つの活動に大別される。増補版 p.104 を参照。 

 
   1) 複文化空間をファシリテートする 
   2) インフォーマルな場(仲間内)で仲介者として行動する 
   3) デリケートな状況や意見が一致しない場でコミュニケーションを促す 
 
 概念の仲介と同様に、コミュニケーションの仲介として CEFR 増補版で提示される活動も語学

教育および語学学習にとって必須要素ではない。同じ母語話者どうしでも生まれ育ってきた環境

が異なると自分とは違う文化を持つ相手とみなしうる。話す相手は一人かもしれないし、二人以上

かもしれない。概念の仲介ではグループでの活動が想定されているが、コミュニケーションの仲

介においてグループの存在は必ずしも明確に意識されるものではない。 
また、コミュニケーションの仲介が必要となる場面は概念の仲介をおこなう場合より広範囲と考

えられる。概念の仲介はグループ活動を念頭に置いているため、比較的フォーマルな場面での

活動になることが想定される 15)。他方、コミュニケーションの仲介では2)のようにインフォーマルな

場面に限定されている活動もあるが、1)や 3)はフォーマルな場面、インフォーマルな場面のいず

れでもありうる。CEFR 2001 年版では言語が使用される領域として、私的領域・公的領域・職業

領域・教育領域の四つを言語学習や教育の一般的な目的のために区別することが提唱された
16)。増補版のコミュニケーションの仲介活動は四つのどの領域にも関わりがあるが、ここでの仲介

活動はそれを行う場を意識しつつも、それ以上に何かしら超えたり埋めたりする必要があると感じ

られるコミュニケーション上のギャップを意識する必要がある。 
スペイン語教育の場でコミュニケーションの仲介の問題を考える場合、3.2．で述べたのと同様

に、PCICの第12章「異文化適応能力と受容態度」（Habilidades y actitudes interculturales）
と共に理解を深める必要がある。大学教育の場では 3.2.で指摘したように、多文化共生やグロー

バル人材育成、異文化コミュニケーションをテーマとした授業や活動に参加することでこの問題

への理解が深まることが期待される。例えば、本学の「研究各論(スペイン語圏特殊講義)」では在

留外国人支援のための知識を学ぶ講義を開講している。日本における日系南米人の歴史的背

景や相談事例という現状の学びはコミュニケーションの仲介活動にとって非常に有益である。ま

た、愛知県立大学外国語学部は平成 24 年 9 月に文部科学省グローバル人材育成推進事業に

採択され、事業終了後も大学独自のグローバル事業を継続し現在に至っている。この事業がき

っかけとなって、協定大学の数が増えたことにより、世界各地の協定大学から受け入れる交換留

学生の数が増えた。キャンパス内に留学生の姿が増え、グローバル推進事業をきっかけに新設

された多言語学習センターiCoToBa(通称：あいことば)は留学生と本学学生の格好の交流の場

となっている。このような学内環境の変化により、本学の特に外国語学部の学生にとってコミュニ

ケーションの仲介活動を実践しうる機会が増えたのは非常に望ましい変化である。 
最後に、3)についてもう少し言及しておきたい。コミュニケーションの仲介の中でもとりわけ3)は

その名称を目にしただけで難易度が高くて、コミュニケーション能力上達者しか対応できなさそう



67

め、現時点で CEFR 増補版と PCIC 第 12 章の両方の有効な活用方法についての具体的提案

はできないが、今後の研究課題のひとつとしたい。 
   

33..33..    ココミミュュニニケケーーシショョンンのの仲仲介介  
   コミュニケーションの仲介活動は以下の三つの活動に大別される。増補版 p.104 を参照。 

 
   1) 複文化空間をファシリテートする 
   2) インフォーマルな場(仲間内)で仲介者として行動する 
   3) デリケートな状況や意見が一致しない場でコミュニケーションを促す 
 
 概念の仲介と同様に、コミュニケーションの仲介として CEFR 増補版で提示される活動も語学

教育および語学学習にとって必須要素ではない。同じ母語話者どうしでも生まれ育ってきた環境

が異なると自分とは違う文化を持つ相手とみなしうる。話す相手は一人かもしれないし、二人以上

かもしれない。概念の仲介ではグループでの活動が想定されているが、コミュニケーションの仲

介においてグループの存在は必ずしも明確に意識されるものではない。 
また、コミュニケーションの仲介が必要となる場面は概念の仲介をおこなう場合より広範囲と考

えられる。概念の仲介はグループ活動を念頭に置いているため、比較的フォーマルな場面での

活動になることが想定される 15)。他方、コミュニケーションの仲介では2)のようにインフォーマルな

場面に限定されている活動もあるが、1)や 3)はフォーマルな場面、インフォーマルな場面のいず

れでもありうる。CEFR 2001 年版では言語が使用される領域として、私的領域・公的領域・職業

領域・教育領域の四つを言語学習や教育の一般的な目的のために区別することが提唱された
16)。増補版のコミュニケーションの仲介活動は四つのどの領域にも関わりがあるが、ここでの仲介

活動はそれを行う場を意識しつつも、それ以上に何かしら超えたり埋めたりする必要があると感じ

られるコミュニケーション上のギャップを意識する必要がある。 
スペイン語教育の場でコミュニケーションの仲介の問題を考える場合、3.2．で述べたのと同様

に、PCICの第12章「異文化適応能力と受容態度」（Habilidades y actitudes interculturales）
と共に理解を深める必要がある。大学教育の場では 3.2.で指摘したように、多文化共生やグロー

バル人材育成、異文化コミュニケーションをテーマとした授業や活動に参加することでこの問題

への理解が深まることが期待される。例えば、本学の「研究各論(スペイン語圏特殊講義)」では在

留外国人支援のための知識を学ぶ講義を開講している。日本における日系南米人の歴史的背

景や相談事例という現状の学びはコミュニケーションの仲介活動にとって非常に有益である。ま

た、愛知県立大学外国語学部は平成 24 年 9 月に文部科学省グローバル人材育成推進事業に
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な活動であることを予想させる。しかし、CEFR 増補版で示されたその例示的能力記述文は

Pre-A1レベルこそ利用可能なものは存在しないが、A1からC2.2までは存在している。ここでは

A1 と C2.2.の能力記述文を例に挙げる 17)。 
 
Facilitating communication in delicate situations and disagreements 
A1   Can recognize when speakers disagree or when someone has a problem and can 
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diplomatically in relation to the situation and cultural perceptions.    
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意図は、CEFR 増補版が提示している能力記述文があくまでもプロではない一般市民に対する

ものであることを確認するためである。言語と文化が異なる相手との間にすでに何かしらの問題

が生じていてその状況の解決を目指す仲介活動のうち最も難易度が高いのは外交官が手がけ
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いう語が登場することでわかるように、このレベルは外交官ではないがそれに非常に近いレベル

に到達している一般人の能力をあらわしている。これに対して、A1 レベルの能力記述文は相手

の気持ちへの共感を必要最低限示したものである。両者の言語能力のギャップは当然のことで

あるが非常に大きいが、どちらの能力も「デリケートな状況や意見が一致しない場でコミュニケー

ションを促す」という点で肯定的に評価されるのである。 
このように、CEFR 増補版が仲介活動を定義づけるに当たり、言語や人間関係調整のプロを

別格扱いして、むしろ一般市民向けに仲介活動の様々な側面を提示したことは非常に大きな意

義があると筆者は考える。仲介活動とは必ずしも通訳・翻訳のような一部の高い言語運用能力を

持つ者にしかできない活動のみを指すわけではないということを CEFR 増補版は示したのであ

る。 
 
44．．  ままととめめにに代代ええてて  
 本稿が試みたのは、筆者自身が直接関わった、もしくは何らかの関わりを持つ日本のスペイン

語教育活動が目指してきたもののふりかえりと今後の方向性の確認である。CEFR 増補版の仲

介活動が提示する、従来の通訳・翻訳活動だけにとらわれない幅広い活動の解釈を知り、これが

自らが関わってきたスペイン語の教育活動の検証に役立つものであると気づいた。本学が提供

する専攻語学としてのスペイン語教育は日本国内でも実施されているところが非常に限られてい

て、その意味では貴重な存在であるが、3 年次から必修科目が減少するという、全国のスペイン

語専攻教育機関が共通して抱えている問題を同様に抱えている。それゆえに、卒業時にある程

度の語学能力を多くの学生はなんとか習得しているものの、高度な通訳や翻訳ができるぐらいに

まで到達する学生は非常に限られているという現状がある。しかし、CEFR 増補版の仲介活動の
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定義の変更は、微力ながらも日本のスペイン語教育の改善を考える筆者に、プロの通訳・翻訳を

目指すだけではない教育目標の設定の貴重なヒントを与えてくれた。CEFR 増補版については

必ずしも十分によく理解できていないところもあるが、進化し続ける CEFR を筆者自身も見習い

たく思う。 
 
注注  

0) 本稿執筆の契機となったのは、2015年度南山大学地域研究センター共同研究 「ヨーロッパ

言語共通参照枠の現状と今後 －初修外国語を中心に－」(研究代表者：泉水浩隆)である。

同プロジェクトに共同研究者の一員として加えていただいた。同年に外部共同研究者の一

員として実施した拙い小講演をのちに江澤(2018)にまとめた。その後、共同研究者の一人で

あった西山教行氏（京都大学）の呼びかけで、2019 年 1 月にシンポジウム「『ヨーロッパ言語

共通参照枠』(CEFR)増補版と複言語・複文化主義 －変革を求められる日本の外国語教育

をめぐって－」が南山大学で開催され、筆者もパネリストの一人として登壇させていただいた。

CEFR に造詣の深い諸先生方に比べて筆者の貢献度は非常に微々たるものであったが、

専門とする言語は異なるものの CEFR やヨーロッパ評議会の言語政策に多大なる関心を寄

せるパネリストの先生方の当日のご報告やフロアからの質疑応答から多くのことを学ばせて

いただいた。共同研究者として筆者を招いていただいた泉水先生をはじめとする南山大学

の関係者の皆様および上記共同研究関係者すべての方々に深謝する。 
1) CEFR 日本語版 pp．7-8 を参照のこと。 
2) レベル見直し前は Básico / Intermedio / Superior の 3 レベルでそれぞれ現在の B1、B2, 

C2 に相当した。2009 年 5 月に A1 レベルが新設され、その後段階的に A2, C1 レベルも新

設された。 
3) セルバンテス文化センター東京の Web ページ「SIELE(スペイン語国際評価サービス）」を

参照のこと。 日本では実施会場が限られていることもあり、2019年度現在でも国内ELE教育

業界での知名度は DELE に比べて劣っている。 
https://tokio.cervantes.es/jp/siele_spanish_certificate/info_siele_spanish.htm#dele-siele 

4) 増補版では受容的活動が産出活動より先に紹介されている。2001年版と紹介順序を変えることに

何らかの意味があるのかもしれないが、変更された理由は不明である。 
5)  CEFR 日本語版 p.7 を参照のこと。 
6） CEFR 日本語版 p.91 を参照のこと。 
7) Council of Europe (2017:32)を参照のこと。 
8) 参考文献として使用した Council of Europe (2017) の p.104 のこの表で示されている 2 つ目の 
  方略の名称では simplify と表記されているが説明文と照合し、誤植であると判断される。  
9)  Council of Europe (2017：47)を参照のこと。 
10) Council of Europe (2017：107)を参照のこと。 
11)  Council of Europe (2017：97)を参照のこと。 
12)  Council of Europe (2017：109)を参照のこと。 
13) 筆者が授業を担当している他大学の第二外国語受講生で、学習のモチベーションが著しく低く、

事前の予習もせず、辞書も持参しない受講生がいる。そのような学生に指名する際に、スマート

フォンで辞書アプリか翻訳サイトにアクセスしてその場でスペイン語の文章の意味を調べることを
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事前の予習もせず、辞書も持参しない受講生がいる。そのような学生に指名する際に、スマート

フォンで辞書アプリか翻訳サイトにアクセスしてその場でスペイン語の文章の意味を調べることを

要求している。そういう学生に対しては、今は翻訳ツールを使って外国語の文章を「解読」するぐ

らいの能力は持つべき時代であると言い添えている。実際、辞書や翻訳ツールを使いこなす能

力は今後ますます必要になるであろう。そして、そんな時代に外国語学習に取り組む意義を私た

ちは考えていく必要がある。 
14) 創作テクストに個人的見解を披露するよりも分析や論評をするほうが難易度が高いので、例示的

尺度は別々に設定された。Council of Europe (2017：116)を参照のこと。 
15) 概念の仲介はフォーマルな場面で行われることが多いとは言え、インフォーマルな場面では行

われないということを意味しているわけではない。複数の親族や友人が集まる場面で何らかの共

同作業をするようなこともあるだろう。なお、教室という場はその時に集まっているメンバーの性格

やお互いの親密度によって多少雰囲気が違ってくるが、学生には教室は一応フォーマルな場面

と認識させている。同学年のクラスメートのみが出席する教室ではこれがフォーマルな場面であ

るという意識が欠如している学生もいる。しかし、休憩時間に隣のクラスメートとおしゃべりをして

いた時とまったく同一の口調で、授業時間中に皆の前でその人に語りかけることができるかと問う

と、たいていの学生は教室がフォーマルな場所であることを意識する。家庭内で、学校で、出か

けた先で、アルバイト先でそれぞれ出会う相手に自分がどれだけ様々な表現を使い分けている

か学生に自覚を促すことは重要である。学生に対するこのような示唆は各自の学習言語で 
   最初からおこなってもいいと思うが、筆者はまず学生の母語でこの言葉遣いの使い分けの問題

を考えさせ、続いて学習言語ではどのような使い分けをしているかを考えさせるようにしている。

概念の仲介とコミュニケーションの仲介の活動に関わるこの種のささやかな導入手法に絶対的な

正解はないと思っているが、筆者自身がこれまでに実践してきたことと CEFR 増補版で示された

新しい仲介とのより効果的なすりあわせを今後考えていくつもりである。 
16) CEFR 日本語版 p.46 および 同書pp.48-49 の表5「言語使用の外的コンテクスト：能力記述

文のカテゴリー」を参照のこと。  
17)  Council of Europe (2017：125)より引用。ただし、A1 レベルと C2 の上位レベル(オリジナル版

は C2 レベルを二段に区切って能力記述文を記載しているだけで、C2.1 や C2.2.のような表記

はしていない。本稿における C2.2. という記載は筆者が便宜的に行ったものである。 
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研究ノート 

国国際際高高等等教教育育ににおおけけるる日日英英語語表表現現のの比比較較考考察察  
－－人人とと組組織織－－  

 
入試・学生支援センター国際交流室 

桑村 昭 
 

II..  ははじじめめにに  
大学と世界との繋がりを表現する言い回しとして高等教育の国際化（internationalization 

of higher education）やグローバル化（global higher education）が用いられてきたが、近年

は「国際高等教育（international higher education: IHE）」という表現を国際舞台で目にす

る機会が次第に増えてきた。従来は、大学レベルを含む国際教育（international education）
という包括的な用語が使われ、日本では特に初等中等教育でのそれを指すことが多いが、こ

れに「高等」を付加することで、国際化の進展が著しい高等教育の事象に特化して独立した領

域に発展させようという意図も関係者の間で垣間見える。 ただ、隣接分野の高等教育研究、

比 較 教 育 学 （ comparative education ） 、 比 較 ・ 国 際 教 育 学 （ comparative and 
international education）との重複領域も多々あり、棲み分けが中々難しい。国際高等教育

（IHE）という用語の発案者は不明だが、理論と実践に跨る 21 世紀の新たな学際分野の１表

現と捉えることができるかもしれない。 
 筆者は 1980 年代後半から外国語・第二言語としての英語および日本語の教育を皮切りに、

2000 年半ば以降は国内大学の国際化推進など国際高等教育に携わってきた。この間、日本

語と英語環境の間を行き来していると、海外大学・機関関係者との間のコミュニケーションの中

で共通に使う専門用語 （terminology）や業界用語（jargon）を解釈し操りながら、教育研究

や専門実務に当たる機会が頻繁にある。同じ事柄を表わす英語表現が国・地域により異なる

場合も多く、例えば、日本語の「授業科目」が course や unit であったり、「学部」が faculty や

college であったりする。国際高等教育の諸活動で遭遇するこのような専門用語の意味や用法

を確認しようにも、拠り所とする日英語表現の参考資料が稀有である。学位評価・授与機構発

行の用語集1等はあるが、収録語数が限られ不自然な表現も散見する。日英語表現を整備し

ようにも、日本の高等教育研究は海外に比べ脆弱との指摘も為されている（羽田、2019）。 
 本稿では、極めて限定的ながら、その辺りの整理を含めて、筆者が長年関わってきた米国を

始め英語圏の高等教育の知見を拠り所として、人と組織に関する国際高等教育用語の日英

比較を試みたい。本文全体を一種の簡易用語集として捉えて頂ければと思う。まず「組織」で

は、高等教育機関としての大学とその内部組織を、「人」では大学構成員である教職員と学生

を取り上げる。教育研究ほか他領域の日英語比較は、紙面の関係上、別の機会に委ねたい。 
 世界の高等教育の共通語であり、近年は非英語圏大学における追加教授言語としても軒先

                                                   
1 高等教育に関する質保証関係用語集

https://www.niad.ac.jp/n_kokusai/publish/no17_glossary_4th_edition.pdf#search=%27G
lossary+of+Quality+Assurance%27 
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を急速に広げている英語と、日本語の表現を比較考察することで、これまでの蓄積を多少なり

とも還元できれば誠に幸いである。 
 なお、本稿の英語表記は適宜単数形又は複数形で示した。用語の比較考察に際しては、米

国大学のランキングや出願情報等で信頼のある US News & World Report 誌2や国際高等

教育関係者必読の専門誌 Chronicle of Higher Education3の最新情報も参考にした。 
 
IIII..  大大学学のの種種類類  UUnniivveerrssiittyy  TTyyppeess  
ここでは、高等教育機関である大学の様々な形態と大学組織の日英語表現を比較考察する。

まず「機関」を表わす英語は institution で、ODE 第 3 版（2010）によると、教育的、宗教的、

職業的、及び社会的な目的のために設立された組織（organization）と定義されている。 そ

のうち、教育機関は educational institution で、中等教育（secondary education）に続く高

等教育（higher education）を担うのが higher education institutions (HEIs) である。 
 大学を表わす英語表現は多種多様で、一般的には university、college、school、
institute、academy 等と使い分けられる。この他文脈が明らかな場合には、four-year 
institution（4 年生大学）等の例に見られるように、institution や academic institution も

大学の意で頻繁に使用される。また、institution は colleges and universities と 3 語で言う

ところを 1 語で表現できるので、文中で繰り返し使う時などにエコノミカルな表現である。以上

の他、university institutions（大学機関）という言い回しも散見する。 
 University は文系（Arts）と理系（Sciences）両分野の学術知識を伝授する総合大学の意

だが、University of Michigan, Harvard University など大学名に地名や人名を付し、地

域を代表する高等教育機関であることが多い。また、University of Applied Science や

Polytechnic University など実学・職業訓練に重きを置く欧州等の応用科学系の総合大学

や、近年オセアニアに見られる文理融合の工科系の総合大学（University of Technology）
もある。更に、時間的・地域的に制約のある学生に遠隔教育 distance learning や生涯教育

continuing education を提供する放送大学は Open University や University College
（後述）と呼ばれる。総合大学の別訳として comprehensive universityも使われているが、博

士後期課程を置く研究大学から学士課程中心の教育重点大学まで含まれ用途の幅が広い。 
 College は一般的に単科大学を指し、例えば、College of Pharmacy（薬科大学）、College 
of Art（芸術大学）、College of Music（音楽大学）、College of Technology（技術大学） 
Medical College（医科大学）と college の前後に専門分野が付される。教養系（Liberal Arts）
の大学も College で表現され、University と同様に地名や人名が付されている（Colorado 
College、Smith College等）。また、米国の名門私立大学 Boston College（BC）のように、教

養大学として開学し現在は研究大学 research university に成長した例も少なくない。大学

名に College を残したのは、同じ町のライバル校 Boston University（BU）と区別する意味と、

BC がブランドとして確立していることが背景にあると思われる。 

                                                   
2 US Higher Education Glossary: 
https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2011/08/15/us-higher-educ
ation-glossary#D （2019 年 11 月 8 日閲覧） 
3 Chronicle of Higher Education https://www.chronicle.com（2019 年 12 月 3 日閲覧） 



73
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だが、University of Michigan, Harvard University など大学名に地名や人名を付し、地

域を代表する高等教育機関であることが多い。また、University of Applied Science や

Polytechnic University など実学・職業訓練に重きを置く欧州等の応用科学系の総合大学

や、近年オセアニアに見られる文理融合の工科系の総合大学（University of Technology）
もある。更に、時間的・地域的に制約のある学生に遠隔教育 distance learning や生涯教育

continuing education を提供する放送大学は Open University や University College
（後述）と呼ばれる。総合大学の別訳として comprehensive universityも使われているが、博

士後期課程を置く研究大学から学士課程中心の教育重点大学まで含まれ用途の幅が広い。 
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of Art（芸術大学）、College of Music（音楽大学）、College of Technology（技術大学） 
Medical College（医科大学）と college の前後に専門分野が付される。教養系（Liberal Arts）
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College、Smith College等）。また、米国の名門私立大学 Boston College（BC）のように、教

養大学として開学し現在は研究大学 research university に成長した例も少なくない。大学

名に College を残したのは、同じ町のライバル校 Boston University（BU）と区別する意味と、

BC がブランドとして確立していることが背景にあると思われる。 
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https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2011/08/15/us-higher-educ
ation-glossary#D （2019 年 11 月 8 日閲覧） 
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 女子大学は women’s college/university と称される場合と、women’s を付せずに、教養大

学として college で表わす場合もある。一例として、米国北東部には Seven Sisters と呼ばれ

るリベラルアーツ系の名門女子大学7校（2校は現在共学）があり、津田梅子が留学したBryn 
Mawr Collegeや前米国大統領夫人ヒラリー・クリントンの出身校Wellesley Collegeも含まれ

ている。ジェンダー特化型大学の他、米国には黒人系大学 Black college/university があり、

ワシントン DC の Howard University がその一例である。 
 また、College は 2 年制大学（two-year college 又は associates college）を表わす際にも

使われ、junior college（短期大学）や北米特有の community college（コミュニティ・カレッジ）

がその典型例である。短期大学と同様に準学士号（associate degree）を授与する日本の高

等専門学校（高専）は College of Technologyと対外的に英訳されているほか、専門士を授与

する専修学校も高等教育機関であり College となろう。また、2 年制の専門大学で大学 3 年次

への編入も可能な農業大学校は College of Agriculture 辺りで妥当かと思う。この他、社会

人に生涯教育（continuing education）を提供する大学のことを一般に University College
（UC）というが、これに該当する日本語表現は特に見当たらない。この UC は学部のように総

合大学の傘下にある場合もあれば、University College London のように世界トップの研究

大学という場合も例外的にある。 
 School は小中高大等を含む学校の総称であるが、炭鉱等資源の教育研究に特化した工学

系の資源大学School of Mines, 医学部Medical School、教育大学院Graduate School of 
Education など比較的小規模の大学や学部・大学院を表現する際にも使われる。 
 Institute は工科大学（institute of technology）や大学院大学（及び大学院）を始め、専門

教育機関名等に用いられ、マサチューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of 
Technology: MIT）が代表的な例である。MITなど工科大学の中には、前述の例のように、総

合大学も少なからず存在し、何れも難関大学（highly competitive institution）であることが

珍しくない。関連して、科学技術大学院大学は Institute of Science and Technology とな

る。 
  設置形態を示す場合は、私立大学が private university、公立大学が public university
と各々表現され、後者のうち、州立大学は state university、市立大学は city university で

ある。日本の公立大学は、厳密に言えば、municipal （市町村立）又は prefectural（都道府

県立）colleges & universities である。一方、国立大学は national university や federal 
university（ロシア等で見られる）と称される。大学は一般的に非営利機関 non-profit 
institution だが、近年、営利大学 for-profit institution も国内外で開学している。また、分

散キャンパス（大学群）を持つ機関は米国では大学機構（System）とも呼ばれ、各キャンパス

が学長率いる独立した大学となっている。米国の名門公立大学の UC Berkley（カリフォルニ

ア州立大学バークレイ校）は The University of California System という機構内にある。 
 この他、大学の特徴・種別を表わす別の言い回しとして research university 研究大学、

teaching university 教育重点大学、comprehensive university 総合大学（前述）、博士号

授与大学 doctoral-granting institution 等があり、国際高等教育分野で頻繁に使われてい

る。研究大学のうち、比較的規模が大きい世界のトップクラスの研究で名を馳せるような国や

自治体の旗艦大学は flagship institution と称されることもある。教育重点大学は学士授与

大学または修士授与大学で研究より教育に重点を置いている。 
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 Academyは軍学校military academyなど特定の職業訓練を行なうエリート高等教育機関

で、US News & World Report 誌の分類では、教養大学に位置付けられている。軍学校に

は、米国の West Point など学士号を授与する military academy（陸軍学校）、air force 
academy（空軍学校）、 naval academy（海軍学校）や大学の設置基準に準拠する日本の

防衛大学校 defense academy があり、米国ではその学生を cadets と称している。 
  最後に、大学間協定の下で交流する海外大学（外国大学）overseas institutions 
(foreign institutions), すなわち協定大学（姉妹大学）は partner institutions (sister 
institutions) と呼ばれる。また、大学間で組むコンソーシアム consortium や研究交流等の

大学間連携 alliance の加盟大学は member institutions となる。この他、大学の序列は

top-tier, second-tier, third-tier （トップ層、第 2 層、第 3 層の大学）で示され、トップ大学が

top-tier institutions となる。関連して、名門大学（有名大学）、エリート大学は各々

prestigious institutions, elite institutions で、自分の母校、出身大学は(one’s) alma 
mater となる。 
 
キャンパス Campus 
キャンパス campus は、一般に大学や企業の敷地・構内という意味だが、一つの大学が別々

の場所に複数の「分散キャンパス（田村, 2006）」を展開する場合に、A 大学 B キャンパス（又

は B 校）となり、英語では The University of A (又は A University) at B と一般に表現され

る。例えば、米国のテキサス大学ダラス校は The University of Texas at Dallas となる。ただ、

米国では州名を冠した公立大学が多数あり、その多くが大学（キャンパス）群で構成される前

述の大学機構（University System）となっており、各キャンパスは独立した大学である。例え

ば、米国最大の公立大学機構であるニューヨーク州立大学(The State University of New 
York: SUNY) には 64 のキャンパスがあり、機構総長 Chancellor がトップに立つ。筆者も以

前幾つかのSUNYのキャンパスや機構本部（アルバニー市）を訪れ、総長、学長、教職員、学

生から機構について話を聞く機会があった。現在、大学再編の目玉として日本で議論が白熱

している１法人複数大学制の１つの形がこの University System である。 
 一方、国境を越えて、海外に分校として設置されたキャンパスは international branch 
campus（IBC）と称される。近年、大学のグローバル化が進展し、英語圏の大学が中東、アジ

ア、アフリカに海外分校を設置している。参考までに、関連用語を整理しておくと、まず大学キ

ャンパスが university campus, 以下所属大学キャンパス home campus、分校 branch 
campuses  海外分校 International （branch）campus、そしてサテライトキャンパス

satellite campus 等となる。 
 
IIIIII..  大大学学のの組組織織 UUnniivveerrssiittyy  SSttrruuccttuurree  
大学の組織形態は、国・地域、大学により異なるが、基本的には執行部である理事会又は役

員会（Board of Trustees 又は Directors）と、審議機関である評議会（Faculty Senate、
University Council 等）のガバナンスの下、教学部門 Academic Divisions と事務部門

Administrative Divisions で構成されている。ここでいう Division は部門とか部局の意で汎

用性の高い用語である。日本の場合は、更に、審議機関が教学 education and research と

経営 administration に分離しており（山本, 2015）、前者が国公立大学等に設置の教育研
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は B 校）となり、英語では The University of A (又は A University) at B と一般に表現され

る。例えば、米国のテキサス大学ダラス校は The University of Texas at Dallas となる。ただ、

米国では州名を冠した公立大学が多数あり、その多くが大学（キャンパス）群で構成される前

述の大学機構（University System）となっており、各キャンパスは独立した大学である。例え

ば、米国最大の公立大学機構であるニューヨーク州立大学(The State University of New 
York: SUNY) には 64 のキャンパスがあり、機構総長 Chancellor がトップに立つ。筆者も以

前幾つかのSUNYのキャンパスや機構本部（アルバニー市）を訪れ、総長、学長、教職員、学

生から機構について話を聞く機会があった。現在、大学再編の目玉として日本で議論が白熱

している１法人複数大学制の１つの形がこの University System である。 
 一方、国境を越えて、海外に分校として設置されたキャンパスは international branch 
campus（IBC）と称される。近年、大学のグローバル化が進展し、英語圏の大学が中東、アジ

ア、アフリカに海外分校を設置している。参考までに、関連用語を整理しておくと、まず大学キ

ャンパスが university campus, 以下所属大学キャンパス home campus、分校 branch 
campuses  海外分校 International （branch）campus、そしてサテライトキャンパス

satellite campus 等となる。 
 
IIIIII..  大大学学のの組組織織 UUnniivveerrssiittyy  SSttrruuccttuurree  
大学の組織形態は、国・地域、大学により異なるが、基本的には執行部である理事会又は役

員会（Board of Trustees 又は Directors）と、審議機関である評議会（Faculty Senate、
University Council 等）のガバナンスの下、教学部門 Academic Divisions と事務部門

Administrative Divisions で構成されている。ここでいう Division は部門とか部局の意で汎

用性の高い用語である。日本の場合は、更に、審議機関が教学 education and research と

経営 administration に分離しており（山本, 2015）、前者が国公立大学等に設置の教育研

究評議会又は審議会 education and research council、後者が経営協議会 management 
council となる。ここでは、大学執行部及び教学・事務各部門の日英語表現について、大学組

織の説明を必要に応じて適宜交えながら、考察していく。 
 最初に、大学執行部を構成するメンバーは、例えば、理事長 the chairman of the Board 
(Chancellor)、学長（副理事長）President (Vice Chancellor), 副学長（理事）Vice 
Presidents 又は Pro-Vice Chancellors（Board members）、監事 auditor、事務局長

Executive Administrative Director などである。また、評議会・審議会は理事、 学部等の

長など上級管理職員 Senior Administrative Officers を中心に構成される。 
 大学運営を統括する学長（又は総長）は President だが、Chancellor を置く大学もある。欧

州大学等では、Rector あるいは Vice Chancellor が学長の意で用いられることが多い。一方、

米国州立大学のように複数の独立した大学キャンパスを有する前述の大学機構（System）で

は、総長（機構長）が Chancellor で学長が President というケースや、その逆のケース

（President の下に Chancellor）もある。また日本の国立大学は、上記で括弧表示したように、

理事長兼学長 Chairman of the Board of Directors & President、理事兼副学長

member of the board and vice president という兼任体制を敷く。 
 副学長 Vice President (VP) が複数名いる場合には、前置詞 for 又は of 以下で担当を表

現する。例えば、国際担当副学長が Vice President for International Affairs、学生担当

副学長がVice President for Student Affairs等々である。米国大学では、教学担当副学長

（VP for Academic Affairs）を学長に次ぐ No.2 の地位を担う Provost という筆頭副学長を置

く大学も多い。少々乱暴な比較だが、学校の教頭に該当すると言えば分かりやすいであろうか。

一方、学長が Vice Chancellor あるいは Rector と呼ばれる英国等欧州では、副学長は各々

Pro-Vice Chancellor, Vice Rector となるケースもある。 
 傾向として、海外大学では、組織が大きいほど、vice, associate, assistant、for, of 等 を巧

みに組み合わせることで、上級管理職員の職位と責務を細分化している。 例えば VP (Vice 
President) 関連の職位を上から順に並べると以下のような序列になる。ちなみに、外資系企

業では VP （副部長）が多数いることが組織内外から揶揄されるが、大学も然りかもしれない。 
 Provost (Vice president for academic affairs) 
 Vice president for student life 
 Associate vice president 
 Assistant vice president for global programs 
  
教教学学組組織織  AAccaaddeemmiicc  DDiivviissiioonnss  
教学組織 Academic Divisions を構成している学部、大学院、センター・附属組織等の英語

名称を見てみよう。まず学部は faculty, college, school のほか、undergraduate school が
graduate school （大学院）との対で用いられる一方、学科は概ね department で済む。学

部の言い回しについて、以前米国州立大学の知人幾人かに college と school の違いを聞い

たことがあるが、school は college に比べ規模が小さいイメージがあると言っていたが、実際は

その逆の場合もある。詳しく調査した訳ではないが、傾向としては、①faculty の下に colleges
か school、②college の下に schools、③school の下に colleges （③は稀だが）の 3つのパタ

ーンに分かれるようである。 
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 筆者が以前教鞭を執っていた米国ニュージャージー州の公立大学は規模が大きく、学部に

facultyと collegeを併用していたが、現在は時代の趨勢か概ね schoolの下に複数の college、
さらに複数の department という学部構成になっている。一方、学科  (academic) 
department を構成する専攻課程は（academic）programs と表現される。後述の事務部門

に使う administrative と対比する意味で、academic を付記する場合もある。 
 大学院 は The Graduate School と総称で表わす場合と、研究科も同時に表記に反映させ

るために、of の後に専攻分野を付記して、例えば大学院教育学研究科であれば Graduate 
School of Education とする場合がある。専門職大学院は Professional School が総称で、さ

らに専門分野別の名称として、MBA を授与する経営管理研究科（ビジネス・スクール）は

business school, 法学研究科（法科大学院）は law school、教職大学院は Teachers 
College 等がある。研究科を直訳調に Research Division としたり、総称的な academic unit 
としたりする機関もあるが、日本特有の言い回しであろう。以上の他、研究科を構成している学

科、専攻課程は学科と同様に各々department, program である。 
 センターと附属施設の英語訳として通常使われるのは、centers and attached facilities で、

センター center、附属学校 attached school, 研究所・院 institutes が含まれる。一方、英

語圏大学等では、学部・大学院組織内外に設置された教育、研究及び支援組織の総称とし

て centers and institutes がよく使われている。これらの英文表記は、所轄分野を Center の

前に置くか、Center for として後に置くかにより、例えば、グローバル教育センターは Global 
Education Center、又は Center for Global Education となる。同様に、付属施設も、前置

詞 for や of を介して、活動内容を示すことが可能である。日英語表現のニュアンスは異なるが、

用語選択の自由度は両語共に高い。 
 これらの教学組織を統括するのは前述した上級管理職員Senior Administrative Officers
である。まず、学部長、研究科長の英語表記は何れもDeanで、Dean of the College of Arts 
and Sciences（教養学部長）等となる。学科長と学位プログラムの専攻長は各々Department 
Chair (Head)、 Program Director である。一方、研究所、センターなど附属施設等を統括

（direct）する職位の英語名称はDirectorやDeanが使われており、特に前者は、大学に限ら

ず、民間（private）、政府（government）、NGO（Non-governmental organization）等各

セクター（sector）で共通に用いられている職位名称である。特に規模が大きい組織では、ディ

レクターの上に、統括ディレクター（executive director）を置くケースもある。 
 学長や副学長と同様に、補佐する職位名称も executive, vice, deputy, interim, associate, 
assistant、senior 等を付記することにより、Executive Director of the Center for Global 
Education、associate director of study abroad, assistant dean of learning abroad等々、

多彩な「肩書き」を作り出すことが可能である。 
 
事事務務組組織織 AAddmmiinniissttrraattiivvee  DDiivviissiioonnss    
大学の教育研究をサポートし、教学組織の事務局としての役割を担う事務組織の部署は、英

語では department, division, office, unit 等で表現され、日本のように「部門、部、課、室、

係」という階層を厳密に反映した定型的な用語は特にない。極端なことを言えば、ほぼ全ての

部署名が Office of～あるいは～Office で表現することも可能である。この場合、各 Office の

階層は HP 上や機構図で対外的には明らかなので、あとは～の部分に業務分野を明示しさえ
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 筆者が以前教鞭を執っていた米国ニュージャージー州の公立大学は規模が大きく、学部に

facultyと collegeを併用していたが、現在は時代の趨勢か概ね schoolの下に複数の college、
さらに複数の department という学部構成になっている。一方、学科  (academic) 
department を構成する専攻課程は（academic）programs と表現される。後述の事務部門

に使う administrative と対比する意味で、academic を付記する場合もある。 
 大学院 は The Graduate School と総称で表わす場合と、研究科も同時に表記に反映させ

るために、of の後に専攻分野を付記して、例えば大学院教育学研究科であれば Graduate 
School of Education とする場合がある。専門職大学院は Professional School が総称で、さ

らに専門分野別の名称として、MBA を授与する経営管理研究科（ビジネス・スクール）は

business school, 法学研究科（法科大学院）は law school、教職大学院は Teachers 
College 等がある。研究科を直訳調に Research Division としたり、総称的な academic unit 
としたりする機関もあるが、日本特有の言い回しであろう。以上の他、研究科を構成している学

科、専攻課程は学科と同様に各々department, program である。 
 センターと附属施設の英語訳として通常使われるのは、centers and attached facilities で、

センター center、附属学校 attached school, 研究所・院 institutes が含まれる。一方、英

語圏大学等では、学部・大学院組織内外に設置された教育、研究及び支援組織の総称とし

て centers and institutes がよく使われている。これらの英文表記は、所轄分野を Center の

前に置くか、Center for として後に置くかにより、例えば、グローバル教育センターは Global 
Education Center、又は Center for Global Education となる。同様に、付属施設も、前置

詞 for や of を介して、活動内容を示すことが可能である。日英語表現のニュアンスは異なるが、

用語選択の自由度は両語共に高い。 
 これらの教学組織を統括するのは前述した上級管理職員Senior Administrative Officers
である。まず、学部長、研究科長の英語表記は何れもDeanで、Dean of the College of Arts 
and Sciences（教養学部長）等となる。学科長と学位プログラムの専攻長は各々Department 
Chair (Head)、 Program Director である。一方、研究所、センターなど附属施設等を統括

（direct）する職位の英語名称はDirectorやDeanが使われており、特に前者は、大学に限ら

ず、民間（private）、政府（government）、NGO（Non-governmental organization）等各

セクター（sector）で共通に用いられている職位名称である。特に規模が大きい組織では、ディ

レクターの上に、統括ディレクター（executive director）を置くケースもある。 
 学長や副学長と同様に、補佐する職位名称も executive, vice, deputy, interim, associate, 
assistant、senior 等を付記することにより、Executive Director of the Center for Global 
Education、associate director of study abroad, assistant dean of learning abroad等々、

多彩な「肩書き」を作り出すことが可能である。 
 
事事務務組組織織 AAddmmiinniissttrraattiivvee  DDiivviissiioonnss    
大学の教育研究をサポートし、教学組織の事務局としての役割を担う事務組織の部署は、英

語では department, division, office, unit 等で表現され、日本のように「部門、部、課、室、

係」という階層を厳密に反映した定型的な用語は特にない。極端なことを言えば、ほぼ全ての

部署名が Office of～あるいは～Office で表現することも可能である。この場合、各 Office の

階層は HP 上や機構図で対外的には明らかなので、あとは～の部分に業務分野を明示しさえ

すれば事が足りる。このため、例えば office か department を使うかの用語選択の自由度が

高く、大学に拠って異なる。従って、日英語を厳密に対応させることは現実的ではないが、そ

れでも、本稿では、以下のように、事務業務の系列ごとに日英語のマッチングを試みた。 
 
総務部  General Affairs Department  
 総務課 General affairs office 
 ・秘書（室）Office secretaries 
 ・学内行事・委員会係 Events and committees section 
 ・法務係 Office of legal affairs 
 人事課  Office of Human Resources  
 ・福利厚生係 Fringe benefits section 
 広報室 Public relations (PR) Office 
国際部 Office of International Relations  
財務部 Finance and Treasury Department 
 予算課  Budget office 
 会計課  Accounting 又は Accounts section 
 契約課  Procurement services (purchasing) office 
入試部 Admissions office 
教務部 Registrar’s office 
 教務課 Academic affairs section 
学生部 Student Affairs Department 
 学生支援課 Student services section  
 ・奨学金係 Financial aid office 
 ・保健室   Health service (又は infirmary) office 
 ・課外活動 Student (extracurricular) activities 
 ・学生寮係 Housing office 
 就職支援室 Career services office 
 留学支援課 Study abroad support section 
 ・外国人留学生係 International student services office 
 ・海外留学支援係 Study abroad and exchange programs office 
研究支援部 Research support services department 
・研究支援課 research support services section 
・社会連携課 External relations office 
施設部 Facilities Management Department 
学術情報部 Department of Academic Information 
・学術情報課 Academic information section  
・情報システム課 Information services section 
医療支援部 Medical services department 
 
総務部はジェネラリストを重視する日本特有の部署とも言われるが、実際は、スペシャリストを
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重視する海外にも実在し、Department of General Affairs 等と表現される。このように名称

が長い場合には、Department やOfficeを最初に置くことで、英語としてのバランスが取れる。

法務は Legal Affairs で、比較的規模が大きな大学に設置されている。例えば、大学間の学

術交流協定書の草稿が出来上がると、この部署に回され、内容を厳しくチェックされるため、時

間を要する。例えば、筆者が以前担当した米国州立大学との協定締結交渉では、一旦は担

当者の間で内容の合意に至っても、legal office を経て数ヶ月以上かかったりする。 
 入試は直訳すると entrance examination だが、実際の英語表現は入学許可の意の

Admission が広く使われている。これは、日本などアジアの一部では出願者に希望大学での

入学試験を課すが、他国・地域では概ね出願書類と電話面接等で入学可否を決定することが

背景にあり、この意訳の方が国際通用性もある。AO 入試は Admissions Office の略語を付

記した和製語（日英語混在なので「和製英語」という言い方は避けた）である。関連して、英語

圏では通常、オープンキャンパスを open house と呼んでいる印象がある。 
 教務は直訳すると academic affairs だが、英語圏では一般に registrar’s officeと名付けら

れる、履修登録 course registration、教育支援 academic support、成績・各種証明書管理 
transcripts & certificates などの業務を行なっている。 
 学生支援系で student service の響きが日本の大学で誤解・敬遠されがちだが、支援の意

の service は、教育 education、研究 research と共に世界共通語である。奨学金係の

financial aid は財政支援の意で、scholarship grant（給付型奨学金）及び student loan
（奨学ローン）を指す。 
 
IIVV..  大大学学のの構構成成員員 CCoonnssttiittuueennttss  
ここでは、大学構成員である教員 faculty、職員 staff 及び学生 students 各々の身分や職位

を表わす日英表現を中心に考察する。  
 
教教員員  AAccaaddeemmiicc  ssttaaffff  
教員の英語名称は一般に faculty 又は faculty member であるが、academic staff、
academic(s) と表現することもある。教員は、事務職員（administrative staff）と明確に区別

される一方で、教育職員（academic staff）であり、欧州諸国等では両語の共通部分の staff
を教職員の総称として用いることもある。教員の各職位の英語表現は、基本的に米国大学に

沿う形で、教授、准教授、講師、助教、博士研究員（ポスドク）を各々professor、associate 
professor、assistant professor、lecturer (instructor)、postdoc とする大学が大勢かと認

識しているが、講師を lecturer、助教を assistant professor とする場合もある。また、米国大

学のケースで instructor を lecturer より上位の職位としたり、senior の称号を付与して例え

ば Senior Lecturer を Lecturer の上位職としたりする場合もある。一方、英国大学では、

professor が最上位であることを除き職位の名称やレベルが異なり、Professor 以下は

Reader, Senior Lecturer, Lecturer の順となる。次頁の表 1 はこれらを整理して比較したも

のである。ちなみに、英語圏大学には、所属教員向けに Faculty Handbook が用意されてい

て、教員の職位や処遇について詳しく記載され公開もされている。本稿でも、教員研修でかつ
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重視する海外にも実在し、Department of General Affairs 等と表現される。このように名称

が長い場合には、Department やOfficeを最初に置くことで、英語としてのバランスが取れる。

法務は Legal Affairs で、比較的規模が大きな大学に設置されている。例えば、大学間の学

術交流協定書の草稿が出来上がると、この部署に回され、内容を厳しくチェックされるため、時

間を要する。例えば、筆者が以前担当した米国州立大学との協定締結交渉では、一旦は担

当者の間で内容の合意に至っても、legal office を経て数ヶ月以上かかったりする。 
 入試は直訳すると entrance examination だが、実際の英語表現は入学許可の意の

Admission が広く使われている。これは、日本などアジアの一部では出願者に希望大学での

入学試験を課すが、他国・地域では概ね出願書類と電話面接等で入学可否を決定することが

背景にあり、この意訳の方が国際通用性もある。AO 入試は Admissions Office の略語を付

記した和製語（日英語混在なので「和製英語」という言い方は避けた）である。関連して、英語

圏では通常、オープンキャンパスを open house と呼んでいる印象がある。 
 教務は直訳すると academic affairs だが、英語圏では一般に registrar’s officeと名付けら

れる、履修登録 course registration、教育支援 academic support、成績・各種証明書管理 
transcripts & certificates などの業務を行なっている。 
 学生支援系で student service の響きが日本の大学で誤解・敬遠されがちだが、支援の意

の service は、教育 education、研究 research と共に世界共通語である。奨学金係の

financial aid は財政支援の意で、scholarship grant（給付型奨学金）及び student loan
（奨学ローン）を指す。 
 
IIVV..  大大学学のの構構成成員員 CCoonnssttiittuueennttss  
ここでは、大学構成員である教員 faculty、職員 staff 及び学生 students 各々の身分や職位

を表わす日英表現を中心に考察する。  
 
教教員員  AAccaaddeemmiicc  ssttaaffff  
教員の英語名称は一般に faculty 又は faculty member であるが、academic staff、
academic(s) と表現することもある。教員は、事務職員（administrative staff）と明確に区別

される一方で、教育職員（academic staff）であり、欧州諸国等では両語の共通部分の staff
を教職員の総称として用いることもある。教員の各職位の英語表現は、基本的に米国大学に

沿う形で、教授、准教授、講師、助教、博士研究員（ポスドク）を各々professor、associate 
professor、assistant professor、lecturer (instructor)、postdoc とする大学が大勢かと認

識しているが、講師を lecturer、助教を assistant professor とする場合もある。また、米国大

学のケースで instructor を lecturer より上位の職位としたり、senior の称号を付与して例え

ば Senior Lecturer を Lecturer の上位職としたりする場合もある。一方、英国大学では、

professor が最上位であることを除き職位の名称やレベルが異なり、Professor 以下は

Reader, Senior Lecturer, Lecturer の順となる。次頁の表 1 はこれらを整理して比較したも

のである。ちなみに、英語圏大学には、所属教員向けに Faculty Handbook が用意されてい

て、教員の職位や処遇について詳しく記載され公開もされている。本稿でも、教員研修でかつ

てお世話になった米国コーネル大学の Faculty Book4も合わせて参考にした。 
表 1 教員職位の日英語比較 

日本 米国 英国 
教授 Professor (Full) Professor 
准教授 Associate Professor Reader 
  Senior Lecturer 
講師 Assistant Professor Lecturer 
助教 Instructor  
 Senior Lecturer  
 Lecturer  
 Research Associate  Research Fellow 
博 士 研 究 員

(ポスドク) 
Postdoc Research Assistant  

Postdoc 
文科省（2004）、増田（2019, p.148）, European University Institute(2019)を参考に作成 
 
 表 1 に記載していない職位のうち、名誉教授は professor emeritus 又は emeritus 
professor、また保健医療分野の教員職位である clinical professor は任期付の臨床教授で

教育が主業務となるようである。助手は、2000年半ばの法改正以後は極めて多様な意味合い

を持ち得る職位に変容し、大学により扱いも異なる。助教の前段階の教員職階として導入する

機関もあれば、研究助手として定年を迎えるキャリアパスも存在する。また、助手には、TA や

RA もあり、後者は Residence Assistant の意もあるが、いずれの場合も大学院生が担う。 
 教員の雇用形態については、終身雇用が tenured, 終身雇用の資格を有する

tenure-track、非テニュアトラック non-tenure track positions に分かれる。例えば、米国の

場合 assistant professor が tenure-track で 6～7 年の審査を経て、終身雇用の associate 
professor となり（ロバーツ・竹内、2017）、更に業績を積めば professor 昇任への道が開かれ

ている。ちなみに、professorは准教授に留まらない完全な教授ということで、full professorと
も呼ばれる。これらの教員職位に、adjunct, visiting などを付記すると、visiting scholar 客

員教員、adjunct faculty (米)/part-time lecturer 非常勤講師と各々なる。日本の大学に

特有と思われる特任教授は specially-appointed professor と直訳調に表現されている。外

国人（外国籍）教員は international/foreign/foreign-born faculty などとなるが、

non-Japanese faculty という言い回しもある。これらの任期付教員は fixed-term faculty とも

称されている。 
 教員職位に専門分野を付記する場合は、組織表記と同様に専門分野名を of の後に置く形

と of を介さずに直接前に置く形がある。具体的には professor of psychology 心理学教授、

professor of sociology and anthropology 社会学・文化人類学教授、Biology and ecology 
associate professor生物学・生態学准教授、Engineering and urban planning faculty工
                                                   
4 Cornell University Faculty Handbook: 
http://theuniversityfaculty.cornell.edu/dean /the-rules/faculty-handbook-2/ （2019
年 11 月 22 日閲覧） 
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学及び都市計画専門教員、humanities professors 人文系教授等様々な例が見られる。 
 
 
職職員員  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  
事務職員を表わす英語表現は administrative staff、support staff、administrative 
assistant, officer, administrator など多様である。このうち administrator は学長等を含む

行政職員の総称としても使われるが、通常は上級職員を示唆する用語なので、誤解を避ける

意 味 で は administrative staff 等 が 適 切 で あ ろ う 。 事 務 補 佐 員 は assistant 
administrative staff 等と表現できる。施設や情報システム等の技術職員は technical staff
である。雇用形態別では、正規職員 permanent staff、契約職員 contract staff、そして、非

常勤職員 part-time staff、派遣職員 temporary staff/temp (staff) と表現されている。正

規職員の意で日常的に用いられるプロパー（proper）は英語に該当表現が見当たらず和製英

語と思われる。 
 ところで、海外大学では、一般に職種が学歴、専門分野、経験年数により職務が細分化され

ており、職員は専門分野の知見や経験のある専門職員・スペシャリスト professional staff とし
て雇用されるので、キャリア志向が強く流動性も高い。それに対して、日本の事務職員は一般

にジェネラリスト・総合職員 generalist として雇用され、在籍年数 length of service や年齢に

基づく年功序列seniority systemの慣行により、1つの分野ではなく、様々な分野を経験しな

がら昇任し、行政職としてのキャリアを積んでいく。 
 従って、前述の事務組織と比べると、日英表現の比較はある意味至難の業だが、解決策とし

て、例えば職位を表現する場合に、日本の事務組織の各部署は専門分野別であることを活用

して部署名を職位に直接冠する方法がある。例えば、奨学金担当者であれば financial aid 
officer、学生支援課長であれば、student services manager、同課の奨学金担当係長が

financial aid officer/manager 又は職位名と部署名を併記して、Manager, Division of 
student services、研究支援課職員であれば Staff, Research support services section な

どとすれば対外的に明確となろう。 
 事務職員は教育職員と同様に、昇任等身分の状況に応じて assistant （補佐） , 
associate/vice（副、次）, deputy（代理）, acting（臨時代理）、interim（臨時）等を付記して、

係長 assistant manager、課長 section manager、更に副部長／次長 associate 
(administrative) director、部長 administrative director と表現することができる。事務方

トップの事務局長は Executive administrative director となろうが、英国では Registrar と

称する（隅田、2004、p. 76）。ただ、registrar は米国では教務担当職員なので要注意であ

る。 
 国際高等教育の世界では、教壇を完全に離れて教員から専任の管理職員になる者もいる。

前述 SUNY の知人で、学生との別れを惜しみながらも仏文学教授から行政職 Associate 
Director へと舵を切った女性職員やロシア研究の専門家として尽力した後、国際教育プログ

ラムの Director となり、数年後更にアゼルバイジャンの大学学長に転職した男性職員、米国

南部の大学で７年勤務した後にSUNYに来た専門職員等々、例を挙げればきりがないが、教

職員の流動性が高いことは確かなようである。 
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非正規学生の英語表現は、科目等履修生が visiting students、研究生が research 

students、聴講生が auditing students、協定大学からの交換留学生（交換学生）が

exchange students と各々なる。ただ、日本の大学は交換学生を特別聴講（学）生 special 
auditing students の身分で実際は受け入れるため、同様の身分の国内学生と何ら区別がな

い。用語解釈上の混乱を避けるためにも、本来であれば、外国人特別聴講生 foreign special 
auditing students とすべきであろう。この他、前述の TA・RA の他、student assistant 
(SA) 等在学中に非常勤職員として、事務組織等で働く者もいる。米国大学では SA としての

経験がそのままキャリアパスに繋がったりする。 
 加えて、米国では高校卒業後時間を経て進学する 25 才以上の学生の意で

non-traditional students という表現があり、高校卒業後すぐに進学する traditional 
students と対比される。筆者も以前米国の州立大学で日本語教育に携わっていた頃、教え

子に小学生の娘さんと同伴で出席していた母親学生や夜間にフルタイムの仕事をも持つ勤労

学生がいたことをよく覚えている。実際に米国では、このような non-traditional students の

比率が高いようである。白人学生 white students が多数派 majority である米国の大学では、

アジア系、アフリカ系、ヒスパニック系など少数派の学生は minority students として言及され

る。人種のるつぼである米国各大学の公開データには人種別の在籍学生比率がたいてい掲

載されており、出願者や保護者が参考にしている。多文化共生社会に確実に向かっている日

本の大学もいずれそのような統計を入試広報資料に活用する日が訪れるだろうか。 
 最後に、出願から入学卒業に至るまでの各段階の身分の呼称にも言及しておきたい。改め

て追ってみると、実に多岐に渡ることに新鮮な驚きを感じる。以下、順番に列挙してみる。 
 
受験生 Prospective students、future students 
志願者（出願者） Applicants 
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入学許可者（合格者）Admitted students (Accepted students) 
新入生 Incoming students 
継続学生 Continuing students, returning students 
休学者 Students who have submitted a leave of absence 
復学者 Returning students, returnees 
在学生 Current students／在籍学生 Enrolled students 
1 年生 First-year students (Freshmen) 
2 年生 Second-year students (Sophomore) 
編入学生 Transfer students 
3 年生 Third-year students (Junior) 
4 年生 Fourth-year students (Senior) 
卒業見込者 Graduating students 
卒業生（OB･OG） Graduates（alumni）／同窓会組織 Alumni associations 
 
VV..  おおわわりりにに  
高等教育関係者にとって、コミュニケーション・ツールとしての日英語の役割は今後益々重要

になってくる。執行部は勿論のこと、専門分野のスペシャリスト（content specialists）である教

員、行政のジェネラリスト（administrative generalists）である職員にとって、国際高等教育

用語を解釈し理解しようとする姿勢は国際舞台では欠かせない。文化や価値観、教育制度の

相違から生じるミスコミュニケーションを乗り越えて、よりよい仕組み作りのために相手方と同じ

土俵で協働する過程で、「ことば」は重要な鍵となる。限定的ながら、本稿での考察が多少なり

とも高等教育研究・実践の一助となれば誠に幸いである。 
 
参参考考文文献献  
アキ・ロバーツ・竹内洋（2017）．『アメリカの大学の裏側「世界最高水準は危機にあるのか」』．

東京：朝日新聞出版． 
Cornell University Faculty Handbook http://theuniversityfaculty.cornell.edu/dean 

/the-rules/faculty-handbook-2/ （2019 年 11 月 22 日最終閲覧） 
European University Institute (2019). Academic ranks in the United Kingdom  

<https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/
AcademicCareersbyCountry/UnitedKingdom#Higer>（2019年 11月 14日最終閲覧） 

羽田貴史（2019）「高等教育研究の制度化と大学教育センター」『名古屋高等教育研究』第

19 号、5 – 16 頁． 
増田直紀（2019）．『海外で研究者になる 就活と仕事事情』．東京：中央公論新社． 
文部科学省（2004）．「諸外国における大学教員の職の在り方について（参考資料）」中央教

育審議会大学分科会（平成 16 年 12 月 9 日）．<https://www.mext.go.jp/b_menu 
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隅田英子（2004）．「英国の大学職員～Staff Developmentという視点からの一考察」 大場
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研究フォーラム 

IImmppoorrttaannccee  ooff  GGeeooggrraapphhiiccaall  NNaammeess  ffoorr  
IInntteerrpprreetteerrss  

  
Department of British and American Studies 

Hiromi SODEKAWA 
 

   This is a full version of the script for the author’s presentation1 at the 
international conference of Language, Individual and Society organized by Science 
and Education Foundation on August 27th, 2019 in Burgas, Bulgaria. Due to the 
technical reason for check-in at the Narita Airport, however, she had to cancel the 
attendance.  
 
1. Cover Page  
2. Outline of the Presentation 

Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me today.  
   I am Hiromi Sodekawa, an associate-professor at Aichi Prefectural University of 
Japan.  But as an experienced broadcast interpreter rather than a teacher today, I 
will discuss that professional interpreters also need to be aware of the importance of 
geographical names when they translate politically sensitive matters. This is 
because certain words and notations stand for a specific stance on the issues.  
   In order to demonstrate the sensitiveness of geographical names, I will pick 3 
cases: one from Japan, Asia, another from Europe and South America, and the last 
one, which is not related to territorial disputes. 
 
3. Broadcasting Interpreter 
    Before getting into the subject, let me briefly explain what professional 

broadcasting interpreters do in Japan. 
I am not sure whether or not this 
category exists in other countries. A 
public broadcasting corporation called 
NHK in Japan has regular news 
programs of UK’s BBC, US’s ABC and 
Bloomberg, as well as other main 
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broadcasting stations of China, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, the 
Philippines, Vietnam, India, Australia, Germany, France, Spain, Russia, Brazil, 
Turkey, and Quatar’s Aljazeera with Japanese translation in voice overs. These 
programs demonstrate different views and perceptions on the global issues by each 
country or each broadcasting station. Japanese viewers enjoy them in their own 
language. On top of it, NHK and other private broadcasting corporations air, for 
example, breaking news of terror incidents, US President’s speeches such as 
inaugural address, and players’ or head coaches’ victory speeches of Football World 
Cup, Tennis Grand Slams and so forth with simultaneous Japanese translation. 
Japanese viewers enjoy the programs through the translation. I have yet to find 
similar attempts to these in other countries’ and regions’ news broadcasting.  
  In addition, NHK has a variety of foreign language educational programs. These 
suggest how much Japanese people have interest in and passion for other counties 
and regions, cultures, and languages. That does not necessarily mean that they are 
excellent at foreign languages, though. 
   This picture (in Slide 3)1 shows one shot of Hong Kong TVB’s news screen. My 
name as an interpreter is written in Chinese characters at the lower left. 
 
4. Senkakus vs. Diayus vs. Tiaoyutai  
   Then let me discuss the first case as mentioned above. It is about a dispute over 
a group of uninhabited islands, known to the Japanese as the Senkakus, to the 

Chinese as the Diaoyus, and to the 
Taiwanese as the Tiaoyutai. This 
issue is vehemently debated mainly 
between Japan and the mainland 
China, rather than among three 
entities, while Taiwan’s status itself 
is not universally agreed in the 
international community. Many 
countries accept that it belongs to 
China, but some keep diplomatic 
relations with Taiwan. In this 
presentation, therefore, let me focus 
on just the two-way dispute between 
Japan and China.  
   The picture (in Slide 4) shows 
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where they are located. Many people including Japanese may not really know of 
this area.  
   When translating stories related to the islands dealt with by other countries’ 
broadcasting stations, such as Hong Kong TVB, which I have shown in Slide 3, 
interpreters are instructed to juxtapose these two names to the Japanese audience, 
especially at NHK, even though, for example, Hong Kong TVB does not utter a word 
of the Senkakus. Japanese government does not acknowledge the existence of the 
“territorial dispute” over these islands, saying that they unequivocally belong to 
Japan. Period. This is because they purchased the three islands of the Senkakus 
from a Japanese private owner in 2012. Although this nationalization process 
caused a huge opposition from China, broadcast interpreters in Japan must not use 
the word “territorial” on this issue. All they can say is a “dispute over the islands”. 
They are not prohibited to say what kind of disputes they are having. It may not 
sound much different and be just a nonsensical trick to the other countries’ viewers. 
But neither of Japan nor China do want to budge an inch over the islands so that 
interpreters are demanded to take an extra care. Therefore, they are not allowed to 
put the words in the original language into the target language as they have just 
heard. 
 
5. A Cover of The Economist  
  This is a cover of September 22nd, 2012 Issue of The Economist, with a caption: 
“Could China and Japan really go to war over these?” It points out tiny unpopulated 

islands with a response from a turtle, “Sadly, 
yes.” Its message is clear: waging war is 
ridiculous. Chinese legend says turtles have 
spiritual powers including foreseeing the 
future, because they have longevity. We hope 
their prediction will not come true2. 
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6. Falkland Islands vs. Malvinas 
   The second case involves the 
isolated and sparsely-populated 
Falkland Islands, a British overseas 
territory in the south-west Atlantic 
Ocean. The windswept and 
almost-treeless territory is made up 
of two main islands, East Falkland 
and West Falkland, as well as 
hundreds of smaller islands and 
islets. 
   It is still the subject of a 
sovereignty dispute between Britain 
and Argentina, who waged a brief but 
bitter war over the territory in 1982. 
At that time, Argentine forces landed 
on what they call the Malvinas to stake a territorial claim. But they were ejected by 
a British military task force. The British prime minister at that time, Mrs. (later 
Baroness) Thatcher, enjoyed the reputation of being an iron lady. Argentina insists 
it has a right to the islands, because it inherited them from the Spanish crown in 
the early 1800s. It has also based its claim on the islands' proximity to the South 
American mainland.  
   However, Britain asserts their legitimacy on a basis of its long-term 
administration of the Falklands and the principle of self-determination for the 
islanders, who are almost all of British descent. So, the residents want to belong to 
Britain. 
   This is a map I have found through googling. As you see, the atlasmap exhibits 
only the Folklands, not the Malvinas, suggesting the map takes a pro-British stance 
for this matter. 
  
7. Territorial Disputes 

These two cases are only a part of the territorial disputes in the world, which are 
more than 50 cases in total. Why are they created? 

 
1) National boundaries are drawn in the map of the world, but not all the countries 

accept them. Even though internationally recognized, some of them cause 
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territorial disputes and other troubles among neighboring countries sharing the 
borders. 

2) Main reasons for the disputes are i) natural resources, ii) arbitrarily defined 
borders by the third parties, iii) power of balance changing in the global 
circumstances, and iv) domestic political situation changing or ethnic conflicts 
occurring in the associated countries. 

3) Territorial disputes should be resolved diplomatically, but they are often settled 
militarily as well. 
 
Consequently, geographical names demonstrate clearly each party’s claim over 

the territorial disputes.  
 

8. Burma vs. Myanmar 
   The third case has nothing to do with territorial disputes. “Should it be Burma 
or Myanmar?” is a question. 
Both words in fact mean the 
same thing: Myanmar is the 
formal term whereas Burma is 
the informal everyday term. So, 
when people are writing for 
publication, they are likely to 
use Myanmar, but for speaking 
they use Burma. Its ruling 
military junta renamed the 
country from Burma to 
Myanmar in 1989, a year after 
the suppression of a popular 
uprising. Rangoon also became 
Yangon. It reflects the notion 
that literary language is 
master, and adopting the 
traditional, formal name is an 
attempt by the junta to break 
from the colonial past. The 
change was recognized by the United Nations, and by countries such as France and 
Japan, but not by the United States and Britain. The British government supports 
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Burma's democracy movement which does not accept the legitimacy of the military 
regime to change the official name of the country, and prefers the “old” colloquial 
name Burma. So, while working for BBC World Service as an interpreter, the 
author was instructed to use Burma rather than Myanmar. However, following a 
democratization process initiated in 2010, BBC began to use Myanmar and Yangon 
around 2014. Myanmar became no longer a symbol of the military regime. 
 
9. Conclusion 
   As discussed here, we can find what notations are accepted or used reflects 
dynamics of domestic or global power politics of that time. They are constantly 
changing. 
   While language and interpreting skills are essential for professional interpreters, 
interpreters also need to have basic general knowledge in every field, in the mother 
tongue and the target language, regardless of what subjects are being interpreted. 
But they are not enough. When it comes to politically sensitive issues in the world, 
interpreters are required to take an extra care of choosing words for translation. 
   Interpreters cannot be either activists or representatives of any particular 
ideology or mediators or negotiators of conflict. But they might be influencing a 
discussion, even though they are expected to be neutral and objective in translation. 
Therefore, to stay more neutral and be a better communicator, interpreters need to 
know the significance of the matters of notations. 
 
Notes 
1. The numbering of chapters refers to the number of power point slides.  
2. Japan faces other disputes such as the Northern Territories and the Kuril 

Islands to the Russian, and Takeshima to the Japanese and Dokdo to the South 
Korea. These are considered disputed territories. Japan negotiates with Russia 
to return at least two of the Northern Territories which have been taken and 
occupied by Russia since the end of WWII. This largest pending concern 
prohibits Japan and Russia from signing a peace treaty.  
   As Takeshima or Dokdo, it is de facto South Korea’s because South Korea 
controls it. Until the 20th century, no one was interested in these uninhabited 
rocks. But it turned out that they have a considerable amount of natural gas 
underneath. Then it became an issue. 

 
References 
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令令和和元元年年度度通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所活活動動報報告告  

NNoo..  活活動動内内容容  開開催催日日  開開催催場場所所  参参加加者者数数  

1 
通訳翻訳研究所定例講演会第七回 
“翻訳と日本語力－文章力を究めるには 

何が必要か－” 

6 月 26 日(水) 
学術文化交流センター 

小ホール 
76 名 

2 
シリーズ・ワークショップ《翻訳》第１回  
“文章力を鍛える” 

6 月 26 日(水) 
学術文化交流センター 

小ホール 
30 名 

3 

SIG on Phonetics & 通訳翻訳研究所 
特別ワークショップ 
“21 世紀 ELF 時代に対応する英語 
音声の認識とは？” 

11 月 21 日(木) S101 講義室 111 名 

4 
通訳翻訳研究所定例講演会第八回 
“司法・法廷通訳における社会言語的考察” 

1 月 16 日(木) 
学術文化交流センター 

小ホール 
84 名 

5 
“言語が活かされるキャリアセッション” 
シリーズ Professional Words & World 
第 1 回 翻訳の仕事と英語 

 1 月 23 日(木) 
学術文化交流センター 

小ホール 
56 名 

6 
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） 

2 月 07 日(金) 
～ 

3 月 06 日(金) 
サテライトキャンパス 不開講 
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１１．．  公公開開講講演演会会のの開開催催  
  
通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所定定例例講講演演会会第第七七回回  
翻翻訳訳とと日日本本語語力力－－文文章章力力をを究究めめるるににはは何何がが必必要要かか－－  

日時：     令和元年 6月 26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：     川井 龍介 （ジャーナリスト・著述家） 

司会：     袖川 裕美 （副研究所長） 

参加者数：  76名 
 
概要：  本講演は二つのテーマで構成されていた。第一は正しく伝わる文章を書くには

どうしたらよいか、第二は川井氏自身の翻訳体験についてである。 
まず、第一のテーマについては、「伝わらない文章は誰にも読んでもらえない」と

いう当たり前の事実を示し、公文書などの具体例をあげながら、正しく分かりやす

い文を書くためのポイントを示した――①テーマを明確にする；②大事なことから

伝える；③最終的に読者が見るのは表現された文字だけである；④事実と自分の

判断や考えを分ける；⑤理解していないことは書かない等。 
次に、第二のテーマ、川井氏が手掛けた新訳書『ノーノー・ボーイ』（ジョン・オカ

ダ著／旬報社／2016 年）の再翻訳体験についての話が展開された。英語力の大
切さは言うまでもないが、それだけでは解釈しきれない文章があり、文化や時代背

景への調査が鍵となる。これらについて、具体例を伴なう興味深い説明があった。 
著名な第一線級の翻訳者が熱意を込めて直に語る体験談から参加者が得られ

るものがいかに大きいかを感じさせてくれる良質の講演であった。 
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通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所定定例例講講演演会会第第八八回回  
司司法法・・法法廷廷通通訳訳にに関関すするる社社会会言言語語学学的的考考察察  

日時：     令和 2年 1月 16日（木）13：00～15：00 

場所：     学術文化交流センター2F 小ホール 

講師：     吉田 理加 （立教大学大学院兼任講師） 

司会：     大森 裕實 （研究所長） 

参加者数：  76名 
 
概要：  本講演は吉田氏が客員共同研究員を務める本研究所の特定課題プロジェクト

「通訳に関する社会言語学的考察」の中間報告を兼ねたものである。 
まず、「通訳」と「翻訳」の共通点と相違点を認識した後に、通訳者に必要とされ

る知識・能力とスキルが何かを基礎的知識として確認したうえで、通訳トレーニング

の方法について説明と実践があった。 
次に、本題であるコミィニティ通訳の一環としての司法・法廷通訳の特徴につい

て解説がなされ、また、当該場面における問題点――言われたとおりに言語化す

ることが正確な通訳なのかについて検討が加えられた。正確に通訳するとは、原

発話を削除・省略・追加・編集をせずにありのままに訳出し、原発話の丁寧度やレ

ジスターも忠実に訳出することである。換言すれば、“語用論的等価性”を保持し

た通訳に配慮することが肝要であり、それこそが法廷通訳者の役割である。黒衣

（導管）に徹しながらもコミュニケーターとしての役割を意識することが強調された。 
本講師自身が通訳現場で直面したいくつもの実例を挙げての精力的な話は興

味深く、通訳者の登龍門ともいうべき司法通訳／法廷通訳について理解を深める

ことができた良質の講演であった。 
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２２．．ワワーーククシショョッッププのの開開催催

  
ⅠⅠ．．シシリリーーズズ・・ワワーーククシショョッッププ《《翻翻訳訳》》〈〈第第１１回回〉〉  

““文文章章力力をを鍛鍛ええるる””  
ⅰ）日程――令和1 (2019)年6月26日（水）15:00～ 
ⅱ）場所――本学「学術文化交流センター」小ホール 
ⅲ）参加者―30名 
ⅳ）講師――川井龍介氏（ジャーナリスト・著述家）

ⅴ）内容――①課題作文―(i) 自分が住む家の最寄りの駅周
辺についての説明文；(ii)「声」についてのエッセイを書く；
② 
(i)と(ii)の作文アプローチの相違点解説；③添削と講評 

ⅡⅡ．．SSIIGG  oonn  PPhhoonneettiiccss共共催催特特別別ワワーーククシショョッッププ  
““2211世世紀紀EELLFF時時代代にに対対応応すするる英英語語音音声声のの認認識識ととはは？？””  

ⅰ）日程――令和1 (2019)年11月21日（木）13:00～ 
ⅱ）場所――本学S101講義室 
ⅲ）参加者―111名 
ⅳ）講師――長峯貴幸氏（名古屋外国語大学専任講師）

ⅴ）内容――①伝統的な英語発音教育EFL観とELF時代

に目指すべき英語発音の特徴；②ELFリスナーとしてで

きること〈“話すための音声学”から“聞くための音声

学”へ〉解説；③質疑応答 

ⅢⅢ．．言言語語がが活活かかさされれるるキキャャリリアアセセッッシショョンンPPrrooffeessssiioonnaall  WWoorrddss  
&&WWoorrlldd  〈〈第第 11回回〉〉  ““翻翻訳訳のの仕仕事事とと英英語語””  

ⅰ）日程――令和2 (2020)年1月23日（木）13:00～ 
ⅱ）場所――本学「学術文化交流センター」小ホール 
ⅲ）参加者―56名 
ⅳ）講師――堀川恵氏（2014.3卒2016.3院卒, 大学講師）

福田萌氏（2016.3卒,  ㈱エスケーワード） 
ⅴ）内容――①両氏ともに英米学科の卒業生で、翻訳会社

に就職し、翻訳コーディネーターとして活躍；②翻訳CO
について、堀川氏は負の側面を指摘し、福田氏は正の側

面を強調：③翻訳演習と質疑応答

 
 
★★社社会会的的貢貢献献（（ボボラランンテティィアア通通訳訳））  
松松下下景景那那さん（英米学科3年生／EICコース履修）が22001199年年GG2200外外相相会会合合（2019.11.22‐23）

に関連するイベント（メディアセンターにおける愛知県の魅力展示スペースでの案内・通訳・展示
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““2211世世紀紀EELLFF時時代代にに対対応応すするる英英語語音音声声のの認認識識ととはは？？””  

ⅰ）日程――令和1 (2019)年11月21日（木）13:00～ 
ⅱ）場所――本学S101講義室 
ⅲ）参加者―111名 
ⅳ）講師――長峯貴幸氏（名古屋外国語大学専任講師）

ⅴ）内容――①伝統的な英語発音教育EFL観とELF時代

に目指すべき英語発音の特徴；②ELFリスナーとしてで

きること〈“話すための音声学”から“聞くための音声

学”へ〉解説；③質疑応答 

ⅢⅢ．．言言語語がが活活かかさされれるるキキャャリリアアセセッッシショョンンPPrrooffeessssiioonnaall  WWoorrddss  
&&WWoorrlldd  〈〈第第 11回回〉〉  ““翻翻訳訳のの仕仕事事とと英英語語””  

ⅰ）日程――令和2 (2020)年1月23日（木）13:00～ 
ⅱ）場所――本学「学術文化交流センター」小ホール 
ⅲ）参加者―56名 
ⅳ）講師――堀川恵氏（2014.3卒2016.3院卒, 大学講師）

福田萌氏（2016.3卒,  ㈱エスケーワード） 
ⅴ）内容――①両氏ともに英米学科の卒業生で、翻訳会社

に就職し、翻訳コーディネーターとして活躍；②翻訳CO
について、堀川氏は負の側面を指摘し、福田氏は正の側

面を強調：③翻訳演習と質疑応答

 
 
★★社社会会的的貢貢献献（（ボボラランンテティィアア通通訳訳））  
松松下下景景那那さん（英米学科3年生／EICコース履修）が22001199年年GG2200外外相相会会合合（2019.11.22‐23）

に関連するイベント（メディアセンターにおける愛知県の魅力展示スペースでの案内・通訳・展示

３３．． 研研究究所所ゼゼミミナナーールルのの企企画画  
★★本本講講座座はは諸諸般般のの事事情情にによよりり不不開開講講ととななっったた。。  

  
通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所ゼゼミミナナーールル    
「「通通訳訳翻翻訳訳講講座座－－EELLFF時時代代のの通通訳訳翻翻訳訳にに役役立立つつ言言語語知知識識－－」」  

開講日時： 令和 2年 2月 7 / 14 / 21 / 28日、3月 6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／名古屋外国語大学講師） 

今井 隆夫 （Ph.D.／南山大学教授） 

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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「「通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所」」定定例例講講演演会会第第七七回回  

翻翻訳訳とと日日本本語語力力  

－－文文章章力力をを究究めめるるににはは何何がが必必要要かか－－  
 
愛知県立大学「通訳翻訳研究所」は 2016 年 4 月の開設以来，順調に地歩を固め，活動四年目を迎

えました。 これも偏に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

度定例講演会の第一弾として，ノンフィクションライターとして数多の著述（米国ロングセラーとして有

名な No-No Boy の翻訳を含む）を公刊されている川井龍介氏（ジャーナリスト）を講師にお招きし，翻

訳と文章技術，ひいては，文章力とは何か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。 
令和元年 6 月 12 日  研研究究所所長長  大大森森裕裕實實   

 
【講演要旨】 
正しく，わかりやすく伝わる文章を書くにはどうしたらいいのか。翻訳をはじめ，入社試験などに出題さ

れる作文やさまざまな種類の文章を通して，それを考える――①「伝わる文章とは何か」；②「翻訳と

文章技術～『ノーノー・ボーイ』翻訳例を中心に」。 

 
日日時時  令令和和元元年年 66 月月 2266 日日（（水水））1133：：0000～～1155：：0000  

                （（講講義義 110000 分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  2200 分分）） 

 

会会場場  愛愛知知県県立立大大学学  学学術術文文化化交交流流セセンンタターー（（22FF  小小ホホーールル）） 

内内容容  講講演演  ――――““翻翻訳訳とと日日本本語語力力－－文文章章力力をを究究めめるるににはは何何がが必必要要かか””  

講講師師  川川井井  龍龍介介  （ジャーナリスト・著述家） 
          ※新訳書『ノーノー・ボーイ』（2016）が好評 

 
司会 袖川裕美（副所長） 

対対象象  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（一一般般公公開開） 

参参加加  

  申申込込  

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 

 
主主催催  愛愛知知県県立立大大学学  通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所     

 
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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通訳翻訳研究所

定例講演会第七回

問合せ先 通訳翻訳研究所

日時

場
所

令和元年 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

内容 翻翻訳訳とと日日本本語語力力
－－文文章章力力をを究究めめるるににはは何何がが必必要要かか－－
川井 龍介 氏（ジャーナリスト・著述家）参

加
申
込

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

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所
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「「通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所」」定定例例講講演演会会第第八八回回

司司法法･･法法廷廷通通訳訳にに関関すするる社社会会言言語語学学的的考考察察
 
愛知県立大学「通訳翻訳研究所」は現在3つの特別プロジェクトを実施しています（本研究所年報『こ
とばの世界』第 11号参照のこと）。その第 2プロジェクト「通訳に関する社会言語学的考察」の中間報
告を兼ねて， 新春早々に定例講演会を開催します。講演講師には日本通訳翻訳学会においても活
躍著しい吉田理加氏を迎えました。米国には各州に「法廷通訳者」という資格制度があるほど重要な

分野であり，日本でも近年各国語のリエゾン通訳者の増強が求められています。この機会に「司法通

訳／法廷通訳」について理解を深めてみたいと思います。万障お繰り合わせの上，ぜひご参加くださ

い。 
令和 2年 1月 8日 研研究究所所長長  大大森森裕裕實實  

 
【講演要旨】

司法・法廷通訳において「言われたとおりにそのまま通訳する」ことが「正確な」通訳であるという考え方が

ある。他方で，「言われたとおりにそのまま通訳する」ことが困難な状況も生じている。本講演では，司法・法

廷通訳の仕組みに社会言語学的視点からアプローチし，正確な通訳について事例を紹介しながら検討す

る。さらには，「通訳」も一つのコミュニケーション行為の一つの形態であることを踏まえ，司法・法廷通訳の

役割を社会言語学的に再考する。

 
日日時時 令令和和 22年年 11月月 1166日日（（木木））1133：：0000～～1155：：0000  

（（講講義義 110000分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  2200分分）） 

 

会会場場 愛愛知知県県立立大大学学 学学術術文文化化交交流流セセンンタターー（（22FF  小小ホホーールル）） 

内内容容 講講演演  ――――““司司法法・・法法廷廷通通訳訳にに関関すするる社社会会言言語語学学的的考考察察””
※研究所特別プロジェクト「通訳に関する社会言語学的考察」中間報告

講講師師 吉吉田田 理理加加  （立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科兼任講師／本研究所 
  客員共同研究員／日本通訳翻訳学会特定プロジェクト代表） 

 
司会 大森裕實（本学教授） 

対対象象 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（一一般般公公開開） 

参参加加

申申込込

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 

 
主主催催 愛愛知知県県立立大大学学 通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所  

 
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

令和 年 月 日 木 ～

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

通訳翻訳研究所

定例講演会第八回

司法・法廷通訳における社会言語的考察
吉田 理加
（（立立教教大大学学大大学学院院兼兼任任講講師師／／本本研研究究所所客客員員共共同同研研究究員員））
※※研研究究所所特特別別ププロロジジェェククトト「「通通訳訳にに関関すするる社社会会言言語語学学的的考考察察」」中中間間報報告告
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「「通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所」」

シシリリーーズズ・・ワワーーククシショョッッププ《《翻翻訳訳》》

第第１１回回

文文章章力力をを鍛鍛ええるる

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日日時時 令令和和元元年年 66月月 2266日日（（水水））1155：：0000～～1166：：3300  

((講講義義＆＆演演習習形形式式 9900分分)) 

会会場場 愛愛知知県県立立大大学学 学学術術文文化化交交流流セセンンタターー（（22FF  小小ホホーールル）） 

内内容容 [[ワワーーククシショョッッププ]] ““翻翻訳訳――――文文章章力力をを鍛鍛ええるる””  

講講師師 川川井井 龍龍介介   【㈱毎日新聞社記者，㈱日経ビジネス編集部を経て，フリーラン 
スのジャーナリスト兼ノンフィクションライター／新訳書『ノ 
ーノー・ボーイ』(2016) が好評】 

Moderator 袖袖川川裕裕美美 (副所長) 
対対象象 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 
※同日直前に開催される「定例講演会第七回“翻訳と日本語力―文章力を究める 
には何が必要か”」を受講できる者に限る。 

参参加加申申込込 参加費無料, 事前要予約 (定員 35名／先着順) 
※本件については，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。 

 
 

主主催催 愛愛知知県県立立大大学学 通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所

 
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。愛知県立大学「通訳翻訳研究

所」は2016年4月の開設以来，着実に地歩を固め，活動四年目を迎えることができまし
た。本研究所の目的は，多言語にわたる通訳翻訳の理論的基盤研究と実践的応用研究

を統合し，その成果を学内及び愛知県下の行政及び企業・団体等に還元することにあ

ります。本目的達成のために，外国語学部（英米学科と国際関係学科をブリッジする

EIC [English for Intercultural Communication] 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ACDEP）・
通訳翻訳研究所（IIT）において，通訳翻訳の教育と研究を一貫して行うことにより，
通訳翻訳の研究・教育の充実と良質の通訳者・翻訳者の養成を図ります。そのための

重要な事業の一環として，実務経験豊かな講師による講演会や研究会を定期的に開催

してまいります。  
本年度はシリーズ・ワークショップの一環として，専門性の高い講師をお迎えして

「翻訳――文章力を鍛える」を開催する運びとなりました。指定対象学生の他にも定

員（35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。
令和元年 6月 12日 研研究究所所長長 大大森森裕裕實實
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SSIIGG  oonn  PPhhoonneettiiccss  &&  通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所  
《《特特別別ワワーーククシショョッッププ》》

2211 世世紀紀 EELLFF 時時代代にに対対応応すするる英英語語音音声声のの認認識識ととはは？？  
 
愛知県立大学「通訳翻訳研究所」は現在3つの特別プロジェクトを実施しています（本研究所年報『こ
とばの世界』第 11 号参照のこと）。その一つ「音声理論研究とその通訳養成への応用」の中間報告を
兼ねて，外国語学部 SIG on Phonetics との共同開催で《特別ワークショップ》を開催します。英語の
音声に興味のある方はぜひご参加ください。 

令和元年 11月 12日  研研究究所所長長  大大森森裕裕實實   

 
【講演要旨】 
国際化が進む 21世紀の現代，英語は 1つの国際共通語（English as a lingua franca; ELF）とし
て，異なる母語を話す人々がコミュニケーションをとる際に用いられる主要言語となっています。発音

を学習する際には，ネイティブスピーカーのような発音を目指すのではなく，母語の影響（訛り）を残し

つつも国際的に通じやすい発音を目指すことが現実的かつ必要なことであると指摘されます。一方

で，そうした訛りのある英語をどのように「聞く」のかについては，あまり議論がなされていません。本ワ

ークショップでは，ELF 時代の音声をどのように聞いたらよいのか，実際に世界中で話されている

様々な種類の英語と先行研究を紹介しながら考えていきます。また，ELF 時代において「音声学的

知識」をどのように活用していくべきか，参加者の皆さんと議論を深めたいと思います。 
 
日日時時 令令和和元元年年 1111 月月 2211 日日（（木木））1133：：0000～～1144：：3300  

（（講講義義 7700 分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  2200 分分）） 

 

会会場場 愛愛知知県県立立大大学学（（長長久久手手キキャャンンパパスス））SS110011 講講義義室室 

内内容容 ワワーーククシショョッッププ““2211 世世紀紀 EELLFF 時時代代にに対対応応すするる英英語語音音声声のの認認識識ととはは？？””  
※本研究所特別プロジェクト「音声理論研究とその通訳養成への応用」中間報告

講講師師 長長峯峯 貴貴幸幸（名古屋外国語大学講師／本研究所客員共同研究員） 
            愛知教育大学教育学部卒業，英国ロンドン大学（UCL）言語学修士課程修了 

愛知県立大学では 2 年間 English Phonetics を担当（非常勤講師） 
 司会 大森裕實（英米学科教授） 

対対象象 外国語学部 English Phonetics 及び研究概論（英語学）履修生 
その他，興味のある方はご自由にご参加ください（一般参加可） 
 

参参加加

申申込込

参加費無料, 事前予約不要（定員 200 名） 
※本研究所活動の詳細については，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。 

 

主主催催 愛愛知知県県立立大大学学 SSIIGG  oonn  PPhhoonneettiiccss
共共催催 愛愛知知県県立立大大学学 通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所 

 
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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通訳翻訳研究所 

““言言語語がが活活かかさされれるるキキャャリリアアセセッッシショョンン””  
シシリリーーズズ  PPrrooffeessssiioonnaall  WWoorrddss  &&  WWoorrlldd  第第 11回回  

翻翻訳訳のの仕仕事事とと英英語語  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日日時時  令令和和 22年年 11月月 2233日日（（木木））1133：：0000～～1155：：0000  

                  ((講講演演 9900分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  3300分分)) 

会会場場  愛愛知知県県立立大大学学  学学術術文文化化交交流流セセンンタターー（（22FF  小小ホホーールル）） 

内内容容  [[キキャャリリアアセセッッシショョンン]]  ““翻翻訳訳のの仕仕事事とと英英語語””  

講講師師  堀堀川川  恵恵（2014.3卒業，2016.3院修了／翻訳 A社勤務を経て名城大学他講師） 
福福田田  萌萌（2016.3卒業／㈱エスケイワード勤務） 

司会  大森裕實（本学教授） 

対対象象  ・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 
・当該分野に興味のある本学学部生の皆さん 

参参加加申申込込  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。 

 
 

主主催催  愛愛知知県県立立大大学学  通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所  

 
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） 

 

愛知県立大学「通訳翻訳研究所」では，学部卒業生及び大学院修了生の通訳・翻訳分野におけ

る現状及び動向調査を通して，潜在的な人的リソースの発掘及び活性化を行なうことを主要な事業

の一つとして位置づけています。 
このたび，英米学科卒業生の協力を得て，以前から温めていた企画“言語が活かされるキャリアセ

ッション”を実施する運びとなりました。シリーズ Professional Words & World (プロの世界とことば) 
第 1 回を開催します。今回の講師 2 名はいずれも卒業・修了後に翻訳関連の会社に勤務した経験
を有しており，学生時代の言語学習が翻訳業務というキャリアにどのように繋がったのか，また，現在

の仕事において注意を払っている英語表現など，興味深い話が聞かれるものと思います。学年を問

わず，多くのご参加を期待します。 
 

令和 2年 1月 15日  研研究究所所長長  大大森森裕裕實實    
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通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所ゼゼミミナナーールル

「「通通訳訳翻翻訳訳講講座座」」
－－EELLFF時時代代のの通通訳訳翻翻訳訳にに役役立立つつ言言語語知知識識－－

ごご案案内内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開開催催日日時時 

第 1 回 令令和和 22 年年 22 月月 77 日日（（金金））午後 6 時 00 分～午後 7 時 30 分 
第 2 回  令令和和 22 年年 22 月月 77 日日（（金金））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）2/14, 2/21, 2/28, 3/6[全 10 回] 

   
講講座座会会場場 愛愛知知県県立立大大学学（（ササテテラライイトトキキャャンンパパスス））   
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38   
 愛知県産業労働センター「ウインクあいち」15 階 

 
 

講講座座講講師師 ①① 長長峯峯貴貴幸幸（（UUCCLL  MMAA））（（名名古古屋屋外外国国語語大大学学専専任任講講師師）） 
②② 今今井井隆隆夫夫（（PPhh..DD..））    （（南南山山大大学学教教授授）） 

 

〈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識を英語教育の現場に応用することに関心が高く， 

最新刊『実例とイメージで学ぶ 感覚英文法･語法講義』（開拓社, 2019）も好評。 

募募集集定定員員 最大 30 名（最少催行人数 6 名） 
 

 

参参加加申申込込 要事前申込み（E-mail でお願いします）締締切切：：11月月 2299日日（（水水）） 
 

 

受受 講講 料料  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。 

 

 

主主催催 愛愛知知県県立立大大学学 通通訳訳翻翻訳訳研研究究所所

 
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 2016年 4月に「通訳翻訳
研究所」を開設いたしましたが，本研究所では主たる事業計画として第一項に掲げた「講座」（日英語翻

訳講座〈理論と実践〉）を公開方式で毎年度実施しております。 
さて，昨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講義

を企画実施したところ，他に類をみない内容であったためか，想定外に好評を博しました。そこで今回も

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）を実施することにいたしました。また，初回のみ本研究所長も講義を担当する予定

です。 
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。 
令和 2年 1月 12日 研究所長 大大森森裕裕實實  

 
 

平成 30年 12月 10日 研研究究所所長長 大大森森裕裕實實
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Institute of Interpreting and Translation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IIT  
E 104 / 105 

  (Institute of Interpreting & Translation) 
480 1198 1522 3  

TEL: 0561-76-8654 / 8824   FAX: 0561-64-1107  
Email: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp   URL: http://www.aichi-pu.ac.jp 
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  (Institute of Interpreting & Translation) 
480 1198 1522 3  

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

 
愛知県立大学通訳翻訳研究所 
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