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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、“「理論的基盤研究」と「実践的応用研究」の
統合”という理念に基づく教育研究機関として、この5年間精力的に活動を行なってきた。 
特に、外国語学部英米学科（国際関係学科とブリッジする）EICコース及び大学院国際文化研

究科国際文化専攻英語高度専門職業人コースにおける通訳翻訳の教育と研究を支援するため

の講演会やワークショップの開催、通訳翻訳（理論・実践）講座の開講、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主な事業とした。 
しかしながら、残念なことに、学内組織改革の一環から、組織体としての通訳翻訳研究所は2021
年 3月末日をもって、いったん閉所することになった。 
従って、このたび発行する運びとなった『ことばの世界』第 13 号（『通訳翻訳研究所年報』第 5

号に相当）は本研究所が世に送り出す最後の公刊物である。 
本誌には、研究所員及び研究員による学術論文 2篇・研究ノート 3篇・書評 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、本研究所が令和 2年（2020年）度に実施した主な事業活動は次のとおりである。 

1．公開講演会の企画  *諸般の事情により不実施 
2．ワークショップの開催（1件） *新型コロナ感染症の影響により Zoom開催 
3. キャリアセッションの開催（2件） *新型コロナ感染症の影響により Teams開催 
4．研究所ゼミナール「通訳翻訳講座」（1件） *新型コロナ感染症の影響により Teams/ Zoom開催 
5．研究所所蔵図書及び遠隔授業対応機器の整備 
6．研究所年報 『ことばの世界』 第 13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。この5年間の研究所運営には多
難なことが多かったにもかかわらず、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活性化のために、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 の企画・実施が定着したことは、本研究所活動の正の遺産（レガシー）として記憶に留
めておきたい。 

2021.3.15記 
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論文 

英英語語音音素素心心象象にに関関すするる音音響響分分析析的的接接近近法法  
――通通訳訳技技術術へへのの応応用用をを視視野野にに含含めめてて――  

  
AAnn  AAccoouussttiicc  AAnnaallyyttiiccaall  AApppprrooaacchh  

ttoo  RReeaalliissaattiioonn  ooff  EEnngglliisshh  PPhhoonneemmiicc  IImmaaggeess：：  
iinn  tthhee  LLiigghhtt  ooff  AApppplliiccaattiioonn  ttoo  IInntteerrpprreettiinngg  SSkkiillllss  

  
英 米 学 科 

大 森 裕 實 

Yujitsu O’MORI 
 

はじめに 

最近の大学における挑戦的試みの一つに、社会との関わりを意識した教育の一環として、「通

訳研究・演習」や「翻訳研究・演習」といった実践型英語教育の活性化をあげることができる。い

わゆる「大学英語教育」では、中高 6 年間のコミュニケーション能力を基礎とする Advanced 
Level が期待されるが、その実態は期待値とは大きくかけ離れている。能力別クラス編成、目標
設定の明確化、実践（application）する機会の設定等、さまざまな改善点を指摘することはでき
るが、社会人や編入生を含め多様な学生を抱える現在の大学において、それらを包括的に実施

に移すことはそれほど容易なことではない。つまり、学習者がみずから意識し、積極的に取り組も

うとするインセンティヴを高めることなしに、大学英語教育における成功への途はない。而して、

実践型英語教育の効果的活用の意義がそこに存することなる。 
本研究においては、通訳技能とも密接に関連する「英語らしい言語音の習得」に問題点を特

化し、大学生という臨界期を過ぎた成人の外国語学習者が「認知し、理解し、納得したうえで、み

ずから進んで学習する心的態度（attitude）を涵養する」にはどうしたらよいかを考究し、自律的
学習の補助及び強化となるような視覚認知に基づく音声聴覚イメージを学習者が獲得できる「学

習モデル」を構築することを目的とする。その目標達成のために、愛知県立大学の音声学実験

実習室施設を活用した「スピーチ・クリニック」を新たに設置し、パイロット的試行として同大学外

国語学部生を対象に実施した視覚認知型音声指導に基づく 2 年間（2006‐2007 年度）の実践
的調査結果を中心に考察する１）。 
 
１．本研究の目的と新機軸 

巨視的視点からは、本研究は大学における教養教育の中心的事項の一つ「英語教育」の効

率化と活性化を意図して、学習者のインセンティヴの向上に寄与することであり、それは英語を

主専攻としない学生をも対象とした汎用性の高い学習プログラムを考案することである。同時に

それは、教職課程（英語免許）履修学生へのサポート体制の強化にも直結する学習法の構築で

ある。 
また、微視的視点からは、通訳技能とも密接に関連する「英語らしい言語音の習得」に問題点
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を特化することに特徴がある。一般に、英語音声の習得となると、トマティス博士が考案した「電

子耳」に代表されるような聴覚刺激と脳の活性化を意図するものが注視されることも少なくないが、

本研究では、当初は米国 KAY 社製 Multi-Speech Model 3700 を、後にはフリーソフト

WaveSurfer を活用することにより２）、英語音声と同時に PC モニター上に提示される音声波形

（個別音と強勢、ピッチ、イントネーション）から得られる情報を認識する「視覚刺激」を通して、学

習者の視覚型認知にうったえる聴覚イメージを脳内に構築するプログラムを開発することを主目

的とする。 
さらに、本研究の新機軸は、従来の TOEFL 型の英語能力試験に代表されるような「リスニン

グ能力はスピーキング能力に反映する」という前提的概念に対する逆転の発想にあり、「視覚認

知にうったえるスピーキング能力の向上がリスニング能力の向上に反映する」という仮説に立脚

する点にあるといえる。本仮説の根拠は、日本のような表意文字文化圏の学習者の言語認知に

対する経験知に基づくとともに、最近の心理学に看取できる「バイオフィードバック」という考え方

に依拠する３）。日本語学習者が、自身の発音や強勢について、それを意識的に行なう場合（或

いは矯正する場合）、聴覚のみの情報を基にするよりも、強勢波形やピッチ曲線等の視覚情報の

フィードバックを得たほうがより効果的であると考えられる。また、指導者が傍に存在せず、自律

的学習を行なう場合にはなおさらフィードバックが助けになる。特に、多強勢文においては、強勢

位置が比較的明確に示されるピッチ曲線のフィードバック情報は、初級学習者にとって有用であ

る。また、学習者が自身の波形／ピッチ曲線を確認することで、「自分では強勢を置いたつもりだ

ったが、実際は強勢が足りなかった」等、学習者が容易にそのことに気づき、標準モデルに近い

波形／ピッチ曲線が得られるよう何度も練習を繰り返すことにより、究極的には、そのような視覚

情報の補助がなくても英語らしい発音に近づくことができると考えることができるが、その実証を

試みる点に本研究の意義がある。                                          
 
２．実践的研究（2006） ――量的分析―― 

2. 1 方法と対象 

本研究実施のために、外国語学部に設置されている「音声学実験実習室」を再整備して、「ス

ピーチ・クリニック」を開設する準備に着手した。具体的には、①実習専用 PC5 台の増設を行な
い、②音声分析ソフトMulti-Speech 3700のバージョンアップを図り、③新設PCと共同利用プリ
ンターを HUB で LAN 接続し、有機的インテグレーションを可能にし、④音声指導補助及び音

声資料作成補助要員として、能力と信頼度の高い 3名の TAを配置した４）。 
今回の実験実習の試行にあたり、対象を英米学科 1年次必修科目のEnglish Phonetics受

講学生45名（結果的には 38名に修正）とし、後期授業開始時（2006年10月3日）に基礎デー
タとなるリスニング試験を実施した。当該リスニング試験の教材として Listening Challenge（マク
ミラン出版）を使用したが、それは学習者が高校の英語学習において親しむ機会の少なかった

British English で録音されたものであるため、対象学習者の既習得要因による不均衡を比較

的排除できると判断したからである。さらに、10月10日には、(財)日本英語検定協会が新開発し
たBULATS試験（Cambridge英検と連携）を受験させ、対象クラスの学生の英語力に関する客
観的基礎データ作成も行なった。 
上掲の 2 回の英語力試験のデータを基に、リスニング能力が相対的に低いと判断される学生

とクリニック希望学生を任意で参加させる方式で10名の実験群（experimental group）を形成し
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た。一方、その他の学生 28 名が統制群／非実験群（control group）となった。最終的には、実
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置き方やリズムの形成について随時指導する。学習者は、トレーニングの結果、自分で納得のい

く発話を録音し、それをプリントアウトする。それぞれの波形映像のハードコピーには英文を記入

し、各自の「カルテ」にその日のトレーニングにおいて気づいた点を記入する。Multi-Speech 
3700の問題点は、基本的に音声分析装置であるため、モデル音声の再生と同時録音はできな
い（シャドーイングができない）ことにある（＝CALLソフトではない）。 
次の例は、最上段のモデル音声波形を見ながら、学習者が最初に録音した場合の音声波形

が第二段目の画像、最下段は学習者が上達したと自己分析した場合の音声波形の画像を表わ

す。例文は“Could you lend me several pencils for the next test?”  
 

 
 

 

2. 2 結果と分析 

全体的に総括すると、実験群のリスニング力の平均伸び率は 13.7 ポイント（約 125%の伸び）
であり、これは統制群の平均伸び率 10.1ポイント（約 115%の伸び）を上回る。実験群 10名中 7
名は最初のリスニング試験で統制群28名の平均値を下回った学生であることを考慮すると、スピ
ーチ・クリニックの効果は評価できる。 
次に示したグラフは、上図は実験群10名について、下図は統制群（非実験群）28名について、

それぞれ第 1回リスニング試験の結果と第 2回リスニング試験の結果を示し、その伸びを比較し
たものである。また、実験群については、スピーチ・クリニックでの実践時間数と消化単元数を附

加的情報として示したものである。 
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さらに分析を進め、実験群と統制群（非実験群）における対象学生のもつリスニング能力に応じて

三階層に分類して、その伸び率を比較したものが次頁の図である。これは同時に、実験群としてサン

プリングした学生に偏りのないことを示しているが、実験群の人数が 10 名と少ないため、数量的デー
タとしては不十分であることを考慮に入れて、比較考察する必要があることは言を俟たない５）。 
ここから次の 3点が指摘できる。 

ⅰⅰ）実験群も統制群もともに上位群は平均伸び率 5.3 ポイントを示すことから、予想通り、英米学
科で英語を専攻するような学生群において、上位クラスの学生の場合には、この趣のメカニカル

なアプローチを必要としない。自律的に音声イメージを獲得することが可能であるからである。 
ⅱⅱ）下位群では、実験群が平均伸び率 23 ポイント、統制群が平均伸び率 18 ポイントを示すこと
から、予想通り、下位クラスの学生には、この趣のアプローチは効果的である。音声イメージを獲

得する際に、何らかの補助的手段を必要としており、それを活用することにより、学習効果は増大

する。 
ⅲⅲ）中位群では、予想を裏切り、実験群の平均伸び率 6ポイントが統制群の平均伸び率 11.2ポ
イントを下回ったことである。実験前の段階では、中位クラスと下位クラスに効果が見られることが

予想されたから、この結果は想定外の驚きである６）。ただし、同じデータを二階層データ分析に

変換すると、大括りでの上位階層と下位階層のどちらも伸びを示すことから、表層的な量的デー

タ分析の誤謬性を示唆しているともいえる。 
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＜実験群データ＞                ＜統制群データ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           

D 72 88 16 5.25 5  S1 92 84 -8 

E 72 72 0 5.25 7  S2 84 88  4 

F 68 68 0 5.25 7  T1 84 92  8 

上位クラス平均 5.333333    S5 80 80  0 

       S8 80 92 12 

A 64 80 16 7.5 8  T3 76 88 12 

I 64 68 2 3.75 5  T4 76 80  4 

J 56 56 0 3.75 5  T8 72 76  4 

中位クラス平均 6    U2 72 80  8 

       S6 68 88 20 

B 52 64 12 7.5 8  T7 68 64 -4 

C 44 68 24 6.75 7  U9 68 72  4 

H 44 64 20 3.75 5  上位クラス平均 5.333333 

G 28 64 36 4.5 7  S4 64 88 24 

下位クラス平均 23    T6 64 56 -8 

       T9 64 76 12 

       U1 64 64  0 

       U7 64 72  8 

       S1 60 72 12 

       S7 60 52 -8 

       U3 60 84 24 

       V1 60 84 24 

       U4 56 80 24 

       中位クラス平均 11.2 

       T5 52 68 16 

       U8 52 76 24 

       U5 48 68 20 

       U6 48 56  8 

       S9 44 72 28 

       T2 44 56 12 

       下位クラス平均 18 
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３． 調査研究改善のためのフィードバック 

ⅰⅰ）聴覚イメージの対象は単語（word）レベルではなく、句（phrase)や節（clause）レベルの「あ 
る程度のまとまった音連続単位」と考え、文強勢（sentence stress）とリズム（rhythm）に焦点化
し、それを「学習者に意識させる」ために、Pitch Contourを提示波形に明示的に加えることが有
用な手段となり得る。 
ⅱⅱ）実験実習のポイントとしては、学習者がどのような側面に特段に「視覚刺激」を利用して自律 
的矯正を試みているのか、すなわち、それを実感として体得できる「学習達成感の充実」がどの

程度創造されているのかを明らかにすることが重要である。この部分をハイライトした学習プログ

ラムと学習教材の開発の必要性が高い。そのためには、本研究の第二段階では、質的分析への

シフトが求められる。 
 
４．実践的研究（2007） ――質的分析―― 

4. 1 方法と対象 

2006年度は、実験群と統制群の形成による「量的分析」を主に行なったが、2007年度は、クリ
ニック対象者の記録とカルテを精査する「質的分析」を試みた。質的分析からは、①日本人学習

者に共通する特性、②日本人学習者の苦手なストレスとリズム、③リスニング&スピーキング能力
の向上に直接に繋がらなくとも、“意欲が湧き、自宅で英語学習に費やす時間数が増加した”等

の学習意欲の変革を観察することができると考えられる。 
2007 年度ではフィードバック・メモを活かして、「スピーチ・クリニック」に改良を加え、モデル音

声波形に強勢ピッチ曲線（stress contour/ pitch contour）を同時に提示して、学習者が視覚的
に得られる音声情報にハイライトをつける。本研究で追求する「英語らしい言語音」の聴覚イメー

ジとは、個々の segmental phoneme（分節音素：母音&子音）を指すのではなく、むしろ
suprasegmental phoneme（超分節音素：pitch/ stress/ juncture）を指す。従って、一般的に
考案されるような発話の口元を映像化して表示しても意味をなさない。また、聴覚イメージの対象

となるのは、単語（word）レベルではなく、句（phrase）や節（clause）レベルの「ある程度まとまっ
た音連続単位」であることに留意が必要である。而して、文強勢（sentence stress）とリズム
（rhythm）が焦点化されることになる。今回の「スピーチ・クリニック」で使用するモデル音声デー
タとして、『音声英語の理論と実践』（英宝社）、『現代英語音声学』（英潮社）、『実践英語音声学』

（金星堂）、English Pronunciation for Better Communication（英潮社）を参考に部分的に
修正して、Pattern 1（2強勢文 [2 feet sentence]）20 unit、Pattern 2（3強勢文）20 unit、
Pattern 3（4強勢文）23 unit、Pattern 4（5強勢文）22 unit、Pattern 5（6強勢以上の文）2 
unit を作成した。それを英語／米語の発音に偏らない英語母語話者と認められる Robert 
Croker 南山大学准教授による吹込みを本研究者監修の下に実施して、納得のいくモデル音声
データを完成し、PCで利用可能とした。 
今回の「スピーチ・クリニック」でも2006年度同様に、1名の学習者につき45分間のトレーニン

グを基本とし、その間に教員と補助要員が波形を見ながら、ストレスの置き方やリズムの形成につ

いて指導はするが、今回は特に「英語らしい強勢とリズム」についての「学習者の気づき」（自律

的学習）に重点がおかれた。学習者は、モデル音声を聴きながら初回トライをする。次に、強勢ピ

ッチ曲線を見ながら、それを意識上にのぼらせて第二トライをする(それは各自データとして PC
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に取り込まれる)。また、それぞれのトレーニング終了時に、各自の「カルテ」に自己分析した内容
（その日のトレーニングにおいて気づいた点）を記録する。 
次の図は、Multi-Speech 3700にPitch Contourを併せて提示した画像（左）とWaveSurfer

に Pitch Contourやフォルマント等の複合情報を提示した画像（右）の例示である。 

 

 

4. 2 結果と分析 
「スピーチ・クリニック」対象者の中から 2名（上級者 I と中級者 T）について 2例ずつを抽出し

て、その観察結果を提示する。第一段がモデル、第二段が被験者初回トライ、第三段が被験者

第二トライを示す。 
上級者 Iによる事例①： “May I use this pencil for the application form?” 

【改善点】一番の改善点は、May I（弱） use（強）というストレスパターンである。実験前は明らか
に I に強勢が置かれているが、実験後はしっかりと改善されている。また、application において
も、モデル発音では語の初めで少し下がるが、実験前は被験者にその下げが意識されておらず、

実験後は改善されている。最後の form についても、疑問文が意識された上げ調子に改善され

たことが窺える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
上級者 Iによる事例②：“Don’t forget to turn out the lights when you leave the room.” 

【改善点】視覚情報獲得前段階（図の二段目）では全体に平坦な音調曲線を描いているが、視覚

情報獲得後段階（図の三段目）では turn outにかけての上昇カーブや leave the roomでのピ

may I 

uussee  may I 

uussee  

may I uussee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  
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ッチ曲線もモデル音声のものに近づきつつあることが観察される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中級者 Tによる事例③： “They found a pen on the floor and picked it up.” 

【改善点】 found, pen, floor, picked it upいずれもモデルの強勢が強く意識され、特に文末の
picked it up という動詞句がモデルのピッチ曲線に近づいたものに修正されている点が顕著な
特徴である。全体として nativelikenessが向上したことが窺える。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
中級者 Tの事例④： “He measured the garage for conversion.” 

【改善点】 measured, garage, conversion という 3つの内容語すべてに改善が見られる。特に、
garage, conversionはモデル音声のピッチカーブを強く意識していることがわかる。 
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今回の複数の被験者データから、次のことが指摘できる。 

ⅰⅰ）被験者は一文における強勢の数が多くなるほど Pitch Contour から得られる視覚的情報を
参照する傾向がある。このことは、聴覚情報のみで「英語らしい言語音の習得」を目指す学習方

法における効率性の低さを示唆している。もっとも、それはアメリカ構造主義言語学において

Pikeや Trager & Smithによって示された pitch level 4段階表示方式に通底する概念である
ともいえるが７）、現代の CALL システム利用の視聴覚学習やｅ‐ラーニングにおいては、virtual
経験として体感できる学習方法が求められている。 
ⅱⅱ）モデル音声波形と強勢ピッチ曲線（stress/pitch contour）を見て視覚的かつ体感的に学習
する方法の実効性は、英語上級学習者のケースよりも英語中級学習者のケースにおいて顕著で

ある。この趣のアプローチが、すでに聴覚イメージで脳内処理のできる上級学習者の場合よりも、

何らかの視覚的補助情報を伴なって脳内処理を促進させる初級・中級学習者にとって効果的で

あることは、2006 年度の量的分析からも明らかである。つまり、そのことは中位クラスの一般的な
英語学習者や通訳入門期の英語学習者に対応できる汎用性の高いプログラムの構築を目指す

本研究を支持する結果であるといえる。 
ⅲⅲ）本アプローチでは、単語の個別強勢位置に加えて Pitch Contour についての視覚的情報
による相乗効果を向上させる側面に強調点が置かれているが、Multi-Speech や WaveSurfer
の提示する第一次的情報には区切りがない。そのため、多強勢文になると、学習者の発音矯正

に慣れが必要とされる―Pitch Contour からそれらの情報を読み取る能力の涵養が必要とされ
る―が、それは熟練や鍛錬というほどのものではなく、ある程度の適切な instruction があれば

短時間で容易に可能となる類のものである。しかし、最初からモデル音声表示において、その区

切りが明示されるほうがuser-friendlyであることは間違いない。この点を克服しようと努めた音声
ソフトにアドバンスト・メディア社の開発したAmiVoice CALLがあるが、このソフトにも問題点があ
る。試行から判断する限り、診断が一面的評価に終始して、その安定性と信頼性が必ずしも十分

に裏打ちされないことである。それは、英語母語話者が同一文について複数回トライしても評価

mmeeaassuurreedd  ggaarraaggee  ccoonnvveerrssiioonn  

mmeeaassuurreedd  ggaarraaggee  ccoonnvveerrssiioonn  

mmeeaassuurreedd  ggaarraaggee  ccoonnvveerrssiioonn  
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にバラつきが出る場合が少なくないことから窺える。従って、それをさらに改良した簡易な自主学

習ソフトの開発が必要とされる８）。 

 
 

 

おわりに 

今回の研究成果としては、「スピーチ・クリニック」や「CALL 環境」において特殊な音声分析ソ

フトを利用しなくとも「英語らしい強勢とリズム」の自律的学習が通常の PC（Windows）上で実施
できるように、“自然な英語リズム完全マスター Part I”という私家版教材として、80 unit から成
る強勢リズム矯正 CD-ROM を完成し、視聴覚自習室に設置する準備が整ったことがあげられる。

当該教材では、80 unit それぞれについて、モデル音声波形と被験者改善例を提示することが
でき、それを参考に学習者が自主学習することができる。ただし、学習者の音声をリアルタイムで

PCハードディスクに採り込んで波形表示による視覚認知型の比較対照を行なうためには、フリー
ソフトのWaveSurferを学習者 PCにダウンロードしておく必要がある。 

2006年度の施設整備と TA確保による「スピーチ・クリニック」の開設から着手した本研究につ
いては、「量的分析」を経て、2007 年度には「質的分析」と「教材開発」まで一定の到達度を評価
することができる。課題として、視覚情報として表示する単語と Pitch Contourとの対応関係を明
確に示す独自インターフェイスの開発が望まれるが、これは AmiVoice CALL の不十分な点を

補完し、user-friendly な音声ソフト開発となろう。従来から存在する高性能の音声ソフトは医学
的観点からの科学的分析目的や難聴者に対する音声記録補助の役割に重点が置かれているた

め、通常の言語学習者の観点から必要とされる情報が不足していることも、本研究の過程で明ら

かとなった。※少し遅れて、それらの問題点をかなりの程度まで克服した GlobalVoice CALL
（HOYA社製）が開発されたことは特記しておかねばならない。 
本研究では「量的分析」から「質的分析」に視点を移して研究内容を充実し、効果的な音声学

習法とそれを具現化した教材開発を進めたが、「英語らしい強勢とリズム」の自律的学習が促進

できるよう、その改良を継続して行なうためにも、今回の実践的研究では後回しにせざるを得な

かった「高い年齢層の学習者（社会人入学の学生）対して、視覚認知型プログラムはより有効で

はないか」との仮説について検証することも今後の課題であることを附言しておきたい。それは比

較的高年齢層の占める比率の高いボランティア通訳者の通訳技術の向上にも直結する課題で

ある。 
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 最後に、本研究ではEFL学習者がnativelikenessを追求するために stress-timed rhythm
と pitch contourに焦点化したアプローチを採用したが、Jennifer Jenkinsの主張に代表され
るような ELF (English as a Lingua Franca) という概念を持ち込めば、Received Pronuncia- 
tion (BrE) やGeneral American (AmE) 特有の suprasegmental phonemeを追求するの
ではなく、むしろ Lingua Franca Core としての母音・子音の獲得を追及するほうが効果的であ
るという反論も成り立つかもしれない。しかし、世界における話者人口数だけで標準発音モデル

を決定する権利を有するというのは必ずしも現実的ではなく、nonnative speakersのESL/EFL
話者が関与する重要な相手は、逆説的にもL1 native speakerである場合が多い。事実、第 47
回 JACET Annual Convention （2008）の keynote speechを行なった Jenkinsの英語は典
型的なBrEであり、それを聴き理解するためには、L1 native speaker が敢えてELFを学習し
ない限り、Jenkins の主張する LFC だけでは極めて不十分なのである。揶揄して表現すれば、
elfが話すのはElvish Languageに他ならない（cf. Tolkien’s The Lord of the Rings）。この件
については回を改めて論じる必要があろうが、現段階においては、日本人 EFL 学習者が

nativelikeness を追求する効果的アプローチは未だ求められていると断言して本論を結んでお
きたい。 
 
註 

1） 本調査研究報告は、2006‐2007 年度の 2 ヶ年にわたり受給した「愛知県立大学教育研究活性 
化推進費」の研究成果の一部であり、第 38 回中部地区英語教育学会においてもその一部を研究
発表したことを断っておく（2008/06/28）。また、科学研究費受給研究（基盤研究 C 課題番号

23520686）報告書WEB版の内容に加筆修正を施した拡大修正版である。 
2） WaveSurfer の存在については、2006 年 10 月 10 日に特別講義（音響音声学）を依頼した清 
水克正・名古屋学院大学教授のご教示に拠る。改めて謝意を表したい。実際、学習者用の音声波 
形を伴なう自主教材の開発と作成にあたっては、ソフト価格が＠350,000 円もする Multi-Speech 
Model 3700では対応できず、フリーの音声分析ソフトの存在は不可欠であった。 

3）バイオフィードバック“biofeedback”の概念とその応用について記せば次のようになる。 
    「私達の筋運動や自律神経系といった心身の機能の多くは、無意識的に操作され、意識に上ってくる 
     ことはほとんどない。それで、これまで、私たちが体内の状態を意識的に変化させることは難しいと考 

えられてきた。しかし、このような体内状態を適切な計測器によって測定し、その情報を画像や音の 
形で自身が意識できるよう提示することにより、従来制御することが不可能であると考えられてきた諸

機能を意識的に制御することが可能であることが分かってきた。このように、意識に上らない情報を

工学的な手段によって意識上にフィードバックすることにより、体内状態を意識的に調節することを

可能にする技術や現象を総称して“バイオフィードバック”と呼ぶ。例えば、筋肉の緊張を意識的に

セルフコントロールすることによって、筋肉の過緊張状態を避けることで、慢性疼痛、筋緊張型頭痛

や書痙、斜頸といった症状に対する療法として用いられることがある。これらの症状は、「症状は自覚

しているが、筋肉の緊張に気づいていない」ということや「緊張に気づいてはいるが、緊張をとること

ができない」ということに起因するとされる。前者の症例であれば「知らず知らずのうちに緊張してしま

っていることに気づくこと」が必要であり、後者であれば「力の抜き方、リラックスの仕方を学習すれば

よい」のである。これらの治療を行なう際にバイオフィードバックが用いられる。まず、患者は筋電図

（筋肉の活動を電気信号で表わしたものであり、筋電位が高くなれば筋肉の活動が大きく、緊張して
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いることを示す）により自身の筋肉の筋電図をリアルタイムで確認する。この場合、筋電位が上がっ

たり、下がったりする際の身体の感覚の違いに注意する。次に、筋電位を思うようにコントロールでき

るように練習する。初めはなかなかうまく行なうことができないが、トレーニングを重ねるうちにセルフ

コントロールが可能になる。最終的に、視覚的なフィードバックがなくても自身の身体の状態を知っ

てコントロールできるようになる。このように、バイオフィードバックは医療の諸方面の治療や予防に

活用されている。さらに、競技を前にした運動選手の心身の管理や精神集中の役にも立っている。

脳血管障害後のリハビリテーションにも有用である。」           〔TA鬼頭修レポートに依拠〕 
4） 2006年度のTA3名は次のとおり。いずれも愛知県立大学外国語学部英米学科の卒業生である
鬼頭修（京都大学大学院修士課程修了）、水野眞紀（名古屋大学大学院修士課程修了）、柴田陽

子（早稲田大学教育学部英語科卒業）。 
5） 紙幅の制約から、詳細なデータは拙著〈報告書〉『視覚認知型英語音声聴覚イメージを利用した
効果的学習モデルの研究開発Ⅰ・Ⅱ』（愛知県立大学，2007/2008）を参照されたい。 

 6） L2 習得の場合に、最終目標に到達するまでの中間段階に一度落ち込む「S 字曲線」を描くこと

はよく知られている。当該事象もその一環だと考えれば納得がいく（杉野直樹・立命館大学教授か

らの示唆に基づく）。 
7） アメリカ構造主義言語学におけるpitch level 4段階表示は例えば次のようなものになる。かつて
は、中学レベルの教育実習では、その教案作成において必ず習熟を要求された。 

   
 8） 大学英語教育学会（JACET）第 47回全国大会（於：早稲田大学，2008.9.11‐13）の出展ブース
においての質疑応答から、アドバンスト・メディア社の AmiVoice CALLには英語の変種に応じて、
例えば AmE発音特有の /r/ の評価を BrEや AusEに対応して緩めるなど、教授者サイドの設
定にある程度の柔軟性のあることを改めて確認したが、個々の大学の学習者レベルに適応した音

声教材の作成が求められていることは言を俟たない。 
また、本調査研究後にGlobalVoice CALL（HOYA社製）が開発され CALL教室で広く活用さ

れるなどかなりの程度まで進化してきた。iPhone や iPad の普及により、音声関連の Application 
Softの多様化及び精緻化にも隔世の感がある。 

 
参考文献 

荒井隆行・菅原 勉（監）（20065）『音声の音響分析』 海文堂. 
  [orig. Ray Kent and Charles Read, The Acoustic Analysis of Speech, Singular Publishing 

Group, 1992.] 
Catford, John.（20012）An Introduction to Phonetics. Oxford U. P. 
   [邦訳『実践音声学入門』竹林 滋・設楽優子・内田洋子，大修館書店，2006.] 
城生佰太郎（2006）「実験音声学の研究方法」『実験音声学と一般言語学』東京堂出版. 
城生佰太郎・福盛貴弘・斎藤純男（編著）（2011）『音声学基本辞典』勉誠出版. 
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鬼頭修（京都大学大学院修士課程修了）、水野眞紀（名古屋大学大学院修士課程修了）、柴田陽

子（早稲田大学教育学部英語科卒業）。 
5） 紙幅の制約から、詳細なデータは拙著〈報告書〉『視覚認知型英語音声聴覚イメージを利用した
効果的学習モデルの研究開発Ⅰ・Ⅱ』（愛知県立大学，2007/2008）を参照されたい。 

 6） L2 習得の場合に、最終目標に到達するまでの中間段階に一度落ち込む「S 字曲線」を描くこと

はよく知られている。当該事象もその一環だと考えれば納得がいく（杉野直樹・立命館大学教授か

らの示唆に基づく）。 
7） アメリカ構造主義言語学におけるpitch level 4段階表示は例えば次のようなものになる。かつて
は、中学レベルの教育実習では、その教案作成において必ず習熟を要求された。 

   
 8） 大学英語教育学会（JACET）第 47回全国大会（於：早稲田大学，2008.9.11‐13）の出展ブース
においての質疑応答から、アドバンスト・メディア社の AmiVoice CALLには英語の変種に応じて、
例えば AmE発音特有の /r/ の評価を BrEや AusEに対応して緩めるなど、教授者サイドの設
定にある程度の柔軟性のあることを改めて確認したが、個々の大学の学習者レベルに適応した音

声教材の作成が求められていることは言を俟たない。 
また、本調査研究後にGlobalVoice CALL（HOYA社製）が開発され CALL教室で広く活用さ

れるなどかなりの程度まで進化してきた。iPhone や iPad の普及により、音声関連の Application 
Softの多様化及び精緻化にも隔世の感がある。 
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AAppppeennddiixx（簡略テキスト版）                 大大森森裕裕實實（（YYuujjiittssuu  OO’’MMOORRII）） 
 

視視覚覚認認知知型型英英語語音音声声聴聴覚覚イイメメーージジをを利利用用ししたた効効果果的的学学習習法法のの構構築築  
  

Making an Effective Approach to Acquiring English Phonetic Images 
with the Aid of Visual Cognition 

 
11.. ははじじめめにに  
大学における全学共通教育の中心的事項の一つに「英語教育」の効率化と活性化をあげるこ

とができる。当然、いわゆる「大学英語教育」では、中高 6年間のコミュニケーション能力を基礎と
するAdvanced Levelが期待されるが、その実態は期待値とは大きくかけ離れている。習熟度別
クラス編成、目標設定の明確化、実践（application）する機会の設定等、さまざまな改善点を指
摘することはできるが、社会人・編入生を含め多様な学生を抱える現在の大学において、それら

を包括的に実施に移すことはそれほど容易なことではない。つまり、学習者がみずから意識し、

積極的に取り組もうとするインセンティヴを高めることなしに、大学英語教育における成功への道

はない。 
 そこで本研究においては、「英語らしい言語音の習得」に問題点を特化し、大学生という臨界期

を過ぎた成人の外国語学習者が「認知し、理解し、納得したうえで、みずから進んで学習する心

的態度（attitude）を涵養する」にはどうしたらよいかを考究し、自律的学習の補助・強化となるよ
うな視覚認知に基づく音声聴覚イメージを学習者が獲得できる「学習モデル」を構築することを目

的とする。その目標達成のために、音声学実験実習室の施設を活用した「スピーチ・クリニック」を

開設し、パイロット的試行として愛知県立大学外国語学部生を対象に実施した視覚認知型音声

指導に基づく 2年間（2006‐2007年度）の実践的調査結果を中心に考察する１）。 
 
22.. 本本研研究究のの目目的的とと新新機機軸軸  

 巨視的視点からは、本研究は全学共通教育の中心的事項の一つ「英語教育」の効率化と活性

化を意図して、学習者のインセンティヴの向上に寄与することであり、それは英語を主専攻としな

い学生を対象とした汎用性の高い学習プログラムを考案することである。同時にそれは、教職課

程（英語免許）履修学生へのサポート体制の強化にも直結する学習法の構築でもある。 
 また、微視的視点からは、「英語らしい言語音の習得」に問題点を特化することに特徴がある。

英語音声の物理的習得となると、トマティス博士が考案した「電子耳」に代表されるように、聴覚刺

激と脳の活性化を意図するものが注視されることも少なくないが、本研究では、当初は米国 KAY
社製Multi-Speech Model 3700 を、後にはフリーソフト WaveSurfer を活用することにより２）、
英語音声と同時に PC モニター上に提示される音声波形（個別音と強勢、ピッチ、イントネーショ

ン）から得られる情報を認識する「視覚刺激」を通して、学習者の視覚型認知にうったえる聴覚イ

メージを脳内に構築するプログラムを開発することを主目的とする。 
さらに、本研究の新機軸は、従来の TOEFL 型の英語能力試験に代表されるような「リスニン

グ能力はスピーキング能力に反映する」という前提的概念に対する逆転の発想にあり、「視覚認

知にうったえるスピーキング能力の向上がリスニング能力の向上に反映する」という仮説に立脚

する点にあるといえる。本仮説の根拠は、日本のような表意文字文化圏の学習者の言語認知に
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AAppppeennddiixx（簡略テキスト版）                 大大森森裕裕實實（（YYuujjiittssuu  OO’’MMOORRII）） 
 

視視覚覚認認知知型型英英語語音音声声聴聴覚覚イイメメーージジをを利利用用ししたた効効果果的的学学習習法法のの構構築築  
  

Making an Effective Approach to Acquiring English Phonetic Images 
with the Aid of Visual Cognition 

 
11.. ははじじめめにに  
大学における全学共通教育の中心的事項の一つに「英語教育」の効率化と活性化をあげるこ

とができる。当然、いわゆる「大学英語教育」では、中高 6年間のコミュニケーション能力を基礎と
するAdvanced Levelが期待されるが、その実態は期待値とは大きくかけ離れている。習熟度別
クラス編成、目標設定の明確化、実践（application）する機会の設定等、さまざまな改善点を指
摘することはできるが、社会人・編入生を含め多様な学生を抱える現在の大学において、それら

を包括的に実施に移すことはそれほど容易なことではない。つまり、学習者がみずから意識し、

積極的に取り組もうとするインセンティヴを高めることなしに、大学英語教育における成功への道

はない。 
 そこで本研究においては、「英語らしい言語音の習得」に問題点を特化し、大学生という臨界期

を過ぎた成人の外国語学習者が「認知し、理解し、納得したうえで、みずから進んで学習する心

的態度（attitude）を涵養する」にはどうしたらよいかを考究し、自律的学習の補助・強化となるよ
うな視覚認知に基づく音声聴覚イメージを学習者が獲得できる「学習モデル」を構築することを目

的とする。その目標達成のために、音声学実験実習室の施設を活用した「スピーチ・クリニック」を

開設し、パイロット的試行として愛知県立大学外国語学部生を対象に実施した視覚認知型音声

指導に基づく 2年間（2006‐2007年度）の実践的調査結果を中心に考察する１）。 
 
22.. 本本研研究究のの目目的的とと新新機機軸軸  

 巨視的視点からは、本研究は全学共通教育の中心的事項の一つ「英語教育」の効率化と活性

化を意図して、学習者のインセンティヴの向上に寄与することであり、それは英語を主専攻としな

い学生を対象とした汎用性の高い学習プログラムを考案することである。同時にそれは、教職課

程（英語免許）履修学生へのサポート体制の強化にも直結する学習法の構築でもある。 
 また、微視的視点からは、「英語らしい言語音の習得」に問題点を特化することに特徴がある。

英語音声の物理的習得となると、トマティス博士が考案した「電子耳」に代表されるように、聴覚刺

激と脳の活性化を意図するものが注視されることも少なくないが、本研究では、当初は米国 KAY
社製Multi-Speech Model 3700 を、後にはフリーソフト WaveSurfer を活用することにより２）、
英語音声と同時に PC モニター上に提示される音声波形（個別音と強勢、ピッチ、イントネーショ

ン）から得られる情報を認識する「視覚刺激」を通して、学習者の視覚型認知にうったえる聴覚イ

メージを脳内に構築するプログラムを開発することを主目的とする。 
さらに、本研究の新機軸は、従来の TOEFL 型の英語能力試験に代表されるような「リスニン

グ能力はスピーキング能力に反映する」という前提的概念に対する逆転の発想にあり、「視覚認

知にうったえるスピーキング能力の向上がリスニング能力の向上に反映する」という仮説に立脚

する点にあるといえる。本仮説の根拠は、日本のような表意文字文化圏の学習者の言語認知に

15 
 

対する経験知に基づくとともに、最近の心理学に看取できる「バイオフィードバック」という考え方

に依拠する。日本語学習者が、自身の発音や強勢について、それを意識的に行なう場合（或い

は矯正する場合）、聴覚のみの情報を基にするよりも、強勢波形やピッチ曲線等の視覚情報のフ

ィードバックを得たほうがより効果的であると考えられる。また、指導者が傍に存在せず、自律的

学習を行なう場合にはなおさらフィードバックが助けになる。特に、多強勢文においては、強勢位

置が比較的明確に示されるピッチ曲線のフィードバック情報は、初級学習者にとって有用である。

また、学習者が自身の波形／ピッチ曲線を確認することで、「自分では強勢を置いたつもりだっ

たが、実際は強勢が足りなかった」等、学習者が容易にそのことに気づき、標準モデルに近い波

形／ピッチ曲線が得られるよう何度も練習を繰り返すことにより、究極的には、そのような視覚情

報の補助がなくても英語らしい発音に近づくことができると考えることができるが、その実証を試

みる点に本研究の意義がある。 
 
33.. 実実践践的的研研究究（（22000066年年度度））――――量量的的分分析析――――  

33--11..  方方法法とと対対象象  

本研究実施のために、それまで十分な利用がなされていなかった「音声学実験実習室」を再

整備して「スピーチ・クリニック」を開設する準備に着手した。具体的には、①実習専用PCの増設
（5台）を行ない、②音声分析ソフトMulti-Speech 3700のバージョンアップを図り、③新設PCと
共同利用プリンターをHUBでLAN接続し、有機的インテグレーションを可能にし、④音声指導
補助及び音声資料作成補助要員として、能力と信頼度の高い 3名の TAを配置した３）。 
今回の実験実習の試行にあたり、対象を英米学科 1年次必修科目のEnglish Phonetics受

講学生45名（結果的には 38名に修正）とし、後期授業開始時（2006年10月3日）に基礎デー
タとなるリスニング試験を実施した。当該リスニング試験の教材として Listening Challenge（マク
ミラン出版）を使用したが、それは学習者が高校の英語学習において親しむ機会の少なかった

British English で録音されたものであるため、対象学習者の既習得要因による不均衡を比較

的排除できると判断したからである。さらに、10月10日には、(財)日本英語検定協会が新開発し
たBULATS試験（Cambridge英検と連携）を受験させ、対象クラスの学生の英語力に関する客
観的基礎データ作成も行なった。 
上述の 2 回の英語力試験のデータを基に、リスニング能力が相対的に低いと判断される学生

とクリニック希望学生を任意で参加させる方式で10名の実験群（experimental group）を形成し
た。一方、その他の学生 28 名が統制群／非実験群（control group）となった。最終的には、実
験群におけるクリニックの回数が 8回～10回程度に達した時期に、English Phoneticsのクラス
において、後期授業開始時に実施したリスニング試験と同じ試験を実施した（2007 年 1 月 23
日）。 
「スピーチ・クリニック」のトレーニングは、実験群 10 名の学生が授業空き時間に予約登録し、

Multi-Speech 3700を活用して、モニター上の波形を見ながら繰り返しモデル音声を聴き直し、
その同じ文を同じ波形が産出できるように何度でも吹き込む方法で実施された。このトレーニング

で使用された 100ユニット（＠5 sentences）のモデル英文は授業で使用されない音声学テキスト
『発信型 実践英語音声学』（金星堂）から音声資料として実習用パソコンにインストールしたもの
である。ただし、学習する英文を文字で見ることはできない。「スピーチ・クリニック」では、1 名の
学習者につき45分間のトレーニングを基本とし、その間に教員と補助要員が波形を見ながら、ス
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トレスの置き方やリズムの形成について随時指導する。学習者は、トレーニングの結果、自分で

納得のいく発話を録音し、それをプリントアウトする。それぞれの波形映像のハードコピーには英

文を記入し、各自の「カルテ」にその日のトレーニングにおいて気づいた点を記入する。

Multi-Speech3700の問題点は、基本的に音声分析装置であるため、モデル音声の再生と同時
録音はできない（シャドーイングができない）ことにある。 
33--22..  結結果果とと分分析析  

全体的に総括すると、実験群のリスニング力の平均伸び率は 13.7 ポイント（約 125%の伸び）
であり、これは統制群の平均伸び率 10.1ポイント（約 115%の伸び）を上回る。実験群 10名中 7
名は最初のリスニング試験で統制群28名の平均値を下回った学生であることを考慮すると、スピ
ーチ・クリニックの効果は評価できる。 
 
                                     左のグラフは、上図は実験群 10 名 

について、下図は統制群（非実群）28 
名について、それぞれ第 1 回リスニン 
グ試験の結果と第 2 回リスニング試験 
の結果を示し、その伸びを比較したも 
のである。また、実験群については、 
スピーチ・クリニック実践時数と消化単 
元数を附加的情報として示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに分析を進め、実験群と統制群（非実験群）における対象学生のもつリスニング能力に応

じて三階層に分類して、その伸び率を比較した（上位 3名；中位 3名；下位 4名）。これは偶然に
も、実験群としてサンプリングした学生に偏りのないことを示しているが、実験群の人数が 10名と
少ないため、数量的データとしては不十分であることを考慮に入れて、比較考察する必要がある

ことは言を俟たない４）。ここから次の 3点が指摘できる。 
ⅰ）実験群も統制群もともに上位群は平均伸び率 5.3 ポイントを示すことから、予想通り、英米学
科で英語を専攻するような学生群において、上位クラスの学生の場合には、この種のメカニカル

なアプローチを必要としない。自律的に音声イメージを獲得することが可能であるからである。 
ⅱ）下位群では、実験群が平均伸び率 23 ポイント、統制群が平均伸び率 18 ポイントを示すこと
から、予想通り、下位クラスの学生には、この種のアプローチは効果的である。音声イメージを獲

得する際に、何らかの補助的手段を必要としており、それを活用することにより、学習効果は増大
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する。 
ⅲ）中位群では、予想を裏切り、実験群の平均伸び率 6ポイントが統制群の平均伸び率 11.2ポ
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程度のまとまった音連続単位」と考え、文強勢（sentence stress）とリズム（rhythm）に焦点化し、 
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な手段となり得る。 
②実験実習のポイントとしては、学習者がどのような側面に特段に「視覚刺激」を利用して自律的
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55.. 実実践践的的研研究究（（22000077年年度度））――――質質的的分分析析――――  
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ニック対象者の記録とカルテを精査する「質的分析」を試みた。質的分析からは、①日本人学習

者に共通する特性、②日本人学習者の苦手なストレスとリズム、③リスニング&スピーキング能力
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ジとは、個々の segmental phoneme（分節音素：母音&子音）を指すのではなく、むしろ
suprasegmental phoneme（超分節音素：pitch/stress/juncture）を指す。従って、一般的に考
案されるような発話の口元を映像化して表示しても意味をなさない。また、聴覚イメージの対象と

なるのは、単語（word）レベルではなく、句（phrase）や節（clause）レベルの「ある程度まとまった
音連続単位」であることに留意が必要である。つまり、文強勢（sentence stress）とリズム
（rhythm）が焦点化されることになる。今回の「スピーチ・クリニック」で使用するモデル音声デー
タとして、『音声英語の理論と実践』（英宝社）、『現代英語音声学』（英潮社）、『発信型実践英語

音声学』（金星堂）、English Pronunciation for Better Communication（英潮社）を参考に部
分的に修正して、Pattern 1（2強勢文）20 unit（＠1 sentence）、Pattern 2（3強勢文）20 unit、
Pattern 3（4強勢文）23 unit、Pattern 4（5強勢文）22 unit、Pattern 5（6強勢以上の文）2 
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unit を作成した。それを英語／米語の発音に偏らない英語母語話者と認められる Robert 
Croker 南山大学准教授による吹込みを本研究者監修の下に実施して、納得のいくモデル音声
データを完成し、PCで利用可能とした。 
今回の「スピーチ・クリニック」でも2006年度同様に、1名の学習者につき45分間のトレーニン

グを基本とし、その間に教員と補助要員が波形を見ながら、ストレスの置き方やリズムの形成につ

いて指導はするが、今回は特に「英語らしい強勢とリズム」についての「学習者の気づき」（自律

的学習）に重点がおかれた。学習者は、モデル音声を聴きながら初回トライをする。次に、強勢ピ

ッチ曲線を見ながら、それを意識上にのぼらせて第二トライをする（それは各自データとして PC
に取り込まれる）。また、それぞれのトレーニング終了時に、各自の「カルテ」に自己分析した内容

（その日のトレーニングにおいて気づいた点）を記録する。 
次の図は、Multi-Speech 3700 に Pitch Contour を併せて提示したサンプル画像（左）と

WaveSurferに Pitch Contourやフォルマント等の複合情報を提示したサンプル画像（右）であ
る。 

  
  
55--22..  結結果果とと分分析析  
次は、被験者 I（英語上級者）に看取された改善例とその観察結果の例示である。第一段がモ

デル、第二段が被験者初回トライ、第三段が被験者第二トライを示す。 
① 上級者 Iの事例： “May I use this pencil for the application form?” 

改善点：一番の改善点は、May I（弱） use（強）というストレスパターンである。実験前は明らかに
Iに強勢が置かれているが、実験後はしっかりと改善されている。また、applicationにおいても、
モデルは語の初めで少し下がるが、実験前は被験者にその下げが意識されておらず、実験後は

改善されている。最後の form についても、疑問文が意識された上げ調子に改善されたことが窺

える。 
次は、被験者T（英語中級者）に看取された改善例とその観察結果の例示である。三段の表示

方式については被験者 I と同様。 
② 中級者 Tの事例： “They found a pen on the floor and picked it up.” 

改善点：found, pen, floor, picked it up いずれもモデルの強勢が強く意識され、特に文末の
picked it up という動詞句がモデルのピッチ曲線に近づいたものに修正されている点が顕著な
特徴である。全体として nativelikenessが向上したことが窺える。 
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① 上級者 Iの事例： “May I use this pencil for the application form?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 中級者 Tの事例： “They found a pen on the floor and picked it up.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回の被験者データから、次のことが指摘できる。 

ⅰ）被験者は一文における強勢の数が多くなるほど Pitch Contour から得られる視覚的情報を
参照する傾向がある。このことは、聴覚情報のみで「英語らしい言語音の習得」を目指す学習方

法における効率性の低さを示唆している。もっとも、それはアメリカ構造主義言語学において

Pikeや Trager & Smithによって示された pitch level 4段階表示方式に共通した概念である
ともいえるが、現代の CALL システム利用の視聴覚学習やｅ-ラーニングにおいては、virtual体
験として体感できる学習方法が求められている。 
ⅱ）モデル音声波形と強勢ピッチ曲線（stress/pitch contour）を見て視覚的かつ体感的に学習
する方法は、英語上級学習者のケースよりも英語中級学習者のケースにおいて顕著である。こ

の種のアプローチが、すでに聴覚イメージで脳内処理のできる上級学習者の場合よりも、何らか

の視覚的補助情報を伴なって脳内処理を促進させる初級・中級学習者にとって効果的であるこ

ffoouunndd  ppeenn  fflloooorr  ppiicckkeedd  it  uupp  

ffoouunndd  

ppeenn  

fflloooorr  ppiicckkeedd  it  uupp  

ffoouunndd  fflloooorr  ppiicckkeedd  it  uupp  

ppeenn  

may I 

uussee  may I 

uussee  

may I uussee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  
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とは、2006 年度の量的分析からも明らかである。つまり、そのことは英語を主専攻としない中位ク
ラスの一般的学習者（他学部他学科専攻者）に対応できる汎用性の高いプログラムの構築を目

指す本研究を支持する結果であるといえる。 
ⅲ）本アプローチでは、単語の個別強勢位置に加えて Pitch Contourについての視覚的情報
による相乗効果を向上させる側面に強調点が置かれているが、Multi-SpeechやWaveSurfer
の提示する第一次的情報には区切りがない。そのため、多強勢文になると、学習者の発音矯正

に慣れが必要とされる、すなわち、Pitch Contourからそれらの情報を読み取る能力の涵養が必
要とされるが、それは熟練や鍛錬というほどのものではなく、ある程度の指導があれば短時間で

容易に可能となる類のものである。しかし、最初からモデル音声表示において、その区切りが明

示されるほうが user-friendlyであることは間違いない。この点を克服しようと努めた音声ソフトに
アドバンスト・メディア社の開発した AmiVoice CALLがあるが、このソフトにも問題点がある。試
行から判断する限り、診断が一面的評価に終始して、その安定性と信頼性が必ずしも十分に裏

打ちされないことである。それは、英語母語話者が同一文について複数回トライしても評価にバ

ラつきが出る場合が少なくないことから窺える。従って、それをさらに改良した簡易な自主学習ソ

フトの開発が必要とされる。 
 
66.. おおわわりりにに  
今回の研究成果としては、「スピーチ・クリニック」や「CALL 環境」において特殊な音声分析ソ

フトを利用しなくとも「英語らしい強勢とリズム」の自律的学習が通常の PC（Windows）上で実施
できるように、“自然な英語リズム完全マスター PartⅠ”という私家版教材として、80 unitから成
る強勢リズム矯正 CD-ROM を完成し、視聴覚自習室に設置する準備が整ったことがあげられる。

当該教材では、80 unit それぞれについて、モデル音声波形と被験者改善例を提示することが
でき、それを参考に学習者が自主学習することができる。ただし、学習者の音声をリアルタイムで

PCハードディスクに採り込んで波形表示による視覚認知型の比較対照を行なうためには、フリー
ソフトのWaveSurferを学習者 PCにダウンロードしておく必要がある。 

2006年度の施設整備と TA確保による「スピーチ・クリニック」の開設から着手した本研究につ
いては、「量的分析」を経て、2007 年度には「質的分析」と「教材開発」まで一定の到達度を評価
することができる。課題として、視覚情報として表示する単語と Pitch Contourとの対応関係を明
確に示す独自インターフェイスの開発が望まれるが、これは AmiVoice CALL の不十分な点を

補完し、user-friendly な音声ソフト開発となろう。従来から存在する高性能の音声ソフトは医学
的観点からの科学的分析目的や難聴者に対する音声記録補助の役割に重点が置かれているた

め、通常の言語学習者の観点から必要とされる情報が不足していることも、本研究の過程で明ら

かとなった。 
本研究では「量的分析」から「質的分析」に視点を移して研究内容を充実し、効果的な音声学

習法とそれを具現化した教材開発を進めた。「英語らしい強勢とリズム」の自律的学習を促進する

ための改良につながる基礎的研究として、今回の実践的研究では後回しにせざるを得なかった

「高い年齢層の学習者（例えば、社会人入学の学生）対して、視覚認知型プログラムはより有効

ではないか」との仮説について検証することも今後の課題であることを附言しておきたい。 
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註註  

1） 本調査研究報告は、2006‐2007 年度の 2 ヶ年にわたり受給した「愛知県立大学教育研究活性 
化推進費」の研究成果の一部であり、第 38 回中部地区英語教育学会においてもその一部を研究
発表したことを断っておく（2008/06/28）。本稿は中部地区英語教育学会『紀要』第38号（2009）所
収の同名論文に加筆修正を施した簡略テキスト版である。 

2） WaveSurfer の存在については、2006 年 10 月 10 日に特別講義（音響音声学）を依頼した清 
水克正・名古屋学院大学教授のご教示に拠る。改めて謝意を表したい。実際、学習者用の音声波 
形を伴なう自主教材の開発と作成にあたっては、ソフト価格が＠350,000 円もする Multi-Speech 
Model 3700では対応できず、フリーの音声分析ソフトの存在は不可欠であった。 

3） 2006年度のTA3名は次のとおり。いずれも愛知県立大学外国語学部英米学科の卒業生である
鬼頭修（京都大学大学院修士課程修了）、水野眞紀（名古屋大学大学院修士課程修了）、柴田陽

子（早稲田大学教育学部英語科卒業）。 
4） 紙幅の制約から、詳細なデータは拙著〈報告書〉『視覚認知型英語音声聴覚イメージを利用した
効果的学習モデルの研究開発Ⅰ・Ⅱ』（愛知県立大学，2007/2008）及び『応用英語音声学研究』 
（中部応用言語学研究会，2015）を参照されたい。 

5） L2習得の場合に、最終目標に到達するまでの中間段階に一度落ち込む「S字曲線」を描く
ことはよく知られている。当該事象もその一環だと考えれば納得がいく（杉野直樹・立命館大

学教授からの示唆に基づく）。 
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大森裕實（2007）『視覚認知型英語音声聴覚イメージを利用した効果的学習モデルの研究開発
Ⅰ』（2006年度愛知県立大学教育研究活性化推進費研究報告書）愛知県立大学. 

大森裕實（2008）『視覚認知型英語音声聴覚イメージを利用した効果的学習モデルの研究開発
Ⅱ』（2007年度愛知県立大学教育研究活性化推進費研究報告書）愛知県立大学. 
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論文 

中中医医学学由由来来のの中中国国語語““上上火火””のの和和訳訳にに関関すするる研研究究１１））  

 

中 国 学 科 

袁    暁 今 

 

1. 問問題題提提起起  
 

本来、翻訳論的には、専門用語はやさしい。言語をコード（表現・解釈のために取り決めた

記号体系）という観点からみると、科学用語ではコードに制約される程度が大きく、逆に話者の

主体性は小さい。コード制約の大きい順に列挙すると、「自然科学言語→法律用語→日常語

→美的言語（文学言語、特に詩語）」となる。（平子 1999：147‐148）  

従って、自然科学の翻訳では、同定された普遍的なものを表す単語については、起点言語

(source language)から目標言語(target language)に置き換えて完了することが多い。即ち、

「解釈」する余地が少なく、一対一で「対応」させれば、事足りるのである。 

そうであれば、医学用語の“上火”を日本語に訳す際にも苦労はないはず。例文（1）2）はそ

の例である。しかし、実際には、全くそうではなく、非常に厄介である。まず、以下の例文（2）以
降をみていく。 

 

（1）  周恩来常出鼻血，大姐认为是上火，说他的体质偏热，饮食中限制他吃牛肉等。 
周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それはのぼせの症状で、体内の熱量が

多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2）  桔子吃多了容易上火。    

?みかんを食べ過ぎると、のぼせやすい。 
（3）  我这两天上火，牙疼。   

?私はこの二、三日のぼせているので、歯が痛い。 
（4）  队员状态不佳，教练上火了，寝不安，饭不想。 

※選手達のコンデションが良くない。監督はのぼせて、不眠と食欲不振に陥った。 
（5）  他考大学没考好，上火了。 

※彼は大学受験に失敗して、のぼせている。 
（6）  家长为了孩子升学的事儿着急上火。 

※親は子の進学のことで焦って、のぼせている。 
（7）   钱被骗走了两千，真叫人生气上火。 

※二千元を騙し取られた。本当に腹が立って、怒っている。 
（8）   我长寿的秘密是不着急上火。 

※私の長寿の秘訣は焦らず、のぼせ/怒らないことだ。 
（9）  他娘病成这样，他咋不着急，不上火呢？。 

※母親の病状はかなり深刻なのに、彼はどうして焦りもせず、のぼせ/怒らないのか。 
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（2）は中国語では、日常的に使う表現であるが 3）、「みかんを食べすぎると、のぼせる」という

表現が日本語として受け入れられるのか、この問題にまず悩まされた。日本人に（2）を日本語

で伝えたい時に、どう言ったらいいのか分からず、“上火”を複数の中日辞書で調べてみた。

そこには、「のぼせる」と「（方言）怒る」の二つの意味項目しか載っていない。しかし、日本語話

者には、「みかんを食べ過ぎると、のぼせる」と言っても、「のぼせるってどういうこと？」と、神妙

な顔でして聞き返される。ましてや、「みかんを食べ過ぎると怒る」は論外である。上記の（3）の
例文も同様の問題に直面する。さらに、例文（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）は、“上火”を「の

ぼせる」、一部を「怒る」と訳しても、日本語として正確に通じないことを複数の日本語母語話者

から確認した。ところが、ほとんどの中日辞書は、“上火”に「のぼせる」のみで対応させてい

るのが現状である。その結果、何人かの中国語学習者に“上火”を含む例文を訳させたとこ

ろ、当然ながら、全員が「のぼせる」と訳出していた。しかし、それが正鵠を射ていないことには

気づいている。 

“上火”の和訳問題に関しては、幾つかの留意点がある。第一、中日辞書における“上火”

とその訳である「のぼせる」との間には埋め難いズレがある。第二、“上火”は確かに中医学

由来の言葉であるが、日常生活でも使用頻度が非常に高い言葉である点を無視してはならな

い。第三は以上の二点を踏まえ、辞書に記載されている注釈に囚われ過ぎてはならないという

ことになる。このような現状認識に立って、“上火”の和訳における問題点を明らかにした上で、

翻訳法に改善の余地があることを本論文の研究目的とする。 

 

2. 先先行行研研究究  

 
赵梦璐(2015）は、まさに本論文と同様の問題意識を出発点としている。即ち、使用頻度の

高い“上火”を上手く日本語に訳すことができないという、自らが抱え込んだ問題に取り組ん

だ。“上火”の和訳に関する論文が皆無の中、その空白を埋めた論文と位置づけても良いと

考えている。評価すべき点が二つある。 

一つ、文学作品を用いて、翻訳結果を検証したことである。2012 年のノーベル文学賞を受

賞した莫言の小説『师傅越来越幽默』、『四十一炮』にあった“上火”の用例各一か所を

取り出し、それぞれに対応する和訳版、『至福の時』（訳者：吉田富夫）、『四十一炮』（訳者：同

前）の中で訳された結果を検証した上で、前者には「意味の誤解」があり、後者には「意味のず

れ」があったと述べている（赵梦璐 2015:18-19，23）。問題提起としては説得力があり、おおむ

ね首肯できる。しかし、論文中に日本語の誤りがあり、解説も不足しているため、後に 4.1．で
再録し、筆者の解説を加える。 

二つ目、“上火”を「のぼせる」と、「簡単に一言で翻訳するのは不可能であるため、“上火”

の使われる場面を細かく分けて、その場面に応じて適切な翻訳をしなければならない」と指摘

し、（赵梦璐 2015:24-26）「身体的な症状」と「心理的な症状」とに分けてその適訳を考えたこ

とである。 

しかし、赵梦璐(2015）は「正しく訳せていない」理由は「日本にはそれに当てはまる語がない

だけでなく、この概念さえもない」と述べ、論文の紙幅の大半を中国文化における「陰陽」、「五

行」、「五臓」の紹介や「中医学」における“上火”と「のぼせ」の原因、症状及びその療法、予

防法の叙述に費やした。さらに、“上火”の和訳の提案については、「体調が悪い」、「ストレス
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が溜まっている」の二通りだけに留まった。これは、不十分であったと言わざるを得ない。 

  この先行研究を踏まえて、以下の手順に従って、論を進めていく。 

まず、日中の医学専門文献や情報誌における“上火”と「のぼせる」の定義、原因と症状に

ついて調べる。次に、辞書における“上火”と「のぼせる」の注釈及び対訳の例文について調

べる。さらに、コーパスから“上火”と「のぼせる」の例文を抽出し、語用におけるそれぞれの原

因と症状を洗い出す。その後、医学文献、辞書、コーパスにおける“上火”の記述と「のぼせ

る」の記述とを照らし合せ、両者の意味と用法のズレについて考察する。最後に、以上の考察

を踏まえ、“上火”構文の類型を細分化し、それぞれの類型に合わせた和訳を提案する。 

 

3. 中中国国語語のの““上上火火””及及びび日日本本語語のの「「ののぼぼせせるる」」ににつついいててのの調調査査  

 

本論文はあくまでも言語学・翻訳論の範疇にあり、医学的な見地から指摘する立場にない。

しかし、可能な限り正確な和訳を検討するために、医学の観点を借用する場面もある。 

  

3.1. 中中医医学学ににおおけけるる““上上火火””のの概概念念  

中国知网(CNKI、中国学術雑誌データーベース)で“上火”というキーワードを含む論文を

検索した所、五篇の中医学文献を得た。「定義」、「原因」と「症状」の三点の内容に限定し、関

連する記述を抽出した。 

  

3.1.1. 定定義義  
钱苏海・钱俊华(2015：430）では、古代の中医学文献に基づき、「邪火(中医学では疾病を

引き起こす要因を指す)」が下から上へ逆上することによって引き起こされる面部の症状を“上

火”と定義した。魏云平・邓杨春（2019:312）では、古代の文献研究を継承し、以下の三つの角

度から“上火”の定義を紹介している。「阴阳（陰陽）」の角度から、「陽が余ること」を“上火”

と呼ぶ。「气血（気と血、生命エネルギーである気と、気を全身に運ぶための血）」の角度か

ら、「気が余ること」を“上火”と呼ぶ。「五脏（五臓）」の角度から、「五臓間の気の運動が下降

せず、上昇すること」を“上火”と呼ぶ。 

谢冠群・钱俊华・范永升（2017:2869‐2871）では、現代においては“上火”は中医学の専
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義を新たに以下のようにした。「精神的緊張、過労、辛い食品・高カロリー食品や薬品によって

引き起こされた人体の頭部、顔面、口、舌、歯茎、咽喉、目、鼻などの部位の皮膚粘膜の赤み、
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3.1.2. 原原因因  

五篇の文献に記述された“上火”の原因を以下のようにまとめた。 

外的誘因：気候・気温の変化、激しい運動、夜更かし、過労 

内的誘因：体質、内傷、飲食（焼肉などのグリル食品・香辛料などの刺激性食品・チョコレー

トなどの高カロリー食品の摂取、薬品や滋養強壮剤の服用、栄養過剰・栄養失調、水分の不
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足など）、緊張感、感情の起伏、精神的ストレス 

 

3.1.3.  症症状状  
3.1.1.定義の中でも述べたように、人体の頭部、顔面、口、舌、歯茎、咽喉、目、鼻などの部

位の皮膚粘膜の赤み、腫れ、発熱、痛み、潰瘍などの症状、また、全身の症状も見られる。

（谢冠群・钱俊华・范永升 2017：2871）、具体的に、五つの文献が触れた症状を網羅すると以

下のようになる。 

顔面紅潮、顔の湿疹、赤目、ドライアイ、耳が赤い、唇の血色が悪い、舌が赤い、舌苔が黄

色い、舌苔が少ない、歯茎の腫れと痛み、歯痛、口内炎（口腔潰瘍）、口と喉の渇き、喉の痛

み、耳鸣、空咳、痰に血が混じる、尿が赤い、便秘、脈拍が早い・遅い、寝汗、虚弱、いらつき、

焦燥感、眩暈、不眠、健忘症、腰が怠い、夢精など。 

 

3.2.  現現代代医医学学ににおおけけるる「「ののぼぼせせるる」」のの概概念念  

  

3.2.1. 定定義義  

一般に顔、頚、頭部などの充血感、熱感をいう。正常人の安静時の血液分布は、50%が体

循環の静脈系，12%が心臓内、8%が肺循環にほぼ集約され、残部が動脈、細動脈、毛細血

管などにあてられ、のぼせ感を与えるような偏在血量はきわめて少量とされている。生理学上

は、自律神経系の部分的機能障害と解されている。医学的に厳密な定義はない。（出典：『ブ

リタニカ国際大百科事典』） 
  

3.2.2.  原原因因  

「のぼせ」を引き起こす原因については、「一般社団法人日本女性心身医学会（JSPOG）」、

「時事メディカル（時事通信が運営する医療情報サイト）」、「メディカルノート（Medicalnote、
現役の医師が運営する医療 Web メディア）」より採集した。以下のようにまとめることができる。 

偏食、肉類の過食、香辛料、アルコール類などの刺激物の過度な摂取、ウイルス感染症、

更年期障害症、甲状腺機能亢進症、自律神経失調症、多血症、高血圧、熱中症、風邪、運動

不足、気温の急な変化、室内の暖房が強すぎる時、長時間の入浴、緊張感、羞恥感、ストレ

ス。 
以上に列挙した原因のうち、発症原因となる疾病については、下線で示した。 

  

3.2.3  症症状状  

 上記の三つのサイトから症状を抽出して、以下のようにまとめた。 

顔面紅潮、発熱。 

また、「のぼせのほか/のぼせと共に、頭痛、眩暈、ふらつき、喉の渇き、動悸、手の震え、手

足のしびれ、血圧の上昇、倦怠感、不眠、いらいらする、汗をかく症状もある」のような記述が

あり、この文脈からすると、ここに列挙されたこれらの具体的な症状は「のぼせ」そのものではな

く、「のぼせ」と平行して起こる症状、または「のぼせ」を契機として起こる症状であると考えられ

る。 
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足など）、緊張感、感情の起伏、精神的ストレス 

 

3.1.3.  症症状状  
3.1.1.定義の中でも述べたように、人体の頭部、顔面、口、舌、歯茎、咽喉、目、鼻などの部

位の皮膚粘膜の赤み、腫れ、発熱、痛み、潰瘍などの症状、また、全身の症状も見られる。

（谢冠群・钱俊华・范永升 2017：2871）、具体的に、五つの文献が触れた症状を網羅すると以

下のようになる。 

顔面紅潮、顔の湿疹、赤目、ドライアイ、耳が赤い、唇の血色が悪い、舌が赤い、舌苔が黄

色い、舌苔が少ない、歯茎の腫れと痛み、歯痛、口内炎（口腔潰瘍）、口と喉の渇き、喉の痛

み、耳鸣、空咳、痰に血が混じる、尿が赤い、便秘、脈拍が早い・遅い、寝汗、虚弱、いらつき、

焦燥感、眩暈、不眠、健忘症、腰が怠い、夢精など。 

 

3.2.  現現代代医医学学ににおおけけるる「「ののぼぼせせるる」」のの概概念念  

  

3.2.1. 定定義義  

一般に顔、頚、頭部などの充血感、熱感をいう。正常人の安静時の血液分布は、50%が体

循環の静脈系，12%が心臓内、8%が肺循環にほぼ集約され、残部が動脈、細動脈、毛細血

管などにあてられ、のぼせ感を与えるような偏在血量はきわめて少量とされている。生理学上

は、自律神経系の部分的機能障害と解されている。医学的に厳密な定義はない。（出典：『ブ

リタニカ国際大百科事典』） 
  

3.2.2.  原原因因  

「のぼせ」を引き起こす原因については、「一般社団法人日本女性心身医学会（JSPOG）」、

「時事メディカル（時事通信が運営する医療情報サイト）」、「メディカルノート（Medicalnote、
現役の医師が運営する医療 Web メディア）」より採集した。以下のようにまとめることができる。 

偏食、肉類の過食、香辛料、アルコール類などの刺激物の過度な摂取、ウイルス感染症、
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3.3. 辞辞書書ににおおけけるる““上上火火””とと「「ののぼぼせせるる」」のの注注釈釈  

  

3.3.1. 中中国国語語辞辞書書ににおおけけるる““上上火火””にに関関すするる注注釈釈  

まず、『现代汉语词典』、『现代汉语大词典』、『辞源』、『辞海』で“火”について調べた結果、

以下のような意味項目が得られた。➊(名)火气，中医指引起发炎、红肿、烦躁等症状的病

因,与风、寒、暑、湿、燥合称为六淫。（名詞、火気。中医学では、炎症、腫れ、焦燥などの

症状を引き起こす病因を指し、風、寒、暑、湿、燥と併せて、「六淫（六種の病因）」と呼ばれて

いる）。➋暴躁的脾气（激しい気性）。➌人体中的热量（人体の熱量、カロリー）。➍（～儿）

(名)怒气（（～儿、名詞）怒気）。➎（～儿）(动)比喻发怒（（～儿、動詞、比喩）怒り出す）。 

“上火”4)について、『现代汉语词典』は以下のように注釈している。➊(动) 中医把大便干

燥或鼻腔黏膜、口腔粘膜、结膜等发炎的症状叫上火（（動詞）中医学では、便秘、鼻腔粘膜、

口腔粘膜、結膜などの炎症を上火と呼ぶ）。➋（～儿）(方)发怒（（～儿、方言）5）怒る）。 

  

3.3.2. 日日本本語語辞辞書書ににおおけけるる「「ののぼぼせせるる」」にに関関すするる注注釈釈  

『大辞泉』では、「のぼせる」について、以下のように注釈している。➊血が頭へのぼって、ぼ

うっとなる。上気する。➋すっかり夢中になる。熱中する。➌思い上がる。うぬぼれる。➍興奮し

て理性を失う。血迷う。逆上する。『スーパ大辞林』、『新明解国語辞典』、『明鏡国語辞典』など

を調べても、この四つの意味項目で収まっている。 

  

3.3.3. 中中日日辞辞書書ににおおけけるる““上上火火””  にに関関すするる注注釈釈とと例例文文  

 『中日辞典（小学館）』の注釈と例文 

➊（中医）のぼせる。便秘または鼻腔・口腔などの炎症をさす。 

ア 他这几天上火了，老流鼻血。    

    彼はこの 2、3 日のぼせているので、 よく鼻血が出る。 

➋（方言）怒る。かっとなる。例文なし。 

 

『講談社中日辞典』の注釈と例文 

➊（中医）のぼせる。 

イ 这两天有点儿上火，嘴角都起了泡。 

この 2、3 日ちょっと熱っぽかったので、口の端に水ぶくれができた。 

➋（方言）怒る。かっとなる。 

オ 碰到这种事着急上火都没用。    

こういうことになったらいらいらしてはらを立ててもはじまらない。 

  

『中日大辞典』の注釈と例文 

➊（中医）のぼせる。とくに顔面部にでる。 

ウ 上火下寒 顔面ののぼせと手足の冷え 

➋（～儿）怒る。かんしゃくをおこす。 

カ 无论怎样讽刺他，他从来不上火。  

どんなに彼をあてこすっても彼は一向に怒ったことがない。 
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『中国語辞典』の注釈と例文 

➊（動詞）(漢方)のぼせる。 

エ 他这几天有点儿上火，眼睛红红的。 

彼はここ数日のぼせていて，目が真っ赤だ。 

 ➋（方言）（～儿）怒る。かっとなる。 

キ 看着她这副蛮劲，谁都会上火的。  

彼女の横暴さを見たら，誰でもきっとかっとなる。 

 

3.3.4.  日日中中辞辞書書ににおおけけるる「「ののぼぼせせるる」」にに関関すするる注注釈釈とと例例文文  

『日中辞典（小学館）』では、以下のように注釈している。➊头部充血，上火（上気する）；头昏

脑涨（くらくらする）。 ➋热中，迷醉，沉溺（夢中になる）。➌晕头转向，冲昏头脑，头脑发热

（理性を失う） 。ほかに『講談社日中辞典』、『岩波日中辞典』、『日汉辞典』で調べたところ、➍

丧失理智,激昂（逆上する）という意味項目が得られた。  

  四つの辞書から意味項目➊に関する例文を抽出してみると、原因と症状の両パターンが見

られた。 

原因についての例文： 

ア 長湯をしてのぼせる。             → 洗澡时间过长而头晕。 

イ 風呂でのぼせる。              → 因洗澡而脸上发烧。 

ウ 恥ずかしさのあまり、のぼせた。       → 羞得面红耳赤。 

エ 暑さでのぼせる。                  → 热得头昏脑胀。 

オ 満員電車に閉じ込められてのぼせた。 → 憋在满员了的电车中头昏脑胀。 

 

症状についての例文： 

カ のぼせて、頭がぼうっとなる。         → 上火而头晕。 

キ のぼせて、鼻血が出た。             → 上了火，出了鼻血。 

 

3.4. ココーーパパススにによよるる““上上火火””とと「「ののぼぼせせるる」」のの用用例例のの考考察察  

北京大学语料库（CCL）で“上火”を検索した結果、調理用語の「材料の上方から火を

当てる」という意味を除き、256 文を収集することが出来た。3.3.1．で示した➊番の意味項目、

つまり「のぼせる」の意味で使用された例文数は 210 あり、➋番の意味項目、つまり、「怒る」の

意味での例文は 46 あった。そこで、210 文から、“上火”の共起する原因と症状について、

以下のようにまとめた。（数字は例文数） 

 

3.4.1.““上上火火””のの原原因因  

ア ストレス   28 （感情の起伏 13  例：ショック、動揺、不安、鬱憤、羞恥、落ち込み） 
（生活の不満 15 例：金銭的困窮、道路の渋滞、家電の不具合、トイレ 

の混雑、親族知人の心配） 

イ 飲食     24 （例：チョコレート、牛肉、羊肉、犬肉、揚げ物、火鍋、唐辛子、朝鮮人参 

山芋、ライチ、マンゴー、アルコール飲料、野菜や水分の不足） 

ウ 失敗      17  （例：戦績不振、商売の不況、貴重品の紛失） 
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『中国語辞典』の注釈と例文 
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オ 満員電車に閉じ込められてのぼせた。 → 憋在满员了的电车中头昏脑胀。 
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カ のぼせて、頭がぼうっとなる。         → 上火而头晕。 
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3.4. ココーーパパススにによよるる““上上火火””とと「「ののぼぼせせるる」」のの用用例例のの考考察察  

北京大学语料库（CCL）で“上火”を検索した結果、調理用語の「材料の上方から火を

当てる」という意味を除き、256 文を収集することが出来た。3.3.1．で示した➊番の意味項目、

つまり「のぼせる」の意味で使用された例文数は 210 あり、➋番の意味項目、つまり、「怒る」の

意味での例文は 46 あった。そこで、210 文から、“上火”の共起する原因と症状について、

以下のようにまとめた。（数字は例文数） 

 

3.4.1.““上上火火””のの原原因因  

ア ストレス   28 （感情の起伏 13  例：ショック、動揺、不安、鬱憤、羞恥、落ち込み） 
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イ 飲食     24 （例：チョコレート、牛肉、羊肉、犬肉、揚げ物、火鍋、唐辛子、朝鮮人参 
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ウ 失敗      17  （例：戦績不振、商売の不況、貴重品の紛失） 

 
 

エ 疲労     14  （例：仕事の忙しさ、大変さ、テンポの速さ、旅・長時間の移動） 

オ 気候・気温 10  （例：乾燥、暑さ） 

    

3.4.2.  ““上上火火””のの症症状状  

ア 口・唇       10  （水ぶくれ 9、唇の血色が悪い１）  
イ 口腔         7  （口内炎・口腔潰瘍 5、口の渇き 2） 
ウ 歯           7  （歯痛・歯茎の腫れ 6、歯の脱落 1） 
エ 目           6  （麦粒腫 1、結膜炎 1、目のくぼみ 1、目脂 1、充血 1、痛み 1） 
オ 顔           5  （吹き出物・ニキビ 4、腫れ 1） 
カ 鼻           5  （鼻血 4、吹き出物 1） 
キ 喉           4  （咽喉炎 2、痛み 1、声のかすれ） 
ク 耳           2  （耳鳴 1、痒み 1） 
ケ 皮膚         2  （汗疹 1、搔痒感 1） 
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ここでも、前述した医学文献同様に、例文では、「のぼせ」と平行して起こる諸症状として、手
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述されている。ここから判ることは、「のぼせと平行して起こる」、あるいは、「のぼせを契機として

起こる」症状は多いが、それを除外していくと、「のぼせ」それ自体の症状は実は僅かであると

いうことである。 

 

3.5.  ““上上火火””とと「「ののぼぼせせるる」」のの概概念念ににおおけけるるズズレレにに関関すするる考考察察  

3.1.～3.4.の内容をまとめると、以下のことが明らかになった。 

ア 医学文献による「のぼせ」の原因についての記述の中では、病気によるものが目立つ。

しかし、日本語コーパスで得られた「のぼせ」の原因についての記述は比較的少なく、更年期

障害以外はほとんど見られなかった。コーパスでは「入浴」と「更年期」が主要原因となってい

る。辞書の例文からもその裏付けが取れる。日本語辞書四種の内三種、日中辞書四種全てが

「長湯、風呂」で「のぼせる」を用いた例文を挙げている。 

イ 中国語コーパスで得られた“上火”の原因についての記述は、中医学文献による記述

とほぼ一致しているが、コーパスでは、「ストレス」、「飲食」が主な原因となっている。これは、日

本語の「のぼせ」の原因とは大きく異なる。因みに、「入浴」や「更年期」による“上火”の例文

は一例（長風呂）しか見つからなかった。 

ウ 医学文献による「のぼせ」の症状についての記述は非常に少ない。日本語コーパスでみ

つけた症状についての記述はさらに少なく、「顔面紅潮」、「歯茎の腫れ」の二点のみである。

これが、一般の日本人が「のぼせる」に対して持つ認識（＝限定的な狭い意味）を如実に反映

していると考えられる。 

エ 中医学文献による“上火”の症状についての記述は身体的な症状（頭部、面部、頸部

及び全身の症状、しかも、いずれも炎症がキーワードである）が中心であるが、コーパスでは、

“上火”の症状は身体的な症状をはじめ、精神的な症状、または身体的な症状と精神的な症

状の併発など、多岐に亘っている。これも、日本語の「のぼせる」と大きな隔たりがある。この現

象は、一般の中国人の“上火”に対する認識を理解する上では一助となる。中国人は日常生

活の中で、“上火”に広い意味を付与していて、体の不調、精神的な不安など、多くの場面で

“上火”を使用している。 

 オ さらに、そもそも現代医学における“上火”と「のぼせる」の定義には曖昧さがある。中国

では、「半健康状態」、日本では、「厳密な定義がない」とされ、これが両者の対応関係、対訳

を難しくする一因になっている。 

以上のことを総括すると、原因においても、症状においても、“上火”と「のぼせる」の間で

は、重なり合う部分はあまり多くないことが分かった。次頁の表 1 の下線、表 2 のグレーでそれ

を示した。ここから分かるように、“上火”にいつも「のぼせる」を用いて対応させるのは「乱暴な

置き換え」と言わざるを得ず、「のぼせる」だけでは役不足である。しかし、辞書に載っている唯

一の訳語である「のぼせる」を除くと、訳す術を失い、「翻訳不能論」に陥る恐れもある。後に、4．
では、それについて論述するが、起点言語と目標言語の間には、文化の違いという「壁」があり、

そこでは翻訳者の主体性が要求される。 

また、表 1 にあるように、辞書における意味項目のズレにも注目すべきである。“上火”には

「怒る」という意味があるが、「のぼせる」には、それがない。また、「のぼせる」には「夢中にな

る」、「思い上がる」、「理性を失う」という意味があるが、“上火”には、それらがない。 
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中中医医学学文文献献
ココーーパパスス

（（例例文文数数順順））
医医学学文文献献

ココーーパパスス
（（例例文文数数順順））

1 顔顔面面紅紅潮潮 口に水ぶくれ 顔顔面面紅紅潮潮 上気する（顔顔面面紅紅潮潮） 顔顔面面紅紅潮潮

2 くくららくくららすするる 便秘 発発熱熱 くくららくくららすするる 歯歯茎茎の腫れ

3 便秘
歯痛及び口腔粘膜の炎症
（歯歯茎茎を含む）

4 鼻鼻血血及び鼻腔粘膜の炎症 鼻腔粘膜の炎症 結膜の炎症

5 歯痛及び口腔粘膜の炎症
（歯歯茎茎を含む）

口腔粘膜の炎症 鼻鼻血血及び鼻腔粘膜の炎症

6 結膜の炎症 結膜の炎症 口腔粘膜の炎症

7 耳、喉の炎症 その他炎症 顔及び全身皮膚の炎症

8 皮膚の炎症
精神性諸症状
（食欲不振、焦燥、不眠、緊張等）

9 精神性諸症状
（不眠、焦燥、夢精、健忘等）

耳、喉の炎症

10 その他（呼吸器、泌尿器、循環器、
代謝、汗など）軽い症状

意
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項
目
➋

その他（泌尿器、循環器、消化
器、発発熱熱、倦怠感、くくららくくららすするる）
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夢中になる
思い上がる
理性を失う
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意
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項
目
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意
味
項
目
➊

便秘
※例文では「鼻鼻血血」の例がある
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症状

表表1　　　　““上上火火””　　とと　　「「ののぼぼせせるる」」　　ににおおけけるる意意味味項項目目及及びび症症状状のの比比較較

上上火火 ののぼぼせせるる

辞辞書書 辞辞書書

 

中中医医学学文文献献 ココーーパパスス　　（（例例文文数数順順）） 医医学学文文献献 ココパパーースス　　（（例例文文数数順順））

1 ストレス ストレス 入浴 入浴

2 飲食 飲食 更年期 更年期

3 睡眠不足
失敗経験
（試合、生活、商売…）

疾病（ウイルス感染症）
（甲状腺機能亢進）（自立神経失調）
（多血症）（高血圧）(熱中症）（風邪）

冷え症

4 疲労 疲労 ストレス ストレス

5 外感（気温） 気温 飲食 飲食

6 緊張、感情の起伏 気温 気温

7 激しい運動 運動不足 薬の副作用

8 内傷 緊張、羞恥 その他（花粉症、出産）

表表2　　　　““上上火火””　　とと　　「「ののぼぼせせるる」」　　原原因因のの比比較較

上上火火 ののぼぼせせるる
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下記の例文のように、中国語コーパスに見られる“上火”を含む 256 例文のうち、「怒る」の 
意味で使用されている例文は 40 に上る。例文数から見ると、使用頻度はかなり高いと言える。 

 

（10）  啊，王队长，别上火，我是和你开个小玩笑。 
（10’） あ、王隊長、怒らないで、冗談、冗談だよ。  

 

「怒り」は「喜怒哀楽」の一種で、人間の自然な感情であり、身体的な異常や精神的な異常と

は別のものであるが、「怒り」によって、カッとなり、興奮し、頭に血が上るという事態になれば、

もはや「正常な状態」ではなく、一時的な身体と精神の異常と見なすことができる。そうすると、

意味項目➋の「怒る」は意味項目➊の意味拡張であり、両者は核心部分で繋がっていると考

えられる。 

同じコーパスの例文中には、“生气上火”、 “上火生气” 、“上火动气”、 “生气，

上火”を含む例文も多数あった。つまり、「生气（腹立つ）」、「动气（怒る）」などの言葉とセット

で現れることも少なくない。 

 

（11）  一个平民百姓，派人抓来也就行了，何劳大王生气上火？ 

（11’） 一介の庶民、捕まえてきてよろしい。大王はこの件で怒ったりする必要は全くない。 

 

さらに、同じコーパスの 256 例文中、“着急上火” 、“上火着急”、 “心急上火”、“着

急，上火”、“上火，急”“急上火”、“急得上火”、“上火发愁” 、“毛躁上火”を含

む例文は 61 に上る。これらの例文では、「着急（苛立つ）」、「急（焦る）」、「发愁（気が沈む）」、

「毛躁（落ち着きがない）」などの精神的なダメージを表す言葉と共起するケースが多い。 

 

（12）  有的学生我怎么教他都学不会，着急上火，却没有更好的教学办法。 

（12’） 何人かの学生は、どんなに教えても、できない。苛立っているが、私にはより良い教

授法はないのである。 

（13）  数日前，布什心急上火，脸上生了疖子，记者给他拍了一张面部粘着创可贴的照片。  

（13’） 数日前、ブッシュはイライラして、顔に腫物ができた。 顔に絆創膏を貼った写真が

記者に撮られた。 

（14）  那段时间天灾人祸当前，着实令宋子文上火发愁不知所措。 
 （14’） あの頃、天災人災が続き、宋子文は随分悩まされ、落ち込み、途方に暮れていた。 

  

（12）、（13）、（14）と同じタイプの 61 の例文を観察すると、“上火”を使用しながらも、必ず

しも意味の追加がある訳ではない。つまり、“上火”があってもなくても、翻訳結果に変化は生

じない。同じように、（11）と同じタイプの例文中の“上火”も特に訳出する必要性は感じられな

い。“着急上火”と“生气上火”に含まれる“上火”はその前の“着急”と“生气”の意

味を若干強調する以上の存在理由はない。あるいは、四字熟語を好む中国人がリズムのため

に“着急”と“生气”の後に“上火”を付加した可能性があると考えるのか。これもまた別の

興味深いテーマである。 
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い。“着急上火”と“生气上火”に含まれる“上火”はその前の“着急”と“生气”の意

味を若干強調する以上の存在理由はない。あるいは、四字熟語を好む中国人がリズムのため

に“着急”と“生气”の後に“上火”を付加した可能性があると考えるのか。これもまた別の

興味深いテーマである。 

 

 
 

4．．““上上火火””のの和和訳訳  

 
4.1.  文文学学作作品品ににおおけけるる““上上火火””のの和和訳訳  

赵梦璐(2015）が例として挙げた莫言の作品中の“上火”の和訳をここで確認しておく。 

 

（15） 只有一个胖子，转到小屋后边，撒了一泡焦黄的尿。他隔着老远就嗅到了尿臊味。

他心里想：领导“上火”了。               『师傅越来越幽默』莫言 
（15’） ただ、デブが一人だけ、小屋の背後に回って、黄色い小便をしくさった。かなり離れ

た処からでも、小便臭い匂いは伝わってきた。上役に「怒鳴ら」れたな、と自分は思った。  

                                 『至福のとき』 吉田富夫訳 

 
 （15’）の訳文では、“上火”は、多くの辞書で方言として扱われている「怒る」の意味で訳さ

れているが、この前後も含めた内容を咀嚼すると、この訳にはかなり違和感が残る。彼（＝話

者）は「胖子（デブ）＝领导（上役）」が放尿したシーンを目撃し、その尿の色と匂いから判断し

て、 “上火”の生理的な症状の一つ（炎症によって尿の色が黄色くなり、臭いがきつくなる）

であると考えたのであろう。ここは、ふつうに「この役人は体調が悪いんだなと彼は思った」と訳

せばいいのではないか。しかも、「上役が怒鳴る」という状況は前後の文脈からも読み取れず、

これは明らかに「誤訳」であると指摘することが出来る。「誤訳」の原因に関しては、恐らく、日本

語においては、いわゆる「のぼせ」の症状には、3.2.3.や 3.4.3.で考察したように、顔面の症状し

か認識されていないので、辞書中の一番目の意味項目「のぼせる」と訳さずに、二番目の意味

項目「怒る」に近い「怒鳴る」と訳したのではないかと推測する。もしかしたら、訳者は「黄色く臭

い尿」を身体の異常のサインであると認識せず、立ち小便に対する嫌味の描写であると捉えて

いた可能性がある。もう一つの用例をみてみよう。 

 

（16） 这口井里的水，透明澄澈，甘甜无比，比那些瓶装的纯净水、矿泉水的质量都要

好。这样的水，本身就是琼浆玉液。许多因为上火而眼睛红肿的人，用这井里的水洗一次，

眼睛马上就明亮。还有那些因为上火小便发黄的人，喝两碗我们的水，小便马上就清亮如

泉。                             『四十一炮』莫言 

（16’） その井戸の水たるや、透き通って甘いことこの上なく、瓶詰めの蒸留水やミネラルウ

オーターなどよりはずっと良質でした。それ自身が玉液でして、のぼせて眼が赤く腫れあがっ

た人間でも、ひとたびこの井戸の水で洗えばたちまち眼はぱっちり、のぼせて小便が黄色くな

った人間でも、この水を飲めばたちまち小便が澄んだものです。 

                                      『四十一炮（下）』吉田富夫訳 

  

（16）では、“上火”の症状（その一、眼が赤く腫れる、その二、小便が黄色い）を持つ人が、

その井戸の水を飲めば、治るというのであるが、（16’）では、いずれも、「のぼせる」と訳した。

3.2.1．でも述べたように、「のぼせる」については、医学的に厳密な定義はないため、こう訳し

ても間違いではない。ただ、懸念されるのは、日本の読者にはこれらの症状が「のぼせ」の症

状として受容されるかどうか。疑問を抱く読者がいるかもしれない。そう考えると、“上火”を無

視して、症状だけを訳せば、文の理解になんらの支障もきたさない。或いは、無理して、「のぼ
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せて」で対応させずに、「体調不良で」や「調子が悪くて」などのぼかして訳した方が無難であ

ると考える。 

 

4.2.  問問題題のの所所在在  

専門文献による記述は専門家の見識、つまり、「専門用語」であり、コーパスの例文中の記

述は世間一般の認識、即ち、「日常語」寄りである、辞書の記述は、さらに、世間一般の認識

の核心的な部分を抽出して概念化したもので、例文も代表的で、分かりやすい例が挙げられ

る。そのような考え方に立って、“上火”の和訳の問題点をここで洗い出す。 

そもそも、「中医学」は中国の伝統医学のことで、日本にそのような考え方が無ければ、それ

に対応する適訳があるかどうかは判断し難い。 

確かに中医学の専門用語である“上火”（その時点では科学言語に属する）が、次第に、

3.5．で述べたように、現代中国語においては、日常語になり、厳密な中医学の専門用語とは

言えなくなった。体の不調や違和感などの軽い症状を人々が“上火”として捉え、訴えるよう

になってきたと考えられる。疾病か半健康状態の境界線も曖昧である。また、原因や症状を突

き詰めることもなく、日常生活の中で、気軽に使用されるようになった結果、意味の滲みが広が

り、「便利語」にまで変容したと見ることができる。そうであれば、“上火”の翻訳は言語のコー

ドの制約から解放され、中医学用語に囚われない訳し方を新たに考えなければならない。 

中日辞書に載っている“上火”の訳語である「のぼせる」は 3.5．で考察した通り、日中間に

おける概念のズレがかなり大きいことが明らかになった。また、第二の辞書的語義の「怒る」を

足しても、網羅できていない。 

翻訳の対象は「ラング(langue)」ではなく「パロール(parole)」なのである（平子 1999:13）。辞
書にのっている語彙はあくまで形式に過ぎない。辞書は静的なものであって、翻訳とはこれを

活用する動的な行為である。翻訳のよしあしは、形式（辞書的なもの）をいかに動的に内容とし

て生かすか、にかかっている（平子 1999:18‐19）。“上火”の和訳問題は正に動的に訳さな

ければならない。 

問題点が明らかになったところで、コーパスの “上火”の 256 例文の類型を細分化し、類

型ごとに訳し方を提案していくことにする。 

  

4.3.  類類型型  

改めて、1.で挙げた例文を再録し、その類型を見てみる。“上火”を和訳する際には、以下の

九つの類型があると考えている。ここでは、類型を示すのみで、あえて□を空欄とし、後に詳しく

考察することとする。 
 

（1） 周恩来常出鼻血，大姐认为是上火，说他的体质偏热，饮食中限制他吃牛肉等。 
周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それは    の症状で、体内の熱量が

多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2） 桔子吃多了容易上火。 

みかんを食べ過ぎると、     を起こしやすい。 

（3）  我这两天上火，牙疼。   
私はこの二、三日    、歯が痛い。 
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せて」で対応させずに、「体調不良で」や「調子が悪くて」などのぼかして訳した方が無難であ

ると考える。 

 

4.2.  問問題題のの所所在在  

専門文献による記述は専門家の見識、つまり、「専門用語」であり、コーパスの例文中の記

述は世間一般の認識、即ち、「日常語」寄りである、辞書の記述は、さらに、世間一般の認識

の核心的な部分を抽出して概念化したもので、例文も代表的で、分かりやすい例が挙げられ

る。そのような考え方に立って、“上火”の和訳の問題点をここで洗い出す。 

そもそも、「中医学」は中国の伝統医学のことで、日本にそのような考え方が無ければ、それ

に対応する適訳があるかどうかは判断し難い。 

確かに中医学の専門用語である“上火”（その時点では科学言語に属する）が、次第に、

3.5．で述べたように、現代中国語においては、日常語になり、厳密な中医学の専門用語とは

言えなくなった。体の不調や違和感などの軽い症状を人々が“上火”として捉え、訴えるよう

になってきたと考えられる。疾病か半健康状態の境界線も曖昧である。また、原因や症状を突

き詰めることもなく、日常生活の中で、気軽に使用されるようになった結果、意味の滲みが広が

り、「便利語」にまで変容したと見ることができる。そうであれば、“上火”の翻訳は言語のコー

ドの制約から解放され、中医学用語に囚われない訳し方を新たに考えなければならない。 

中日辞書に載っている“上火”の訳語である「のぼせる」は 3.5．で考察した通り、日中間に

おける概念のズレがかなり大きいことが明らかになった。また、第二の辞書的語義の「怒る」を

足しても、網羅できていない。 

翻訳の対象は「ラング(langue)」ではなく「パロール(parole)」なのである（平子 1999:13）。辞
書にのっている語彙はあくまで形式に過ぎない。辞書は静的なものであって、翻訳とはこれを

活用する動的な行為である。翻訳のよしあしは、形式（辞書的なもの）をいかに動的に内容とし

て生かすか、にかかっている（平子 1999:18‐19）。“上火”の和訳問題は正に動的に訳さな

ければならない。 

問題点が明らかになったところで、コーパスの “上火”の 256 例文の類型を細分化し、類

型ごとに訳し方を提案していくことにする。 

  

4.3.  類類型型  

改めて、1.で挙げた例文を再録し、その類型を見てみる。“上火”を和訳する際には、以下の

九つの類型があると考えている。ここでは、類型を示すのみで、あえて□を空欄とし、後に詳しく

考察することとする。 
 

（1） 周恩来常出鼻血，大姐认为是上火，说他的体质偏热，饮食中限制他吃牛肉等。 
周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それは    の症状で、体内の熱量が

多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2） 桔子吃多了容易上火。 

みかんを食べ過ぎると、     を起こしやすい。 

（3）  我这两天上火，牙疼。   
私はこの二、三日    、歯が痛い。 

 
 

（4）  队员状态不佳，教练上火了，寝不安，饭不想。 
選手達のコンデションが良くない。監督は    、不眠と食欲不振に陥った。 

（5） 他考大学没考好，上火了。 
彼は大学受験に失敗して、    。 

（6a） 家长为了孩子升学的事儿上火。 
親は子の進学を    。  

（6b） 家长为了孩子升学的事儿着急上火。 

親は子の進学のことで焦っている。     。 

（7a） 钱被骗走了两千，真叫人上火。 
二千元を騙し取られた。本当に    。 

（7b） 钱被骗走了两千，真叫人生气上火。 

二千元を騙し取られた。本当に腹立つ。    。            

（8）  我长寿的秘密是不（着急）上火。 
私の長寿の秘訣は焦らず、    ことだ。 

（9）  他娘病成这样，他咋（不着急），不上火呢？ 
母親の病状はかなり深刻なのに、彼はどうして    のか。 

 

（１）、（2）、（3）は「身体的な症状」、（4）は「精神的な症状」に属すると考えている。（5）、（6）、
（7）、（8）、（9）に関しては、「精神的な症状」の延長線上にあって、「感情的な不調」と捉える。 

（1）は「病気」と捉え、原因、症状、予防法について詳述している。 

（2）は、原因を明言しているが、具体的な身体的症状には言及していない。 

（3）は、原因に触れずに、具体的な身体的症状を追記している。 

（4）は、「思い通りにいかない」ことを意味する事柄を含み、精神的な症状を述べている。 

（5）は、「失敗」、「敗北」など「苦い経験」を意味する事柄を含んでいる。 

（6a）は、「苛立ち」や「不安」を抱かせるような事柄を含んでいる。また、この意味で使われる

場合、しばしば、(6b）のように、「着急（焦る）」及びその同義語、類義語と共起する。 

（7a）は、「立腹」させられるような事柄が含まれている。こちらもしばしば(7b）のように、「生气

（怒る）」及びその同義語、類義語と共起する。 

（8）と（9）は否定形を取る（＝“不上火”／“不着急上火”）。この場合、肯定的に捉える文

脈（8）と否定的に捉える文脈（9）の二パターンがある。「単独形（＝“不上火”）」と「セット形（＝

“不着急上火”） 」のいずれの可能性もある。 

 

4.4.  提提案案 
4.3 の九つの類型に対して、それぞれの和訳法を以下のように提案する。（Φ＝訳不要） 

 

（1’）  周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それはののぼぼせせの症状で、体内の熱量が

多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2’）  みかんを食べ過ぎると、吹吹きき出出物物やや便便秘秘ななどどのの症症状状を起こしやすい。 

（3’）  私はこの二、三日 ΦΦ／／体体調調がが悪悪くく、歯が痛い。 

（4’）  選手達のコンデションが良くない。監督は苛苛立立っってて、不眠と食欲不振に陥った。 

（5’）  彼は大学受験に失敗して、落落ちち込込んんででいいるる。 
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（6a’） 親は子の進学のことで焦焦っってていいるる。 

（6b’） 親は子の進学のことで焦っている。ΦΦ。 

（7a’）  二千元余りを騙し取られた。本当に腹腹がが立立つつ。 

（7b’） 二千元余りを騙し取られた。本当に腹腹がが立立つつ。。ΦΦ。 

（8’）   私の長寿の秘訣は焦らず、くくよよくくよよしないことだ。 

（9’）   母親の病状はかなり深刻なのに、彼はどうして真真剣剣にに受受けけ止止めめないのか。 

 

（1）“上火”と「のぼせ」の症状が完全に合致している場合は、「のぼせる」と直訳する。 

（2）については、みかんは大量に食べると「柑皮症」になるほか、熱量（カロリー）の高い果物

であるため、吹き出物や便秘などの症状を起こしやすいと言われている。原文には症状につ

いての記述がないが、この場合は「のぼせる」の典型的な症状との間にズレがあるため、「のぼ

せる」とは訳さず、（2’）のように、中国で広く認識されている症状を加える。みかんは一例に過

ぎないが、前述した様々な原因と種々の症状をリンクさせ、百科事典的知識（encyclopaedia 
knowledge）を動員し、臨機応変に訳す必要があると考える。 

（3）に関しては、原文には“上火”の具体的な症状の一つ、「歯痛」と明記されているため、

「のぼせる」とは訳さない。また、「体調不良で」、「調子が悪くて」と意味を拡大して訳した方が、

違和感がないと考える。 

（4）のように、「思い通りに行かない」事柄を含み、さらに、「不眠」や「食欲不振」などの精神

的な症状を述べているコンテクストでは、「苛立つ」、「心配する」、「精神的に参る」や「精神的

に疲れる」「ストレスが溜まる」などと訳す。 

（5）のように、「失敗」や「苦い経験」を意味する事柄を含むコンテクストでは、それが原因と

なって、「落ち込む」という結果が伴うと推論できる。「落ち込む」及びその同義語や類義語を用

いて訳す。 

（6a）の文脈には、「苛立ち」や「不安」を抱かせるような事柄を含む。従って、後半に「焦る」

という表現が必然的に表れると推測し、（6a’）では「焦る」及びその同義語や類義語で訳す。

（6b）のように、「着急（焦る）」などの言葉と共起する場合、この時の“上火”は「焦る」と意味が

近いため、訳は不要で、（6b’）となる。 

（7a）のようなコンテクストには、「立腹」させられるような事柄が含まれている。当然、後部に

「腹が立つ」や「怒る」などの言葉が現れやすい。従って、「腹が立つ」や「怒る」と訳す。（7b）の
ように、しばしば、「生气（怒る）」などの言葉と共起する場合、“上火”は「怒る」と意味が近いた

め、“上火”の訳は不要となる。 

（8）と（9）の“不上火”の場合には、文脈によって訳が分かれる。肯定的に捉える（8）は、「くよ

くよしない」と訳出し、否定的に捉える（9）では、「真剣に受け止めない」と訳す。但し、これらは

文面に即した訳の一例に過ぎない。そこで、ここでは、幾つかの例を追加しておく。肯定義か

ら否定義という順で紹介する。 

 

（17） 这位副队长不不着着急急，，不不上上火火，稳稳当当，可是不好斗… 

この副隊長は落落ちち着着いいてていいてて、穏健で、なかなか手ごわい… 

（18） 他说:“我长寿的秘密是不不着着急急上上火火。” 

彼はこう言った。「私の長生きの秘訣は焦焦ららなないい/くくよよくくよよししなないい//落落ちち込込ままなないい//慌慌てて  
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（6a’） 親は子の進学のことで焦焦っってていいるる。 

（6b’） 親は子の進学のことで焦っている。ΦΦ。 

（7a’）  二千元余りを騙し取られた。本当に腹腹がが立立つつ。 

（7b’） 二千元余りを騙し取られた。本当に腹腹がが立立つつ。。ΦΦ。 

（8’）   私の長寿の秘訣は焦らず、くくよよくくよよしないことだ。 

（9’）   母親の病状はかなり深刻なのに、彼はどうして真真剣剣にに受受けけ止止めめないのか。 

 

（1）“上火”と「のぼせ」の症状が完全に合致している場合は、「のぼせる」と直訳する。 

（2）については、みかんは大量に食べると「柑皮症」になるほか、熱量（カロリー）の高い果物

であるため、吹き出物や便秘などの症状を起こしやすいと言われている。原文には症状につ

いての記述がないが、この場合は「のぼせる」の典型的な症状との間にズレがあるため、「のぼ

せる」とは訳さず、（2’）のように、中国で広く認識されている症状を加える。みかんは一例に過

ぎないが、前述した様々な原因と種々の症状をリンクさせ、百科事典的知識（encyclopaedia 
knowledge）を動員し、臨機応変に訳す必要があると考える。 

（3）に関しては、原文には“上火”の具体的な症状の一つ、「歯痛」と明記されているため、

「のぼせる」とは訳さない。また、「体調不良で」、「調子が悪くて」と意味を拡大して訳した方が、

違和感がないと考える。 

（4）のように、「思い通りに行かない」事柄を含み、さらに、「不眠」や「食欲不振」などの精神

的な症状を述べているコンテクストでは、「苛立つ」、「心配する」、「精神的に参る」や「精神的

に疲れる」「ストレスが溜まる」などと訳す。 

（5）のように、「失敗」や「苦い経験」を意味する事柄を含むコンテクストでは、それが原因と

なって、「落ち込む」という結果が伴うと推論できる。「落ち込む」及びその同義語や類義語を用

いて訳す。 

（6a）の文脈には、「苛立ち」や「不安」を抱かせるような事柄を含む。従って、後半に「焦る」

という表現が必然的に表れると推測し、（6a’）では「焦る」及びその同義語や類義語で訳す。

（6b）のように、「着急（焦る）」などの言葉と共起する場合、この時の“上火”は「焦る」と意味が

近いため、訳は不要で、（6b’）となる。 

（7a）のようなコンテクストには、「立腹」させられるような事柄が含まれている。当然、後部に

「腹が立つ」や「怒る」などの言葉が現れやすい。従って、「腹が立つ」や「怒る」と訳す。（7b）の
ように、しばしば、「生气（怒る）」などの言葉と共起する場合、“上火”は「怒る」と意味が近いた

め、“上火”の訳は不要となる。 

（8）と（9）の“不上火”の場合には、文脈によって訳が分かれる。肯定的に捉える（8）は、「くよ

くよしない」と訳出し、否定的に捉える（9）では、「真剣に受け止めない」と訳す。但し、これらは

文面に即した訳の一例に過ぎない。そこで、ここでは、幾つかの例を追加しておく。肯定義か

ら否定義という順で紹介する。 

 

（17） 这位副队长不不着着急急，，不不上上火火，稳稳当当，可是不好斗… 

この副隊長は落落ちち着着いいてていいてて、穏健で、なかなか手ごわい… 

（18） 他说:“我长寿的秘密是不不着着急急上上火火。” 

彼はこう言った。「私の長生きの秘訣は焦焦ららなないい/くくよよくくよよししなないい//落落ちち込込ままなないい//慌慌てて  

 
 

なないい//気気ににししなないいことなのだ」 

（19） 可是我从没见过他着急上火（＝他从不不着着急急上上火火），这听起来他有些迟钝。 
     私は彼の悩んだり、心配したりする姿を見たことがない（＝彼は悩悩んんだだりり、、心心配配ししたたりり

すするるここととががなないい）。こんな言い方だと、彼は少し鈍感だというふうに聞こえる。 

（20） 可他永远是一副不不着着急急不不上上火火的样子，这让我心里别提有多窝心。 

しかし、彼は常にののんんびびりりしている。そのののんんききな様子が大いに立腹させたのだ。 

（21） 对待社会上不廉洁的现象，不不着着急急，，不不上上火火，…发发牢骚，说说怪话，以此来满 

足心理平衡。 

社会の不公平に対して、真真剣剣にに考考ええずず、ただ愚痴を言ったりするだけで、心のバラ 

ンスを保っている。 

（22） 振兴区机关干部吃午饭的时候，食堂被来自亏损企业的上访群众挤满。…区长苏 

    永胜意想不到地发现部分机关干部不不着着急急、、不不上上火火，有的还说风凉话。 

       振興区の役人が昼食をとる時間帯に、食堂は赤字企業の陳情者で溢れていた。…

しかし、一部の役人らは意外にも深深刻刻にに受受けけ止止めめずずにに、（陳情者に対して）無責任な

ことさえ平気で言う。このことに、蘇永勝区長は気付いたのだ。 

（23） 对于改变贫困落后面貌不不着着急急，，不不上上火火，缺乏紧迫感，在经济和条件创造方面， 

“等、靠、要” ... 

貧困をなんとか打開しようとする意意欲欲ががななくく、緊迫感が欠けている。財源やインフラ 

整備の面においては、（自己努力をせず、ただ）「待つ・頼る・ねだる」だけ・・・ 

（24） 考试考成这样，你咋不知道愁呢？不不着着急急不不上上火火的。没心没肺！ 

試験の成績はこんなに悪かったのに、なんで真剣に受け止めないの。平平気気ででいいらられれ  

るる/落落ちち込込んんだだりりししなないい/向向上上心心ががなないいの。何をぼんやりしているの！ 

                    中学生時代の筆者が試験結果の出る度に母親から言われた言葉 

    

例文（24）の下線の部分は“不着急不上火”と類義的な表現と考えてもいい。これらの表現

の訳し方も“不着急不上火”の代替訳として活用できると考える。 

 

（25） 她从小就是个没没心心没没肺肺的孩子，浑然一片，随心所欲，心神恍惚，不求上进。   

张洁 『无字』 

彼女は小さい時からぼぼんんややりり//ああっっけけららかかんんとしていて、無知で、好き勝手で、集中力

もなければ、向上心も無い。 

                                    

（26） 看客中发出了喝采声，但不怎么热烈：“看笨的！”“还不不知知道道愁愁呢！”“愁什 

     么，有吃有喝……”                             人民日报 1956 年 9 月 8 日 

野次馬の中からさほど大きくないやじが聞こえてきた。「馬鹿者！」「悩みがないの

か」「何が心配だ？食べ物に困っているわけでもないし…」 

 

さらに、下記の例文中“不当回事”、“不往心里去”も“不着急不上火”の異なるバー

ジョンとして紹介しておく。このように見ていくと、“上火”の訳は常に動態的に、頭を柔軟に
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し、言葉を固定したイメージで考えないように心がけておく必要がある。 

 

（27） 而自己却日渐消瘦，经常恶心呕吐。通讯员多次劝他去看病，他却不不当当回回事事。 

彼は日に日に痩せてきて、度々気分が悪くなったり、嘔吐したりする。通信員は何回 

も病院へ行くように勧めたが、彼は全然意意にに介介ささなないい//問問題題視視ししなないい//取取りり合合わわなないい。 

（28） 我也想发生了这么多事，刘云不可能一点儿都不不往往心心里里去去。  

こんなに多くの出来事があって、劉雲が少しも気気ににかかけけなないいはずはないと思った。 

 

 以上の考察を踏まえて、“上火”の和訳方法の提案だけに留まらず、辞書における意味項

目の追加記述についても提言したい。辞書では、網羅する必要はないが、少なくとも「焦る」の

語義の追加、そして、否定形を取る“不上火”についても、「慣用句」として特筆してほしいと

考える。パロールを訳すことを通して、絶えず、ラングに対する知識を豊富にしていくことは翻

訳研究から言語研究に向けての大きな貢献ではないかと考えている。 

 

5. ままととめめ  

本論文は“上火”の和訳の問題点を明らかにすることに主眼を置いた。従来は中医学由来

のゆえに、中医学に囚われ、「のぼせる」の一点に固執した対応関係が作り上げられてきたと言

える。しかし、本論文では、医学文献、辞書、コーパスで検証した結果、「のぼせる」と“上火”は

意味内容上（原因及び症状ともに）かなりかけ離れたものであることが解明された。その上、“上

火”は中医学の「科学専門用語」から「日常語」、さらに「便利語」に変遷していく中で、中日辞書

に掲載されている意味項目「のぼせる」と「怒る」だけでは、多種多様なケースに対応できないこと

も判明した。 

この問題を改善すべく、4.4.では“上火”の九つの類型を提示し、それぞれに対する和訳の

提案を試みた。この九種類の用例を意味のカテゴリーを基準に、➀中医学における原型

（prototype）の意味（類型 1）、➁中医学由来の身体的症状のカテゴリー（類型 2、3）、➂中医学

由来の精神的症状のカテゴリー（類型 4）、➃その周辺的な意味（類型 5、6、7、8、9）と大まかに

分けることができた。番号の順に、核心的な意味から遠ざかっていく。コーパスの 256 例文中、➀

➁➂の例文は併せても 56 程度で、多くはタイプ➃に属し、111 例文が観察された。また、➃の用

例では、精神的な症状を越えて、感情や性格の領域にまで意味が敷衍したと見ることができる。 

“上火”の翻訳にあたっては、様々な用法、文脈に即して、柔軟に訳さなければならない。そ

の重要さと難しさを改めて実感した。 

  

注注  

1）本論文においては、中国の著作名、著者名、コーパス名を中国語のままで表記する。中国

語のみの場合、“ ”で表記する。日本語訳が付く場合、「 （ ）」で表記する。例えば、 

『师傅越来越幽默』、莫言、北京大学语料库、“上火”、「上火（のぼせる）」。 

2）例文は出典が注記されない場合は、全て「北京大学语料库（CCL）」より抽出したものであ
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し、言葉を固定したイメージで考えないように心がけておく必要がある。 

 

（27） 而自己却日渐消瘦，经常恶心呕吐。通讯员多次劝他去看病，他却不不当当回回事事。 

彼は日に日に痩せてきて、度々気分が悪くなったり、嘔吐したりする。通信員は何回 

も病院へ行くように勧めたが、彼は全然意意にに介介ささなないい//問問題題視視ししなないい//取取りり合合わわなないい。 

（28） 我也想发生了这么多事，刘云不可能一点儿都不不往往心心里里去去。  

こんなに多くの出来事があって、劉雲が少しも気気ににかかけけなないいはずはないと思った。 

 

 以上の考察を踏まえて、“上火”の和訳方法の提案だけに留まらず、辞書における意味項

目の追加記述についても提言したい。辞書では、網羅する必要はないが、少なくとも「焦る」の

語義の追加、そして、否定形を取る“不上火”についても、「慣用句」として特筆してほしいと

考える。パロールを訳すことを通して、絶えず、ラングに対する知識を豊富にしていくことは翻

訳研究から言語研究に向けての大きな貢献ではないかと考えている。 

 

5. ままととめめ  

本論文は“上火”の和訳の問題点を明らかにすることに主眼を置いた。従来は中医学由来

のゆえに、中医学に囚われ、「のぼせる」の一点に固執した対応関係が作り上げられてきたと言

える。しかし、本論文では、医学文献、辞書、コーパスで検証した結果、「のぼせる」と“上火”は

意味内容上（原因及び症状ともに）かなりかけ離れたものであることが解明された。その上、“上

火”は中医学の「科学専門用語」から「日常語」、さらに「便利語」に変遷していく中で、中日辞書

に掲載されている意味項目「のぼせる」と「怒る」だけでは、多種多様なケースに対応できないこと

も判明した。 

この問題を改善すべく、4.4.では“上火”の九つの類型を提示し、それぞれに対する和訳の

提案を試みた。この九種類の用例を意味のカテゴリーを基準に、➀中医学における原型

（prototype）の意味（類型 1）、➁中医学由来の身体的症状のカテゴリー（類型 2、3）、➂中医学

由来の精神的症状のカテゴリー（類型 4）、➃その周辺的な意味（類型 5、6、7、8、9）と大まかに

分けることができた。番号の順に、核心的な意味から遠ざかっていく。コーパスの 256 例文中、➀

➁➂の例文は併せても 56 程度で、多くはタイプ➃に属し、111 例文が観察された。また、➃の用

例では、精神的な症状を越えて、感情や性格の領域にまで意味が敷衍したと見ることができる。 

“上火”の翻訳にあたっては、様々な用法、文脈に即して、柔軟に訳さなければならない。そ

の重要さと難しさを改めて実感した。 

  

注注  

1）本論文においては、中国の著作名、著者名、コーパス名を中国語のままで表記する。中国

語のみの場合、“ ”で表記する。日本語訳が付く場合、「 （ ）」で表記する。例えば、 

『师傅越来越幽默』、莫言、北京大学语料库、“上火”、「上火（のぼせる）」。 

2）例文は出典が注記されない場合は、全て「北京大学语料库（CCL）」より抽出したものであ

 
 

る。訳文は出典が注記されていない場合は、全て筆者訳である。 

3）みかんを食べ過ぎると、「柑皮症（皮膚が黄色くなる）」になる恐れはあるが、それは“上

火”の症状ではない。 

4）辞書では、“上火”は「動詞」と注記しているが、中国語では名詞と動詞の両方の品詞性

を兼備する語は少なくない。症状を指す際には、「名詞」であり、その症状が起きるという意

味で使われる時には、「動詞」である。一方、日本語では、「のぼせ」と「のぼせる」のように、

名詞か動詞かは形態によって判断できる。 

5）辞書では、「儿」をつけ、つまり、“上火儿”と記述したうえで、方言として、「怒る」の意味

になるとしている。しかし、実際のコーパスの例文中には、「怒る」の意味で使用される場合

でも、“儿”がほとんど付いていない。「方言」ではない場合でも、「怒る」の意味で使用さ

れる例が多数ある。 
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要要旨旨  

如何准确而精湛地将源于中医的“上火”一词翻译成日语呢？这个问题一直困扰着翻译

者和汉语学习者。因为在查汉日词典的时候会发现，里面只有两个义项，一个是「のぼせる（头

部充血，头昏脑胀）」
1），一个是表示方言的「怒る（生气）」，造成大家都认为「のぼせる」

是“上火”的日译的首选。可是，日语的「のぼせる」的语义比较窄，不能完全对应语义非

常广的“上火”。                   
注

1）：除此之外日语里还有“热中”、“冲昏头脑”、“激昂”等义。 

为了证明两者在语义上的差异，本文首先依据中医学和日本现代医学文献以及各种词典

中的记载，并且查询了语料库中使用“上火”和「のぼせる」例句，针对两者的定义、原

因及症状进行了对比，发现两者的交集太少。根据语料库的例句出现频率，得到了造成“上

火”的主要原因是日常生活的压力和饮食，而造成「のぼせる」的主要原因则是入浴和更

年期的结果。在症状方面，观察结果显示，“上火”主要表现为嘴角起泡、便秘、牙疼及

口腔溃疡。而「のぼせる」的症状主要只有面红这一点。其他发晕、牙龈肿痛、流鼻血这

几个少数的身体特征也有提到，但例句寥寥无几。可见，非医学专家的普通中国人对“上

火”的理解和普通日本人对「のぼせる」的理解差异如此之大，怎一个「のぼせる」就能
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要要旨旨  

如何准确而精湛地将源于中医的“上火”一词翻译成日语呢？这个问题一直困扰着翻译

者和汉语学习者。因为在查汉日词典的时候会发现，里面只有两个义项，一个是「のぼせる（头

部充血，头昏脑胀）」
1），一个是表示方言的「怒る（生气）」，造成大家都认为「のぼせる」

是“上火”的日译的首选。可是，日语的「のぼせる」的语义比较窄，不能完全对应语义非

常广的“上火”。                   
注

1）：除此之外日语里还有“热中”、“冲昏头脑”、“激昂”等义。 

为了证明两者在语义上的差异，本文首先依据中医学和日本现代医学文献以及各种词典

中的记载，并且查询了语料库中使用“上火”和「のぼせる」例句，针对两者的定义、原

因及症状进行了对比，发现两者的交集太少。根据语料库的例句出现频率，得到了造成“上

火”的主要原因是日常生活的压力和饮食，而造成「のぼせる」的主要原因则是入浴和更

年期的结果。在症状方面，观察结果显示，“上火”主要表现为嘴角起泡、便秘、牙疼及

口腔溃疡。而「のぼせる」的症状主要只有面红这一点。其他发晕、牙龈肿痛、流鼻血这

几个少数的身体特征也有提到，但例句寥寥无几。可见，非医学专家的普通中国人对“上

火”的理解和普通日本人对「のぼせる」的理解差异如此之大，怎一个「のぼせる」就能

 
 

了得这个翻译难题？  

本文还指出“上火”语义广的原因是它虽然源于“中医术语”（指大便干燥或鼻腔黏膜、

口腔粘膜、结膜等发炎的症状），但在现代汉语中，它演变成了一个日常生活中的“常用

词”。人们在使用这个词的过程中，也说不清是疾病还是一种亚健康状态，更不问原因和

症状，只要身体不适或情绪有问题，都有随便说成“上火”的倾向。所以“上火”进而成

了汉语里一个信手拈来的方便词使用起来特别方便的，自然而然语义扩展，那么要求翻译

者在翻译成日语时一定要灵活，不要受其词源的束缚。 

最后本文将“上火”句分成九种类型，从到典型义到周边义，从身体症状到精神症状再

延申到感情和性格的义域，针对各种类型提出不同的翻译对策。特别要强调的有两点。第

一，这九种类型中只有一种“上火”是可以翻译成「のぼせる」的，一种“上火”是可以

翻译成「怒る」的，这说明即使词典在手也并非是解决翻译问题的充分条件，词条在翻译

面前有时也显得软弱无力。第二，否定式“不上火”，既有褒义（例：「落ち着きがいい」、「く

よくよしない」），也有贬义（例：「真剣に受け止めない」、「のんき」）的用法，建议将其列入

词典里的惯用表现中。此外，本文还提供了关于“不上火”的丰富的译法以供参考。 

本文还举出了 2012 年度诺贝尔文学奖获得者莫言的小说的日译本中的“上火”的例

子，其中包括错译和有争议译，更说明了这个问题不容忽视。 

翻译论的最基本观点就是翻译的对象不是语言（词典里的静态的词条），而是语言行为

（动态内容）。这不仅体现在句子篇章的翻译，语义广的词的翻译也同样涉及这个问题。

“上火”一词的日语翻译就是最好的例子。 
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研究ノート

ELF 時代の通訳を支える聴解能力を目指して 
―音声知覚と調音音声学の接点に関する一考察―

客員共同研究員

長 峯 貴 幸

In this paper, while reviewing difficulties that interpreters would have in perceiving 
non-native phonetic features, I propose that knowledge of articulation of a given 
nonnative sound may be of use in the development of speech perception, the 
fundamental step of the understanding of the auditory input that interpreters need 
to deal with. The development of perceptual abilities requires directing learners’ 
attention to certain phonetic forms and characteristics in stimuli, and explicit 
phonetic instructions, including articulatory phonetics, may help learners improve 
their speech perception of nonnative sounds. For teaching articulation of English /r/, 
which involves intricate vocal-fold constrictions, introducing the concept of ‘tongue 
bracing’ can be a good way for learners of English to attend to the tongue posture 
involved. This article mainly considers interpretation and translation from a 
nonnative language into another, in which perception of the nonnative sounds is 
involved. Also, the broad term ‘learners’ will be used to refer to those who undergo 
language training for various purposes, including but not limited to becoming 
interpreters/translators. 

11.. 通通訳訳・・翻翻訳訳とと音音声声言言語語のの聴聴解解

通訳（interpreting）と翻訳（translating）は，大局的には目的や遂行すべき課題は共通し

ているが，それぞれが扱う言語形式の違いにより，言語処理の方法が大きく異なる。

Ingrid and Annette （2009）によると，通訳と翻訳はどちらも二言語を介在させて行われる

第三者のための意思伝達行為である。通訳者と翻訳者の意思は反映されない点や，起点言

語と目標言語間で正確に内容を一致させねばならない点も共通である。一方で，翻訳では書

記言語を視覚的に扱うのに対し，通訳では音声言語を聴覚的に扱うという点が異なる

（Ingrid & Annette, 2009）。このことは，言語情報の時間性にも影響を与える。翻訳で扱わ

れる書記言語は，静的で半永続的である。つまり，翻訳者が自らのペースで読み進めたり，何

度でも読み返したりすることができる。しかし，通訳で扱われる音声情報は一時的なもの

（transient）であり，通訳者が掴むことのできなかった情報はその時点で失われてしまう。また，
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言語情報の明瞭性は種々の要因によって大きく左右され，話者ごとに音声の明瞭性に差が見

られる他，通訳で使用する機材や通訳を行う環境によっても変化する （Ingrid & Annette, 
2009）。通訳（特に，同時通訳（simultaneous interpretation））は，話者依存の音声の可変

性に対応しながらも正確に音声を捉え，情報を抽出し，起点言語から目標言語に過不足なく

訳出するという高度な処理を伴う行為である。 
 音声言語の聴解プロセスは，対象が母語か非母語かによってその方法が異なり，非母語音

声の聴解には複雑な処理を伴う。松野 （2011）によると，リスニングプロセスは 3 つの段階（音

の処理，音の分類・判定，テクスト処理）に分けられ，そのそれぞれの段階において，母語と非

母語とでは異なる処理が行われているとしている。まず「音の処理」の段階では，母語音声の

場合，話し手と聴き手（＝学習者）の音韻体系は同一であるため，自然に入ってくる音をその

まま聞いて取り入れるという無意識の反応で，何の努力も必要とされない。その一方で，非母

語リスニングにおける「音を捉える」作業は意識的行動であり，努力によって達成するべき課題

である。聞こえてくる音声の流れの中から，聞こえる音を捉え，異なった音色（例えば話者の違

い）であっても，その言語の音として共通の要素を認めてその音と判定できるだけの音声体系

の枠組みを聞き手が確立させておく必要がある。 
 次に，音の分類・判定作業が行われる。母語においては自動的に言語音の分類がなされる

のに対し，非母語の音声体系が確立していない場合，非母語音声の判定・分類作業を並行し

て行う必要がある。音声の分類作業は類似の複数の候補の中から可能性のある音について

の検討を行うボトムアップ的作業であるのに対し，音声の判定作業は文法・レクシコンを参照し

ながら，複数の候補を１つの音に絞り込むトップダウン的作業である。非母語においては，聴

者がこれらの作業を行なっている間にも，引き続き聞こえてくる新しい音の流れを非母語の枠

組みで捉え，分類するという処理は続行し続ける必要がある。 
 最後に，処理・判定・分類された音のテクスト化・意味化が行われる。母語においては，テク

スト化及び意味化が同時に行われる一方で，非母語の場合は，音声を捉える段階ですでに遅

れが生じている。それに加え，音声の「テクスト化」及び「意味化」の段階でも更に遅れが生じる

ため，結果として非母語音声の「不完全理解」に陥ってしまう。同時通訳者は，こうした高度な

起点言語の音声処理に加え，目標言語への訳出も同時に行わねばならないため，大井川・高

橋（2019）は，通訳者は自らが扱う複数の言語については母語話者並の能力が求められてい

ると指摘する。 
 
22.. 国国際際共共通通語語ととししててのの英英語語（（EEnngglliisshh  aass  aa  lliinngguuaa  ffrraannccaa））とと非非母母語語音音声声知知覚覚メメカカニニズズムム  
 英語が国際共通語であるとの認識が広まっている現代において，英語非母語話者同士のコ

ミュニケーションの機会が増加しているのは，今や周知のところであろう（Seidlhofer, 2011）。
これに伴い，様々な音声特徴が表出されるいわゆる「外国語訛り」の英語に接する頻度も高ま

っているが，これは会議通訳をはじめとする同時通訳においても例外ではなく，通訳者は多く

の英語変種の発音に対処しなければならない（Reithofer, 2011）。発話（Source text）の訛り
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言語情報の明瞭性は種々の要因によって大きく左右され，話者ごとに音声の明瞭性に差が見

られる他，通訳で使用する機材や通訳を行う環境によっても変化する （Ingrid & Annette, 
2009）。通訳（特に，同時通訳（simultaneous interpretation））は，話者依存の音声の可変

性に対応しながらも正確に音声を捉え，情報を抽出し，起点言語から目標言語に過不足なく

訳出するという高度な処理を伴う行為である。 
 音声言語の聴解プロセスは，対象が母語か非母語かによってその方法が異なり，非母語音

声の聴解には複雑な処理を伴う。松野 （2011）によると，リスニングプロセスは 3 つの段階（音

の処理，音の分類・判定，テクスト処理）に分けられ，そのそれぞれの段階において，母語と非

母語とでは異なる処理が行われているとしている。まず「音の処理」の段階では，母語音声の

場合，話し手と聴き手（＝学習者）の音韻体系は同一であるため，自然に入ってくる音をその

まま聞いて取り入れるという無意識の反応で，何の努力も必要とされない。その一方で，非母

語リスニングにおける「音を捉える」作業は意識的行動であり，努力によって達成するべき課題

である。聞こえてくる音声の流れの中から，聞こえる音を捉え，異なった音色（例えば話者の違

い）であっても，その言語の音として共通の要素を認めてその音と判定できるだけの音声体系

の枠組みを聞き手が確立させておく必要がある。 
 次に，音の分類・判定作業が行われる。母語においては自動的に言語音の分類がなされる

のに対し，非母語の音声体系が確立していない場合，非母語音声の判定・分類作業を並行し

て行う必要がある。音声の分類作業は類似の複数の候補の中から可能性のある音について

の検討を行うボトムアップ的作業であるのに対し，音声の判定作業は文法・レクシコンを参照し

ながら，複数の候補を１つの音に絞り込むトップダウン的作業である。非母語においては，聴

者がこれらの作業を行なっている間にも，引き続き聞こえてくる新しい音の流れを非母語の枠

組みで捉え，分類するという処理は続行し続ける必要がある。 
 最後に，処理・判定・分類された音のテクスト化・意味化が行われる。母語においては，テク

スト化及び意味化が同時に行われる一方で，非母語の場合は，音声を捉える段階ですでに遅

れが生じている。それに加え，音声の「テクスト化」及び「意味化」の段階でも更に遅れが生じる

ため，結果として非母語音声の「不完全理解」に陥ってしまう。同時通訳者は，こうした高度な

起点言語の音声処理に加え，目標言語への訳出も同時に行わねばならないため，大井川・高

橋（2019）は，通訳者は自らが扱う複数の言語については母語話者並の能力が求められてい

ると指摘する。 
 
22.. 国国際際共共通通語語ととししててのの英英語語（（EEnngglliisshh  aass  aa  lliinngguuaa  ffrraannccaa））とと非非母母語語音音声声知知覚覚メメカカニニズズムム  
 英語が国際共通語であるとの認識が広まっている現代において，英語非母語話者同士のコ

ミュニケーションの機会が増加しているのは，今や周知のところであろう（Seidlhofer, 2011）。
これに伴い，様々な音声特徴が表出されるいわゆる「外国語訛り」の英語に接する頻度も高ま

っているが，これは会議通訳をはじめとする同時通訳においても例外ではなく，通訳者は多く

の英語変種の発音に対処しなければならない（Reithofer, 2011）。発話（Source text）の訛り

が強い場合，通訳者がその発話を理解するのに困難を伴う事例が報告されている（呉, 2016）。
また，発話中の特定の音韻項目（特に韻律）に母語転移などの特徴が見られる場合，通訳者

が発話を理解する妨げになる （Lin, Chang,& Kuo, 2013）。訳出における困難が全て発音

や音声聴解に帰するわけではないが，効率の良い正確な通訳や多様な英語音声に対応する

ためには，聴解能力の下支えとなる音声の正確な聞き取りが必要不可欠であり，低次の音声

処理である「音を捉える（音声知覚）」能力が大きな役割を果たすと考える。 
 通訳養成において用いられる音声は，いわゆる「標準発音」と見做される素材であるか，担

当教員が直接読み上げる素材が用いられることが多いとされ（Sabatini, 2000），英語変種の

多様性の認識・理解や，それらを用いた通訳訓練はあまり一般的ではない。非母語音声の聴

解には高度な処理・能力を必要とすることは先に述べた通りであるが，訓練を積んだ（非母語）

通訳者においても同様である。大井川・高橋（2019）では，日本語を母語とするプロの通訳者

と英語母語話者による音声知覚の正確性を比較したところ，英語流音/l r/の知覚について，

母語話者の方が通訳者よりも有意な差で正確性が高かったことを報告している。プロの通訳

者でさえも特定の音声の知覚（例えば，日本語を母語とする通訳者による英語/l r/の知覚）に

は困難を覚えるという事実からも，音声知覚能力の伸長の難しさが見て取れる。 
  非母語である起点言語の音声情報を非母語話者である通訳者が知覚・訳出する場合にお

いては，通訳者の母語の音韻体系と非母語音声との相互作用が影響する。非母語音声の知

覚メカニズムについてモデル化が多くなされているが，非母語音声は最も近似の母語音声の

例として知覚される，という見方が概して一般的であると言える。Flege （1995） の提唱する

「音声学習モデル（Speech Learning Model）」では，母語と第二言語の音声体系は，長期記

憶内に共存しながら互いに影響を及ぼし合うとしている。第二言語音声とそれに対応する母語

音声との間の音響的差異を検知することで新しい音声範疇が構築され習得が促進される一方

で，音響的差異を検知できない場合，第二言語音声は既存の母語音声範疇に同化させること

で知覚されるため，区別に困難が伴いやすいとしている。ただし，第二言語音声がそれに対

応する母語音声へ同化される場合でも，その同化の程度（つまり，両者の類似性の程度）によ

り音声弁別の難易度が変わるとされる。日本語を母語とする英語話者による英語/l r/の知覚を

例に取ると，英語/l r/は日本語ラ行子音/r/の範疇に属する音声の一例として知覚されるが，英

語/r/と日本語/r/の間の音響・聴覚的差異の方が，英語/l/・日本語/r/間の差異よりも大きいと知

覚されるため，英語/r/の方が習得されやすい（Aoyama, Flege, Guion, Akahane-Yamada, 
& Yamada, 2004）。また，初期の音声学習モデルでは，音声知覚と産出との間に関連性が

あり，非母語音声の調音の不正確性（いわゆる「外国語訛り」）は，不正確な音声知覚能力に

起因するものとしている（Flege, 1995）。 
  一方，第二言語知覚同化モデル（Perceptual Assimilation Model for L2 Learning, 
PAM-L2; Best & Tyler, 2007）は，言語訓練を受けていない第二言語話者（ ‘naïve 
listeners’）が，非母語音における「音韻対立（phonological contrast）」をどのように知覚し，

学習していくのかについてモデル化を試みている。前述の音声学習モデルでは言語音の音
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響・聴覚的特性を基に音声知覚が行われるとしていたが，知覚同化モデルは，  ‘direct 
realism’ と呼ばれる認識論的主張の観点から，話者の調音様式に関する低次な音声情報を

基にしながらも，抽象化されたより高次の音韻表象のレベルにおいて，非母語音声は対応す

る母語の音韻範疇（phonological category）に同化されるとしている。 
  一方で，非母語音声がどのように母語の音韻範疇に同化されるかによって音声知覚・学習

の難易度が変化するとする見方は，音声学習モデルとある程度共通している。例えば，非母

語におけるある音素対立 A/B について，A と B がそれぞれ別々の母語の音韻範疇に知覚同

化された場合，聴者は母語における音韻対立の知識を応用できるため，知覚は比較的容易

であると予測される。一方で，A/B の双方が単一の母語音韻範疇に知覚された場合，聴者に

は両者ともが同じ母語音韻範疇に属する音声として認識されてしまうため，その対立の知覚は

困難となる。しかしこの場合においても，母語音韻範疇に同化される程度の差によって，知覚

が容易になる場合もある。 
 低次レベルの音声処理である調音様式の知覚に加え，より高次レベルである特定言語内に

おける音韻論的振る舞いでの音声知覚メカニズムを仮定することにより，Best and Tyler
（2007）は，音響的（音声的）には大きく異なる言語音が同一の音声として認識されるというケ

ースを説明できるとしている。例えば，英語母語話者によるフランス語/r/の知覚について，典

型的には，英語/r/は歯茎接近音（音声表記[ɹ]）として，フランス語/r/は有声口蓋垂摩擦音（音

声表記[ʁ]）として発音され，両者は音響的には類似点が少ない（Lindau, 1985）。しかし，英

語母語話者はフランス語/r/を英語/r/と同一範疇に属する音として認識するという。この事実か

ら，聴者は単に音響的特徴を元に音声を分類・知覚しているのではなく，より高次の情報であ

る音韻論的情報を基に非母語音声を母語音韻範疇に同化させていると主張する （Best & 
Tyler, 2007）。Strange（2007）の指摘よると，第二言語知覚同化モデルでは音声知覚と調音

様式の知覚の関係性が論じている一方で，この枠組みにおいて実際に調音に関するデータ

を検討した研究は存在しておらず，聴者が実際に話者の調音様式に関する情報を音声知覚

にどれほど用いているのかに関しては明らかになっていない。 
 
33.. 調調音音様様式式にに関関すするる知知識識とと音音声声知知覚覚能能力力  
 様々な音声特徴を表出する英語音声を確実に掴むためには，その下支えとなる音声知覚能

力の伸長が不可欠である。英語変種音声の正確な聞き取りには，ある話者の表出する音声特

徴を一般化させ，その変種に共通する特徴と認識する必要があるが，単に英語変種音声を聞

かせるだけではそのような一般化の達成は難しいと考える。英語変種音声の聴解について，

長峯（2020）では，アジア英語変種（ベトナム英語とシンガポール英語）の音声を用いた聞き

取り音声訓練プログラムを考案し，その効果を検討した。43 名の日本語を母語とする英語学

習者に対し，ベトナム英語話者とシンガポール英語話者が読み上げる文章を用いてシャドー

イングを実施し，ベトナム・シンガポール両英語変種に含まれる音声特徴である「TRAP-DRESS

融合（母音/æ e/が同化する現象；Deterding, 2003）」を含む単語について，正確な聞き取り
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長峯（2020）では，アジア英語変種（ベトナム英語とシンガポール英語）の音声を用いた聞き

取り音声訓練プログラムを考案し，その効果を検討した。43 名の日本語を母語とする英語学

習者に対し，ベトナム英語話者とシンガポール英語話者が読み上げる文章を用いてシャドー

イングを実施し，ベトナム・シンガポール両英語変種に含まれる音声特徴である「TRAP-DRESS

融合（母音/æ e/が同化する現象；Deterding, 2003）」を含む単語について，正確な聞き取り

が可能になるかを調査したものである。訓練は 4 週間（1 回 15 分×週 1 度，合計 60 分）にわ

たり行い，訓練の手順は染谷（1996）を参考に，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するか小さい声で音読），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，意味を理解しながらシャドーイング）とした。伸

長の度合いは，訓練の直前と直後にそれぞれ事前・事後テスト（ディクテーション）を実施し，

その正答率によって測定した。訓練の結果，全体として有意な伸長は認められなかった。これ

には，いくつかの原因が考えられる。訓練が短時間であったことはもちろんであるが，学習者

に対してのフィードバックが与えられておらず，その結果，学習者の発音や音声特徴に対する

意識付けが不足していた点が挙げられる言語形式（ここでは音声特徴）に学習者の意識を向

けさせることで非母語音声の産出・知覚能力が向上することは，Form-Focused Instruction
（FFI）に関する先行研究（例；Saito, 2015）によっても示されている。また，Aliaga-García 
and Mora（2009）の指摘するように，音声知覚訓練によるインプット量の増大が直接的に学

習者の音声知覚能力の向上に寄与するとは限らず，音声知覚学習の成否は，音声特徴に対

する学習者の意識づけを行うかできるかに左右される他，長峯（2020）のようにある程度の長さ

をもった文章を聞かせるよりも，習得対象の音素に絞って単語レベルでの提示を行う方が，学

習者が音声特徴に意識を向けやすいとされている（Jongman & Wade, 2007）。そのため，音

声知覚能力の向上には，学習者が習得対象の音素の音声特徴について明確に意識を向け

ることができる手立てが必要であると考える。 
  第二言語音声習得の枠組みでは，音声知覚能力が音声産出に先立ち，非母語音声の正

確な産出は正確な音声知覚能力を前提にするとする見方が一般的であった。しかし近年では，

音声知覚と産出の関係は一方向ではなく，相互に影響を与えながら共進化（coevolve）すると

されている（Flege & Bohn, 2021）。この視点に基づくと，音声産出能力の向上や，音声産出

や調音に関する知識や指導が，学習者の音声知覚能力の伸長にも少なからず影響を与える

ものと考えられる。しかし，「知覚→産出」の流れに基づいた研究は活発に行われている（例；

Bradlow, Pisoni, Akahane-Yamada, & Tohkura, 1997）のに比べて，「産出→知覚」を検

討した研究はあまり多くはない。Kissling （2015）は，こうした方向性の研究の少なさを指摘し

ながら，非母語音声の産出に関する音声学的知識を学習者に明示的に教示することで，学習

者の音声知覚能力が伸長するかどうか実験を行った。実験では，87 名のスペイン語学習者を

２群に分け，実験群（Phonetic Instruction; PI 群）の参加者は，調音音声学全般や対象とな

る個別音素に関する学習（音素と書記素との対応関係や，正中矢状面図を用いた調音点・調

音様態の解説等）を行った。一方，統制群では，明示的な音声学的知識の教授は行われず，

ディクテーション活動や発音練習を行った。学習者に対してのフィードバックに関しては，両群

ともに与えられ，インプット量は同程度に揃えられた。その結果，スペイン語音声の知覚につい

て，明示的に音声学的知識を学習した実験群の参加者の方が統制群の参加者よりも正確性

が向上した。この結果から，Kissling（2015）は，音声学的知識の明示的導入により学習者の
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意識を音声特徴に向けさせることができたと結論づけている。一方で，実験群と統制群の差は

あまり大きいとは言えなかったことや，学習からある程度時間が経過した後にその差が顕著に

現れた点，そして学習の度合いについての個人差が大きく見られた。こうした音声学的知識と

音声知覚の関連性について，今後の研究の発展が待たれるところである。 
 
44.. 調調音音音音声声学学的的知知識識とと音音声声知知覚覚：：英英語語//rr//のの知知覚覚・・産産出出をを例例にに  

44..11.. 英英語語//rr//のの調調音音様様式式とと音音響響出出力力ととのの関関連連性性  
 ここまで，習得対象の非母語音声の特徴に学習者の意識を明示的に向けさせることで，学

習者の音声知覚能力の伸長に繋がるのではないか，という点について検討を行ってきた。そ

の数は少ないものの，学習者に対する調音音声学的知識の明示的な指導がそうした意識づ

けの手段として有効である可能性が示唆されている。日本語を母語とする英語学習者は，英

語/r/音の知覚・産出双方に困難を伴うとされる（Bradlow, 2008）が，英語/r/の調音に伴う声

道の狭窄パターンや舌の形状は複雑であり，調音様式について学習者に意識づけを行うの

は容易ではない。しかし，これまでは困難であった声道内の様子の可視化が，近年の技術発

達により可能になったこともあり，英語/r/の調音様式に関して多くのことが分かってきた。ここで

は，そうした英語/r/に焦点を当て，学習者に対しての調音様式に関する意識付けの方法の検

討及び提案を行いたい。 
 英語/r/は，音響的には第３フォルマントの顕著な下降が特徴的である（Rogers, 2000）。第３

フォルマントは日本語の流音の区別には用いられないため，日本語を母語とする英語学習者

は，この第 3 フォルマントに対する感受性が低いとされている （ Iverson, Kuhl, 
Akahane-Yamada, Diesch, Tohkura, Kettermann, & Siebert, 2003）。したがって，学習

者に対して英語/r/の調音に関する意識づけを行う場合，どのような調音様式によって英語/r/
の低い第３フォルマントが実現されているのか，明示的に示す必要がある。 
 英語/r/の舌形状は複雑であり，その調音様式は最低でも 8種類程度（米語 6種，英語 2種）

が存在するとされているが，よく知られているのは，反り舌音（retroflex）と盛り舌音（bunched）
の区別である（Delattre & Freeman, 1968）。反り舌音は，舌の先端部（舌尖）が口蓋方向に

反り上げられることで生成されるが，盛り舌音は，舌の後方部分（舌背）全体を口蓋に向かって

隆起させながら，舌尖を低く下顎門歯（下側の前歯）付近に位置させることにより生成される

（Delattre & Freeman, 1968）。舌の形状は異なる両者であるが，生成された/r/音は共通し

て低い第３フォルマントを実現させる。 
 言語音の音響分析では，声道の形状を一端が閉じている１本の共鳴管として仮定することが

多い。その管の共鳴周波数と狭窄（局所的な狭め）位置の関係が，「摂動理論（Perturbation 
Theory; Fant, 1968）」として理論化されている。摂動理論によると第３フォルマントの下降は，

咽頭周辺，口蓋周辺，そして両唇における狭窄によって実現されるとされる（詳細は，Kent & 
Read （1992, 荒井・菅原監訳, 1996）を参照されたい）。 
 この咽頭・硬口蓋・両唇における狭窄がどの程度第３フォルマントの下降に影響しているのか
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 英語/r/は，音響的には第３フォルマントの顕著な下降が特徴的である（Rogers, 2000）。第３

フォルマントは日本語の流音の区別には用いられないため，日本語を母語とする英語学習者

は，この第 3 フォルマントに対する感受性が低いとされている （ Iverson, Kuhl, 
Akahane-Yamada, Diesch, Tohkura, Kettermann, & Siebert, 2003）。したがって，学習

者に対して英語/r/の調音に関する意識づけを行う場合，どのような調音様式によって英語/r/
の低い第３フォルマントが実現されているのか，明示的に示す必要がある。 
 英語/r/の舌形状は複雑であり，その調音様式は最低でも 8種類程度（米語 6種，英語 2種）

が存在するとされているが，よく知られているのは，反り舌音（retroflex）と盛り舌音（bunched）
の区別である（Delattre & Freeman, 1968）。反り舌音は，舌の先端部（舌尖）が口蓋方向に

反り上げられることで生成されるが，盛り舌音は，舌の後方部分（舌背）全体を口蓋に向かって

隆起させながら，舌尖を低く下顎門歯（下側の前歯）付近に位置させることにより生成される

（Delattre & Freeman, 1968）。舌の形状は異なる両者であるが，生成された/r/音は共通し

て低い第３フォルマントを実現させる。 
 言語音の音響分析では，声道の形状を一端が閉じている１本の共鳴管として仮定することが

多い。その管の共鳴周波数と狭窄（局所的な狭め）位置の関係が，「摂動理論（Perturbation 
Theory; Fant, 1968）」として理論化されている。摂動理論によると第３フォルマントの下降は，

咽頭周辺，口蓋周辺，そして両唇における狭窄によって実現されるとされる（詳細は，Kent & 
Read （1992, 荒井・菅原監訳, 1996）を参照されたい）。 
 この咽頭・硬口蓋・両唇における狭窄がどの程度第３フォルマントの下降に影響しているのか

について，Harper, Goldstein, and Narayanan（2020）は磁気共鳴画像法（Magnetic 
Resonance Imaging; MRI）によるリアルタイム映像を用いて分析した。研究では，６名の米

語話者の語頭・語末における英語/r/の調音様式を映像から定量化し，声道における狭窄の

位置や程度が第３フォルマントの変動にどのような影響を及ぼすのかを統計的に調査したもの

である。結果によると，第３フォルマントの下降に影響を及ぼすとされる声道内の３箇所の狭窄

位置（咽頭付近，口蓋付近，両唇）のうち，実験参加者６名全てに一貫して，口蓋周辺の狭窄

が第３フォルマントの下降に最も大きい影響を及ぼしていたことがわかった。一方で，咽頭や

円唇の狭窄がどれほど第３フォルマントに影響があるかは個人差が見られ，話者によって影響

の度合いが異なることが示された。狭窄位置と第３フォルマントの下降との間には話者間で個

人差がみられ，主に口蓋優位（‘palatal dominant’）である話者（口蓋における狭窄の影響が

顕著であった）と，そうでない話者（口蓋と咽頭における狭窄の影響が同程度であった）とに大

別された。結果から，第３フォルマントの下降には口蓋付近の狭窄が最も大きな影響を及ぼし

ていることが示されたが，声道内の他の位置，特に咽頭付近の狭窄も決して過小評価される

べきではないことがわかる。 
 口蓋の狭窄が英語/r/の正確な音響アウトプットに及ぼす影響が大きいということに加え，聴

覚印象による英語/r/の発音評価においては，咽頭の狭窄の有無が大きな影響を及ぼしてい

る可能性がある。Klein, Byun, Davidson & Grigos（2013）は，米語を母語とする 5~7 歳の

子供のうち，英語/r/が正確に発音できる子供と発音に困難を覚える子供の調音様式とそれに

対する音声知覚についての研究を行った。母語話者でも，英語/r/音の正確な調音は比較的

遅い段階で習得される他，正確な英語/r/の構音（調音）に困難を覚える子供も一定数存在す

ることから，英語/r/は母語話者にとっても獲得が難しい音素の一つであるとされる（Klein et 
al., 2013）。この研究では，超音波断層撮像法（Ultrasound Tongue Imaging; UTI）により，

子供の英語/r/の舌の形状を可視化・定量化した上で，舌形状の特徴と言語聴覚士の聴覚印

象による発音評価との関連性を統計的に分析した。その結果，咽頭の狭窄（舌の後退）を伴っ

た英語/r/の発音は聴覚判断で「正しい」という判定を受けた一方で，咽頭の狭窄がみられず，

口蓋付近の狭窄のみで調音された英語/r/の発音の評価は低い傾向にあった。先に示した

Harper et al. （2020）の結果とも照らし合わせると，これらの研究により，口蓋付近の狭窄は

英語/r/音が正確に知覚されるための十分条件ではなく，咽頭部分の狭窄も英語/r/の産出・知

覚に少なからず影響を及ぼしていると考えられる。英語以外の言語における流音の調音にお

いても，咽頭の狭窄が調音上で重要である可能性が示唆されている。Boyce, Hamilton, & 
Rivera-Campos（2016）は，この咽頭の狭窄が言語普遍的な流音の第二次調音であるとする

「咽頭仮説（Pharyngeal Hypothesis）」を提唱している。これらのことより，英語/r/の調音にお

ける口蓋・咽頭の狭窄の双方について，明示的に示す必要があると考える。 
 

44..22.. 英英語語//rr//のの音音声声学学指指導導にに取取りり入入れれたたいい「「TToonngguuee  bbrraacciinngg」」  
 正しく知覚されるための英語/r/の調音様式として，咽頭位置での狭窄が鍵となる可能性につ
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いて前項で触れた。最後に，この咽頭の狭窄も含めた，英語/l r/の調音様式に対する学習者

の意識高揚の手立てとして有用だと筆者が考える「 tongue bracing」（Gick, Allen, 
Roewer-Després, & Stavness, 2017）についてまとめてみたい。Tongue bracing とは，発

話中に舌が声道内の比較的丈夫な部分（歯や口蓋等）と接触し，舌が突っ張って支えている

（ゆえに‘bracing’）状態になることである （Gick et al., 2017）。Bracing は，伝統的な言語音

（特に子音）の記述法である「調音点」（声道内における閉鎖や狭め等により気流が妨げられる

位置）とは区別され，それとは別に形成される舌と声道との接触のことを指す（Gick, Wilson, 
& Derrick, 2013）。Gick et al. （2013, p.173） によると，子音は口腔内の気流の阻害によ

って生成されるが，bracing により気流が確実に調音点に流れることになるという利点がある。

また，舌の位置が口腔内で固定され，舌の動きの自由度（degrees of freedom）が制限される

ことにより調音の正確性や安定性が高まる他，舌と声道との接触により，話者自身が舌の位置

や様式に関する体性感覚フィードバックを得ることができるとされる。 
 Tongue bracing は，調音しようとする子音発音の口腔内の気流に応じて大きく２種類に大

別される。一般に子音発音は，口腔内の空気の流れが両頬の中心を通るものと側面部分を通

るものとに大別され，後者を特に「側面音」と呼び区別する（益子, 2009）。舌の中心の気流は，

舌の後方周縁部を口蓋や後方大臼歯付近に固定されることにより実現され，これを lateral 
bracing と呼ぶ。対して，側面音の発音の場合は舌の先端部を門歯に固定させることで舌中

央部を阻害することにより，側面への空気が流れを実現させる。この時の舌の様式を medial 
bracing と呼ぶ（Gick et al., 2013, p.173）。英語/r/は，典型的には（中央的）歯茎接近音で

あるため，その発音には lateral bracing を伴うと考えられる。 
 Tongue bracing は，子音の調音に際して副次的・受動的に生じる舌と声道との単なる接触

ではなく，話者が舌を寧ろ能動的・意識的に機能させ，舌・声道間の接触を保持しなければな

らないものである。Gick et al.（2017）はこの点において，単なる舌と声道との接触（contact）
と舌による「突っ張り」（bracing）は区別されるとしている。また，少なくとも英語においては，英

語母語話者は/l r/のみならず，ほぼ全ての子音の調音において何らかの bracing が行ってお

り，英語音素の調音において重要な役割を果たしているといえる。 
  一方で，英語音声学教材の多くにおいては，伝統的な子音区分である（第一次）調音点や

調音法に基づいて子音の調音が示されるに留まり，tongue bracing にまで踏み込んだ記述

はあまり見られない。筆者の経験からも，英語/r/の場合，その説明の焦点は舌先の動き（つま

り，口蓋付近の狭窄）や円唇性に置かれがちである。しかし，わずかながら bracing に関連す

ると考えられる記述も存在する。例えば Cruttenden, （2014）は，イギリス標準発音（General 
British, GB）における/r/の調音特徴について，以下のように記述している； 
 
The soft palate being raised and the nasal resonator shut off, the tip of the tongue is 
held in a position near to, but not touching, the rear part of the upper teeth ridge; 
tthhee  bbaacckk  rriimmss  ooff  tthhee  ttoonngguuee  aarree  ttoouucchhiinngg  tthhee  uuppppeerr  mmoollaarrss;;  tthhee  cceennttrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  
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いて前項で触れた。最後に，この咽頭の狭窄も含めた，英語/l r/の調音様式に対する学習者

の意識高揚の手立てとして有用だと筆者が考える「 tongue bracing」（Gick, Allen, 
Roewer-Després, & Stavness, 2017）についてまとめてみたい。Tongue bracing とは，発

話中に舌が声道内の比較的丈夫な部分（歯や口蓋等）と接触し，舌が突っ張って支えている

（ゆえに‘bracing’）状態になることである （Gick et al., 2017）。Bracing は，伝統的な言語音

（特に子音）の記述法である「調音点」（声道内における閉鎖や狭め等により気流が妨げられる

位置）とは区別され，それとは別に形成される舌と声道との接触のことを指す（Gick, Wilson, 
& Derrick, 2013）。Gick et al. （2013, p.173） によると，子音は口腔内の気流の阻害によ

って生成されるが，bracing により気流が確実に調音点に流れることになるという利点がある。

また，舌の位置が口腔内で固定され，舌の動きの自由度（degrees of freedom）が制限される

ことにより調音の正確性や安定性が高まる他，舌と声道との接触により，話者自身が舌の位置

や様式に関する体性感覚フィードバックを得ることができるとされる。 
 Tongue bracing は，調音しようとする子音発音の口腔内の気流に応じて大きく２種類に大

別される。一般に子音発音は，口腔内の空気の流れが両頬の中心を通るものと側面部分を通

るものとに大別され，後者を特に「側面音」と呼び区別する（益子, 2009）。舌の中心の気流は，

舌の後方周縁部を口蓋や後方大臼歯付近に固定されることにより実現され，これを lateral 
bracing と呼ぶ。対して，側面音の発音の場合は舌の先端部を門歯に固定させることで舌中

央部を阻害することにより，側面への空気が流れを実現させる。この時の舌の様式を medial 
bracing と呼ぶ（Gick et al., 2013, p.173）。英語/r/は，典型的には（中央的）歯茎接近音で

あるため，その発音には lateral bracing を伴うと考えられる。 
 Tongue bracing は，子音の調音に際して副次的・受動的に生じる舌と声道との単なる接触

ではなく，話者が舌を寧ろ能動的・意識的に機能させ，舌・声道間の接触を保持しなければな

らないものである。Gick et al.（2017）はこの点において，単なる舌と声道との接触（contact）
と舌による「突っ張り」（bracing）は区別されるとしている。また，少なくとも英語においては，英

語母語話者は/l r/のみならず，ほぼ全ての子音の調音において何らかの bracing が行ってお

り，英語音素の調音において重要な役割を果たしているといえる。 
  一方で，英語音声学教材の多くにおいては，伝統的な子音区分である（第一次）調音点や

調音法に基づいて子音の調音が示されるに留まり，tongue bracing にまで踏み込んだ記述

はあまり見られない。筆者の経験からも，英語/r/の場合，その説明の焦点は舌先の動き（つま

り，口蓋付近の狭窄）や円唇性に置かれがちである。しかし，わずかながら bracing に関連す

ると考えられる記述も存在する。例えば Cruttenden, （2014）は，イギリス標準発音（General 
British, GB）における/r/の調音特徴について，以下のように記述している； 
 
The soft palate being raised and the nasal resonator shut off, the tip of the tongue is 
held in a position near to, but not touching, the rear part of the upper teeth ridge; 
tthhee  bbaacckk  rriimmss  ooff  tthhee  ttoonngguuee  aarree  ttoouucchhiinngg  tthhee  uuppppeerr  mmoollaarrss;;  tthhee  cceennttrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  

ttoonngguuee  iiss  lloowweerreedd,,  wwiitthh  aa  ggeenneerraall  ccoonnttrraaccttiioonn  ooff  tthhee  ttoonngguuee, so that the effect of the 
tongue position is one of hollowing and slight retroflection of the tip. (p.224, 強調下

線は筆者) 
 
（拙訳）軟口蓋は上に持ち上げられ，鼻腔の共鳴空間は閉鎖される。舌尖部分は上顎歯茎部

の後方付近に持ち上げられるが，接触は生じない。舌舌のの後後方方周周縁縁部部はは上上顎顎大大臼臼歯歯にに接接触触しし，，

舌舌はは全全体体的的にに緊緊張張状状態態をを保保ちち，，舌舌のの中中央央部部分分はは沈沈下下すするる。。こうして，舌の位置は，舌の表面

の窪みや舌尖の反転による影響を受ける。 
 
 また， Collins and Mees （2013）は，英語/r/の調音において，舌尖部の動きよりも舌周縁

部の持ち上げ動作（つまり，上述の‘lateral bracing’と考えられる動作）の方が重要であると指

摘している； 
 
TThhee  ssiiddeess  ooff  tthhee  ttoonngguuee  aarree  rraaiisseedd  aanndd  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  bbaacckk  tteeeetthh; the tongue-tip 
may move towards the rear of the alveolar ridge in a stricture of open 
approximation (see Figure B2.17 below). Although /r/ is classed as post-alveolar, tthhee  
rraaiissiinngg  ooff  tthhee  ssiiddeess  ooff  tthhee  ttoonngguuee  iiss  pprroobbaabbllyy  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  tthhee  ttoonngguuee--ttiipp  
mmoovveemmeenntt..  TThhee  llaatttteerr  iiss  iinn  ffaacctt  aabbsseenntt  ffoorr  mmaannyy  iinnddiivviidduuaallss.. Most NRP speakers 
have accompanying labialisation, i.e. lip-rounding and protrusion. (p.95; 強調下線は

筆者) 
 
（拙訳）舌舌のの周周縁縁部部はは持持ちち上上げげらられれ，，奥奥歯歯とと接接触触すするる状状態態ににああるる。。舌尖は，広めの接近を伴う

声道の狭めとして，歯茎部後方に動くこともある（下図 B2.17 参照のこと）。/r/は後部歯茎音に

分類されるが，舌舌尖尖のの動動作作よよりりもも舌舌周周縁縁部部のの持持ちち上上げげ動動作作のの方方がが重重要要ででああろろうう。。多多くくのの英英語語

話話者者ににととっってて，，舌舌尖尖のの動動作作はは実実際際ののととこころろ実実現現さされれなないい。。またほとんどの場合，NRP 話者の

/r/発音には唇音化，つまり両唇の円めや突き出しを伴う。 
（筆者注；NRP = Non Regional Pronunciation ；従前の英国容認発音（Received 
Pronunciation）のように，特定の地域性を帯びない，いわゆる標準発音のこと。） 
 
 Bracing は，音声学者や言語聴覚士，構音訓練に関わる人々とって，実証はされていなか

ったものの，英語音素の調音様式において重要な項目の一つと認識されてきた（例；Boshart, 
2018）。それが Gick et al.（2017）による調音の可視化やシミュレーションにより裏づけられた

形となる。本稿で検討している咽頭部の狭窄について，英語/r/の調音に必要な lateral 
bracing との直接的な因果関係は示されていないものの，lateral bracing による舌の後方中

央部分の沈下を介し，間接的にその実現が容易になると考えられる。Preston, Benway, 
Leece, Hitchcock, and McAllister （2020）によると，正確な英語/r/産出には，口蓋・咽頭
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位置での狭窄に加え，舌の後方中央部分の低く沈ませることや僅かな円唇性，そしてこの

lateral bracing といった調音様式が重要であるが，これらの調音様式は個々に独立している

ものではなく，舌中央部分を窪ませる動作は，lateral bracing により舌周縁部を固定させるこ

とによって実現可能であり，その結果，咽頭部分における狭窄が形成されるとしている。 
 日本語を母語とする英語学習者にとって，咽頭部分の狭窄に意識を向けることは難しいが，

筆者はこの tongue （lateral） bracing を学習者に導入することにより，舌の後方部分を含

めた英語/r/の調音様式に関する意識付けを行うことができるのではないかと考えている。 
 
55.. 結結語語  
 国際共通語として英語が用いられる現代における通訳では，多様な音声特徴に対応しなけ

ればならず，音声言語処理の中でも「音声知覚（音を捉える作業）」の重要性が高いといえる。

特に，母語音の処理とは異なり，非母語音の処理には意識的な作業段階を踏む必要があるが，

そうした非母語音の処理能力の涵養には，ただ音を聞くだけの訓練では十分ではなく，非母

語音の音声特徴に意識を向け（させ）る必要がある。第二言語音声習得における音声産出と

知覚が相互に影響し合っているということからも，Kissling（2015）の示すように，非母語音声

に関する調音音声学的知識の明示的な導入により，学習者の意識を音声特徴に向けさせるこ

とができ，結果として音声知覚能力の伸長に効果があるのではないかと考える。特に，日本語

を母語とする英語話者が産出・知覚の両面において困難を伴うとされる英語/r/について，正し

く知覚される英語/r/の産出のためには，口蓋・咽頭位置での狭窄が必要であるとされている一

方で，咽頭部分の狭窄に意識を向けることは容易ではない。そこで，舌の周縁部を上顎後方

大臼歯に固定させる lateral bracing を介して調音音声学指導を行うことで，学習者の調音

様式や舌形状全般に関する意識付けを行うことができると考える。 
 本稿の範疇では，そうした調音音声学的知識の有無や習得の度合いにより，どの程度音声

知覚に影響を及ぼすのかという点についての議論は難しい。第二言語音声習得研究や通訳

研究において，調音データを用いた議論が技術的に難しいことにも起因するが，近年では調

音様式を可視化・定量化できる様々な技術（例；超音波断層撮像法，磁気共鳴画像診断法な

ど）が利用可能になってきているため，こうした技術を用いながらの研究の発展が待たれる。  
 最後に，本稿では通訳における音声知覚の重要性について検討してきたが，音声聴解プロ

セスは，ボトムアップ的な処理（個々の音を知覚した上で，上位の言語単位である音節や語，

句，文などを処理）にその全てを依拠するわけではない。大井川・高橋（2019）の指摘するよう

に，通訳者は音声知覚の不正確性を，トップダウン的な処理（聴き手の長期記憶に保存されて

いる知識としての語彙，文法，意味，文脈，背景情報などを総動員して分析や統合を行い，そ

こから得られた予測をベースにした音声インプットの処理）で補っている可能性や，通訳者は

むしろそうした能力に優れている可能性も考えられる。（ボトムアップ・トップダウン処理の説明

は，鈴木・門田編（2018, p.289）による。）Reithofer（2020）も同様に，通訳訓練を受けた通訳者

は，訓練を受けていない他の母語話者や二言語話者に比べ，効率的な聴解ストラテジーを用
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位置での狭窄に加え，舌の後方中央部分の低く沈ませることや僅かな円唇性，そしてこの

lateral bracing といった調音様式が重要であるが，これらの調音様式は個々に独立している

ものではなく，舌中央部分を窪ませる動作は，lateral bracing により舌周縁部を固定させるこ

とによって実現可能であり，その結果，咽頭部分における狭窄が形成されるとしている。 
 日本語を母語とする英語学習者にとって，咽頭部分の狭窄に意識を向けることは難しいが，

筆者はこの tongue （lateral） bracing を学習者に導入することにより，舌の後方部分を含

めた英語/r/の調音様式に関する意識付けを行うことができるのではないかと考えている。 
 
55.. 結結語語  
 国際共通語として英語が用いられる現代における通訳では，多様な音声特徴に対応しなけ

ればならず，音声言語処理の中でも「音声知覚（音を捉える作業）」の重要性が高いといえる。

特に，母語音の処理とは異なり，非母語音の処理には意識的な作業段階を踏む必要があるが，

そうした非母語音の処理能力の涵養には，ただ音を聞くだけの訓練では十分ではなく，非母

語音の音声特徴に意識を向け（させ）る必要がある。第二言語音声習得における音声産出と

知覚が相互に影響し合っているということからも，Kissling（2015）の示すように，非母語音声

に関する調音音声学的知識の明示的な導入により，学習者の意識を音声特徴に向けさせるこ

とができ，結果として音声知覚能力の伸長に効果があるのではないかと考える。特に，日本語

を母語とする英語話者が産出・知覚の両面において困難を伴うとされる英語/r/について，正し

く知覚される英語/r/の産出のためには，口蓋・咽頭位置での狭窄が必要であるとされている一

方で，咽頭部分の狭窄に意識を向けることは容易ではない。そこで，舌の周縁部を上顎後方

大臼歯に固定させる lateral bracing を介して調音音声学指導を行うことで，学習者の調音

様式や舌形状全般に関する意識付けを行うことができると考える。 
 本稿の範疇では，そうした調音音声学的知識の有無や習得の度合いにより，どの程度音声

知覚に影響を及ぼすのかという点についての議論は難しい。第二言語音声習得研究や通訳

研究において，調音データを用いた議論が技術的に難しいことにも起因するが，近年では調

音様式を可視化・定量化できる様々な技術（例；超音波断層撮像法，磁気共鳴画像診断法な

ど）が利用可能になってきているため，こうした技術を用いながらの研究の発展が待たれる。  
 最後に，本稿では通訳における音声知覚の重要性について検討してきたが，音声聴解プロ

セスは，ボトムアップ的な処理（個々の音を知覚した上で，上位の言語単位である音節や語，

句，文などを処理）にその全てを依拠するわけではない。大井川・高橋（2019）の指摘するよう

に，通訳者は音声知覚の不正確性を，トップダウン的な処理（聴き手の長期記憶に保存されて

いる知識としての語彙，文法，意味，文脈，背景情報などを総動員して分析や統合を行い，そ

こから得られた予測をベースにした音声インプットの処理）で補っている可能性や，通訳者は

むしろそうした能力に優れている可能性も考えられる。（ボトムアップ・トップダウン処理の説明

は，鈴木・門田編（2018, p.289）による。）Reithofer（2020）も同様に，通訳訓練を受けた通訳者

は，訓練を受けていない他の母語話者や二言語話者に比べ，効率的な聴解ストラテジーを用

いていると述べている。Reithofer（2020）は加えて，English as a lingua franca（ELF；国際共通

語としての英語）の音声聴解の鍵となる通訳者要因は，通訳者の過去の ELF コミュニケーショ

ンの経験の度合いであり，通訳養成の一環として ELF コミュニケーションの場面を想定した活

動を組み込むことが有益であるとしている。国際共通語として英語が広く使われる現代におい

て，母語の影響により表出される様々な英語の音声特徴を，通訳者自身も母語の影響を受け

る音声知覚パターンを克服しながら確実に捉える必要があり，そうした事実や音声の多様性に

ついては，通訳訓練の段階で強調されるべき事項であろう。本稿が，多様な言語音声に対応

しなければならない現代における通訳技能を下支えする知識の一つとして，調音音声学的知

識の有用性について議論を進めるきっかけとなることを願う。 

 
※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」の成

果発表の一貫である。本稿の内容は，2020 年 11 月 26 日開催「SIG on Phonetics & 通訳

翻訳研究所特別ワークショップ 「《目で見る》音声研究――英語/r/の姿に迫る」（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，文章化したものである。 
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研究ノート（講義録） 

実実務務翻翻訳訳ののたためめのの英英語語表表現現演演習習  
 

名古屋学院大学(非常勤) 
堀川（豊福）  恵 

 
11.. ははじじめめにに  

本稿は 2021 年 2 月 21 日に行われた「通訳翻訳講座」第 3、4 回における「実務翻訳の

ための英語表現演習」の講義内容をまとめたものである。本講義では実務翻訳に初めて触れ

る人を対象に、実務翻訳とはどのようなものか、またその特徴や注意点などを学び、さらに実

際の翻訳資料を提示し解答解説を行うことで、実務翻訳という分野に親しむとともに、実際の

翻訳の場面で活かせる技術や表現を学ぶことを目的とした。 
第 3 回では「実務翻訳の範囲とその特徴」というテーマに沿い、実務翻訳で扱われる分野、

日英・英日翻訳での特徴と注意点（主語の補足／場面による訳語の選択／訳語と体裁の統

一／言い換え（意訳・補足・省略）／カタカナ語／役職名・部署名・定型文（＋イディオム）／

「訳せない語」の翻訳）を学び、第 4 回では「様々なシチュエーションにおける翻訳―実践と解

説」というテーマで、第 3 回で学んだ内容を実際の翻訳の場面で活かすことを目的に、注意書

き、取扱説明書、契約書という 3 種類の資料の翻訳の解答解説を行った。以下では講義で使

用した PowerPoint 資料（一部修正）を提示しながら各回の内容をまとめていく。 
 
22.. 実実務務翻翻訳訳のの範範囲囲ととそそのの特特徴徴  
22..11.. 実実務務翻翻訳訳ととはは  

「実務翻訳」1あるいは「産業翻訳」と呼ばれる翻訳は、映画（字幕翻訳）や文学作品（小説）

の翻訳と対称的な翻訳であるといえるだろう。その範囲は多岐にわたり、取扱説明書（マニュア

ル）、観光施設や小売店のパンフレット、市町村の広報誌、社内・会議資料やメール文書とい

ったビジネス関連文書、公共施設の注意書き、化学・科学技術関連文書、医療関連文書、契

約書や特許申請書といった法律関連の文書などが挙げられる。特に取扱説明書（マニュアル）

の翻訳は実務翻訳でよく扱われる分野の一つであり、愛知県周辺は自動車関連の企業が多

いため需要も多くある。 
このように実務翻訳は多くの分野が含まれるため、さらなる分類がされる場合もある。例え

ば日本翻訳連盟（JTF）の「JTF ほんやく検定」では実用レベル試験を「政経・社会」「科学技

術」「金融・証券」「医学・薬学」「情報処理」の 5 分野に分けている。それぞれ専門分野を持つ

翻訳者もいるが、例えば社内資料の翻訳であればビジネス分野に含まれるが、企業間の契約

書の翻訳になれば司法分野に含まれるように、各分野に重複するものが多いため分野にまた

がった知識が必要とされる。 
 

1 「ビジネス翻訳」を実務翻訳や産業翻訳と同義語として扱う場合もある。 
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図 1：主語の補足2 

 
 
 
 
 

 
図 2：場面による訳語の選択   

2 例文は名古屋港水族館パンフレットより。 
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図 1：主語の補足2 

 
 
 
 
 

 
図 2：場面による訳語の選択   

2 例文は名古屋港水族館パンフレットより。 

22..22.. 実実務務翻翻訳訳のの特特徴徴・・注注意意点点  
元原稿（の言語）は source text（language）、翻訳後の原稿（の言語）は target text

（language）と呼ばれる。一般的には自分の母語（一番流暢な言語）を Target 言語とした翻

訳が一般的だが、翻訳する際には sauce 言語 target 言語両方の知識が必須である。実務翻

訳の場合、類似した表現や決まった形式等が多く存在するため、特徴を掴んでおくと翻訳す

る際に有利に働く。以下では日英・英日翻訳の際の特長や注意点をまとめている。 
  

22..22..11.. 主主語語のの補補足足（（図図 11 参参照照））  
日本語から英語に翻訳する際に翻訳初心者が戸惑うことが、「主語を何にすればいいか

分からない」ということである。日本語の文では主語が省略、あるいは明示されていないことが

多いため、英語に翻訳する場合適した主語を補足することで自然な表現になり、翻訳もしやす

くなる。逆に、英日翻訳の場合、主語を省略すると自然な日本語になる場合も多い。例えば(1)
の場合、ソース原稿にない”guests”という主語が英訳の際に付け足されている。このような文

章では、”you”といった人称代名詞が付け足されることもよくある。 
(1) 日本の海 

人なつっこいシャチやバンドウイルカたちに会えるプール 
(1 訳) Marine Life around Japan 

At this tank guests can encounter friendly bottle-nose dolphins. 
  （名古屋港水族館パンフレットより） 

 
ここでの翻訳には”the pool where…”や”bottle-nose dolphins can be seen”といった

翻訳も考えられるが、これが水族館という観光施設のパンフレットということを考慮すると、主語

に”guest”や”you”を当て、「訪れた人あるいはあなた自身がイルカに会える」という表現にする

ことが最も適していると考えられる。 
 
22..22..22.. 場場面面にによよるる訳訳語語のの選選択択（（図図 22 参参照照））  

実務翻訳だけに関わらず、日英・英日翻訳を行う際に注意すべき点がどの単語を訳語と

して選択するかという点である。簡単な単語であっても場面・分野によっては同じ単語に違う訳

が当てられる場合があるため、場面によって適した訳語を選択することが必要になる。(2)のよ

うな日英翻訳の場合、注意すべき点が太字部分「知ることができる」と「鳴き声」の訳語である。 
(2) オーロラの海 

ベルーガの優雅な泳ぎや美しい鳴鳴きき声声を知知るるここととががででききまますす。 
(2 訳) Under the Northern Lights 

WWaattcchh the elegant movement of beluga whales and listen to their 
entrancing ssoonnggss. （名古屋港水族館パンフレットより） 

 
まず「知ることができる」には”learn”等を選択したくなるが、水族館という場面を考えると生

物を実際見られるという観点から”watch”が適している。また「鳴き声」には”voice”や”cry”とい
う訳語を考えるが実際には”songs”が使用されている。一見奇妙に思えるが、辞書には”the 
musical sounds made by birds and some other animals such as WHALES.(LDOCE)” 
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図 3：訳語と体裁の統一3 

 
 
 
 
 

 
図 4：言い換え（意訳）4 

3 トランセンド StoreJet 取扱説明書を参考に例文を作成した。 
4 例文は名古屋市営地下鉄鶴舞線車内注意書きより。 
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図 3：訳語と体裁の統一3 

 
 
 
 
 

 
図 4：言い換え（意訳）4 

3 トランセンド StoreJet 取扱説明書を参考に例文を作成した。 
4 例文は名古屋市営地下鉄鶴舞線車内注意書きより。 

という定義があり、”song”という訳語が適していることが分かる。 
特に実務翻訳の場合、その分野・製品に独特の訳語や、分野によって異なる訳語が当て

られる場合があるため、翻訳原稿が何に関するものなのかを把握した上で、適した訳語を選択

することが必要となる。 
  
22..22..33.. 訳訳語語とと体体裁裁のの統統一一（（図図 33 参参照照））  

実務翻訳でよく扱われる取扱説明書（マニュアル）の翻訳で注意すべき点が、①1 つの単

語に対し訳語は 1 つだけということと、②文の体裁（語尾や構成の仕方）を揃えるということであ

る。取扱説明書では同じ表現を使った文章、あるいは似たような表現を使用した文章が何度も

繰り返されることが頻繁にある。その際、わざわざ訳語や体裁、構成の仕方を変えると、何か特

別な意図、あるいは違うものを指しているのだと捉えられてしまう可能性があるため、これらの

要素の統一が求められるのである。例えば図 3にあるように、「明かり」には”lamp”、「点灯する」

には”light up”、「表示される」には”appear”といったように訳語を統一し、”When the 
device…, the red lamp will light up,”や”If your computer …, the blue lamp will light 
up.”のように従属節・主節という順で文章を構成するといった体裁を整える必要がある。体裁

に関して日本語に翻訳する場合は語尾がですます調であるかである調であるかという点も注

意すべき点である。 
訳語と体裁が統一されていない日英両方の例が(3)に挙げられている。ここでは太字部分

で単語や表現に異なる訳語が使用されており、また英文では主節と従属節の順の乱れ、和文

では語尾の統一に乱れがある。 
(3) a. When the device is successfully connected to a computer, the red llaammpp 

wwiillll lliigghhtt  uupp, and its icon will aappppeeaarr on the desktop screen. The icon also 
wwiillll bbee  sshhoowwnn in My Computer. 
The blue lliigghhtt will ccoommee  oonn if your computer does not supply enough power 
to the device. 

b. 機器がコンピューターに正しく接続されると、赤色の明明りりが点点灯灯し、アイコンがデス

クトップに表表示示さされれまますす。マイコンピュータにもアイコンが表表れれるる。 
青色の灯灯りりが点点くくのは、コンピューターから十分な電源が供給できない場合です。 

 
10 ページ程度の取扱説明書の翻訳であれば訳語と体裁の統一は難しくないかもしれな

いが、100 ページを超す取扱説明書を翻訳する場合この作業は非常に難しくなる。そのため、

取扱説明書の翻訳にはしばし翻訳支援ツールが活用され、このようなミスを防いでいる。有名

なものが、トラドス(SDL Trados Studio)と呼ばれるソフトウエアである。これは一度翻訳した単

語や表現をデータとして蓄積し、同じ単語や表現、または類似した表現が出てきた際自動で

その要素が翻訳される、あるいは候補が表示される機器である。高額なため個人での所有は

中々ないが、翻訳会社での使用率は高く、実践で非常に役立つため機会があれば扱い方に

触れておくとよい。 
  

22..22..44.. 言言いい換換ええ（（意意訳訳・・補補足足・・省省略略））（（図図 44 参参照照））  
注意書きというもの実務翻訳でよく扱われる項目である。上記で触れた取扱説明書にも記  
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図 5：カタカナ語5 

 
 
 
 
 
 

 
図 6：定型文・役職名・部署名 

5 audio-technica インナーイヤーヘッドホン 取扱説明書を参考に例文を作成した。 
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図 5：カタカナ語5 

 
 
 
 
 
 

 
図 6：定型文・役職名・部署名 

5 audio-technica インナーイヤーヘッドホン 取扱説明書を参考に例文を作成した。 

載があり、また公共施設や店舗での掲示も多くみられる。注意書きを翻訳する際に注意すべき

点が、内容を伝えることが重視されるため、そのまま訳さず意訳がされたり、直訳だけでは分か

りにくい場合、文章が補足されるという点である。また訳さなくても伝わる部分は省略されること

もある。(4)にあるように日本語に翻訳される場合は説明が付け足されることが多く、英語に翻
訳される場合は簡潔なものにある場合が多い。しかし中には(5)のように英語へ翻訳される場
合に説明が付け足されることもある。 

(4) 気を付けてネ！！ひらくドアに手をひきこまれないように 
(4訳) CAUTION Watch your fingers. （名古屋市営地下鉄鶴舞線車内注意書き より） 
(5) インクで手や服を汚す可能性があります。 
(5訳)Please be careful when handling the ink cartridge, otherwise you may get 
ink on your hands or clothes. （brother インクカートリッジ注意書きより）  

  
22..22..55.. カカタタカカナナ語語（（図図 55参参照照））  

英語から日本語に翻訳する際に注意したい点が、カタカナ語（表現）である。カタカナは

多用すると分かりにくい文になるため、一般的に定着してるもの以外は訳す、つまりはカタカナ

での表現は避けることが望ましい。 (6)では、「デバイス（device）」や「コンポーネント
（component）」までもそのままカタカナで表現すると理解しにくい文章になるため、「本製品」
や「（接続）機器」といったような訳を当て、カタカナの多用を避けることが望ましい。 

(6) When storing the device in a bag, disconnect the plugs from the connected 
component. 

(6訳) 本製品をバッグなどに収納する時は、接続機器からプラグを抜いて下さい。 
(6 よくない訳)デバイスをバッグに保管する場合は、コネクトされているコンポーネントから

プラグを外してください。 
 
しかしながら定着しているものはカタカナで表さないと奇妙になるため注意が必要である。

また分野によってはカタカナで定着している語もあるため、その都度対応が求められる。 
  

22..22..66.. 定定型型文文・・役役職職名名・・部部署署名名（（図図 66参参照照））  
図6にあるメール文章にはいくつかの注意点が含まれている。1つ目が、定型表現はその

言語の定型表現に言い換えるというものである。例えば日本語のはじめと終わりの定型挨拶文

「いつもお世話になっております。」、「今後とも一層のご高配を賜りたく、お願い申し上げま

す。」を英語に翻訳する場合、この文をそのまま訳すのではなく、英語でのはじめと終わりの定

型挨拶文である”I hope you are well.”、”Kindest Regards,”等を使用する。 
もう一点注意すべきなのが、役職名、部署名の翻訳である。まず役職名に関しては日英

語間で役職にズレがあることに加え、各会社で訳語にズレがある場合があるため、依頼主の企

業の先例の訳語などを確認することが推奨される。部署名に関しては、企業によっては部署名

一覧表を翻訳会社に配布し、それと照らし合わせた翻訳を行うことを求められたりもする。チェ

ックの際にも指摘されやすい箇所のため、見落としのないように注意すべき点である。 
定型表現の補足として、イディオムの翻訳にここで触れておきたい。イディオム（idiom、

慣用表現）とは(7)のように各単語の意味を組み合わせても、全体の意味が得られない表現の 
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図 7：「訳せない語」の翻訳 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 8：実務翻訳における「訳せない語」の翻訳：日英翻訳の場合  
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図 7：「訳せない語」の翻訳 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 8：実務翻訳における「訳せない語」の翻訳：日英翻訳の場合  

ことである。ここで”sweet tooth”は「甘いものが好きなこと、甘党」を意味する。 
(7) John always has a bag of sweets open on his desk; he’s got such a sweet 

tooth. (The English We Speak) 
ジョンって机の上にいつもお菓子の袋を広げているよね。あの人ってほんとに甘党だ

よね。 
 

実務翻訳の場面ではあまりイディオムは出てこないが、出てきた場合対応を誤ると誤訳と

受け取られる可能性が高いため注意が必要である。 
  

22..22..77.. 「「訳訳せせなないい語語」」のの翻翻訳訳（（図図 77 参参照照））  
本稿での「訳せない語」とは、図 7にある「かつ丼」のような、その言語に独特な単語、つま

りは1対1の訳語がなく、翻訳する際に説明的になるもののことを指している。単語以外にも例

えばダジャレのように訳す際に困難が生じる表現があるが、今回は実務翻訳の実例に則し、日

英翻訳における単語のみを対象にしていることを注記しておきたい。ここでこのような各言語に

独特な表現を翻訳する際に使用される 2 つの技法である Domestication と Foreignization
を確認しておきたい。 

 
22..22..77..11.. DDoommeessttiiccaattiioonn  aanndd  FFoorreeiiggnniizzaattiioonn  

DomesticationとForeignizationは翻訳の技法としてよく知られた手法であり、おおよそ

以下のような定義がされる。 
[ 前略 ] one set of translation strategies[=domestication] replaces all 

unfamiliar elements with domestic variants to help the reader approach the 
text with ease and familiarity,  while the other one [=foreignization] follows 
the original text very closely, ruthlessly ignoring all potential difficulties of 
comprehension or barriers of reception. (Koskinen 2012:13、[]内は執筆者) 
 
Domestication は、翻訳後の言語（target 言語）で意味が分かるように単語や表現を変

えて訳す手法である。target言語から見ると何を表しているかは理解できるが、source言語の

特徴は活かせないという不利点がある。一方 Foreignization では元原稿の言語（sauce 言語）

の表現をそのまま使用した翻訳がなされる。これにはsauce言語の特徴は活かせるが、target
言語から見ると何を表しているかは分かりにくくなるという不利点がある。 

具体例として、日英語翻訳（S 言語：日本語 / T 言語：英語）の「とても忙しくて、猫の手も

借かりたい」の翻訳を挙げてみよう。Domestication での翻訳の場合、(8a)のように意味を解

釈し「(非常に忙しく)人手不足」という表現で翻訳行う。この場合、英語としては自然だが、日本

語の「猫の手」という表現は活かせない（消えてしまう）。一方 Foreignization での翻訳の場合、

日本語の特徴を残し「猫の手も借りたい」という表現をそのまま翻訳に活かす。この場合日本

語の特徴は残せるが、英語としては少し奇妙な表現になる 
(8) a. I’m very busy and short-handed. （新和英大） 

b. I’m very busy and desperate for cat’s paws. 
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以上のように、2 つの手法にはどちらも良い点と悪い点があり、場面や状況によって使い

分けがなされる。本稿で取り扱う 「訳せない語」では、説明的に翻訳する場合を

Domestication 的な翻訳、そのままの表記（ローマ字表記）で翻訳する場合を

Foreignization 的な翻訳として扱う。 
 

22..22..88.. 実実務務翻翻訳訳ににおおけけるる「「訳訳せせなないい語語」」のの翻翻訳訳（（図図 88 参参照照））  
実務翻訳の場面において、「訳せない語」に直面した場合、場面によって①説明的に翻

訳する (Domestication 的な翻訳 ) 、②そのままの表記（ローマ字表記 ）で表す

(Foreignization的な翻訳)を使い分ける必要がある。②の場合、①の説明を()で付け足すこと

もが多くあることも注記しておきたい。例えば、「かつ丼」がレストランのメニューの場合、どのよ

うな料理なのかの説明が必要な場面であるため①の説明的に訳す方が適している。一方②そ

のままの表記で訳す方が適しているのが、例えばヨコテン(Yokoten)やポカヨケ(Pokayoke)の
ような語である。ヨコテンは他部署との連携を表す「横に展開する」という意味で、ポカヨケは

「ポカ（＝ミス）をよける」という意味を持つ、主に自動車関連企業で使用される単語である。こ

れらは説明的に翻訳すると消えてしまう、日本あるいは各企業独自の工場体制や社風を含意

できるため、あえてそのまま表現（ローマ字表記）するという翻訳方法を取っている。このように、

場面によって適した翻訳の仕方を選ぶことも重要になる。 
 

33.. 様様々々ななシシチチュュエエーーシショョンンににおおけけるる翻翻訳訳――実実践践とと解解説説  
第3回の講義内容を踏まえ、第4回では注意書き、説明書、契約書の翻訳を取り扱った。

様々なポイントがあるが、注意書きでは言い換え（意訳・補足・省略）、説明書では語と体裁の

統一、契約書では定型表現を主に意識しながら解答解説を見ていきたい。どの分野でも何（ど

の分野、製品）の翻訳なのかを最初に認識することが適切な語、表現につながるため、この点

を最初に確認してから翻訳を始めることを推奨する。 
 

33..11.. 注注意意書書きき（（図図 99、、1100、、1111 参参照照））  
注意書き①（図 9）では地下鉄の注意書きを扱った。ここでの大きなポイントは、「扉に手を

引き込まれないようにご注意ください。」の意訳である。注意書きではその行為をさせない、注

意を促すことが重要なため、”Keep hands clear of moving platform gate”のような言い換

え（意訳）がよく行われる。原文は「～してください」という丁寧な表現だが、注意書きはお願い

というよりは注意、警告を表すものであるため、必ずしも丁寧な表現にするとは限らないという

点も注意したい。 
注意書き②（図 10）のポイントは、「品質保証(warranty)」「免責事項(disclaimer)」など

の単語や「保証の対象外です」といった、注意書きでよくある表現の訳を自分の中にストックす

るということである。これらの表現は多くの注意書きで見られるものであるため、日英両方の表

現を覚えておくことで対応が容易になる。他にも、「注意(caution)」「警告(warning)」も頻出

する単語である。細かな点では、「予めご了承下さい」は本文を翻訳することで事足りるため訳

す必要はない。「水質や洗剤によっては」は”washing(洗濯)”でまとめてしまうことにより、水質

や洗剤以外の他の原因も含意できるという便利な表現である。「洗濯による色落ちは保証の対

象外です。」を”ergobaby cannot be held responsible for ~.”のように企業名を主語にし 
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以上のように、2 つの手法にはどちらも良い点と悪い点があり、場面や状況によって使い

分けがなされる。本稿で取り扱う 「訳せない語」では、説明的に翻訳する場合を

Domestication 的な翻訳、そのままの表記（ローマ字表記）で翻訳する場合を

Foreignization 的な翻訳として扱う。 
 

22..22..88.. 実実務務翻翻訳訳ににおおけけるる「「訳訳せせなないい語語」」のの翻翻訳訳（（図図 88 参参照照））  
実務翻訳の場面において、「訳せない語」に直面した場合、場面によって①説明的に翻

訳する (Domestication 的な翻訳 ) 、②そのままの表記（ローマ字表記 ）で表す

(Foreignization的な翻訳)を使い分ける必要がある。②の場合、①の説明を()で付け足すこと

もが多くあることも注記しておきたい。例えば、「かつ丼」がレストランのメニューの場合、どのよ

うな料理なのかの説明が必要な場面であるため①の説明的に訳す方が適している。一方②そ

のままの表記で訳す方が適しているのが、例えばヨコテン(Yokoten)やポカヨケ(Pokayoke)の
ような語である。ヨコテンは他部署との連携を表す「横に展開する」という意味で、ポカヨケは

「ポカ（＝ミス）をよける」という意味を持つ、主に自動車関連企業で使用される単語である。こ

れらは説明的に翻訳すると消えてしまう、日本あるいは各企業独自の工場体制や社風を含意

できるため、あえてそのまま表現（ローマ字表記）するという翻訳方法を取っている。このように、

場面によって適した翻訳の仕方を選ぶことも重要になる。 
 

33.. 様様々々ななシシチチュュエエーーシショョンンににおおけけるる翻翻訳訳――実実践践とと解解説説  
第3回の講義内容を踏まえ、第4回では注意書き、説明書、契約書の翻訳を取り扱った。

様々なポイントがあるが、注意書きでは言い換え（意訳・補足・省略）、説明書では語と体裁の

統一、契約書では定型表現を主に意識しながら解答解説を見ていきたい。どの分野でも何（ど

の分野、製品）の翻訳なのかを最初に認識することが適切な語、表現につながるため、この点

を最初に確認してから翻訳を始めることを推奨する。 
 

33..11.. 注注意意書書きき（（図図 99、、1100、、1111 参参照照））  
注意書き①（図 9）では地下鉄の注意書きを扱った。ここでの大きなポイントは、「扉に手を

引き込まれないようにご注意ください。」の意訳である。注意書きではその行為をさせない、注

意を促すことが重要なため、”Keep hands clear of moving platform gate”のような言い換

え（意訳）がよく行われる。原文は「～してください」という丁寧な表現だが、注意書きはお願い

というよりは注意、警告を表すものであるため、必ずしも丁寧な表現にするとは限らないという

点も注意したい。 
注意書き②（図 10）のポイントは、「品質保証(warranty)」「免責事項(disclaimer)」など

の単語や「保証の対象外です」といった、注意書きでよくある表現の訳を自分の中にストックす

るということである。これらの表現は多くの注意書きで見られるものであるため、日英両方の表

現を覚えておくことで対応が容易になる。他にも、「注意(caution)」「警告(warning)」も頻出

する単語である。細かな点では、「予めご了承下さい」は本文を翻訳することで事足りるため訳

す必要はない。「水質や洗剤によっては」は”washing(洗濯)”でまとめてしまうことにより、水質

や洗剤以外の他の原因も含意できるという便利な表現である。「洗濯による色落ちは保証の対

象外です。」を”ergobaby cannot be held responsible for ~.”のように企業名を主語にし 

 
図 9：注意書きの翻訳①6 

 
 
 
 
 

 
図 10：注意書きの翻訳②7  

6 例文は市営地下鉄東山線ホーム柵の注意書きより。 
7 例文は ergobaby Instruction Manual より。 
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図 11：注意書きの翻訳③  

 
 
 
 
 
 

  
図 12：取扱説明書の翻訳①8 

8 例文は OMEGA Operating Instructions より。 
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図 11：注意書きの翻訳③  

 
 
 
 
 
 

  
図 12：取扱説明書の翻訳①8 

8 例文は OMEGA Operating Instructions より。 

た言い換えもよく使用される手法である。 
注意書き③（図 11）でのポイントは、原文が何に関するものなのか把握するという点である。

この注意書きは抱っこ紐（ベビーキャリア）のものであるが、それを把握できていない場

合、”FALL HAZARD”の”fall”に「落下」ではなく「転倒」という訳を当ててしまうようなミスが起

こりうる。また、ポンド(lb.)をキログラムに変更するというように、重さなどの数値はその国で使用

されている数値に変換することも求められる。さらに原文の英語は箇条書きのような表現だが、

そのまま訳すと意味がよく分からないため、日本語にする際は分かりやすく補足することも必要

である。この時にも製品が何であるかを把握していくことによって、”Never bend at waist; 
bend at knees.”を翻訳する際に「かかががむむ際際ににはは腰を折らず、膝を曲げて乳乳幼幼児児のの頭頭がが下下向向

ききににななららなないいよよううににししててくくだだささいい」といった実際の製品と場面を考慮した補足が可能になる。し

かし図11の翻訳の場合かなり細かな製品情報を知りえないと難しい補足と考えられるため、依

頼主との打ち合わせの上での翻訳であろうことを注記しておきたい。 
  
33..22.. 取取扱扱説説明明書書（（図図 1122 参参照照））  

取扱説明書でもまず原文が何に関するものなのか把握することが必要である。これは腕

時計の取扱説明書になるが、これを把握できていない場合、”case”が時計の本体部分を表す

ことや、”crown”に「リュウズ」、”winding”に「巻き上げ」というような適した訳語を当てることが

難しくなる。また腕時計ということを知っておくと使用者が製品を装着した視点から、forwards、
backwards に「手前側」「向こう側」といった使用者により分かりやすい翻訳も可能になる。また、

取扱説明書は同じ単語や表現の繰り返しが多いため、それらの統一も求めらえる。例えば、

「引き出す(pull the crown out)」「押し戻す(Push the crown back)」といった語を統一するこ

とが必要である。 
以下には同取扱説明書を使用した日英翻訳の課題を挙げてある。日英翻訳の場合も「リ

ュウズ」など時計に関する用語に対する正しい訳語の選択、「引き出す」「押し戻す」「手前側」

「向こう側」といった表現に同一の訳文を当てるといった注意が要求される。 
(9) 3．タイムゾーン及び日付の修正：リュウズを 2 の位置に引き出し、手前又は向こう側

へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進又は後退します。時針が真夜中を

通過すると、日付が進むか又は戻ります。リュウズを再び 1 の位置に押し戻します。 
(9 訳)3. Time zone and correcting the date: pull the crown out to position 2. Turn 

the crown forwards or backwards, the hour hand moves forwards or 
backwards in one-hour jumps. The date can be moved forwards or 
backwards by moving the hour hand past midnight accordingly. Push the 
crown back to position 1.  （OMEGA Operating Instructions より） 

  
33..33.. 契契約約書書（（図図 1133、、1144 参参照照））  

契約書の形式はおおよそ、契約書のタイトル、契約を交わす企業の情報、前文、本文（条

項）、結び、署名という形をとる。契約書は定型表現がほとんどであるため、一つ雛形（テンプ
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図 13：契約書の翻訳①9 

 
 
 
 
 

 
図 14：契約書の翻訳②  

9 本資料は執筆者友人より拝受した資料を基に企業名や所在地等を変更し、「翻訳会社ブリッジリ

ンク」を参考に一部表現に変更を加えた。 
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図 13：契約書の翻訳①9 

 
 
 
 
 

 
図 14：契約書の翻訳②  

9 本資料は執筆者友人より拝受した資料を基に企業名や所在地等を変更し、「翻訳会社ブリッジリ

ンク」を参考に一部表現に変更を加えた。 

レート）を覚えれば応用が利く分野である。同時に契約書で使用される単語（例”hereinafter”
「以下～と呼ぶ」）に慣れることも必要である。 

注意すべきポイントいくつか挙げておく。企業間の情報部分では、”having its seat in
（所在地）”や”hereinafter “Supplier”（以下「サプライヤー」と呼ぶ）”、”Parties（当事者）”な
どの訳に注意したい。特に「以下「サプライヤー」と呼ぶ」という部分に関しては、日本語の契約

書では「甲」「乙」などが使用されるため、そのような書き換えもできるが、翻訳者と読み手の混

乱を防ぐため、英文をそのまま活かした翻訳を推奨する。 
前文部分の注意点としてまず”recitals”の訳に注意したい。カタカナで「リサイタル」とする

解答がたまに見られるが、これは契約書では「前文」を意味する。続けて、”WHEREAS…;”部
分では、大文字で書かれるという形式と、前置きのような役割があることを知っておきたい。訳

す際は「～である。」のように各文で区切って翻訳し、この文は”NOW, THEREFORE”で締め

られ、その後は定型表現が続く。 
締めの部分は全てが定型表現となっており、特に”IN WITNESS THEREOF”が「これ

を証明するために」、”duplicate”が契約書の「正副２通」を意味していることに注意したい。 
以下に課題とした契約書の和文全文を記載するが、下線部分がすべて定型表現となっ

ている。 
(10) 基本購買契約書 

本契約は 
ABC Inc. （所在地：London SW1A 1AA, United Kingdom; 登録番号: Cg.: 

123456789）（以下「ABC」と呼ぶ） 
及び 

株式会社 XYZ （所在地：100-8111 東京都千代田区千代田 1-1; 登録番号：

reg.: 12-34-567890.）（以下「サプライヤー」と呼ぶ） 
の間に交わされるものとする。 

 
本契約は(以下「本契約」と呼ぶ）、 
ABC Inc.（以下「ABC」と呼ぶ）及び 
株式会社 XYZ（以下「サプライヤー」と呼ぶ） 
（ABC とサプライヤーは合わせて以下「当事者」と呼ぶ） 
の間で下記に示された日付、場所にて、下記の条件のもと交わされた。 
 
前文 
ABC は四輪車及びその他の製品の部品、付属品の販売に従事する。 
ABC は、付属品も含め、必要な部品をサプライヤーから購入することを希望している。 
サプライヤーは、付属品も含め、そのような部品を ABC に販売することに同意してい

る。 
両当事者は下記に示された条件のもと、長期的な取引関係を築くことを希望してい

る。 
したがって、下記に定める前提と相互の約定を約因として、両当事者は下記の事項

に合意するものとする。 
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本契約を証するために、ここに両当事者は、冒頭に記載された日付をもって、正式に

権限を付与された代表者によって、正副 2 通に署名をし、本契約を締結するものとし、

両当事者はそれぞれ一部の写しを保持するものとする。 
  
44.. おおわわりりにに  

本稿では「通訳翻訳講座」における「実務翻訳のための英語表現演習」の講義内容をもと

に、実務翻訳の特徴や注意点を総括した。実務翻訳で扱われる分野は多岐にわたるが、各分

野に特徴的な注意点が存在し、それを知ることで翻訳する際に有利に働く。取扱説明書では

訳語と体裁の統一が求められ、注意書きでは意訳・補足・省略といった言い換えが頻繁に行

われる。また、頻出する単語や表現を獲得することでそれらの翻訳への対応が容易となる。契

約書の文体は条項以外の大半の文章が定型表現であるため、日英両方での定型表現に触

れ、それらを覚えることで次の翻訳に非常に役立たせることができる。共通する注意点として、

場面や分野によって適切な訳語を選択することで翻訳がより自然になるため、可能な限り翻訳

原稿の種類や分野を把握することが重要となる。 
最後に翻訳する上で心掛けておきたい事柄をいくつか挙げておきたい。まず 1 つ目に翻

訳は完成までにある程度時間が与えられているため、調べられなかったという言い訳は通用し

ない。そのため使えるものは全て使い、最も適した訳を探すことが求められる。2 つ目に何を訳

しているか分からないと、適切な単語・表現が選べなかったり、見落としたりすることがあるため、

扱っている分野、製品など、原文が何に関するものなのかをできる限り把握することが必要とさ

れる。3 つ目に観光客が対象なのか、ビジネス上の相手なのか、取扱説明書でも一般向けか

専門向けかで表現が変わるため、読み手は誰なのか考えるということが重要である。4 つ目に

翻訳者は「人が書いたもの」を他の言語に変換するあくまでも媒介者であるため、好き勝手な

翻訳は避け、場合によっては依頼主の意見を尊重することが求められる。最後に、翻訳には

誤訳はあるが翻訳者によって翻訳の仕方は多用であるため正解はない。様々な翻訳の仕方

に触れ、経験を積むことでより良い翻訳ができるようになるであろう。本講義及び本稿が今後

実務翻訳に携わる方の参考になれば幸いである。 
 
 
参参考考文文献献  
Koskinen, Kaisa (2012). “Domestication, Foreignization and the Modulation of 

Affect”. In Kemppanen, Hannu/ Jänis, Marja/ Belikova, Alexandra [eds.] 
Domestication and Foreignization in Translation Studies. Berlin: Frank & 
Timme (2012:13-32) 

一般社団法人日本翻訳連盟 『JTF ほんやく検定』．From https://kentei.jtf.jp/ 
翻訳会社ブリッジリンク．From http://www.bridgelink.jp/ 
SDL Trados. From https://www.sdltrados.com/jp/ 
 
例例文文引引用用  
The English We Speak. From BBC Learning English - The English We Speak / Sweet 

tooth 
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本契約を証するために、ここに両当事者は、冒頭に記載された日付をもって、正式に

権限を付与された代表者によって、正副 2 通に署名をし、本契約を締結するものとし、

両当事者はそれぞれ一部の写しを保持するものとする。 
  
44.. おおわわりりにに  

本稿では「通訳翻訳講座」における「実務翻訳のための英語表現演習」の講義内容をもと

に、実務翻訳の特徴や注意点を総括した。実務翻訳で扱われる分野は多岐にわたるが、各分

野に特徴的な注意点が存在し、それを知ることで翻訳する際に有利に働く。取扱説明書では

訳語と体裁の統一が求められ、注意書きでは意訳・補足・省略といった言い換えが頻繁に行

われる。また、頻出する単語や表現を獲得することでそれらの翻訳への対応が容易となる。契
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研究ノート（講義録） 

認認知知言言語語学学とと翻翻訳訳のの新新たたなな視視点点  
 

南山大学外国語学部 
今 井  隆 夫 

 
ははじじめめにに  

本稿は 2021 年 2 月 2８日、3 月 7 日、3 月 14 日の 3 日間に渡って行われた「通訳翻訳講座」第

5回～10回の「認知言語学と翻訳の新たな視点」の講義内容をまとめたものである。本講義では、認

知言語学の概念を受講生と共有し、通訳・翻訳分野で役立ててもらうことを目的とした。 
授業で配布したハンドアウトに、説明の要点を枠内に示した形で纏めてある。

第第 5 回回

認知言語学から言語コミュニケーションを考える

ⅠⅠ．．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フフレレーームム知知識識のの重重要要性性

Quiz 1: Don’t think of an elephant! (George Lakoff: 2004)

Quiz 2: What relation was the mayor to the boy?
A man and his young son were apprehended in a robbery. The father was shot during 

the struggle and the son, in handcuffs, was rushed to the police station. As the police pulled 
the struggling boy into the station, the mayor, who had been called to the scene, looked up 
and said, “My God, it’s my son!”

Quiz 3: Rob はどこを旅してきたか？

(a) Rob is reaching the shore. 
(b) Rob is reaching the coast.

☞次はそれぞれどこを旅するのか？

(a) A journey from coast to coast.  __________の旅

(b) A journey from shore to shore  __________の旅

 さて、象のことを考えなかった人はいますか？多分いないでしょう。 
 象と聞いて頭に浮かぶ知識をフレーム知識と言います。 

 答えは、市長は男の子の母親です。 
 市長と聞いて、男性であると思った人は答えに辿り着けなかったかもしれません。 
 市長について持つフレーム知識が邪魔をした例と言えます。 

 shore は海側から見た「岸」を coast は陸側から見た「海岸」を表します。 
 (a)では Rob は船旅をしていて、(b)では陸上を車や徒歩で旅をしています。 

(a)は大陸横断の旅を、(b)は海の旅を表します。 
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Quiz 4: ＿＿＿に入る前置詞は？

(1) I’m in trouble. Can you help me _____?
(2) Alisha is on my mind. I can’t get her _____ my mind.
(3) Don’t blow the dust _____ the table.

Quiz 5: What is the difference in meaning between these two? 

(a) Get away
(b) Get off of me.

【フレームとは？：What is frame?】

1. A good understanding of a word requires a significant amount of knowledge that 
extends well beyond the dictionary definition. We refer to this background knowledge 
as the frame.

2. There is a close connection between the concept of frame and that of foregrounding. 
Consider, for example, a word such as hypotenuse. This word derives its meaning from 
the concept of a right-angled triangle (even though it does not mean ‘right-angled 
triangle’). The word hypotenuse designates (or ‘profile’ in Langacker’s terminology) 
one element of a right-angled triangle, specifically the side opposite the right angle. 
(Lee 2001, p.8)

Quiz 6: 次の文では、前半では母親でないと言い、後半では母親であると言っている

のに contradictory（矛盾）でないのはなぜか？

 
Maria adopted John when he was a baby so she’s not his real mother—but in fact she has been 

a wonderful mother to him. （cf. Lee 2008, p.9）

 ここでは、反意語フレームを意識すると答えがわかります。 
 (1)は in の反対で out 
 (2)は on の反対で off 
 (3)は the dust は初め on the desk の状態にあったので、吹き飛ばす（blow）ことで off 

the desk の状態になりますので、off が正解です。 

 away の反対は near, off の反対は on 
 (a)は近くにいる人に「あっち行って！」、(b)は触ってきた人に「離れて！」という意味

です。 

 ある語の意味を十分に理解するには、辞書の定義を超えた知識が必要で、この

ような知識をフレームと言います。 
 フレームと前景化には深い関係がある。 
 斜辺（hypotenuse）という概念を理解するには、直角三角形（a right angled 

triangle）を知る必要がある。斜辺という概念を理解する背景知識－直角三角

形－はフレーム知識と言える。 

1 つ目は、生物的フレームで「生みの母親」を、2 つ目は、社会的フレームで「育ての母

親」の意味を表し、母親についての立ち上がるフレームが違うので矛盾しない。 
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ⅡⅡ．．認認知知言言語語学学（（Cognitive Linguistics））

Quiz 7: 次の２つの異なる事態がなぜ、同じ動詞（rise）で表現されると思いますか？

a. The balloon rose gently into the air. 
b. The hill rises gently from the bank of the river. （中村 2016: 2）

Quiz 8: なぜ、たんこぶは頭にくっついているわけではないのに on が使われているのか？

a. There is a fly on your forehead.
b. You have a bump on your forehead. （今井 2018:477）

＜認知言語学の特徴＞

a 人人がが事事態態ををどどののよよううにに捉捉ええてていいるるかかが言語表現に表れているという立場。

b それゆえ、すべての言語表現は程度の差はあれ主主観観的的。

cf. 認知言語学は、見見るる側側視視点点（（主主観観））の言語学である。（中村 2016: 1）
c 認知とは、あることを手掛かりに別のあることを連想・想起すること。（P.C.山梨）

d 認知能力 ⇒ 言語、芸術、ファッション、料理、スポーツなどに反映している。

e 認知能力から言語現象を説明

f 言語現象の説明から、人の認知の一部を解明

ⅢⅢ．．認認知知能能力力

①図と地の分化・反転（figure-ground segregation / alternation）
②参照点能力（reference point ability）
③カテゴリー化（categorization）
④比喩能力（メタファー、メトニミー、シネクドキー）

（figurative use of language: metaphor / metonymy / synecdoche）
⑤スキーマ化と事例化（schematization / instantiation）
⑥イメージスキーマの背景化、など

3.1. 図図とと地地のの反反転転（（figure-ground segregation / alternation））

A B C D

 客観的には２つの違った事態であるが、人間の側から見て、視線の上昇という点では同

じと言えるので、共に上昇を表す動詞（rise）が用いられていると考えられる。 
 

 on は接触を表す。 
 たんこぶは、額に接触してはいないが、接触してるように見えるので、on が用いられ

ると考えられる。 
 すべての言語表現には、人が事態をどう捉えているかが反映されている。 
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（図 1: 図と地の分化・反転）

（例 1）「ここはどこ？」を英語で表現すると？

（図 2:「ここはどこ」/Where am I?）

（例 2）「お先にどうぞ」を英語で表現すると？

（例 3）「車間距離維持」を英語で表現すると？

（例 4）「この辺はよく知らないんです」を英語で表現すると？

3.2. ＜＜統統合合性性＞＞とと＜＜離離散散性性＞＞のの反反転転（（山山梨梨 2000: 77））

（例）staff とスタッフ

Quiz 9: 次の文はどこが間違っているか？

(1) Alisha used to be a staff of this bakery.                     （図 3: staff /スタッフ）

(X) (Y) 

 人が対象を見るとき、何かを図（前景化）とし、他を地（背景化）している。これ

を図と地の分化という。その図と地は上の 4 つの例のように反転できる。このこと

を図と地の反転という。 
 A は、「ルビンの盃」という有名な図であるが、二人が向き合っている図と、

盃の図を黒の部分と白の部分のどちらを前景化させるかによってみることが

できる。 
 B は、うさぎ・あひるという有名な図。右向きはウサギ、左向きはアヒル。 
 C は、向こうを向いている若い女性と、こちらを向いているおばあさん。 
 D は、木と湖とカップルの画と胎児。 

 図と地の反転から言語表現を考えること

ができる。 
 例 1 は、Where are we? / Where am I?と

なるが、英語は人を前景化し、日本語は環

境を前景化すると考えられる。 
 しかし、地図を見ながら話すなら、「私

たち今どこ？」のように日本語も人を

前景化することはある。 

 金谷（2019, p.14）では、日本語は「虫の視点」英語は「神の視点」と言ってい

る。 
 日本語は自分から見える状況を言語表現する傾向があり、英語は、神のように上

空へ上がったもう一人の自分が現実界の自分をも客観視する傾向がある。 
 

 After you.となり、英語では自分の行為が表現される。 
 日本語の「お先にどうぞ」は相手の行為を表現してる。 

 

 Don’t tailgate!となり、運転手の行為が前景化される。 
 アメリカの Interstate（州間道路）を走るとよく見かける標識である。 

 I’m a stranger here.となる。 
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ⅣⅣ．．ススキキーーママ化化とと事事例例化化                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) (b)                  (c) 
                             スキーマ           スキーマ

事例 ＞                           ＞
（スキーマ化）    （事例化）

事例 事例 事例 事例 ・・・

（図 5: スキーマ化と事例化 ※山梨（2012: 154 図 12）に基づく）
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（例 1）X-娘

（図 6: 「Ｘ-娘」のスキーマ化と事例化）

（例 2）X-守

久しぶりに会った、マンションの隣人との会話：

A：最近、会いませんね。お元気でしたか？

B：ええ、孫守で忙しくて、、、

孫守ってどんな意味でしょう？

①「子守」が「Ｘ守」にスキーマ化し、

②「Ｘ守」が「孫守」に事例化される。

スキーマ化と事例化については山梨（2012: 154)
              （図 7:「Ｘ-守」のスキーマ化と事例化）

（例 3）X-活

（図 8: 「Ｘ-活」のスキーマ化と事例化）

（例 4）I’m between jobs.

Quiz 11: 次の表現の意味は何でしょうか？
A: What do you do?
B: I’m between jobs right now.

         （図 9: I’m between Ns.のスキーマ化と事例化）

夕活 悠活 

Ｘ活 
デ ブ

活 

就活 部活 妊活 婚活 終活 
朝活 

（事例化）
I’m between jobs. I’m between haircuts.

スキーマ化
事例化

（スキーマ）I’m between Ns.
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Quiz 12: 次の表現の意味は何でしょうか？

Dan: How long have you been between girlfriends?
Jack: Two years.

（例 5）I have a green thumb.
次の対話を読み、I have a black thumb.の意味を答えてみましょう。
Jack: My mother has a green thumb.

Momoko: Your mother has a green thumb? Is she okay? What happened to her thumb?
Jack: That’s not what I meant. It’s an expression. I meant she’s very good at growing fruit and 

vegetables.
Momoko: Oh, I’m relieved. But you scared me. I thought her thumb turned green for some reason. 

BTW, do you have a green thumb?
Jack: Me, well, … I have a black thumb. Hahaha … 

 I’m between jobs.というのは、時間軸上で、２つの仕事（前にやっていた仕事とこ

れからやるであろう仕事）がありその間（between）に自分がいる感覚です。 
 よって、前の仕事を辞めて、次の仕事を探している状態。つまり、今は仕事はして

いないという意味を表します。 
 I’m between jobs.という表現の jobs の部分の名詞を他の名詞に代えても、こと

ば遊び的に意味が理解される表現を作ることができます。 
 イメージを一般化すると次のようになります。 
 ２つの名詞で表される事態の間に自分がいる感覚です。 
 

 

 between girlfriends は前に彼女がいたけど今はいないので、新しい彼女が欲しいとい

う意味を表します。 

 green thumb ⇒ 緑の野菜を作る親指  ⇒ 野菜作りが上手 
 black thumb ⇒ 黒い野菜を作る親指   ⇒ 野菜作りが下手 
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第第 6 回回

認知言語学から言語表現を考える

ⅠⅠ．．カカテテゴゴリリーー化化

【例】鳥のカテゴリー化

（図 1: 鳥のカテゴリー化）

【一般化（抽象化）すると．．．】

 
 

（図 2：カテゴリー化）

（図 3：スキーマ, プロトタイプ, 周辺事例）

 
 

peripheral 

prototype 

schema (core) 

  

ｽｷｰﾏ1  

ｽｷｰﾏ2 
 

ｽｷｰﾏ3 
 

ｽｷｰﾏ4  

ｽｷｰﾏ5 

 「鳥」の例として最初に思い付く例は何

ですか？人それぞれでしょうが、スズメ、

ハト、カラス、ニワトリなどいろいろあ

るでしょう。 
 鳥と言っても、くちばしと羽があり、空

を飛ぶものばかりでなく、ニワトリやダ

チョウのように空を飛ばないものも鳥の

仲間です。 
 鳥というカテゴリーのメンバーは、みな

が同じ条件を持ち合わせてはいないので

す。 

 抽象化すれば、人は、具体例（units と言

います）に出会うことで、それらに共通

のイメージ（schema と言います）を立

ち上げます。 
 そのスキーマでは抽象できない例に出会

えば、さらに抽象度の高いスキーマを立

ち上げます。 
 スキーマは、出会う事例が増えるほど、

抽象化されていきますが、前に立ち上げ

られた抽象度の低いスキーマも破棄され

ずカテゴリーの中に残るのが特徴です。 

 カテゴリーのメンバーのうち典型的と

思われている事例をプロトタイプ

（prototype）、典型ではないと思われ

ている事例を周辺事例（peripheral）と

言います。 
 すべての事例を抽象化した概念をスキ

ーマまたはコア（schema / core）と言

います。 
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カテゴリー化の言語における例

 
Quiz 1: 意味の繋がりは？

(1) 花・鼻・端（初）（見田 2006: 52）

(2) 澄む・済む・住む（池上 2011:71）

(3) 橋・箸・端

(4) 咲く・裂く・割く 

1.1 Grammar is categorization. 文文法法ももカカテテゴゴリリーー化化

A) 語語彙彙：：名詞 trunk2

（図 4：木の幹と象の鼻）

B) 前前置置詞詞 in

1) Maria is in the classroom. 物理的空間

2) Maria is in the curling club. 社会的空間

3) a. Maria was born in 1999. 時間的空間
b. I’ll pick you up in 30 minutes.

4) Maris is in love / trouble / a situation. 心理的空間

Quiz 2: What is the difference between these two?

a) Alisha painted the picture in 2 hours.
b) Alisha painted the picture for 2 hours.

                                                   
1 池上（2011: 7）によれば、「漢字の導入以前の古代日本語で「スム」という語の意味がどのように受けとめられ

ていたかを想像するには、構造意味論におけるように語義を＜デジタル的＞に―つまり、語義を分析し、それを

構成すると思われるいくつかの基本的な意味成分を確認し、それらを合成として記述するというやり方ではなく、

＜アナログ的＞に―つまり、認知言語学で＜イメージ・スキーマ＞と呼ばれる抽象度の高いイメージ的な図式で

記述するというやり方で―考えてみるとよく分かる。」 
2  

 同じ発音（形）ならその語で表される意味は、似ているか関連しているかで繋がっていると

考えます。 
 漢語が輸入される前の奈良時代の日本語では、(1)はファナと言われていました。どれも先端

の意味でつながっています。 
 (2)は、落ち着く、一件落着という意味で繋がっています。 
 (3)は２つをつなぐものの意味で繋がっています。陸と陸をつなぐ橋、食べ物と口をつなぐ箸、

繋がれたものの両端をハイライトすれば端。 
 (4)は分かれる、割けるイメージで繋がっています。 

 多義ネットワーク辞典（瀬戸他 2007: 1013）には次の

ように記述されている。「木の幹」が中心義。形の類似

から「象の鼻」を意味する。また、その機能から「木の

幹のような主要部分」を意味し、「（人・動物）の胴体」

や「（道路・鉄道・電話などの）幹線」を表す。さらに

は、「木の幹」を素材と捉えれば「木の幹から作られた

大きな入れ物」が展開する。「車のトランク」はその現

代的意味である。 

 ボールが箱の中にあるイメー

ジが inの基本イメージですが、

このイメージが社会空間、時間

空間、心理空間で比喩的に用い

られています。 
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C) 名名詞詞 term 
1) The President’s term of office is four years.
2) The term paper is due in two weeks.
3) Under the terms of their contract, employees must give 3 months' notice if they leave.
4) Mr. Robot uses so many technical terms in his lecture that I can’t make heads or tails of what 

he’s talking about.
5) I had a serious argument with Rob last week, so I’m not on speaking terms with him.
6) In terms of money, the former job was better.
7) We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just for language 

but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and 
act, is fundamentally metaphorical in nature. (Lakoff and Johnson 1980, Metaphors We Live By,
p.3)

D) 動動詞詞 run
a My father runs three times a week.
b Who has left the water running?
c A small stream runs behind my cottage.
d Sara runs a coffee shop in this neighborhood.
e Your nose is running.
f My car is running out of gas.
g “Look how thin you are. How could you work in a restaurant and be so thin?” “Just lucky, I guess. 

It runs in the family.” (Crossroads Café, Episode 1)

E) 接接続続詞詞：：since 
1) Since he graduated, he hasn’t visited his alma mater.
2) Since I didn’t sleep a wink last night, I couldn’t deliver my speech as intended.

F) 文文法法要要素素：：過過去去形形
a I loved you so much.

 a)では、アリシャが絵を描くという行為が 2 時間という空間内で起こるイメージから絵が

完成した意味になります。 
 b)では、アリシャが絵を描くという行為が 2 時間続いたことを表すだけなので、Alisha 

spent two hours painting the picture.ということで完成したかどうははわかりません。 

 term の基本イメージは「枠・制限・限定」です。 
 1)と 2)は時間の枠。 
 3)の契約は行為に枠をはめるイメージ。契約は枠にはめられるイメージがあります。 
 4)の用語は、概念に枠をはめ、名前を付けるイメージ。 
 5)の on (speaking / good / bad) terms with という表現は、限定された人間関係を表す表

現で、話の出来る関係、良い関係、悪い関係はそれぞれ限定されたものと考えられる。 
 6)と 7)の in terms of X は「X に関しては」と覚えますが、「X という枠では」と考えては

どうですか？ 

 run の基本イメージは、何かがある方向に向かって途切れずに移動するイメージ。 
 d の「経営する」は、時間軸上を、止まらずに続くイメージから、走らせる→運営する

→経営すると考えると良い。 
 g の It runs in the family.は「そういう家系なんです」という意味。家系図上を性格、体

質、病気などが流れるイメージ。 

 since のイメージは、「起点・出所」。 
 1)は時間的な起点を表し「～以来」。 
 2)では寝られなかったことが、スピーチが思ったようにできなかった原因。原因は起点。 



85

 
 

C) 名名詞詞 term 
1) The President’s term of office is four years.
2) The term paper is due in two weeks.
3) Under the terms of their contract, employees must give 3 months' notice if they leave.
4) Mr. Robot uses so many technical terms in his lecture that I can’t make heads or tails of what 

he’s talking about.
5) I had a serious argument with Rob last week, so I’m not on speaking terms with him.
6) In terms of money, the former job was better.
7) We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just for language 

but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and 
act, is fundamentally metaphorical in nature. (Lakoff and Johnson 1980, Metaphors We Live By,
p.3)

D) 動動詞詞 run
a My father runs three times a week.
b Who has left the water running?
c A small stream runs behind my cottage.
d Sara runs a coffee shop in this neighborhood.
e Your nose is running.
f My car is running out of gas.
g “Look how thin you are. How could you work in a restaurant and be so thin?” “Just lucky, I guess. 

It runs in the family.” (Crossroads Café, Episode 1)

E) 接接続続詞詞：：since 
1) Since he graduated, he hasn’t visited his alma mater.
2) Since I didn’t sleep a wink last night, I couldn’t deliver my speech as intended.

F) 文文法法要要素素：：過過去去形形
a I loved you so much.

 a)では、アリシャが絵を描くという行為が 2 時間という空間内で起こるイメージから絵が

完成した意味になります。 
 b)では、アリシャが絵を描くという行為が 2 時間続いたことを表すだけなので、Alisha 

spent two hours painting the picture.ということで完成したかどうははわかりません。 

 term の基本イメージは「枠・制限・限定」です。 
 1)と 2)は時間の枠。 
 3)の契約は行為に枠をはめるイメージ。契約は枠にはめられるイメージがあります。 
 4)の用語は、概念に枠をはめ、名前を付けるイメージ。 
 5)の on (speaking / good / bad) terms with という表現は、限定された人間関係を表す表

現で、話の出来る関係、良い関係、悪い関係はそれぞれ限定されたものと考えられる。 
 6)と 7)の in terms of X は「X に関しては」と覚えますが、「X という枠では」と考えては

どうですか？ 

 run の基本イメージは、何かがある方向に向かって途切れずに移動するイメージ。 
 d の「経営する」は、時間軸上を、止まらずに続くイメージから、走らせる→運営する

→経営すると考えると良い。 
 g の It runs in the family.は「そういう家系なんです」という意味。家系図上を性格、体

質、病気などが流れるイメージ。 

 since のイメージは、「起点・出所」。 
 1)は時間的な起点を表し「～以来」。 
 2)では寝られなかったことが、スピーチが思ったようにできなかった原因。原因は起点。 

 
 

b Could you do me a favor? cf. Can you do me a favor?
c A: We’ll be having a party this coming Friday.  Would you like to join us?

B: I wish could, but I have other plans. Can I take a rain-check?

The basic image / core image / schema of past form is distance.
① Distance from now（現在からの時間的距離）

② Psychological distance from the person you’re talking to.（話し相手との心理的距離）

③ Distance from reality（現実からの距離）

G) 構構文文：：S-V-X-Y

Quiz 3: What is the meaning of this sentence?

I’ll stand you lunch today.

1) I gave Maria a ring.
2) I bought Maria a ring.
3) I found John a rewarding job.
4) I promised Alisha a new smartphone.
5) Could you spare me a few minutes?
6) I owe you an apology.

Quiz 4: What is funny about this joke?

A: Call me a taxi.
B: Okay. You’re a taxi.

 形と意味の記号関係（結びつき）は、語だけでなく、過去形のような文法要素にも言

えます。 
 過去形のイメージは距離感です。 

 V-X-Y と動詞の後に、２つの要素（X と Y）が並べて置かれれば、そこには、X be Y
か X have Y のどちらかの意味があります。 

 you が lunch を have すると考えられ、それを stand（支えて立つ）イメージから、

「今日、ランチおごるよ」という意味と理解できる。 

 V-X-Y で X have Y の意味になる Give 型構文。 
 カテゴリー化で考えてみましょう。 
 どれも結果として X が Y を所有する（have）。 
 1)は「マリアに指輪をあげた」、2)は「マリアに指輪を買ってあげた」、3)は「ジョン

に遣り甲斐のある仕事を見つけてあげた」と buy, find では give + αの意味が付け加

わっている。 
 4)では、アリシャが新しいスマホを持つことを約束したので、新しいスマホを買って

あげると約束したということ。 
 5)は「私に数分時間を割いて（spare）くれませんか？」の意味。 
 6)の owe は take したので give するという意味。相手に謝罪を give すべきなので、

誤らなければならないの意味になる。 

 X – Y の並置構文に X be Y と X have Y の２つの解釈の可能性があることを利用した

ジョーク。 
 A は「タクシーを呼んで」（I HAVE a taxi）と言っているのに、B はおどけて、「わ

かった、君はタクシーだね」と(You ARE a taxi.)の意味で解釈している。 
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X – Y 構文は、① X have Y（所有） か ② X be Y（存在）

所有と存在は近接という概念で関連している。

1.2 同同じじカカテテゴゴリリーーにに分分類類さされれるるももののはは、、どどののよよううななももののかか？？

A. 似ているもの ------ メタファー（metaphor）
B. 関連があるもの ------ メトニミー（metonymy）
C. 類と種の関係にあるもの ------ シネクドキー（synecdoche）

⇒比喩的に関連するもの

第第 7 回回

日英語の日常表現における比喩

ⅠⅠ．．比比喩喩とと言言語語表表現現

1.1. 言葉の中の比喩に注目することで、恣意的である（arbitrary)と思われている表現を動機付

け／意味づけ（motivated)をして考えることができる。⇒外国語学習に活用できる。

1.2 arbitrary（（恣恣意意的的））とと motivated（（有有契契的的））

1. 恣意的である（arbitrary) （例）机、desk がそのように呼ばれるのは恣意的

2. 動機付け／意味づけられている（motivated)
（例）「机の脚」英語では？ the ______3 of a desk

   ⇒脚は、人を支える機能を持つ点が比喩的に用いられていると考えられるので動機づけら

れている。

1.3. Linguistic Motivation ととはは？？

・言語の恣意性（arbitrariness）の反対の概念（⇔有契性）

・ある表現がなぜそのような表現になるのかの意味づけをすること

・認知言語学の主要な道具立ての１つ。

➡人が事態をどう捉えるか、身体性・感性・環境などの視点から説明（生態論的）

1.4. 比比喩喩とと言言語語表表現現

Quiz 1. 「肉にしようか？」「肉まん」「肉じゃが」の肉は何の肉？

 
 
 
 
 

                                                   
3 正解は、legs です。 

 2021 年 1 月の授業で Zoom の投票機能を使って授業で 93 名の受講生に調査して

みました。結果は、次の通りでした。 
 「肉にしようか？」：豚肉（27 名：29％）、牛肉（61 名：66％）、鶏肉（5 名：5％） 
 「肉まん」：豚肉（87 名：94％）、牛肉（6 名：6％） 
 「肉じゃが」：豚肉（42 名：45％）、牛肉（47 名：47％）、鶏肉（4 名：4％） 
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Quiz 2. 夕食に卵を 20 個食べられますか？

 
 
 
 
Quiz 3. なぜ、次のように呼ばれるのか？

a. たいやき b. たこやき c. いかやき    d. 親子丼

cf. シュークリーム（chou à la crème）

1.5. 直直喩喩（（simile））とと隠隠喩喩（（metaphor/metonymy/synecdoche））

1.6. 日日常常言言語語のの中中のの比比喩喩
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行動や思考などにも見られる非常に重要な現象。（cf. 概念メタファー）

【原文では…】(Lakoff and Johnson 1980, Metaphors We Live By, p.3)
We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just for language but in 

thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is 
fundamentally metaphorical in nature. 

（例）IDEAS ARE FOOD という概念メタファーが存在するので、Have you digested today’s lecture?
という比喩表現が可能となる。

 卵と聞けば、鶏卵をイメージして、「いいえ」と答えますが、イクラだったら？と聞

かれたらどうだろうか？ 
 イクラは鮭の卵ですが、卵と言えば、普通は、鶏卵にアクセスします。このような

ことばの意味が狭められる比喩をシネクドキ―と言います。逆に、Kleenex（tissue
のメーカー名）で tissue 一般を意味する意味が広がる比喩もシネクドキ―です。 

 「たいやき」は鯛に似ているから（メトニミーという類似性に基づく比喩） 
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隣接性に基づくメトニミーという比喩） 
 「いかやき」は比喩ではく、文字通りの表現。いかを焼いたもの。 
 親子丼は、鶏肉と鶏卵が入っているので親子。（一般的な表現で特殊な親子を表すシネクドキ

ーという比喩）Q2 の卵と同じ。 
 シュークリームは、フランス語の chou がキャベツの意味であることから、キャベツに形が

似ているのでたい焼き同様にメタファー。 

 直喩は、「～のような」「～みたいな」, like, as, のように比喩であることがわかる明示

的な言語表現が入っているものをいう。 
 隠喩は、比喩と分かる表現がないが、ある表現が文字通りの意味とはずれて使われるも

ので、メタファー、メトニミー、シネクドキ―の 3 種類がある。 

 You are what you eat.「あなたはあなたの食べるものである。」つまり、食べ物が健康に影響

を与えるという意味の表現であるが、IDEA ARE FOOD という概念メタファーがあるので、

You are what you read. You are what you watch on TV.などの言葉遊びも可能となる。 
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ⅡⅡ．．比比喩喩表表現現

2.1. メメタタフファァーー表表現現（（metaphor））

(1) I can’t stand it anymore.
(2) My uncle runs a bakery.

(3) The finals are just around the corner
.
(cf.) a. John が角まで来ている。

b. John is just around the corner.
c. マリアの誕生日が角まで来ている。
d. Maria’s birthday is just around the corner.

(4) John puts his family before his job.

⇒この構文も Put your bag on the chair.が比喩的に使われていると考えるとよい。さらに、

put を使って、次のようなことも表現できる。

(a) 郵便局にお金を預けてきた。

(b) 気持ちを言葉で表現できない。

Quiz 5: What is the meaning of the sentences below?

(a) The TV show put my favorite bakery on the map.

(b) Why don’t we put it on the back burner for now?

 stand に「我慢する」、run に「経営する」という意味があるのではなく、英語では「さ

さえて立ったままでいる」と表現して比喩的に我慢を表していると考えられる。 
 run も同様で、パン屋を走らせると表現することで、時間軸上をパン屋が続いて存在す

るイメージから経営を表していると考えることができる。 

 日本語では、c のように「マリアの誕生日が角まで来ている」という比喩的な使い方は

できないが、英語では、(3)や cf-d のような比喩的な使い方が可能である。 
 日英語の比喩表現は一致しないところが、外国語学習の難しいところであり、かる、興

味深いところでもある。 

 (4)は、「John が家族を仕事の前に位置させる」と表現することで、仕事より家族

を優先するということを表している。 
 (a)は、I put money in the post office. 
 (b)は、I can’t put my feelings into words. 
 (b)の表現の背後には、感情をもの、言葉を容れ物と捉えるメタファーがあり、言

葉に感情を入れることができないと表現している。 
 入れるプロセスが大変なので、プロセスを焦点化する into が用いられている。in

だと結果として入った状態を表す。 
 Let’s talk in English.の in も英語という容器に言いたいことを入れて話そうとい

うことで in が用いられている。 
 「英語で」という日本語を直訳しようとして、by や with はだめなのかと思った

ことがある人もいるかもしれないが、英語では言葉を容器と捉えるメタファーが

多く、in English となる。 
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(5) Just being on the ice was a remarkable achievement for Ando, who resumed skating after giving 
birth to a daughter in April. She had juggled her time between raising her child and training 
in her quest for Olympic glory. （The Japan News, December 24, 2013）

2.2. メメトトニニミミーー表表現現（（metonymy））

(1) You’re empty.

(2) Don’t hang up － there’s something else I want to say.

(3) A car pulled up in front of my house.

(4) I’ll miss you.

(5) Can you answer the door?

(6) I have a story to share with you.

 (a)は、「テレビ番組が、私の好きなパン屋を地図上に位置付けた」と表現し、地図には

有名な店などが載るという連想から、「テレビ番組で紹介されて、私の好きなパン屋が有

名になった」という意味を表します。 
 (b)は「それ（話題になったこと）をバックバーナーに置きませんか？」と表現し、コン

ロの普通３つあるバーナーのうち、後方にある小さめのをバックバーナーと言いますが、

そこには後回しにする料理を置いておくことから、「その話題は、後にしませんか」とい

う意味で会議などで使われる表現です。 

 juggle は to keep three or more objects moving through the air by throwing and 
catching them very quickly（LDOCE）「3 つ以上の物を空中に投げたりつかんだりを

すばやくやること」です。 
 英語では、ジャグリンクするという表現を 2 つ以上のことを同時にこなすという比喩的

な意味で使います。 
 上の英文では、スケート選手の安藤美紀さんが子育てとオリンピックで勝つための練習

の２つをやりくりしたと言っています。 

 メトニミーは、隣接性・関連性に基づく比喩で、あるものを手掛かりに別のあるもの

を連想・想起させます。ここでの表現はいずれもメトニミーです。 
 パーティーなどで使われる表現で、You で Your glass を指していて、「グラスからです

よ」という意味。 

 電話での会話表現。昔の電話は、通話を終えるときに受話器を文字通りにフックに引

っ掛けた（hang up）したことから、通話をやめるという意味で今でも使われる。 
 ある種、ことばの化石である。 

 pull up = stop の意味。これも言葉の化石。 
 人は車を使うようになる前は馬車を用いていた。馬車を止めるには、文字ん通り手綱

をひきました（pull up the rein）。 

 「あなたがいなくなるとさびしくなります」という決まり表現で覚えている人も多

いでしょうが、これもメトニミー。 
 miss は catch の反意語で、あるべきものがないことを表します。 
 いるべき人がいなくなれば寂しいですよね。 

 「ドアに答えて」と言っていますが、ドアに答えることはできませんね。 
 ドアでドアの向こうに訪問してきている人を指します。 

 話を share（共有する）には、話さなければなりませんね。 
 I have a story to tell you.ということを表しますが、話すというプロセスでなく、その

結果（話を共有するということ）が言語化されています。 
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2.3. シシネネククドドキキーー表表現現（（synecdoche））

(1) If you want to know what Dr. Yellow is, why don’t you google it?

(2) While you’re in a supermarket, would you pick up five boxes of Kleenex?

(3) Could you xerox this document, please?

(4) She is hoovering now.

(5) Is it bad to put a band-aid on a burn?

(6) I’m in a situation. Can you help me out?

(7) If you don’t hand in the document by tomorrow, there will be consequences.

(8) I blew it!

第第 8 回回
認認知知言言語語学学かからら翻翻訳訳をを考考ええるる::  日日本本語語とと英英語語のの事事態態把把握握のの違違いい

I. 「「虫虫のの視視点点」」のの日日本本語語とと「「神神のの視視点点」」のの英英語語

---金谷武洋（2019）『日本語と西欧語』講談社学術文庫より

Quiz1 〇に平仮名をひとつずつ入れて、正しい文にしましょう。

風〇窓〇開〇た。

（金谷 2019: 25 より）

① 日本人☞「風〇窓〇開〇た」が最も多い答え

② カナダ人日本語学習者☞「風〇窓〇開〇た」と答える

③ 日本人は、自動詞構文を好むが、カナダ人は他動詞構文を好む。

 シネクドキ―は、類（よる上位の概念を表す語）で種（下位概念の１つ）を表したり、

下位概念の語で上位の概念を表したりする意味の伸縮にかかわる比喩。 
 ググル（グーグルという検索エンジンで情報検索する）と表現し、ネットで情報を検

索することを表している。Yahoo をつかってもヤフルと言わず、ググルといいますね。 

 アメリカ英語を中心に、Kleenex という tissue のメーカー名で tissue 一般を表す。 

 ゼロックス社というコピー機の会社名で、「コピーする（make a copy of ~）」を表す。 

 掃除機の会社名（Hoover）で、掃除するということを表すイギリス英語。 

 バンドエイドという商標で、絆創膏一般を表すシネクドキ―。 

 状況（situation）で困った状況を表す。 
 I’m in trouble.と同じ意味。 

 結果（consequence）で困った結果を表すシネクドキ―。 

 何かを誤って吹き飛ばしてしますことは失敗の一例。 
 「吹き飛ばしちゃった！」で失敗したということを表すシネクドキ―と思われます。 
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④ 日本語は「虫の視点」、英語は「神の視点」

⑤ 日本語は、話し手と聞き手が同じ地平にいる感覚

⑥ 英語は、話し手と聞き手が行為者と受け手という意味で分断される。

（金谷 2019: 27-28）

英語話者は、自分自身を包んでいた自然から自己を引き離し、もはや自分自身さえも対象化して、

出来事の外部の上空から客観的に眺める「神の視点」を持つに至った。それに対して、日本語など

多くの言語では話者の視点は対象化、客体化されなかった。出来事の内部、地上の「虫の視点」に

留まっているのである。（p.19）

☞この考え方は、中村の i-mode 認知/d-mode 認知とも親和性がある

II. I モモーードド認認知知とと D モモーードド認認知知

I モード：Interactional mode of cognition 
D モード：Displaced/De-subjectified mode of cognition

中村芳久（2009）「認知モードの射程」in『「内」と「外」の言語学』pp.353-393

1. そもそも私たちの認識は、対象とのインタラクション抜きにしては成立しない。このことは

現象学や今日の身体論が明らかにし、とりわけ自然科学としての量子力学が明確にしたこと

である。（p.353）
2. 認知モード（I モード、D モード）の特性

a. 認知主体と対象との主客未分の身体的インタラクションを基盤とする。

b. I モードから D モードへの移行がある。（p.358）
3. 私たちの認識は、いわゆる客観的に存在するものを単純に外側から見ているのではなく、観

る・観られ関係に基づいてはいない。一定範囲の言語分析のために観る・観られ関係を導入

することは問題でないが、言語分析を、認識の本質に基づこうとすると、観る・観られ関係

の導入では十分でない。（p.358）
4. 人としての身体を有する私たち認知主体となんらかの対象（や環境）とのインタラクション

に基づいて対象の像（認知像）が形成され、世界が立ち現れる。（p.358）
5. 物が「重い」「軽い」は認知像の例。認知主体の体力や身体的コンデションに影響され、「重

い」「軽い」は客観ではない。（p.360）
6. 認知の本質が I モード、あるいはそれに近いものであるにしても、I モードによって私たちが

何らかの外界とインタラクトしながら構築している認知像を、客観的存在として信じこむ性

向が私たちにはある。…認知像を客観的存在として信じこむ私たちの認知モードを D モード

 日本人☞「風で窓が開いた」が最も多い答え

 カナダ人日本語学習者☞「風が窓を開けた」と答える
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と呼ぶ。（p.363）
7. 事実と思い込んでいる認知像が虚構であっても、それほどひどいことにならないのは、生活

を営む上で、認知像が情報として一定の範囲では有効な情報であり、それを基に対象に対し

て適切な対応ができる。（p.363）

III. 日本語の基本文（三上文法論）

（参考文献：金谷武洋（2018）『日本語が世界を平和にするこれだけの理由』飛鳥新社）

日本語の基本文は３つ

①名詞文

②動詞文

③形容詞文
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English is a subject-prominent language, while Japanese is a topic-prominent language.

Related to this, Mikami-grammar claims that there are three basic sentences in the Japanese 
language. Verb sentence, adjective sentence, and noun sentence.

An example of the verb sentence is this.

Tabeta? （食べた？）

--- When you bump into your friend on campus during lunch break, Japanese people usually just 
say "Tabeta." Since the conversation is done during lunch break, even お昼ごはん (lunch) is 
omitted in addition to the subject, あなたは.

An example of the adjective sentence is this:

Tanoshi（楽しい！）

An example of the noun sentence is this.

U! Tanaka-san da!（あ、田中さんだ！）

If you use only a verb, adjective, or a noun, you can communicate. When the subject of the 
sentence can be guessed in context, it's usually omitted.

In contrast, since English is a subject-centered language, expressing the subject of the sentence is 
a must. You should say the three sentences above as follows:

Have you had lunch, yet?
I'm happy!
I see Tanaka-san over there.

If you directly translate English into Japanese or vice versa, you will say something awkward. 
For example, if you say "I love you" by directly translating English into Japanese, you would say 
私はあなたを愛しています。But no Japanese people would say things like that. They usually 
say 愛いています。好きです。without referring to the subject as it's very clear who loves you in 
context.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Related to this, Mikami-grammar claims that there are three basic sentences in the Japanese 
language. Verb sentence, adjective sentence, and noun sentence.

An example of the verb sentence is this.

Tabeta? （食べた？）

--- When you bump into your friend on campus during lunch break, Japanese people usually just 
say "Tabeta." Since the conversation is done during lunch break, even お昼ごはん (lunch) is 
omitted in addition to the subject, あなたは.

An example of the adjective sentence is this:

Tanoshi（楽しい！）

An example of the noun sentence is this.

U! Tanaka-san da!（あ、田中さんだ！）

If you use only a verb, adjective, or a noun, you can communicate. When the subject of the 
sentence can be guessed in context, it's usually omitted.

In contrast, since English is a subject-centered language, expressing the subject of the sentence is 
a must. You should say the three sentences above as follows:

Have you had lunch, yet?
I'm happy!
I see Tanaka-san over there.

If you directly translate English into Japanese or vice versa, you will say something awkward. 
For example, if you say "I love you" by directly translating English into Japanese, you would say 
私はあなたを愛しています。But no Japanese people would say things like that. They usually 
say 愛いています。好きです。without referring to the subject as it's very clear who loves you in 
context.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

IV. アアフフォォーーダダンンスス（（生生態態心心理理学学のの概概念念））4

1. エコロジカル・セルフ（ecological self：Neisser）

★環境の知覚と自己の知覚は相補的であり、世界を知覚することは、同時に自己を知覚する

ことなのである。（to perceive the world is to co-perceive oneself.）
⇒このようにして知覚された自己＝エコロジカル・セルフ

2. インターパーソナルセルフ（interpersonal self）

★環境の中の他者との関係において知覚される自己

他者との社会的な関わり合いに基づく自己で、アイコンタクトや身体接触などによる情動的

なつながりにおいて特定される

マッハの自画像

V. 事事例例観観察察

神の視点/虫の視点・所有/存在・他動詞/自動詞から言語表現をみる

日本語 英語

わからなくなった。 I’m lost. / You lost me.
あっ、割れちゃった Oh, no. I broke it.
子供が二人います。 I have two children.
お先にどうぞ。（聞き手の行為を表現） After you. (話し手の行為を表現)
ここはどこですか？（地図を見て、自分の位置

を言うなら「私たち今どこ？」のように英語と

同様の表現となる）

Where am I?

（雨が降ってきて）ポッンと来た。 I felt a raindrop.

                                                   
4 アフォーダンスについては、本多啓一（2005）『アフォーダンスの認知意味論：生体心理学から見た文法現象』

が詳しい。

 自画像と言えば、自分の顔を科鏡に映して描いたものを思い出すが、マッハの自画像は、

自分が見る世界は自分にしか見えない世界ということで自画像という。 
 自分の顔を描いた自画像は、自分を客体として見ているので金谷の言葉で言えば「神の視

点」であり、マッハの自画像は「虫の視点」と言える。 

 日本語は「虫の視点」で、自分の視野にある世界を言語化する傾向があるが、英語は「神

の視点」で、自分をも客体として言語化する傾向がある。 
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1. situation focus と person focus
(1) ここはどこ？ / Where am I?
(2) ここだけの話ですが / This is just between you and me.

2. 英語話者好みの表現と日本語話者好みの表現5

A．BE 言語（日本語）と HAVE 言語（英語）

(1) a. I have two children.
b. （私には）子供が二人います。

(2) a. This room has two windows.                    （池上 2006, p.165 より）

b. この部屋には窓が２つあります。

＊日本語のような＜BE 言語＞では、＜存在＞の表現が拡張されて、＜所有＞の表現がそこに取り

込まれているというのであるのに対し、英語のような＜HAVE 言語＞では、＜所有＞の表現が範

囲を広げて、＜存在＞までも取り込んでいるというわけである（図 6-1）。（池上 2006, p.165）

  B. ＜BE 言語＞から＜HAVE 言語＞へ（cf. 池上 2006, p.165-p.167）
① 人間の言語の歴史の中では、もともと＜BE 言語＞であったものが、あとになると＜HAVE

言語＞に移行する顕著な傾向があったことが確認されている。（池上 2006, p.165）
② ＜BE 言語＞から＜HAVE 言語＞への移行の背景には何が読み取れるか？

⇒＜存在＞という概念と＜所有＞という概念が、＜近接＞という概念でつながれている。

③ ＜所有＞…＜人間＞という項に焦点を当てて、それを顕在化。

＜所有＞の関係が＜存在の＞言語形式で捉えられる場合…＜人間＞は＜（あるものの存

在する）場所＞としての把握に留まる。

④ ＜HAVE 言語＞において＜人間＞という項を主語として立てるという形での＜所有＞の

表現形式が成立したことの背景は？

⇒人間は、さまざまなものを自らの支配下に置いて扱う主体であるという意識の高まり

を読み取ることは不可能でなかろう。（池上 2006, p.167）

Quiz: 以下の例も考えてみよう。
(3) a. We’re tying the knot.

b. 私たちは結婚することになりました。

(4) a. 外へ出ると、月が明るく輝いていた。（池上 2006, p.192）--英語はどっち？
b. When I went out, the moon was shining. / c. When I went out, I saw the moon shining.

(5) a. 国境の長いトンネルを抜けると、雪国であった。（川端康成『雪国』）

b. The train came out of the long tunnel into the snow country. (E. Seidensticker 訳)
（池上 2006, p.195）

   

                                                   
5 ここでの例文は、池上（2006）を引用・参照しています。

 (3)結婚することは自分たちが決めたという部分を言語化する英語と結婚することにな

ったのはさまざまの人や置かれた環境のおかげでそうなったと表現する日本語。 
 (4)英語では、「神の視点」の c が普通用いられる。 
 (5)汽車に乗っている人の視点を描いた日本語に対し、「神の視点」から状況を描いた日

本語。 
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  E. ＜人間主語＞か＜無生物主語＞か
(6) a. I was surprised.

b. Something surprised me.
※ a-＜私が驚く＞という状態を結果としてもたらした＜起因＞の存在が想定。話し手の

関心は、引き起こされた心理的過程が誰に関わるかということであり、引き起こした起

因が何であるかということではないことが多いので、起因を明示しなくてもすむ a の構

文が都合よく使える。（池上 2006, p.179）
※起因の方により大きな関心がある場合は、その起因に相当するものを目立つ主語の位

置に据えた、表現となる。

第第 9 回回
認認知知言言語語学学かからら翻翻訳訳をを考考ええるる（（２２））  

日日英英語語ににおおけけるる捉捉ええ方方のの違違いいかからら、、日日本本人人英英語語学学習習者者ににあありりががちちなな間間違違いいとと翻翻訳訳をを考考ええるる

I. 日本語の「思う」の意味は？/ 英語の think とどう違う？

I found out why Japanese learners of English tend to use “I think” more than necessary while 
reading a paper. The paper’s conclusion is not what I expected, but the process of analyzing Japanese 
Omou was beneficial. Japanese Omou has roughly the following three meanings.

A) To show that what you say is just your opinion.
B) To recall something that happened in the past feeling nostalgic about it.
C) To make the whole sentence politer to avoid being assertive.

Japanese learners of English generally memorize the meaning of “think” as Omou. That’s why they 
use I think in the contexts where they use Omou in Japanese. Besides, the usage of Omou C is the most 
frequent in Japanese.

To use I think more appropriately, it’s inevitable to reflect the Japanese meaning of Omou. Almost all 
the Japanese native speakers have not noticed that they use Omou to make what they say sound softer 
or polite.

This difference between Japanese and English is also related to Kanaya’s idea that Japanese is an 
insect-view language, while English is a God-view language. I will consider this point from now on.

II. 日本語の「できた/できました」の意味は？/英語の can/could とどう違う？

I found out why Japanese learners use could where they should use managed to or was able to recently. 
It’s due to the meaning of Japanese dekita/dekimashita. Not all, but almost all Japanese learners of 
English, memorize the meaning of can is dekiru and could is the past form of can. What are the 
meanings of dekita, which is the past form of dekiru? The prototypical meaning that all the native 
Japanese speakers can think of off the top of their head is A.

A) was able to / managed to

I recently noticed dekita has another meaning that most native Japanese speakers have not noticed, as 
shown in B. 

B) (ogagesamade) dekimashira.

The first part, okagesamade, which literary means thanks to everyone or the environment, is not 
usually expressed, but Japanese people use dekimashita in this meaning regardless of whether they 
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realize it or not. A Japanese way of looking at things underlies this expression; everything is connected 
and influence each other. A well-known example is (1) below.

(1) Konotabi ketsukon surukotoni narimashita.（この度、結婚することになりました。）

If literary translated, (1) will be (2)

(2) The event that we get married will happen.

However, in natural English, you should say (3).

(3) We’ve decided to get married. / We are going to get married.

The English language expresses the phase that getting married is the couple’s decision. In Japanese, 
thanks to several factors, such as the couple’s family, friends, or colleagues at the workplace, and their 
environment, they were able to make it possible for them to get married. The B meaning of 
dekimashita has something in common with this example. For example, Japanese people usually say 
(4).

(4) Kigen madeni report o dasukotoga dekimashita.
（期限までにレポートを出すことができました。）

In (4), I think okagesamade is hiding behind this sentence. Thus, dekimashita in this sentence does not 
mean managed to. So, when you express this idea in English, you should not use any of could, was 
able to, or managed to. Just describing the concept by using the simple past form is enough, as shown 
in (5).

(5) I handed in the report by the deadline.

However, many Japanese learners of English use could, in this situation, misunderstanding that 
dekimashita as a part of okagesamade dekimashita means a specific success in the past. 

There appears another problem here. Could is used to talk about a general ability in the past, but it 
can’t be used to talk about a specific success in the past. When you talk about a specif success in the 
past, you should use managed to or was able to. Even if you use managed to or was able to, it doesn’t 
seem to express the idea of (4). Just using the past form, as in (5), is enough.

III. 日日本本語語のの「「てていいるる」」をを英英語語でで表表現現すするるとと？？

How do you put these Japanese sentences into English? 
 
(1) Alisha はカーリング部に入っている。 

 
(2) 真一は大学を３つ出ている。 

 
(3) 花子はアメリカに 3 回行っている。 

 
(4) 仕事は何をしているの？ 

 
(5) 雪が降っている。 
 
※参考文献 
宗宮喜代子・糸川健・野本裕樹『動詞の「時制」がよくわかる英文法談義』（大修館書店, 2018）
pp. 51-53 を参照 
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IV. she/he = 「彼女/彼」？ 
 
(1) 友達が持っているものが何か知りたくて「それ何？」と言いました。英語ではどういいます

か？ 
 

(2) 彼女は医者です。 
 

(3) 昨日、友達に遭って聞いたんだけど、その子の大学、後期 11 月からなんだって。 
 

(4) A: I bumped into Oni-chan at FEEL Stage Yagoto yesterday. 
B: Who is she? 

 
    A: 昨日フィール八事ステージで、鬼ちゃんに会ったよ。 
    B: ① 彼女誰？/ ②それ誰？/ ③鬼ちゃんって誰？ 
 

 (1) Alisha belongs to the curling club. / Alisha is a member of the curling club. 
 (2) Shinichi graduated from three universities. 

Shinichi has three college diplomas. 
 (3) Hanako has been to America three times. 
 (4) What do you do (for a living)? 
 (5) It’s snowing.  

 (1) What is that? 
日本語では、指し示す言葉は「これ/それ/あれ」と３つありますが、英語では this/that の２

つです。it は指し示す言葉でなく、共通理解しているものを受ける言葉です。日本語では、

何もいわないので、it に対応する日本語はありません。よって、(1)は相手が持っているもの

を指し示すので that を用います。日本語の「それ」につられて it を使わないように気を付

けましょう。 
 ちなみに相手が何かを見せながら、I bought this yesterday,といい、それが何かわからなく

て尋ねる場合は、共通理解しているので、What is it?と it を使います。 
 

 (2)の文を多くの人は、She’s a doctor.といいますが、この文を聞くとネイティブは She って

誰？と疑問を持ちます。もちろん、She が誰のことを指しているかが共有されていれば OK
です。 

 ある学生は、My girlfriend is a doctor.と答えましたが、これはある意味大正解ですね。日

本語で彼女と言えば、自分のガールフレンド（恋人）を表しますね。 
 

 (3) I heard from a friend that hhiiss//hheerr university’s fall semester starts in November.英語

は、受ける言葉（he/she/it/they）を使う言語なので、友達が男性か女性かによって his か

her を使って受けなければなりません。 
 

 (4) 英語では、一度文脈に出てきて共有された鬼ちゃんが誰かわからない場合、she で受け

て Who is she?と言えますが、日本語では、①は不自然で、②か③を使います。 
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第第 10 回回
言言語語能能力力ととココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力  

II.. CCaannaallee  &&  SSwwaaiinn  ((11998844))ココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力  

コミュニケーション能力の下位区分４つ

(1) grammatical competence「文法能力」

--- Colorless green idea sleeps furiously. (N. Chomsky)
     
     

(2) sociolinguistic competence「社会言語学的能力」

TPO（Time/Place/Occasion）に応じた言葉の使い方

Quiz: A さんと B さん、どちらがレストランに入れたと思いますか？

A: “Two.” “Sorry, we’re fully booked.”

B: “I see that you’re having a busy night. We don’t have a reservation, but would you have a 
table for two people any time soon?” “Let’s see… Actually, all of our tables are booked, 
but we can seat you at the counter in 10 minutes if you like. 

（田村明子 2004『知的な英語、好かれる英語』NHK 出版: p16）

(3) discourse competence「談話能力」

 Cohesion & Coherence

cohesion (文法的つながり)
（例 1）

A: What are the police doing?（警察は何をしていますか？）

B: They are arresting demonstrators.（デモ隊を逮捕しようとしてます）

 coherence (文脈的つながり)
（例 2）

A: What are the police doing?（警察は何をしていますか？）

B: I have just arrived.（私はいま来たばかりです）

（例 3）
A: That’s the telephone.（電話だよ）

B: I’m in the bath.（今お風呂）

A: O.K.（わかった）

 この文は、「色のない緑のアイディアは怒って眠る」と意味をなさない表現ではある。 
 しかし、英語の文の語順は合っている。 
 意味をなすかなさないかは別として、英語の語順・文法にかなった文を生み出す能力を

ここでは文法能力と呼ぶ。 

 言語は服装やヘアスタイルのようなもので、状況に応じた使い分けが必要である。 
 言語を状況に応じて使い分けられる能力を社会言語学的能力と呼ぶ。 
 上の Quiz では、言葉を凝らして丁寧に表現した B さんの方がレストランに入れたと

いう話である。 
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(2) sociolinguistic competence「社会言語学的能力」

TPO（Time/Place/Occasion）に応じた言葉の使い方

Quiz: A さんと B さん、どちらがレストランに入れたと思いますか？

A: “Two.” “Sorry, we’re fully booked.”

B: “I see that you’re having a busy night. We don’t have a reservation, but would you have a 
table for two people any time soon?” “Let’s see… Actually, all of our tables are booked, 
but we can seat you at the counter in 10 minutes if you like. 

（田村明子 2004『知的な英語、好かれる英語』NHK 出版: p16）

(3) discourse competence「談話能力」

 Cohesion & Coherence

cohesion (文法的つながり)
（例 1）

A: What are the police doing?（警察は何をしていますか？）

B: They are arresting demonstrators.（デモ隊を逮捕しようとしてます）

 coherence (文脈的つながり)
（例 2）

A: What are the police doing?（警察は何をしていますか？）

B: I have just arrived.（私はいま来たばかりです）

（例 3）
A: That’s the telephone.（電話だよ）

B: I’m in the bath.（今お風呂）

A: O.K.（わかった）

 この文は、「色のない緑のアイディアは怒って眠る」と意味をなさない表現ではある。 
 しかし、英語の文の語順は合っている。 
 意味をなすかなさないかは別として、英語の語順・文法にかなった文を生み出す能力を

ここでは文法能力と呼ぶ。 

 言語は服装やヘアスタイルのようなもので、状況に応じた使い分けが必要である。 
 言語を状況に応じて使い分けられる能力を社会言語学的能力と呼ぶ。 
 上の Quiz では、言葉を凝らして丁寧に表現した B さんの方がレストランに入れたと

いう話である。 

 
 

(4) strategic competence「方略的能力」

If you can’t come up with how to express 同僚 in English, what would you do?

IIII.. Phatic Communion（（communication））  

○ phatic

a. 【OALD】 relating to language used for social purposes rather than to give information or ask 
questions.

b. 【G 大英和】：（言葉が）交感的[交話的]な、交際言語の≪内容よりも社交性や雰囲気

づくりを目的とする≫

Quiz 1: Phatic Communion の具体例を話しあってみましょう。

「「語語用用論論」」

1. Pragmatics とは？
a Pragmatics is the study of speaker meaning.

（話し手の意味の研究）

b Pragmatics is the study of contextual meaning.
（文脈における意味の研究）

c Pragmatics is the study of how more gets communicated than is said.
（言葉で言われること以上の内容がどうして伝わるかに関する研究）

d Pragmatics is the study of the expression of relative distance.
（相対的距離表現に関する研究）

 会話のキャッチボールができる能力を談話能力/語用論的能力と呼ぶ。 
 （例 1）では、They = the police のことで、対話は文法的に繋がっている。 
 （例２）では、一見関係のないことを B は答えているようにみえるが、「今来たばか

りなのでわかりません」という意味で、今来たばかりと言っているとわかれば、対話

は文脈的に繋がっている。 
 （例 3）も文脈的つながった対話である。「電話ですよ。」「今お風呂なので出られない」

「わかった」ということである。B は、I’m in the bath.と電話に出られない理由だけ

を提示しているが、だから出られないんだと A は理解してくれる。 

 言いたい言葉や名前が思い出せない時に、別の表現で意図を伝える能力を方略的能力

と言う。 
 同僚を colleagues / co-workers と言えれば良いが、思い出せない時には、people I 

work with のように表現する能力である。 

 情報交換ではなく、人間関係の確認や気持ちのやりとりに使われる言語表現で、文字通

りの意味で使われているのではない。 
 「元気？」How are you?などが例で、相手の健康状態を聞いているのではなく、単なる

挨拶である。 
 How are you?に対する答え方としては、Good. / Not bad. / Great などの他、How are 

you?と言い返すだけというのがあることからも Phatic communion とわかる。 
 中国の田舎では、「ご飯食べましたか？」という Phatic communion がある。 
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→George Yule, Pragmatics, OUP 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 協調の原則，グライス（Cooperative Principle, P. Grice） 
 
① 量の格率  ･･･ 

 
② 質の格率  ･･･ 

 
③ 関係の格率 ･･･ 

 
④ 様態の格率 ･･･ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
    [例]どこが協調の原則に違反しているため、誤解が生じたかを考えてみよう。 
  

    Man: Does your dog bite? 
       Woman: No. 
                

(The man reaches down to pet the dog. The dog bites the man’s hand.) 
        

Man: Ouch! Hey! You said your dog doesn’t bite. 
Woman:  He doesn’t. But that’s not my dog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚫ a. 例えば、「寒い」という文の意味が「気温が低い」だとしたら、これは文の意味で
ある。一方、暖房が聞いていない部屋で「この部屋寒いね」と言えば、暖房の温度を

上げて欲しいということを話し手は意図しているかもしれない。だとしたら、これは

話し手の意味、つまり、語用論的な意味ということになる。 
⚫ b. 例えば、“Would you like some coffee?”という質問に“It keeps me awake.”と答えた

ら、この人は珈琲を飲みたいのだろうか？意味は文脈次第である。夜寝る前であれば、

目が覚めるのでいらないということだろうが、眠気を堪えて、試験勉強をしなければ

ならないなら。目が覚めるので飲みたいということになるだろう。 
⚫ c. この講義の初めに紹介した、Don’t think of an elephant.やmayorの話を思い出し

てほしい。言葉で表現されていること以上が、伝わる例である。 
⚫ d. 物理的、社会的、心理的距離に応じて、どこまで言語表現するかが調整されるとい

う問題である。お互いがわかっていれば、「あれってどうなった？」という表現でもコ

ミュニケーションが成り立つのである。 

⚫ 人がコミュニケーションする際に、お互いが守っていると期待される原則である。 
⚫ もちろん諸般の事情から破られることは多くある。 
⚫ ①は、情報量は多すぎても少なすぎてもいけない。 
⚫ ②は、本当のことを言わなければならない。 
⚫ ③は、会話の流れに関係のあることを言わなければならない。 
⚫ ④順序だてて、わかりやすく伝えなければならない。 

⚫ 男性が、目の前の犬が女性の犬かどうかを聞かなかった点は、量の格率違反である。 
⚫ 女性が、目の前にいる犬でなく、自宅にいる自分の犬のことを答えたのは、関係の格率

違反である。 
⚫ 女性は、目の前の犬が自分の犬ではないことを最後ではなく、初めに言う必要があった

ので、様態の格率違反である。 
⚫ うそはついていないので、質の格率には違反していない。 
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11..  本本書書のの目目的的  
長谷川葉子氏は言語学の専門家であり、カリフォルニア大学バークレー校で日本語言語学の

授業を担当する教授である。この教科書の導入部分で、著者は和文英訳授業のカリキュラム編成

において自身が経験した問題について著している。著者はこの教科書の中で説明されているよう

な教育課程を構成しようとした際、そのような授業はアメリカの大学にはほぼ存在しないことに気が

付いたのだ。そこで、自身の経験と他の翻訳研究者の調査結果などを用い、学生の翻訳能力を

最も高めることができると思われる技法を想定し、和文英訳・英文和訳コースの内容を自ら構成し

ようと考えた。序論では翻訳授業全般について論じる。まず、ここ数１０年の間に翻訳のクラスアク

ティビティが多くの学校から批判されている点について議論している。現代的な教育法を使い語

学の授業を担当している教員の多くは、コミュニケーションスキルの向上を授業の主な目的とし、

文法的な正確さよりも外国語の流暢に重点を置き授業を行っているのだろう。コミュニケーションス

キルに重点が置かれたクラスアクティビティの中で、学生達が間違えを恐れず目標を達成すること

が最優先とされるため、文法の間違いは大抵許容されているようだ。長谷川氏は言語学・外国語

授業の教育課程（特に大学レベルにおける教育課程）の中で、翻訳のクラスアクティビティには利

点があると主張する。その主張によると、翻訳のクラスアクティビティは文法訳読法という教授法

（現在、外国語授業を担当する多くの教員が回避している教育法）に類似する点が多いが、翻訳

技法を学ぶ大学生達は外国語の文法知識と運用能力をより高めることができるという。さらに、和

文英訳のできる翻訳者が少なく、最近多くの日本語母語話者が和文英訳の仕事を依頼されてい

るため、質の高い翻訳をするための技法を用いた教育の必要性を述べている。 
長谷川氏は和文英訳・英文和訳のクラスアクティビティの重要性に関して様々な議論を行って

いる。その一つに、翻訳の知識を得る学生達（英語母語話者と日本語母語話者）は互いに相手の

文化への理解を深めることができる、というものがある。文化的な相違が誤訳につながることが頻

繁にあるため、優れた構成の翻訳の授業において、新たに文化の知識を得て理解することで、誤

訳を減らすことができるという。誤訳は言語的な違いではなく、文化間の違いからしばしば起こるの

だと著者は主張する。大学での翻訳の授業を増やすべきもう一つの理由は、その講義に参加する

学生達が第一言語での執筆能力を伸ばすことができる、という点である。母語で明確に書くことが

できる力、様々な文体を使いこなす力は翻訳の仕事において成功を収めるために重要な能力と

なるであろう。翻訳者志望の学生達は、第一言語で作文を書く講座も受講することで、将来の翻

訳能力をさらに高めることになるという。  
長谷川氏がカリフォルニア大学バークレー校で受け持つ和文英訳・英文和訳の授業には特徴

がある。その一つは、英語を第一言語としている学生、日本語を第一言語としている学生の両方

が受講しているという点である。彼女は、この教科書で紹介されている教育課程を編成する中（最
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初の数年間）で、このような様々な背景や経験を持つ学生達に対し、同じ課題を与えていた。そこ

で、大勢の学生達が第二言語へ翻訳することに苦戦していることに気が付いたのだ。Newmark
（1988）によると、第二言語から第一言語に翻訳することが最も適切だと考えられている{「It can 
be done “naturally, accurately and with maximum effectiveness」 (p. 3) (自然で、正確に、

最も効果的に翻訳できる)}。左記の理由により、長谷川氏は課題・教材などの内容を変更し、日本

語母語話者には英文和訳の課題を与え、英語母語話者には和文英訳の、課題を与えることにし

た。この教科書の中にはそのような多言語的な練習問題の例が多く見られる： 
 
EExxeerrcciisseess  66..11  &&  66..22  (Hasegawa, 2012, p. 173-174) 
Translate the following sentences two ways, first with verbal construction and second 
with a nominal construction [以下の文章を、動詞構文と名詞構文の二つの文体を使い翻訳

しなさい] 
1. お支払いが期日に間に合わなかった場合には、罰金が科せられます。 
1. In the absence of practice in listening to others, the children developed limited 
social skills. 
 

著者は学生の母語に合せた課題を与えているが、翻訳者の第二言語へ翻訳する仕事の需要

が世界で高まり続けているとも述べている。フィンランドのような母語話者の人口が少ない国にお

いて、第一言語から大勢の人が理解できる言語（英語など）に翻訳しないと、自国の作品を世界に

発信したり、観光客を呼び込んだりすることが不可能になるという。英語圏の国(アメリカ合衆国、イ

ギリスなど)では外国語や翻訳の教育システムが十分に発達していないため、非英語圏の国にお

いて英語翻訳の教育課程の必要性が次第に高まってきているとも主張する。よって、和文英訳の

仕事ができる英語話者が足りていない状況となっていると思われる。長谷川氏は、母語から第二

言語への翻訳作業に対する負のイメージを払拭しなくてはならないと述べ、学生達は適切な英訳

の訓練を受けるべきであると主張する。 
著者は教科書の導入で、翻訳者になるために期待されている能力と磨くべきスキルを明確に記

載している。翻訳者に期待される能力と、６つのスキルは以下の通りである： 
1. 起点言語の言語的、社会文化的知識と理解能力 
2. 目標言語の言語的、社会文化的知識と表現能力 
3. 言語変換能力 
4. 翻訳トピックに関する知識とリサーチ能力 
5. 文体の種類と作文の規則に関する知識 
6. 客観的に訳文を分析、議論する能力 
(Hasegawa, 2012, p. 22-28) 
 

上記のとおり、著者は教科書を使用している学生達が将来の翻訳技術を上達させるために必

要な能力を明示した上で、リサーチ能力と特殊な用語を調べる方法（言語資料、コーパスなどを用

いる方法）を学ぶことが、翻訳作業においてに極めて重要な能力であるという。 
この教科書では、和文英訳・英文和訳で必要とされる特別な技法を解説し、全体を通してその

コツが習得できるように練習問題が何度も出題されている。さらに、チームで翻訳を行う際のアドバ

イスや、高度な翻訳作業ができるような段階的プロセスについても記述されている。  
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初の数年間）で、このような様々な背景や経験を持つ学生達に対し、同じ課題を与えていた。そこ

で、大勢の学生達が第二言語へ翻訳することに苦戦していることに気が付いたのだ。Newmark
（1988）によると、第二言語から第一言語に翻訳することが最も適切だと考えられている{「It can 
be done “naturally, accurately and with maximum effectiveness」 (p. 3) (自然で、正確に、

最も効果的に翻訳できる)}。左記の理由により、長谷川氏は課題・教材などの内容を変更し、日本

語母語話者には英文和訳の課題を与え、英語母語話者には和文英訳の、課題を与えることにし

た。この教科書の中にはそのような多言語的な練習問題の例が多く見られる： 
 
EExxeerrcciisseess  66..11  &&  66..22  (Hasegawa, 2012, p. 173-174) 
Translate the following sentences two ways, first with verbal construction and second 
with a nominal construction [以下の文章を、動詞構文と名詞構文の二つの文体を使い翻訳

しなさい] 
1. お支払いが期日に間に合わなかった場合には、罰金が科せられます。 
1. In the absence of practice in listening to others, the children developed limited 
social skills. 
 

著者は学生の母語に合せた課題を与えているが、翻訳者の第二言語へ翻訳する仕事の需要

が世界で高まり続けているとも述べている。フィンランドのような母語話者の人口が少ない国にお

いて、第一言語から大勢の人が理解できる言語（英語など）に翻訳しないと、自国の作品を世界に

発信したり、観光客を呼び込んだりすることが不可能になるという。英語圏の国(アメリカ合衆国、イ

ギリスなど)では外国語や翻訳の教育システムが十分に発達していないため、非英語圏の国にお

いて英語翻訳の教育課程の必要性が次第に高まってきているとも主張する。よって、和文英訳の

仕事ができる英語話者が足りていない状況となっていると思われる。長谷川氏は、母語から第二

言語への翻訳作業に対する負のイメージを払拭しなくてはならないと述べ、学生達は適切な英訳

の訓練を受けるべきであると主張する。 
著者は教科書の導入で、翻訳者になるために期待されている能力と磨くべきスキルを明確に記

載している。翻訳者に期待される能力と、６つのスキルは以下の通りである： 
1. 起点言語の言語的、社会文化的知識と理解能力 
2. 目標言語の言語的、社会文化的知識と表現能力 
3. 言語変換能力 
4. 翻訳トピックに関する知識とリサーチ能力 
5. 文体の種類と作文の規則に関する知識 
6. 客観的に訳文を分析、議論する能力 
(Hasegawa, 2012, p. 22-28) 
 

上記のとおり、著者は教科書を使用している学生達が将来の翻訳技術を上達させるために必

要な能力を明示した上で、リサーチ能力と特殊な用語を調べる方法（言語資料、コーパスなどを用

いる方法）を学ぶことが、翻訳作業においてに極めて重要な能力であるという。 
この教科書では、和文英訳・英文和訳で必要とされる特別な技法を解説し、全体を通してその

コツが習得できるように練習問題が何度も出題されている。さらに、チームで翻訳を行う際のアドバ

イスや、高度な翻訳作業ができるような段階的プロセスについても記述されている。  

 
22..  本本書書のの内内容容  
授業用の教科書として執筆されており、１学期分、または１年分の教材・練習問題などが掲載さ

れている。各章に、和文英訳・英文和訳を行う際に生じる具体的な問題の解説と、著者の視点を

示すための例文が紹介されている。さらに教科書を使う学生達が行える練習問題（英訳・和訳）も

用意されている。以下、重要な章について考察する。 
 
22..11  意意味味のの種種類類  

文書を翻訳する際、様々な意味の種類を理解することが重要であると長谷川氏は主張する。翻

訳能力を磨きたい学生は、下記のような意味の種類ごとに翻訳演習をする必要がある。教科書の

約８０ページを使い、抽象的意味、表現的意味、指示的意味、象徴的意味、連想的意味などにつ

いて説明されている。例えば連想的意味を論じる章では、語彙・表現などから連想される意味は、

社会文化と相互関係があると述べられている。以下は、乗客と女性バス運転手が話し合っている

シーンについて、英語で書かれた原文を翻訳した文章である。原文では運転手の性別について

触れる文章はないが、代名詞の「She」が使われているため、性別が判断出来る。日本では女性

のバス運転手は珍しい。そのため、バスの運転手から男性を連想してしまうということを意識し、和

訳する際に状況を明確に翻訳しなければ、原文の意味が伝わらないことになるだろう。 
 

私は、一度、バスの運転手に運賃をごまかしたと誤解されたことがある。女の運転手だったが、

私が前に戻って料金を払うまでバスを動かさないとすごまれた。他の乗客はじっと待っていたが、

何奴だと思っていたに違いない。 
(Hasegawa, 2012, p. 73) 

 
このような例を見ることで、文化と意味には様々な関係性があることが理解できるが、その相互

関係を意識しない場合に誤訳となる可能性があると、長谷川氏は主張する。 
また、長谷川氏は起点言語と目標言語において言外の意味が異なることがあるため、比喩的意

味の直訳を避けた方が良いと注意を促している。一つの例として「白魚のような指」という表現が挙

げられる。この表現を英語に直訳すると「fingers like icefish」になるだろう。日本語の原文にお

いてこの表現は褒め言葉であるが、英訳では英語の言外の意味が影響し、冷たくてネバネバする

もののイメージが思い浮かんでしまう。言外の意味が異なるため、英訳に否定的な意味を与えてし

まい、日本語の原文の持つ意味が消えてしまうのだ。  
この章を通じて、学生達は多様な意味の種類とその例文に触れ、文化と意味の関係性を理解し、

様々な状況での翻訳に取り組む際のテクニックを得ることが可能となる。このような演習は未来の

翻訳者達にとって重要な経験となるため、教科書は学生にとって価値あるものだと言えるだろう。 
  
22..22  文文体体のの種種類類とと規規則則  
また別の章では、文体の種類のパターン、文化を連想させる規則に関する理解が必要であると

著者は解説する。基本的に、翻訳作業の目標は原文と同じ種類の文体で訳文を作成することで

ある。よって、英語と日本語、それぞれの文体規則の知識を得ることで、正確に翻訳することがで

きるだろう。  
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Larson (1984)によって定義された文体の種類について長谷川氏は詳しく記述し、文体の種類

の違いを理解するための練習問題・例文などを掲載している。例えば物語文の規則に関して、英

語と日本語の時制の使い方の違いを説明している。英語の場合、物語は大抵過去形で書かれて

いるが、日本語の物語は過去形と現在形の両方を用いて書かれていることが多い。英語話者にと

って日本語で書かれた物語の時制のニュアンスが分かりづらいため、以下のような例文を通じて

その使い方を解説している。下記文章のように、日本語の物語において、人の行動のタイミングが

曖昧になることがあると指摘する。 
 

家内が活けた花が明日の展覧会に出る。 
(Hasegawa, 2012, p. 112) 

 
この文章だと、家内がいつ花を活けたのかが理解されにくいだろう。言及されている明確な「時」

は一つだけのため、ここからはっきりとわかる行動の順序は、家内が展示会の前に花を活けるとい

うことだけである。よって、この原文は以下 2 つの英文に翻訳することが可能である。 
      1. The flowers my wife arranged will be displayed in tomorrow’s exhibition. 
もしくは  2. The flowers my wife will arrange will be displayed in tomorrow’s exhibition. 
 

日本語の時制は使い方によって意味のニュアンスが変化するため、物語文の現在形・過去形

の使い方に関する詳細な解説は、英語が母語である翻訳者にとって非常に重要であると考える。

日本語の物語文に現在形が使われていると、話の中の出来事に入り込んでいる気分になり、過去

形が用いられているときは、出来事と物語の著者の間に距離を生むこととなる。このような微妙なニ

ュアンスを理解する者は、和文英訳・英文和訳において良い翻訳をすることができると、長谷川氏

は主張する。 
物語文の規則以外にも、他の種類の文体（手続的説明文、解説文、記述文、勧告文など）を翻

訳する際の秘訣が、この教書では紹介されている。様々な文体を翻訳する能力を得ることで、優

れた翻訳者になることができるため、学生達は左記に述べたようなあらゆる文体の翻訳演習を通じ

て、文体の規則を学ぶべきであろう。 
翻訳する際、自身の母語以外の言語で書かれた原文を理解するために、母語での文章を読む

ときよりも、原文の精読により力を入れることが必要であると、長谷川氏は論じる。さらに、原文を翻

訳するために把握するべき項目は（１）内容の概要、（２）各用語・文章の意味、（３）各文章の伝達

性（発話行為）、（４）各文章の相互関係、（５）原文の文体と論調、（６）原文が書かれた時代背景、

（７）訳文の目標、読者であると述べる。このような段階的な手順に従うと良い翻訳ができると長谷

川氏は主張する。教科書を使用する学生達は、原文に対する深い理解と分析の一連の行為は、

翻訳をする際に欠かせないものであると理解できるという。 
この章では「は」と「が」の使い方の違いや、日本語文章の自分本位な書き方（「私」のような人称

代名詞の省略、他人の気持ちを証拠なしで報告できないことなど）についても触れるため、様々な

和文英訳・英文和訳の問題について学ぶことができる。  
 
22..33  翻翻訳訳テテククニニッックク  
前述の章では、翻訳作業のスキルを磨くためのポイントを紹介しているが、この章では Vinay と

Darbelnet (1958)の 7 つの翻訳テクニックの詳細を説明している。教科書を使用する者は、翻訳
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Larson (1984)によって定義された文体の種類について長谷川氏は詳しく記述し、文体の種類

の違いを理解するための練習問題・例文などを掲載している。例えば物語文の規則に関して、英

語と日本語の時制の使い方の違いを説明している。英語の場合、物語は大抵過去形で書かれて

いるが、日本語の物語は過去形と現在形の両方を用いて書かれていることが多い。英語話者にと

って日本語で書かれた物語の時制のニュアンスが分かりづらいため、以下のような例文を通じて

その使い方を解説している。下記文章のように、日本語の物語において、人の行動のタイミングが

曖昧になることがあると指摘する。 
 

家内が活けた花が明日の展覧会に出る。 
(Hasegawa, 2012, p. 112) 

 
この文章だと、家内がいつ花を活けたのかが理解されにくいだろう。言及されている明確な「時」

は一つだけのため、ここからはっきりとわかる行動の順序は、家内が展示会の前に花を活けるとい

うことだけである。よって、この原文は以下 2 つの英文に翻訳することが可能である。 
      1. The flowers my wife arranged will be displayed in tomorrow’s exhibition. 
もしくは  2. The flowers my wife will arrange will be displayed in tomorrow’s exhibition. 
 

日本語の時制は使い方によって意味のニュアンスが変化するため、物語文の現在形・過去形

の使い方に関する詳細な解説は、英語が母語である翻訳者にとって非常に重要であると考える。

日本語の物語文に現在形が使われていると、話の中の出来事に入り込んでいる気分になり、過去

形が用いられているときは、出来事と物語の著者の間に距離を生むこととなる。このような微妙なニ

ュアンスを理解する者は、和文英訳・英文和訳において良い翻訳をすることができると、長谷川氏

は主張する。 
物語文の規則以外にも、他の種類の文体（手続的説明文、解説文、記述文、勧告文など）を翻

訳する際の秘訣が、この教書では紹介されている。様々な文体を翻訳する能力を得ることで、優
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22..33  翻翻訳訳テテククニニッックク  

前述の章では、翻訳作業のスキルを磨くためのポイントを紹介しているが、この章では Vinay と
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に使用することで (しいたけ -> shiitake mushroom)、訳文を読む人が意味を理解できると説明
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整となるが、訳文に長い説明が必要となる概念がある際に、省略は適切なテクニックとなるのだ。  
 
22..44  翻翻訳訳ググルルーーププププロロジジェェククトト  
教科書の最終章には、チームで翻訳を行う際の協力、分業の重要性について記述されている。

通常、翻訳作業は少なくとも 2 人以上（翻訳者と翻訳依頼者）で取り組むため、学生達は翻訳の

グループプロジェクトを通してチームワークを経験するべきである。大抵、翻訳者１人だけでは必

要な能力を全て持っていないため、翻訳チームにおいて分業、担当を決め（専門用語学者、編集

者、査読者など）プロジェクトを進めることが多い、と長谷川氏は解説する。グループプロジェクトに

着手するためには、まず（１）なぜこの翻訳作業が必要とされるのか？（２）訳文の読者は誰なの

か？（３）翻訳依頼者の目標は何なのか？という疑問を設定する必要がある。この章を通じて、学

生達はこの段階的なプロセスを理解し、どのようにプロジェクトの最後に査読作業を行うかというこ

とに対するアドバイスも得ることができる。長谷川氏は翻訳プロジェクトを成功させるためにメンバ

ーとの協力、自身に割り当てられた作業を自己評価することの必要性についても明記している。  
 
33..  教教材材ととししててのの評評価価  
概して、この教科書は和文英訳もしくは英文和訳の授業を担当する教員にとって優れた教材で

あると感じる。長谷川氏はカリフォルニア大学の授業における特殊な状況に対応するために教育

課程を改善しているため、各学生達の母語（日本語か英語）に合った課題も教科書に掲載してい

る。故に、上記のように様々な国籍の学生達を受け持ち、翻訳を教える教員にとって、この教科書
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中のアドバイス、練習問題が役に立つだろう。しかし、ほんとんどの翻訳授業では受講している学

生の母語が同じであるという状況であるため、長谷川氏が用意した練習問題の中から、各教員が

担当する授業にあった問題や例文などを選び、授業で行えばよいと考える。  
教科書の構成は良く、翻訳テクニックなどの実例を数多く提供しているため、授業で使用する学

生達は将来行うであろう翻訳業を想像しながら、翻訳作業において頻繁に直面する問題や、翻訳

作業に必要な能力をしっかりと把握できるだろう。教科書を使用する者の英語力もしくは日本語力

が十分ではなく、練習問題や例文などが難しすぎる場合には、教員がレベルを調整する必要があ

るかもしれない。ただし、学生達に挑戦させることにより、翻訳能力だけではなく第二言語の文法

の知識や運用能力を向上させ、異文化理解を深めるチャンスとなる。課題の演習を通じてリサー

チ力を磨き、英語辞典・日本語辞典の使用にも慣れてくるだろう。翻訳者にとって特殊な用語を調

べる能力（言語資料、コーパスなどを使うこと）も重要であるため、例文を繰り返し翻訳することで、

そのスキルを高めることができる。さらに、この教科書を使用することで学生達は、グループプロジ

ェクトにおける協力・分業などを学ぶことができるため、学生同士で翻訳作業を行う貴重な機会に

なると思われる。 
現在、英語を母語として話す和文英訳のできる翻訳者が少ない状態であるため、翻訳者の第

二言語である英語に翻訳する仕事が今後増えていくと長谷川氏は論じる。ある章では翻訳の歴史、

現代的な翻訳技法（例として、原文著者の文化、アイデンティティなどを保つことの重要性）に焦

点を当て、わかりやすく説明されているため、教科書を使用する者は様々なスキルを得ることがで

きる。多くの教員が翻訳の授業でこの素晴らしい教材を使用することとなれば、未来の日本人翻

訳者たちは、和文英訳作業における必要な能力を高めることができ、十分に将来の仕事に備える

ことが可能となるだろう。 
 
 
参参考考文文献献  
Hasegawa, Y. (2012). The Routledge course in Japanese translation. Routledge.  
Larson, M. (1984). Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence.  
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Newmark, P. (1988). A textbook of translation. Prentice Hall. 
Vinay, J.P. & Darbelnet, J. (1958). Stylistics of French and English: A methodology for  

translation, trans. Sager, J. & Hamel, M.J. John Benjamins. 
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令令和和２２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 
SIG on Phonetics & 通訳翻訳研究所 

特別ワークショップ 

“「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る” 
11 月 26 日(木) オンライン（Zoom） 122 名 

2 
“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 2 回 翻訳の仕事と英語 

12 月 10 日(木) オンライン（Teams） 58 名 

3 
“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 3 回 航空管制と英語 

1 月 28 日(木) オンライン（Teams） 51 名 

4 
通訳翻訳研究所ゼミナール 

「通訳翻訳講座－通訳翻訳の効果的実践と基礎

的言語知識－」（全 10 回） 

2 月 14 日(日) 
～ 

3 月 14 日(日) 

オンライン 
（Teams／Zoom） 

13 名 
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１１．．特特別別ワワーーククシショョッッププのの開開催催 

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  

““「「目目でで見見るる」」音音声声研研究究――――英英語語//rr//のの姿姿にに迫迫るる””  

ⅰ）日程――令和 2（2020）年 11月 26日（木）13：00～14:30 

ⅱ）会場――オンライン（Zoom） 
ⅲ）参加者―122名 

ⅳ）講師――長峯貴幸氏 （愛知県立大・愛知教育大学兼任講師／客員共同研究員） 

ⅴ）内容――①21世紀 ELF時代に対応する英語発音に対する意識改革とは；②特徴的英語子
音/r/ の本質解説；③最新の音声学研究手法《超音波舌画像技術》の紹介；④質疑応答 

※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」中間報告を兼ねる。 

※本ワークショップの講義内容については、研究ノート「ELF時代の通訳を支える聴解能力を 
目指して―音声知覚と調音音声学の接点に関する一考察―」『ことばの世界』第13号（2021） 
を参照されたい。 

 
 
 

 

２２．．ワワーーククシショョッッププⅠⅠ《《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》》のの開開催催 

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 22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 12月 10日（木）13：00～14:30 
ⅱ）会場――オンライン（Teams） 
ⅲ）参加者―58名 

ⅳ）講師――合田治希氏（2018.3愛知県立大学英米学科卒業／㈱エスケイワード勤務） 
ⅴ）内容――①現職の翻訳コーディネーターの視点から見た翻訳業務の諸相；②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；③翻訳実務における英語表現の

特徴解説；④翻訳演習と質疑応答 

 

 

 

 

３３．．ワワーーククシショョッッププⅡⅡ《《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》》のの開開催催 

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 33回回〉〉  
““航航空空管管制制とと英英語語””  

ⅰ）日程――令和 3（2021）年 1月 28日（木）13：00～14:30 
ⅱ）会場――オンライン（Teams） 
ⅲ）参加者―51名 

ⅳ）講師――伊藤諒氏（2017.3愛知県立大学英米学科卒業／国土交通省東京航空局勤務） 
ⅴ）内容――①現職の航空管制業務の諸相と実態；②学生時代の言語学習が航空管制というキ

ャリアにどのように繋がったのか；③航空管制実務における英語表現（Aviation English）の特
徴解説；④表現演習と質疑応答 
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““航航空空管管制制とと英英語語””  

ⅰ）日程――令和 3（2021）年 1月 28日（木）13：00～14:30 
ⅱ）会場――オンライン（Teams） 
ⅲ）参加者―51名 

ⅳ）講師――伊藤諒氏（2017.3愛知県立大学英米学科卒業／国土交通省東京航空局勤務） 
ⅴ）内容――①現職の航空管制業務の諸相と実態；②学生時代の言語学習が航空管制というキ

ャリアにどのように繋がったのか；③航空管制実務における英語表現（Aviation English）の特
徴解説；④表現演習と質疑応答 

 

 

 

 

 

 

４４..  研研究究所所ゼゼミミナナーールルのの開開催催  
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－－通通訳訳翻翻訳訳のの効効果果的的実実践践とと基基礎礎的的言言語語知知識識－－」」  

開講日時： 令和 3 (2021) 年 2月 14 / 21 / 28日，3月 7 / 14日（5日間全 10回） 

           9:00 am.－12:00 pm. 

講座会場： オンライン（Teams / Zoom）      

講座講師： 大 森 裕 實（愛知県立大学教授） 

堀川（豊福）恵（名古屋学院大学兼任講師） 

今 井 隆 夫（南山大学教授.） 

受講者数： 13名 （定員 15名） 

講義内容： 

① 通訳初心者のための基礎知識提要／通訳技能向上のための英語音声文法（大森） 

   Cf. 「ボランティア通訳翻訳者のための必須基礎知識提要」『ことばの世界』第10号 

   「ELF時代の英語音声文法考察」『ことばの世界』第12号 

② 実務翻訳のための英語表現演習 （堀川） 

   Cf. 研究ノート（同題名）『ことばの世界』第13号 

③ 認知言語学と翻訳の新たな視点 （今井） 

Cf. 研究ノート（同題名）『ことばの世界』第13号 

 

 

 
  

  
 
◆◆令令和和 22年年度度研研究究所所購購入入所所蔵蔵図図書書  

（冊/篇） 
通訳翻訳研究 6 

言語運用分野 0 

言語知識分野 0 

資 料 類 2 

辞 書 類 0 

計 8 

        ※令和 3年 2月現在 



114

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」」  

－－通通訳訳翻翻訳訳のの効効果果的的実実践践とと基基礎礎的的言言語語知知識識－－  

講講義義計計画画  

 

★★EELLFF（（国国際際英英語語））時時代代のの通通訳訳翻翻訳訳にに関関わわるる言言語語運運用用とと言言語語知知識識  

①①通通訳訳初初心心者者ののたためめのの基基礎礎知知識識提提要要／／通通訳訳技技能能向向上上ののたためめのの英英語語音音声声文文法法  （（講講師師：：大大森森裕裕實實））  

②②実実務務翻翻訳訳ののたためめのの英英語語表表現現演演習習  （（講講師師：：堀堀川川  恵恵））  

③③認認知知言言語語学学とと翻翻訳訳のの新新たたなな視視点点  （（講講師師：：今今井井隆隆夫夫））  

  

22月月 1144日日  

第第 11回回  通通訳訳初初心心者者向向けけ必必須須基基礎礎知知識識提提要要（（大大森森）） 

 袖川裕美氏とのインタビュー（DVD資料）から知る

通訳者と通訳現場の実態 

 通訳研究の過去・現在・未来（含：最新研究の動

向） 

第第 22回回  EELLFF時時代代のの英英語語音音声声文文法法（（大大森森））  

 Stylistics in Speech Production
 超分節音素 (Suprasegmental Phoneme) を中心に

置いた音声情報の理解と英語らしさの追求 

22月月 2211日日  

第第 33回回  実実務務翻翻訳訳のの範範囲囲ととそそのの特特徴徴（（堀堀川川））  

 実務翻訳で扱われる分野、仕事の過程 

 実務翻訳の特徴と注意点 

主語の翻訳／場面による訳語の選択／訳語と形

式の統一／言い換え（文章の補足・省略）／役職

名・部署名、定型文（＋イディオム）、カタカナ語、

「訳せない語」の翻訳 

第第 44回回  様様々々ななシシチチュュエエーーシショョンンににおおけけるる翻翻訳訳――実実

践践とと解解説説（（堀堀川川））  

 注意書き、説明書、契約書の翻訳  

 実際の翻訳資料に触れながら、訳語・形式の統

一、言い換え、定型文の翻訳などを学ぶ  

22月月 2288日日  

第第 55回回  認認知知言言語語学学かからら言言語語ココミミュュニニケケーーシショョンンをを

考考ええるる（（今今井井））  

 コミュニケーションにおけるフレーム知識の重要性 

 見る側視点の言語学（認知言語学）から言語表現

の謎を解く 

第第 66回回  認認知知言言語語学学かからら言言語語表表現現をを考考ええるる（（今今井井）） 

 図と地の反転と日英語比較 

 ＜統合性＞と＜離散性＞の反転（cf.山梨 2000） 

 参照点能力 

 スキーマ化と事例化 

 カテゴリー化  

 イメージスキーマ  

33月月 0077日日  

第第 77回回  日日英英語語のの日日常常表表現現ににおおけけるる比比喩喩（（今今井井）） 

 日常言語の比喩 

 3種の比喩（メタファー、メトニミー、シネクドキ―） 

 日英語における比喩表現 

 概念レベルの比喩と言語表現 

 

第第 88回回  認認知知言言語語学学かからら翻翻訳訳をを考考ええるる（（１１））  （（今今井井）） 

 日英語における捉え方の違いから、日本人英語

学習者にありがちな間違いと翻訳を考える① 

 think と「思う」/ could と「できた」など  

33月月 1144日日  

第第 99回回  認認知知言言語語学学かからら翻翻訳訳をを考考ええるる（（２２））（（今今井井）） 

 日英語における捉え方の違いから、日本人英語

学習者にありがちな間違いと翻訳を考える② 

 know と「知った」/ learn と「学んだ」など 

第第 1100回回  言言語語能能力力ととココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力（（今今井井））  

 Canale & Swain (1984) のコミュニケーション能力

 Griceの会話の公準

 Bell (1984) Audience Adjustment Modelなどから

言語能力とコミュニケーション能力を考える  
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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》》  

「「目目でで見見るる」」音音声声研研究究――――英英語語//rr//のの姿姿にに迫迫るる  
  
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 12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 2年 11月 5日  研研究究所所長長  大大森森裕裕實實   

 
【講演要旨】 
伝統的に「流音」と分類される英語子音/r/は、英語子音の中でも調音法が複雑で、その発音に
様々なバリエーションが存在します。その発音の複雑さ・多様さから、我々のような第二言語（外

国語）としての英語学習者はもちろんのこと、母語獲得においても、その獲得/習得には時間がか
かるといわれています。本ワークショップでは、そのような英語子音/r/について、過去の文献や映
像資料等をもとに様々な角度から考察し、その本質に迫っていきます。また、最新の音声学研究

の手法を用い、R音の正しい発音方法やコツについて、視覚的に紹介します。 
 
日日時時  令令和和 22年年 1111月月 2266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  オオンンラライインン開開催催（（TTEEAAMMSSままたたはは ZZOOOOMM）） 

内内容容  ワワーーククシショョッッププ““「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る””  
※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（愛知県立大学・愛知教育大学兼任講師／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 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］北野） 
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 22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 1122月月 1100日日（（木木））1122：：1155～～1133：：1155  

                  ((講講演演 4455分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  1155分分)) 

会会場場  TTEEAAMMSS 

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  合合田田  治治希希（2018.3卒業／㈱エスケイワード勤務） 
司会  大森裕實（外国語学部教授） 

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, 英米学科生以外は事前予約要 (定員 200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  

協協賛賛            外外国国語語学学部部英英米米学学科科  

  
 

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］北野） 
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。 
本年度も英米学科卒業生の協力を得て，“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 2回を以下の
要領で開催します。今回の講師は本学英米学科（EIC コース）卒業後に翻訳関連の会社に勤

務しており，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，興味深い話を聞くことができるものと思いま

す。学年を問わず，多くの方のご参加を期待します。 
 

令和 2年 12月 3日  研研究究所所長長  大大森森裕裕實實    
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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 33回回  

航航空空管管制制とと英英語語  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日日時時  令令和和 33年年 11月月 2288日日（（木木））1133：：0000～～1144：：0000  

                  ((講講演演 4455分分＋＋QQ&&AA’’ss  //  FFrreeee  TTaallkk  1155分分)) 

会会場場  TTEEAAMMSS（（オオンンラライインン）） 

内内容容  [[キキャャリリアアセセッッシショョンン]]  ““航航空空管管制制とと英英語語””  
  

講講師師  伊伊藤藤  諒諒（2017.3卒業／国土交通省東京航空局勤務） 
司会  大森裕實（外国語学部教授） 

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, 英米学科生以外は事前予約要 (定員 200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  

協協賛賛            外外国国語語学学部部英英米米学学科科  

  
 

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］北野） 
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。 
本年度も英米学科卒業生の協力を得て，“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 3回を以下の
要領で開催します。今回の講師は本学英米学科（英語学ゼミ）卒業後に国土交通省東京航空

局成田空港事務所管制保安部所属の航空管制官として勤務しており，学生時代の言語学習が

航空管制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，興味深い話を聞くことができるものと思います。学年を問わず，多くの方のご参

加を期待します。 
令和 3年 1月 7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」」  
－－通通訳訳翻翻訳訳のの効効果果的的実実践践とと基基礎礎的的言言語語知知識識－－  

ごご案案内内  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開開催催日日時時 

第 1回 令令和和 33年年 22月月 1144日日（（日日））午前 09時 00分～10時 30分 
第 2回  令令和和 33年年 22月月 1144日日（（日日））午前 10時 30分～正午 
毎週日曜日 2回連続開講（＠90分）2/21, 2/28, 3/7, 3/14[全 10回] 

   
講講座座会会場場 オオンンラライインン（（ZZOOOOMMままたたはは TTEEAAMMSS））   
  
 ①① 大大森森      裕裕實實  （（愛愛知知県県立立大大学学教教授授））   
講講座座講講師師 ②② 堀堀川川((豊豊福福))恵恵  （（名名古古屋屋学学院院大大学学兼兼任任講講師師））  

③③ 今今井井      隆隆夫夫  （（南南山山大大学学教教授授））  
 

〈紹介〉大森講師は 2017.12に愛知県国際交流協会から委嘱を受けて「ボランティア研修会《通訳・
翻訳講座》」を実施した経験をもつ。 

    堀川講師は 2016.3 に愛知県立大学大学院を修了し，翻訳会社勤務を経て，名古屋学 
      院大学で「ビジネス翻訳」を担当している（2018～）。 

今井講師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，最新刊に『英 
語のしくみと教え方』（くろしお出版，2020）がある。 

 
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：：22月月 1100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］北野） 
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」を開設し，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きましたが，本年度で最終回となりました。 
本年度は例年とは少し趣を変えて，ELF（国際英語）時代の通訳翻訳を射程に含め，①通訳初

心者のための基礎知識提要及び通訳技能向上のための英語音声文法（大森）；②実務翻訳のため

の英語表現演習（堀川）；②認知言語学と Translation の新たな視点（今井）を実施することにいた
しました。 
現在職に就いている卒業生や一般社会人の皆さまのご都合や新型コロナ感染症の影響を考慮

して，本年度は日曜日の午前中にオンライン（遠隔講義方式）で開催します。この機会に是非ご参

加いただければ幸いです。 
令和 3年 1月 25日 研究所長 大大森森裕裕實實  
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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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