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Abstract: 
There is a general perception that interpreting and translation are performed by individuals 
with special abilities; however, in reality, many individuals with multiple language abilities 
undertake them voluntarily or by request. Interpreting and translation performed by 
individuals without special training is called non-professional interpreting and translation, 
and it has been the focus of increasing academic studies since the end of the 20th century. With 
the progress of globalization, the demand for interpreting and translation increases as the 
number of interactions between speakers of various languages increases worldwide. Recently, 
there has been a growing trend to introduce the interpreting and translation into foreign 
language education. However, in the Japanese language education, the focus is solely on 
meeting the needs of foreigners in Japan and not on the possibility or need of interpreting and 
translation by foreign residents after acquiring Japanese language skills. This study proposes 
the introduction of the interpreting and translation into foreign language education, 
particularly Japanese language education, based on the current situation where speakers of 
multiple languages take on interpreting and translation tasks because of social demands and 
need. 
 
1. はじめに 

一般に通訳や翻訳は特別な才能のある人が行うものだというイメージがあるが、実際は、複

数の言語の能力のある多くの人たちが自ら進んで、または他の人に頼まれて通訳や翻訳を行

ってい る（ Whyatt, 2017 ）。 特 別 な 訓 練 を 受 け ず に 行 う 通 訳 ・ 翻 訳 は  ‘non-professional 
interpreting/translation’ と呼ばれ、20 世紀の終わりごろから学術研究が活発化している。グロ

ーバル化の進展に伴い、世界中で多様な言語話者間の交流が増える中、通訳・翻訳の需要

はますます高まっている。最近は外国語教育に通訳・翻訳を取り入れる動きも広がっている

（新崎, 2005； 染谷, 1996，2010； Takimoto & Hashimoto, 2010）。一方、日本語教育の分野
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では、日本に定住する外国人が日本国内での生活を送る必要を満たすための指導が推進さ

れてきたが、外国人が日本語能力を身に着けた後に、母語と日本語間の通訳・翻訳を行う可

能性やその必要性には注目してこなかった。本稿は複数言語の話者が社会的な要請や必要

性から多くの通訳・翻訳を引き受けている現状に基づき、外国語教育、特に日本語教育に通

訳・翻訳教育を導入するよう提言するものである。 
 
2. 日本語教育における通訳・翻訳教育の現状 
 2019 年 6 月に公布・施行された「日本語教育の推進に関する法律」は「我が国に居住する

外国人が日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に資す

る」ことと、「我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で」重要であるとして「日本語教

育」を「外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動」と定義している。す

なわち、一義的には日本に居住する外国人の異文化適応を促すための教育であり、外国人

の自文化や母語の維持は考慮されていない。この点について、2020 年 11 月に開かれた異文

化コミュニケーション学会年次大会で日本語教育研究所の西原鈴子理事長は基調講演『多

文化共生社会と日本語教育』の中で「この法律は外国人の継承語を保証するものではない」

と述べ、さらにその後の質疑応答の際に「日本語教育界で、通訳・翻訳は教えていない」と発

言された。 
長坂（2010）も、国際交流基金日本語国際センターの日本語教授法の研究に通訳養成を

前提とした教授法は含まれていないとしている。同センターは JF スタンダードという日本語教

育のための枠組みを開発し、「相互理解のための日本語」を推進している。これはヨーロッパの

言語教育の基盤である CEFR （Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, teaching, assessment. ヨーロッパ言語共通参照枠）の考えを基礎におき（North & 
Piccardo, 2016）、「JF スタンダードの木」としてコミュニケーション言語能力とコミュニケーション

言語活動の関係をわかりやすく図式化した。コミュニケーション言語能力は CEFR の考え方に

基づいて「言語構造的能力」（ linguistic competences）、「社会言語能力」  (sociolinguistic 
competences) 、「語用能力」 (pragmatic competences) の 3 つから構成されるとした。コミュニ

ケーション言語活動は読む・聞くなどの「受容的活動」、話す・書くなどの「産出活動」、会話や

手紙のやりとりなどの「相互行為活動」の 3 つに分類されているが、CEFR で 4 つ目の分類とさ

れた翻訳や通訳などの仲介活動は採用されていない。以上のことを見ても、日本の日本語教

育は通訳・翻訳をその領域外に置いていることが明白である。 
一方で、文化庁は「日本語の国際化を進めるための方針」として、言語による情報交換の

必要性から見た通訳・翻訳の重要性を述べ、これまでの外国語学校や民間企業による教育

に加え、大学の学部や大学院の教育と研究を促進するべきであるとした。さらに「日本や日本

人に対する深い理解を持った外国人通訳者は，日本とその国との相互理解や日本語の国際

的な広がりに貢献し得る人材である」として、今後は外国人に対する日本語教育においても通

訳の分野で活躍できる人材を育成できるように工夫するべきであると述べている。 
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3. 海外の日本語教育における通訳・翻訳教育 
長坂（2010）は海外の大学で行われている日本語教育として韓国の漢陽女子大学とマレー

シア工科大学の二つの事例を紹介した。いずれもその背景には学生が卒業後日本語に関わ

る仕事に就くことが多く、受講生や企業のニーズに応えることが求められている。 
筆者は、モンゴル日本語教師会が主催する 2020 年度の日本語教育シンポジウムで基調

講演を行う機会を得た。この年のテーマは「通訳・翻訳の実践と日本語教育への提言」で、基

調講演に続き、通訳部門と翻訳部門の二つの分科会が開かれた。モンゴルでは日本語教育

への関心が高い。ブレンチメグ・馬場（2009）がモンゴルの大学生 277 人に調査したところによ

ると、「好きな外国語」の 50 パーセント以上が「日本語」と答えている。「日本語を学ぶ目的」に

ついては複数回答の集計で、「日本の学校に進学するため」（38％）、「日本に行くため」

（32％）、「日本および国内の日本企業で働くため」（合わせて 28％）、「通訳になるため」（23％）

で、日本語を生かした人生の展望を抱いていることが分かる。実際、モンゴル国立大学日本

語コースでは本格的な日蒙通訳教育が実施されており、国立科学技術大学日本語学科では

科学技術翻訳に特化した教育が行われている。また国立教育大学でも日本語コースには「日

本語教師」と「通訳・翻訳」の二つの部門が設けられている。 
これらの国々で通訳・翻訳を教えている人たちはいずれも高い日本語能力の持ち主で、実

際に日本で通訳・翻訳の実務についた経験も豊かである。しかし、その人たちは母語と日本

語の間の通訳・翻訳に関する正式な教育をどこで受けたのだろうか。それに関するデータはま

だないが、おそらく日本国内ではないと考えられる。 
 
4. 日本国内の通訳・翻訳教育 
 文化庁は、通訳・翻訳の実践と教育の重要性を強調し、大学の学部や大学院での教育へ

の期待を示しているが、実際には、日本国内の大学の学部及び大学院で日本語と英語以外

の言語の間の通訳教育を実施しているところはほとんどない。染谷ほか（2005）の調査によれ

ば、2005 年当時、通訳関連コースを開設している日本国内の大学および大学院は 105 だっ

た。現在はさらに増えているとみられる。しかし、そのほとんどは外国語教育の一環として行わ

れており（染谷ほか, 2005；田中ほか, 2007；武田, 2012）、扱う外国語は英語が圧倒的に多く、

その他の言語はほとんど対象になっていない。 
 また、日本では主に通訳者派遣業を営む会社が経営する通訳学校が通訳者養成を担って

きたが（武田, 2012）、そこで扱われる外国語もほとんどが英語であり、少数ながら中国語や韓

国語の通訳コースを開いているところもあるが、その他の言語と日本語の間の通訳を教えてい

る学校を見つけるのは難しい。 
 
5. Non-professional interpreting/translation  
 Non-professional interpreting/translation（以下「ノンプロ通訳・翻訳」とする）は様々な名前

で呼ばれている。Antonini ほか（2017）によれば、Brian Harris は 1976 年に「特別なトレーニ

ングを受 けていないバイリンガルが日 常 的 な状 況 で行 うトランスレーション」を  ‘natural 
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translation’ と 呼 ん だ が 、  ‘non-professional interpreting’ と い う こ と ば を 初 め て 用 い た

Potthoff & Knapp は、1980 年代の半ばに「ノンプロ通訳者はメッセージの発信とともに、対立

する視 点 や前 提 の間 の仲 介 をする役 割 を持 つ」と述 べている。1980 年 代 の後 半 には 
Shannon が、子 供 が自 然 に行 う通 訳・翻 訳 を  ‘language brokering’ と名 付 けた。これは 
‘para-phrasing’ や ‘family interpreting’ とも呼ばれ、その役割意識の量的研究も行われて

いる（Angelelli, 2017）。ノンプロ通訳・翻訳には様々な特徴があるが、共通しているのは特別

な教育や訓練を受けていない者が行うという点である。しかし、それは必ずしも能力が低いとい

うことを意味せず、常に無償で行われるとも限らない（Antonini ほか, 2017）。 
 Whyatt (2017) は通訳・翻訳は専門の教育・訓練機関が登場する何世紀も前からコミュニテ

ィに対する奉仕として行われてきたと指摘する。そして訓練を受けずに通訳・翻訳を行う人た

ちには生育過程で自然に複数の言語能力を身につけた ‘language brokers’ だけでなく意識

的に言語を学んだ ‘language learners’ が含まれるとする。つまり、生得的なバイリンガル話者

だけでなく学校教育や専門機関で外国語を学び、ある程度の運用能力を獲得した人たちもノ

ンプロ通訳・翻訳に携わっているということである。 
 実際、日本でも学校卒業後に就職した企業や組織で翻訳や通訳を頼まれる可能性は十分

あり、専門的な翻訳教育や訓練を受けていない研究者や大学の教員が行う学術書の翻訳は

ノンプロ翻訳の範囲に含まれる。また、日常生活においても近隣コミュニティに住む外国人の

理解を助けるための通訳や翻訳を頼まれることもあるだろう。つまり、外国語を学習する人は通

訳・翻訳を行うことが社会的に期待されており、それは、今後、日本に定住する外国人が増え

るにつれて、ますます強いものになるだろう。このように考えると、通訳・翻訳は専門教育・訓練

を受けたプロの仕事だけに留まらない。ノンプロ通訳・翻訳はこれまであまり学術研究の対象と

して注目されてこなかったが、決してなくなることはないだろう（Antonini ほか, 2017）。 
 
6. コミュニティ通訳 
 Wadensjo (2009) はコミュニティ通訳を「公共サービス分野で、組織の担当職員と一般の人

たちの間のコミュニケーションを助けるために行われるもの」とし、最近では医療通訳、精神衛

生、教育、法律の分野で専門職化が進んでいるものの、今も、訓練を受けていない ‘natural 
translator’ と呼ばれる人たちが担い続けていると述べている。また、Antonini ほか（2017）はコ

ミュニティ通訳と呼ばれる公共サービスの通訳では、 プロ通訳の代わりに その場ですぐに頼

める人による ‘ad hoc’ 通訳が行われることがしばしばあると述べている。日本でも、近年、医

療、司法、行政などがコミュニティ通訳の専門分野として捉えられるようになった。しかし、社会

的な認知度はまだ高いとは言えず、通訳者は体系だった正式の通訳訓練を受けることはほと

んどなく、通訳という仕事が要求する高度な知識に課題を抱えている（水野・内藤 , 2018）。こ

のように見ていくと、コミュニティ通訳者は通訳の訓練・教育を受けていないという点と、言語だ

けでなく社会的な仲介者という二つの役割を務めるという点で（Wadensjo, 2009；水野・内藤 , 
2018）、ノンプロ通訳者と共通の特徴を持つと言えよう。ただし、杉浦（2013）は、コミュニティ通

訳の一形態である「相談通訳」を「言語的マイノリティが日本社会で暮らしていくための『生活
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支援』」と位置づけ、罪を裁くための法廷通訳や取り締まるための警察通訳をコミュニティ通訳

の分野に含めることには抵抗があると述べている（p.24）。今後は、制度化された公共サービス

の分野だけでなく、地域社会の日常的活動における異言語間コミュニケーションの支援もます

ます必要になるだろう。専門職化の方向とは別に、地域住民同士の日常的な助け合いという

形への広がりも予想される。 
 
7. 外国語教育に導入するべき通訳・翻訳教育の内容 
 外国語教育では、メッセージの伝達を重視するコミュニカティブ・アプローチにおいて、母語

の使用は外国語を習得する上で弊害になるため、翻訳を使うことは望ましくないとされてきた

（Carreres, 2006; クック, 2012; 染谷・河原・山本, 2013）。しかし、Cook (2010) が訳す行為が

言語意識と言語使用を促すことを証明したことが契機となり、外国語教育における翻訳の使

用が見直されるようになった（山田, 2015）。さらに CEFR が複数の言語や文化を比較・対比さ

せ、相互作用させながら豊かな複文化能力が育てられるという概念を打ち出したことが追い風

になり、TILT (Translation and Interpreting in Language Teaching)は世界に広がりつつある（新

崎 2019）。Pym, et al. (2013) は外国語の授業で教師が初級者の学習を助けるために使う翻

訳と上級者が行う活動としての翻訳を区別し、通訳や翻訳の活動を通して異文化間能力が

培われるとして様々なクラスルーム活動を紹介している。今や通訳・翻訳は言語学習者の「読

む、聞く、話す、書く」に続く 5 つ目のスキルと位置付けられているのである。 
 TILT の目的は外国語習得の効果を上げることにあり、学習者が高度な言語運用能力を身

に着けた後に行うと期待される通訳・翻訳を意識したものではない。ノンプロ通訳・翻訳が社会

の様々な場面で行われていることを考えれば、実践に役立つ知識や技能を授ける必要がある。

では、どのようなことを教えるべきなのだろうか。Pym et al.（2013）が示すように、対象は外国語

学習の上級者になるだろう。プロ通訳者・翻訳者を養成するための教育をそのまま応用するこ

とはできない。通訳や翻訳の基礎的な理論の解説と、順送りの訳出や、メモの取り方などの技

術的な実習を組み合わせたものになるだろう。 
 通訳については、通訳者の本来の役割は当事者の発言を忠実に訳出することと、発話の主

体者を一人称で表すことを教えるべきである。訓練された通訳者は当事者のいずれの側にも

偏らない中立的な役割を引き受けて一人称を用いるが、訓練を受けていない通訳者は三人

称を使う頻度が高い（Ciordia, 2017）。ノンプロ通訳者は、プロ通訳者よりもコミュニケーション

当事者間を仲介する役割を引き受けることが多いが、通訳するときに発話の主体を一人称で

表すようにすれば、通訳者が話すことが誰の発言か分からなくなる混乱を避けることができるだ

ろう。医療通訳では三人称を使う通訳者がいることが研究で明らかにされており  (Moore, 
2007)、当事者間の言語的理解を助ける通訳者本来の役割に加えて、患者の仲間（peer）や

専門家など複数のアイデンティティを持つ様子が報告されている（Ticca, 2017）。 
 内藤（2013）によれば、日本で実践されている「相談通訳」では、仲介者やコーディネーター

としての主体的な役割と通訳の役割をはっきり区別している。通訳者は相談に訪れた外国人

に面接を行い、相談内容を聞いた上で専門家につなぐ。また相談終了後には専門家とともに
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振り返り、積極的に意見を述べることが期待される。しかし、外国人が専門家に相談する場面

では、忠実な通訳業務に徹し、可能な限り多くの情報を正確に忠実に訳すことが求められ、

通訳をしながら個人的な意見やアドバイスを挟むことは許されない。このような役割の線引きは、

コミュニティ通訳以上に領域の広いノンプロ通訳の参考になるだろう。 
 外国語教育の一環として行う通訳・翻訳教育の内容については、メタ言語能力としての翻訳

規範に注目した研究が手がかりになりそうだが（山田 , 2015）、今後通訳・翻訳の研究者や教

育に携わる人たちによる議論や研究が期待される。 
 
8. 日本語教育に通訳・翻訳教育を導入することによる社会的恩恵 
 日本語教育は日本に居住するする外国人が日常生活や社会生活を円滑に営めるようにす

る目的で実施されている。しかし、外国語の習得には時間がかかることから、通訳・翻訳のサ

ービスは欠かせない。地方自治体は様々な支援を行っているが、生活のすべての側面を支え

るのはおそらく不可能であろう。多くの移民を受け入れている他の国々と比べればはるかに少

ないとは言え、日常生活のあらゆる場面で子供たちによる ‘family interpreting’ などのノンプ

ロ通訳・翻訳が行われていると推測される。その人たちの努力やコミュニティへの貢献を積極

的に評価し、日本語を習得する目的を日本社会への適応だけでなく、同胞コミュニティへの支

援や、二つの文化の橋渡しにまで拡大すれば、居住外国人は民族のアイデンティティと自文

化や母語への誇りをもって日本語学習に励むことができるのではないだろうか。 
 アメリカに次ぐ世界第二位の移民受け入れ国であるオーストラリアでは、2002 年にビクトリア

州が希少な言語の通訳者を増やすための通訳コースを始めた。このコースはオーストラリアの

通 訳 者 ・ 翻 訳 者 の 国 家 資 格 を 認 定 す る NAATI (National Accreditation Authority For 
Translators and Interpreters） によって承認されている。 Lai (2010) は政府の人道支援によ

って移り住んだ、難民を主体とするビルマ語話者とスワヒリ語話者の通訳訓練について報告し

ている。参加者の年齢は 20 代から 40 代以上と幅広く、在住期間はほとんどが 5 年未満であ

り、9 割以上がコースを取る以前から通訳をしている。中にはコースに参加したことを機会にプ

ロ通訳者を目指したいという人もいたそうである。この例を見ても、複数の言語の能力のある人

たちが同国人コミュニティのためにノンプロ通訳・翻訳に携わっていることがわかる。 
 日本に定住することを認められる難民の数は、諸外国に比べて未だ少数であるが、多言語

の環境で育ち語学の才能に恵まれた人もいるだろう。このようなコースがあれば、日本語の習

得の先に、同胞コミュニティへの貢献やプロ通訳者・翻訳者への道筋があるという意識が生ま

れ、「多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現」（文化庁 , 2019）に近づけるのではな

いか。 
 外国語の習得はたやすいものではない。留学や外国での生活を将来の夢として描く人たち

と異なり、人生の途中で思いがけず、またはやむを得ない理由で外国に移住し、現地語を使

えることが生きるための条件となった人たちの言語学習には常に劣等意識がつきまとうだろう。

しかし、日本語と母語の間の通訳・翻訳の授業であれば、母語の能力を発揮することができる。

日本語を理解して母語に訳す、母語を理解して日本語に訳すという作業の半分は母語で行
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われる。それは、母語や自文化を振り返り、対等の立場で日本語や日本文化を捉える機会で

もある。通訳・翻訳教育は日本語上級者を対象とすることになるだろうが、日本語を学べばい

ずれ助けられる側から助ける側に移行できることを示す先達の姿は、大いなる希望の光となる

だろう。 
 
9．まとめ 
 日本語教育界はなぜ通訳・翻訳を教えないのだろうか。日本語教師向けの教科書の中には

中上級者向けの教え方として「通訳・翻訳」を解説しているものもあり、「通訳や文書作成など、

学習者が実際に仕事で日本語を必要とする場合に特に役立つ指導」として紹介している（高

見澤, 2004）。日本語学習の先に日本語を使った活動が続くと考えるのは自然なことである。

中でも行う頻度が高いと思われる通訳や翻訳が教えられていないことには何らかの理由がある

のだろう。 
 一方、世界の日本語教育機関の中には通訳養成コースを設置しているところが多く（長坂 

2010）、翻訳を日本語学習ツールとして用いているという報告もある（Matsumoto, 2014）。しか

し、通訳・翻訳コースを教えている非日本語母語話者が日本語教授法を学ぶために日本に

留学しても、通訳養成の方法を教えてくれるところはないのが現状である（長坂 , 2010）。最近

は教授法の授業として通訳訓練法に関する研究も発表されているが、まだ少数にとどまって

いる（長坂, 2010；スルタナリエワ, 2018；新崎, 2019）。日本語教育の一環としての通訳・翻訳

教育を海外の事例から学ぶしかないというのはおかしな話である。 
 外国語教育に通訳・翻訳を取り入れることによる学習効果については、多くの研究によって

証明されている。複数言語の話者が社会の様々な場面でノンプロ通訳・翻訳を行っている現

状を考えると、外国語教育の一部として通訳・翻訳の指導を行うことは理にかなっていると思

われる。今後は、日本語教育界が、通訳・翻訳の実践者や研究者との協力を通して、通訳・

翻訳教育を実施するべきであると考える。 
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