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論文                                                                  

 

英日字幕翻訳のコーパスベース研究 

―プロ字幕とファンサブの比較分析― 

 

渡邉里菜・山田優 

（関西大学） 

 

Fansubs are now widely available on the Internet, with the development and popularization of 
technology, which in turn results in increased number of subtitle alternatives users can choose from. 
It is up to the users to choose to watch the movie with the original subtitles or with the fansubs. 
However, the difference in linguistic features between the official subtitles and fansubs, especially for 
the English-to-Japanese translation, has not been fully explored in previous literature. Therefore, this 
paper carries out a corpus-based analysis to elucidate the differences between the official subtitles 
and fansubs in the case of four selected movie titles. The study examines the number of character limit 
per second, types of Japanese characters, and the number of third person pronouns used in the subtitle. 
The difference of the character limit is found statistically significant, with fansubs being longer than 
the original ones. The present study also finds the fansubs are source-oriented in terms of translation 
strategies. 

 
1. はじめに - 研究背景、意義 
ファンサブと呼ばれるアマチュアの字幕翻訳者が市民権を得て久しい。字幕翻訳の民主化の台

頭である。ファンサブが登場した 1980 年代当時は、作品の熱狂的なファンでかつ高価なテクノロジ

ーを買う経済的余裕のある人に限定されていた字幕翻訳という営みが、誰でも気軽にできるように

なったのである。インターネットの普及やテクノロジーの発展、字幕作成ツールの容易な入手が字

幕制作の大衆化を後押しし（Diaz-Cintaz, 2005; O’Hagan, 2013）、今ではオープンソースの字幕ア

ーカイブサイトまでもが存在する。ユーザの立場からすれば、1 つの映画作品に対して、プロ翻訳

者の字幕とファンサブの字幕が共存する時代が到来したことになり、どの字幕で作品を楽しむべき

か、その選択肢が広がった。そうすると当然のことながら、視聴者としてひとつの疑問が浮かぶ――
プロの字幕翻訳とファンサブは、どう違うのだろうか？ 
その大きな違いは、日本語字幕に課せられる文字数制限に代表されるような制約や「（字幕）翻訳

規範」、すなわちプロの字幕翻訳者は職業規範（Chesterman, 1997）をもって、字幕を付与している

のに対して、ファンサブ作成者は、その規範を共有していないということに集約されるかもしれない。

ファンサブは、規格外のアンチテーゼ的規範、ないしファンサブコミュニティー特有の規範のような
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ものをもって、字幕翻訳作業をしている。Diaz Cintas（2008）は、映画作品の字幕や吹替の翻訳を

するファンたちが、これまでの伝統的な慣習やパラメーターを移行させ、新しい慣習を作っている

のだと指摘する。 
すなわち、プロ字幕翻訳は規制や規範への準拠の度合いが強いということ、それと比較したとき

に、ファンサブはその度合いが弱いがゆえに、規範からの自由を実現しているということである。翻

訳学の伝統的な対立軸でいうなれば、プロ字幕翻訳は目標志向、意訳的、ドメスティケーション志

向などの用語をもって形容できるのに対し、ファンサブは原文志向、直訳的、フォーリナイゼーショ

ン志向と区分できる。マーク・ノーネスの言葉を借りれば、プロ字幕翻訳者のそれは、「さまざまなル

ール、規範、慣用句、参照枠のなかにオリジナルをはめこもうとする「堕落的実践（Corrupt 
Practice）」の表れであり（Nornes, 1999, p. 18）、ファンサブはこのような実践からの脱却と見做すこと

もできる。 
とすると、このようなプロセスや規範の違いが、 終的な字幕翻訳というプロダクトに観察されうる

のは必然である。本研究の目的は、プロの字幕翻訳とファンサブとの字幕翻訳プロダクトの相違を、

コーパスベース翻訳研究の手法で量的に示すことである。結論を先取りしていえば、プロ字幕翻訳

は、制限に縛られた規範重視の字幕翻訳であるのに対して、ファンサブはその限りではない。 
 

2. プロの字幕翻訳（者）とファンサブ 
まず、プロ翻訳（者）とファンサブについて説明する。プロの字幕翻訳者とは、上述の職業規範を

有し、かつ字幕翻訳の厳しい制約に則り翻訳している。主な制限は、1 秒に 4 文字まで、1 行に 13
文字までしか使用できない (小倉, 2016)、かつ文中では読点の代わりに半角スペースを、文と文

の境目には全角スペースを使用することなどがある。 
これに対して、ファンサブとは、ある映画作品の字幕が存在しない場合や、公式の字幕が気に入

らない場合、また、自分の国で自分の好きな作品を広めたい場合に翻訳を行う人、もしくはその人

達によって付された字幕のことをいう（Bogucki, 2009; Massidda, 2015; Pérez-González, 2013; 吴, 
2010）。また、自分の翻訳を視聴者に評価されたいという気持ちで翻訳をする人、英語力を試した

い、翻訳の練習をしたいと考える人も含まれる。文字数や記号の表記の制約の観点からは、ファン

サブ作成者はそれについて知っているかどうかも定かでなく、知っていたとしてもあえてその制約

に従っていないという場合も考えられる。尚、後で詳述するが、本研究においては、これらの 2 者の

プロフィールやインタビューなどに基づいて厳密に区別している訳ではなく、プロが行ったと思われ

る字幕翻訳プロダクトと、プロでない字幕作成者が付与したプロダクトをファンサブと見なして比較

を行った。 
 

3. 先行研究 
コーパスベース翻訳研究については、詳述するまでもなく、Baker（1993, 1995）や Olohan（2000）

によって確立された研究分野であり、その後、視聴覚翻訳の分野の研究においても援用されてき

た。Baños ら（2013）は、これまでの視聴覚翻訳のコーパスベース研究を振り返り、その有用性と可

能性について再考し、今後の研究の進展に向けて、視聴覚テクストの記号論的構造やマルチモー
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ダル性を考慮した、統合アプローチが必要であると述べている（Baños et al., 2013）。 
これまでのコーパスベースの視聴覚翻訳研究では、例えば Mattson（2009）は字幕翻訳において

“well, you know, I mean, and like”などの談話標識が、スウェーデン語字幕では、原文よりも高いバ

リエーションで訳されていることを確認した。Tirkkonen-Condit & Mäkisalo（2007）は、いわゆるユニ

ークアイテム 1 が省略されることが多いという仮説を、字幕翻訳のコーパスで検証し、翻訳テクスト

（translated text＝TT）では出現数が少ないとされていたユニークアイテムが、字幕翻訳では、翻訳

でない文章（non-translated text＝NT）よりも多く使用されていることを明らかにした。これらの結果は、

従来の翻訳の普遍的特徴（Translation Universals）が、視聴覚翻訳には当てはまらない可能性が

あることを示していた。 
このように、コーパスベースの AVT 研究は、ヨーロッパでは盛んで、おおむね、他ジャンルと比較

し、字幕翻訳の特異性をコーパス分析によって明らかにしている。また、プロの字幕とファンサブを

比較した事例も多数見られる。その場合の主題は、プロ字幕翻訳とファンサブの違いを示すこと。

その前提として、プロ字幕翻訳は「目標志向」「一般視聴者志向」「コミュニケーション重視」であり、

ファンサブの「起点志向」「作品ファン志向」「起点文化重視」であるという対比を示すことにある

（Wilcock, 2013 を参照）。 
例えば、Manchón（2013）は英語映画での罵り言葉（swearwords）の訳出に着目し、スペイン語に

翻訳された DVD の字幕とファンサブでは異なるのかどうかを分析した。ファンサブは原文志向であ

るという仮説通り、ファンサブにおいてプロ字幕より多く“Fuck”などの罵る言葉がそのまま訳出され

ていた。 
Koper（2017）は英語のドラマシリーズ Sherlock と Lie to Me で、ポーランド語に翻訳されたプロの

字幕とファンサブを比較し、ワード数、語彙の異なり数（type token ratio）、語彙の長さ、文の数、文

の長さ、字幕表示のタイミング、談話標識などオーソドックスなコーパスベース分析を施した。明ら

かな違いが見られたのはこのうち 2 つの指標で、1 点目は文の数がプロの方が少なかったこと、2 点

目は語彙の異なり数がプロの方が高かったことである。 
Wilcock（2013）は、フランス映画が英語字幕に翻訳される際、DVD（プロ）の字幕とファンサブが

どう異なるのかを分析し、プロの字幕の方が総じて文字数が少ないこと、語彙の異なり数が高いこと、

ディスコースマーカーがより少ないことを明らかにした。 
このように、コーパスベースの AVT 研究は、ヨーロッパ言語間でしばしば行われている。しかし、

日本語と英語のペアで字幕翻訳を対象とした研究は非常に少なく、そもそもコーパスベース研究

自体があまり行われていないという現状がある。 
Meldrum（2009）は、数少ない、英日ペアでのコーパス研究である。研究対象は、小説であり字幕

翻訳ではないが、非常にオーソドックスなコーパス分析手法を用いて TT と NT を比較し、TT の「翻

訳調」2 の特徴を調査した。例えば、TT に「彼女」という人称代名詞の使用頻度が高いことなどが示

された。 
今井（2019）は、日本語を対象にした AVT のコーパスベース研究である。プロ字幕翻訳者とアマ

チュア翻訳者（プロを目指す翻訳者）の字幕の違いを分析した。英日字幕翻訳コンテストのデータ

を使用して、文字数、文字種、リーダビリティ、翻訳ストラテジーの観点から比較、分析を行った。文
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字数の使用率で、プロとアマチュアに統計的有意な差が見られた。コンテストでは、文字数制限内

に収めることが条件として課せられていたので、アマチュア翻訳者も文字数制限を超過することは

なかった。しかしプロ字幕翻訳者がアマチュア翻訳者よりも少ない文字数で翻訳していたため、こ

のような結果になった。文字種に関しては、ひらがな、カタカナ、漢字の使用率を調査し、カタカナ

のみプロとアマチュアの間で有意な差が見られた。プロ翻訳者はカタカナを使用することで文にメリ

ハリを持たせ、視聴者が読みやすい字幕を心掛けているという考察がなされている。 
篠原（2013）は、コーパスサイズは小さいが、日本映画の海外向けローカライズにおいて、異文化

要素が英語字幕でどう翻訳されているのかを、Pedersen（2011）の翻訳ストラテジーで分析した。全

部で 7 つの翻訳ストラテジーは起点志向と目標志向に分類され、映画『おくりびと』（2008）では起

点志向の方略がより多く使用されていることが明らかとなった。しかし、方略別に見ると目標志向と

される「直接訳（Direct Translation）」の方略が一番多く取られていた。「直接訳」とは、起点テクスト

の意味的負荷から何も足されず、何も引かれない方略である（Pedersen, 2011）。したがって、『おく

りびと』の字幕は起点、目標どちらにもかたよらない翻訳であったと結論付けられた。 
しかし日本語と英語のペアで、プロの字幕とファンサブをコーパスベースの手法で分析した研究

は、筆者らの知る限りまだない。この点について分析をするのが本研究の目的となる。 
 

4. リサーチクエスチョン 
本研究では、上述の通り、プロの翻訳者が作成した字幕とファンサブの違いを比較する。前提とし

て、プロ字幕翻訳は規制や規範への準拠の度合いが強く、それに対しファンサブはその度合いが

弱いとする。それゆえに、プロ字幕翻訳は「目標志向」「一般視聴者志向」「コミュニケーション重視」

であり、ファンサブは「起点志向」「作品ファン志向」「起点文化重視」であると予想する。これをコー

パスで検証するために、具体的には、以下の 4 つの計測可能な指標を使用し分析を行う。 
 
1. 文字数制限（1 秒 4 文字、6 文字）の超過率 

まず、字幕翻訳の 大の特徴である「文字数制限」という規制に対する準拠の度合いをみる

ために、文字数制限の超過について調べる。プロ字幕翻訳は基本的に 1 秒 4 文字のルー

ルに従っているはずであるが、ファンサブは、そうではないと予想する。 
 

2. 文字種別使用率（ひらがな、カタカナ、漢字） 
「一般視聴者志向」の字幕翻訳をプロが実現しているのだとすれば、具体的な方略の 1 つと

して、熟練翻訳者はカタカナをある程度頻繁に使用することで、訳文にメリハリを持たせ、視

聴者が読みやすい字幕を作成しているという（今井, 2019）。であるとするならば、プロ字幕と

ファンサブの比較においても文字種別使用の差異が見られると予想するので、それを調べる。 
 

3. 三人称代名詞の訳出回数 
プロ翻訳者が「目標志向」で「コミュニケーション重視」であるのならば、ファンサブ作成者は

「起点志向」であり、そして翻訳者としてはアマチュアであるがゆえに「翻訳調」の訳出がされ
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ると考えるのも妥当であろう。そこで、リサーチクエスチョン 3 では、Meldrum（2009）の「彼」、

「彼女」の使用頻度の違いについても検証し、「翻訳調」の違いをプロ字幕とファンサブに対

して明らかにする。 
 

4. 異文化要素の翻訳方略 
後に、プロ字幕＝起点志向 vs. ファンサブ＝目標志向であるという大きなテーマを量的

に検証する。篠原（2013）の手法を援用して、それを調査する。 
 

尚、各指標の調査方法については、それぞれを説明するセクションにて詳述する。 
 
5. 研究対象データ 
研究に用いたデータは以下の通りである。まず、プロの字幕には Netflix の字幕を使用した。同社

サービスで提供される映画に付される字幕は、トライアル試験に合格した翻訳者が翻訳したもので

あり、プロ翻訳者として一定の水準を満たしている者と考えられるからである（花田 , personal 
communication, December 7, 2018）3。映画字幕やテレビ放送用字幕、DVD 字幕、また Netflix のよ

うなスマートテレビの字幕では、業界的な発注ルートも異なり、同じプロ字幕翻訳者とはいっても、

実力や品質、スタイルなどにばらつきがあるだろう。しかし今回は、ファンサブとの比較が目的であ

り、プロ字幕を定義することは目的でないため、Netflix の字幕を使用することは一定の妥当性があ

ると考える。 
他方で、ファンサブとしては先述通り、OpenSubtitles4 というオープンソースで字幕ファイルを提供

するサイトからダウンロードしたものを使用する。本論文では「ファンサブ」を以下の 2 点で広義に捉

える。まず、同サイト上の字幕の素性は、「プロの翻訳者が翻訳した字幕とは同定できない」というの

が正確な言い方であろうが、プロ字幕との比較分析をする目的においては妥当であると判断し選

択した。さらに、従来のファンサブは、一次流通者（未翻訳のビデオを用意する者）や翻訳者、校閲

者など複数の役割を持つ集団から構成されるグループを指していた（Diaz-Cintaz & Muñoz 
Sánchez, 2006）。しかし今となってはすべての工程を１人でも容易にこなすことができるため、

OpenSubtitles に含まれる字幕はファンサブグループによって行われたものではない可能性がある。 
また、OpenSubtitles には 1 つの作品に対して 2 つ以上の字幕ファイルがアップロードされている

場合がある。その場合はすべてダウンロードし、ファイルの中身を確認した。今回使用した 4 作品

においては、2 つ目のファイルの字幕が未完成の場合や内容が全く同じ場合だったので、実質選

択肢は 1 つであった。 
分析に使用する作品は、比較的 近のものを選んだ。次の 4 作品である。Inception（2010）、50 

First Dates（2004）、Fantastic Beasts: The crimes of the Grindelwald（2018）、JUMANJI: Welcome to 
the Jungle（2017）。著作権切れの作品を選んでしまうと、その字幕はプロ翻訳者が行ったものが

OpenSubtitles に含まれてしまう可能性があるので、年代的に過去 10 年以内となっている。また、

Netflix と OpenSubtitles の両方に作品が上がっているものでないと字幕ファイルを取得できないた

め、その点でもデータに含む作品が限られた。根強いファンがいそうな、例えばシリーズ物の作品
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などであれば、ファンサブの特徴をより観察できるかと考えたが、上記のような制限から、今回のデ

ータは以下の 4 作品に限られた。下表に作品のタイトル、年代、映画の時間、字幕の総数（いわゆ

るハコ数）を示す。 
 
 公開年 時間  

(h:mm) 
プロ字幕 ファンサブ 

字幕数 文字数 字幕数 文字数 
Inception 2010 2:28 1,610 16,183 1,419  22,789 

Fantastic Beast 2018 2:14 1,194 11,993 1,186  20,803 
50 first dates 2004 1:39 1,385 14,710 1,297  25,770 
JUMANJI 2017 1:59 1,525 15,620 1,638  18,857 

合計  5,714 58,506 5,540  88,219 
表 1 コーパスサイズ（日本語字幕） 

 
6. 文字数制限の超過率  
以上のデータを用いて、まずリサーチクエスチョン 1「文字数制限」という規制に対する準拠の度

合いをみる目的で、文字数制限の超過を調べる。繰り返しになるが、字幕翻訳が他の翻訳と異な

り、それ自体が特異なものであると特徴づけられている理由は、「1 秒 4 文字」という文字数制限で

あることに、誰も異論はないだろう。ということで、まず、この点について、プロ翻訳者とファンサブを

比較し、この文字数ルールにそれぞれが、どの程度準拠しているのかを分析する。 
先行研究のレビューでも見た通り、今井（2019）は、すでに現役で活躍している翻訳者（熟達者）

と、プロ翻訳者を目指し訓練中の翻訳者、正確には、プロ翻訳者になるための字幕翻訳コンテスト

に応募した字幕翻訳者（非熟達者）の字幕を比較した。文字数制限の超過に関しては、熟達者と

非熟達者の使用率で有意な違いが見られた。ただし、コンテストの規定で文字数制限を超過すれ

ば失格と定められていたため、両者とも文字数制限内で字幕を作成していることは前提となってい

る。有意な違いが見られた理由は、熟達者が制限文字数よりも少ない文字数で字幕を作成してい

たからであった。 
しかし本研究で使用する字幕データの非熟達者の字幕に対応するのは、インターネットのオープ

ンソースから取得したファンサブであるため、異なる結果が予想される。 
尚、豊倉・山田（2017）によると文字数制限は、1 秒 4 文字でなく 6 文字まで拡張しても視聴者の

読みやすさに影響を与えないことが判明したため、以下の分析では 4 文字制限の場合の超過率に

加え 6 文字制限の場合の超過率も算出した。 
 

6.1 分析方法 
分析には VTT ファイルと srt ファイルの 2 種類の字幕ファイルのデータを使用した。プロの字幕

は、Netflix の字幕を Google Chrome のプラグイン機能 Tamper Monkey を使用しダウンロードした。

ファイルの形式は VTT である。OpenSubtitles からダウンロードするファンサブは srt 形式である。

下記に VTT 形式を例に、その内容を説明する。ファンサブの srt 形式も原理的には同じである。 
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図 1 VTT ファイル例 

 
上をみると、まず字幕番号が書かれている。この例の場合は「1」番目である。その後に、

“00:02:07.560” というのが表示開始時間を示し、hh : mm : ss : fff （時間数、分数、秒数、ミリ秒数）

の表示である。それに続く”- - >” の後が表示終了時間で、“00:02:09.696”となる。つまり、この字

幕は、映画中の 2 分 7 秒 565〜2 分 9 秒 696 まで表示されることになり、その情報が記されてい

る。その後に続く文字列（position: 50.00%, middle  align: middle  size: 80.00%  line: 84.67%）

は表示位置やフォントサイズを示している。この表示位置やフォントサイズの情報は分析の前に削

除している。そして、改行され次の行に、実際に表示される字幕がある。例の場合は「殺しにきた

のか」が、これに相当する。 
 

6.2 文字数制限超過の計算方法 
この字幕が文字数制限をオーバーしているのかを判断するには、各字幕の表示時間を計算し、

それに文字数制限の 4 文字、または 6 文字を掛けて許容文字数を求める。上の例で具体例を示

すと、「字幕 1」は 2 分 7 秒 565〜2 分 9 秒 696 まで表示されていたので、表示時間は「2.14 秒」と

なり、許容文字数は 1 秒 4 文字なら「2.14 秒 × 4 文字 = 8.56 文字」、6 文字なら「2.14 × 6 文字 = 
12.84 文字」となる。これに実際に使用されていた文字数を比較して、文字数制限内に収まってい

るのかどうかを確認する。同じく上の例でみると「殺しにきたのか」が実際の字幕であったのでその

文字数を数えると「7 文字」となり、1 秒 4 文字でも 6 文字でも、いずれの文字数制限も超過してい

ないと判断できる。 
 

6.3 Excel での計算 
分析は、VTT および srt ファイルを Excel に変換し、関数を利用して計算した。各映画の字幕数

はセルの数を参照し記録した。文字数制限を超過している字幕の決定について、 1. 文字数の決

定 2. その字幕で表示できる文字数の計算 の 2 点から説明しておく。字幕の文字数のカウントは、

ひらがな・カタカナ・漢字は 1 字を 1 文字として数えた。他に記号「―」「！」「？」や句読点（ファンサ

ブにのみ見られる）は、本来ならば字幕の文字数に含まないとされているが、今回は Excel での計

算の都合上 1 文字として数えている。半角の文字やスペースは 0.5 文字としてカウントした。全角文

字を 1 文字、半角文字を 0.5 文字として「字幕としての文字数」を算出した（L 列）。 
次に、「終了時間」（B 列）から「開始時間」（A 列）を引いた「表示時間」（F 列）に 4 をかけ、4 文字

制限の場合に表示可能な文字数を算出した(N 列)。6 文字制限の場合も同様に算出した。1. で計

算した「字幕としての文字数」が、2. で計算した表示可能文字数を超過しているかどうかを数式で

判断した結果が O 列である（制限文字数内におさまっていれば「OK」、超過していれば「OVER」）。

例えば、図 2 の Excel ファイル例の 2 行目であれば、終了時間 0:02:09.696（B 列）から開始時間

0:02:07.560（A 列）を引いて時間情報ではなく数値として表示した結果が 2.14（F 列）である。つま
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り、表示時間は 2.14 秒間である。2.14 秒に制限文字数の 4 をかけた結果が 8.56（N 列）である。字

幕としての文字数は、1 行目においてはすべて全角で 7 文字なので 7 となり（L 列）、制限文字数

の 8.56 文字以内に収まっているので O 列の表示は「OK」となっている。 
 

 

図 2 Excel ファイル例 

 

6.4 結果 
結果を示す。結果は、各映画の中で、文字数制限を超えた字幕数とその割合からみる。上述通り、

文字数制限を 4 文字と 6 文字の二通りで検証した。映画 Inception のプロ字幕を例に取り、計算方

法と図の見方を説明すると、下表から同映画の総字幕数は 1610 で、文字数制限 1 秒 4 文字の場

合、超過字幕数は 582 で、これは総字幕数の 36％にあたる。同様に、表 3 に示す 6 文字制限で

は、全体の 2％に収まることが分かる。それに対し同映画のファンサブでは 4 文字制限の場合は全

体の 67％、6 文字制限の場合は全体の 29％の字幕で文字数制限を超過している。 
このようにして分析をした結果、全体的に言えることとして、4 文字制限では、プロ字幕でさえも、

36%〜56％の超過字幕があることがわかる。これは、筆者らの直感的な予測を上回っているように

も感じる。というのも、今井（2019）の研究によれば、プロ翻訳者の字幕は 4 文字制限内にほとんど

収まっていたからである。しかしながら、花田（2018）によれば、プロであっても 2〜3 割の字幕で文

字数超過をする、ということであるので、プロ翻訳者の規範的にはギリギリ許容範囲内であるといっ

たところであろうか。しかし、ファンサブに至っては、 低でも 67%、 高で 85%の超過となる。この

結果からみると、ファンサブはもはや 4 文字制限というルールで字幕を行っていないと断言できる

結果である。 
これに対して、6 文字制限で見てみるとプロは超過字幕率 2～9％の間に収めているのに対しファ

ンサブでは 低でも 29％、 高で 57％分の字幕において文字数制限を超過している。プロ翻訳

者は、1 秒 6 文字以内にはおおむね文字数を収めようとしていることが伺えるが、ファンサブは、も

はや 6 文字制限のルールにも従っているとは言い難いだろう。 
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4 文字制限 
  プロ字幕 ファンサブ 

  総字幕

数 
超過 

字幕数 割合 総字幕数
超過 

字幕数 割合 

Inception 1,610  582 36% 1,419 957  67% 
Fantastic Beasts 1,194  425 36% 1,186 987  83% 

50 first dates 1,385  645 47% 1,297 1,106  85% 
JUMANJI   1,525  856 56% 1,638 1,162  71% 
合計（平均） 5,708  2,505 44% 5,540 4,212  76% 

表 2  4 文字制限超過字幕率（4 文字制限を超過した字幕の数 / 総字幕数） 

 
6 文字制限 

  プロ字幕 ファンサブ 

  字幕数 超過 
字幕数 割合 字幕数 超過 

字幕数 割合 

Inception 1610 33 2% 1419 410 29% 
Fantastic Beasts 1188 55 5% 1186 627 53% 

50 first dates 1385 44 3% 1297 742 57% 
JUMANJI  1525 143 9% 1638 498 30% 
合計(平均) 5708 275 5% 5540 2277 41% 

表 3  6 文字制限超過字幕率（6 文字制限を超過した字幕の数 / 総字幕数） 

 
6.5 統計の検定結果 
6.5.1 制限超過字幕率 
文字数制限超過字幕率に対してマン・ホイットニーの U 検定をおこなった結果、プロ字幕の文字

数制限超過字幕率とファンサブの文字数制限超過字幕率には有意な違いがないとはいえないこと

が明らかとなった(U < .001、p < .05、r = .82)。つまり、プロ字幕の方がファンサブよりも文字数制限

を超過している字幕数は有意に少ないという結果となった。すなわち、同じ映画に使用する文字数

制限超過字幕率の観点からは、プロとファンサブの間には、れっきとした差があることが確認された。 
 

6.5.2 字幕（ハコ）ごとの文字数使用率 
上記の節では各字幕（各ハコ）が文字数制限を超えていたのかどうか（超えたのか・超えていない

のかの 2 択）の判断をして、超過した字幕が全字幕のうち何％を占めるのかを計測した。本節では、

もうすこし、詳細を明らかにすべく、その各字幕（ハコ）においてどの程度制限を破っていたかを計

測する。つまり、文字数制限に対して何文字超過したのか（もしくは何文字余らせたのか）を調べた。 
具体的には、表 4 で示すように、文字数制限と実際使用された文字数が一致した場合に数値（文

字数使用率）は 100％となり、超過すれば 100％より大きく、制限内に収められていれば 100％未満

となる。下表の例を見ると、1 行目の字幕「殺しに来たのか」の表示時間は 2.14 秒間で表示可能文

字数は 8.56 文字である。この 8.56 文字という文字数制限に対し、実際に使用された文字数は 7 文

字なので、8.56 文字（文字数制限）マイナス 7 文字（実際に使用された文字数）= 1.56 文字が使用

されずに余ったことになる。これを割合で示すと、実際に使用された 7 文字を文字数制限の 8.56 で

割って、該当の字幕の文字数使用率は 82％となる。20 行目は文字数制限を超過した例で、表示

時間 1.27 秒なので表示可能文字数は 5.08 文字であるのに対し、6 文字使用しているので文字数
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使用率は 118%となる。 
 

 表示時間(秒) 字幕 字幕としての

文字数 *4 
文字数/制限 

（文字数使用率）

1 2.14 殺しに来たのか 7 8.56 82% 
2 1.97 これを— 3.5 7.88 44% 
3 5.01 遠い昔に見たことがある 11 20.04 55% 

18 3.6 
サイトーさん 

10.5 14.4 73% 
鍛えれば— 

19 2.34 潜在意識は守れる 8 9.36 85% 
20 1.27 どうやって？ 6 5.08 118% 

表 4 文字数使用率の計算例 

 

このようにして調べた文字数使用率は、全体としては以下のような結果となった。プロ字幕の

Inception を例に、表の見方を説明する。同映画の総字幕数は 1610、各字幕で算出した文字数使

用率の平均が 93％、標準偏差が 0.25 である。 
以上のようにして他の映画の結果も見ると、プロ字幕では 4 文字制限の場合に 100％前後に文字

数がおさまっていることが分かった。ここで面白いのは、実は 4 文字制限を映画全体でみると、ほ

ぼ、100%に収まっているということでもある。6 文字制限にすると、全体では、文字数の 7 割弱しか

文字数を使っていないことになる。これは別の言い方をすれば、プロは 1 秒 4 文字プラス 2 文字（6
文字）には収めようとしている。そして、プロ字幕翻訳者は字幕によっては 4 文字制限を超えてしま

うところがあったとしても、映画全体として視聴者に読ませる文字数は制限内に収まるように調整し

ているようにも窺える。 
 
一方で、ファンサブでは 4 文字制限では、すべての映画で文字数使用率平均が 100％を超過し

ており、6 文字制限まで緩和すると制限内に収まるものもあれば超過しているものもあった。 
 

 4 文字 
 プロ字幕 ファンサブ 

 度数： 
字幕数 平均値 標準偏差

度数： 
字幕数 平均値 標準偏差

Inception 1610 93% 0.25 1419 128% 0.55 
Fantastic Beasts 1194 97% 0.43 1186 165% 0.67 

50 first dates 1385 101% 0.23 1297 166% 0.64 
JUMANJI 1525 110% 0.47 1638 130% 0.51 
表 5 4 文字制限の場合の文字数使用率平均（字幕としての文字数 /制限文字数の平均） 

 
 
 
 



 
MITIS Journal                                                                          

 
11 

 

 
 6 文字 
 プロ字幕 ファンサブ 

 度数: 
字幕数 平均値 標準偏差

度数: 
字幕数 平均値 標準偏差

Inception 1610 62% 0.17 1419 84% 0.36 
Fantastic Beasts 1194 65% 0.22 1186 110% 0.45 

50 first dates 1385 67% 0.15 1297 111% 0.43 
JUMANJI 1525 73% 0.31 1638 87% 0.34 

 

表 6 6 文字制限の場合の文字数使用率平均（字幕としての文字数 /制限文字数の平均） 

 
各字幕（各ハコ）の制限文字数に対する文字数使用率にたいしては、t 検定をおこなった。検定の

結果、プロ字幕とファンサブの間に有意な違いがないとは言えないことが明らかとなった(4 文字の

場合: t [11252] = 47.912、p < .001、r = .41 、6 文字の場合: t [11252] = 47.616、p < .001、r = .41)。
つまり、文字数制限に対する文字数使用率はファンサブの方がプロよりも有意に高いということであ

る。また、標準偏差を見ると、プロ字幕に比べファンサブはバラツキが大きいこともわかる。この結果

から、ファンサブの中には、プロ字幕に少し近いような制限超過でおさめているものもあれば、制限

を大幅に超過しているものもあることが明らかとなった。1 本の映画の中でも、標準偏差が大きいこ

とから、一定の基準に従っているとは言い難い結果が数値に表れたと言える。 
 

6.6 文字数制限超過のまとめ 
プロ字幕とファンサブの比較でみると、4 文字制限では、プロでも 3 割〜4 割強の字幕で文字数

制限を超過しているが、6 文字制限にすると 1 割以下ほどしか超えない。ファンサブの場合は、4 文

字制限では 6 割〜8 割の字幕で超過してしまい、6 文字制限にしても 3 割〜5 割が超えてしまう。

では各字幕でどれほど文字数を使用していたかをみると、プロ字幕は 4 文字制限でほぼ、100%に

収まる。ファンサブは 6 文字制限でみると、おおむね 100%に近いともいえる値となる。 
超過字幕率、各字幕に使われる文字数分布の両方に統計的な有意差も確認されたことから、文

字数制限をどれだけ遵守できるかは、両者を分ける決定要素となった。また、文字数の分布の標

準偏差からも見てとれるように、ファンサブは、字幕毎に使用している文字数のバラツキが多いこと

も確認できた。ということから、まとめると、以下となる。 
 
 プロ翻訳者は、1 秒 4 文字プラス・マイナス 2 文字（6 文字）に納め、また字幕毎に許された文

字数制限に対して、実際に使用する文字数のバラツキも少ない。 
 ファンサブは、1 秒 6 文字でも収まるか微妙で、バラツキが非常に大きい。 
 
このことから、リサーチクエスチョン 1 の字幕翻訳の 大の特徴である「文字数制限」という規制に

対する準拠の度合いとの関連からは、プロ字幕翻訳は安定的に文字数制限ルールに従っている

が、ファンサブは、そうではないということが確認できた。 
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7. 文字種別使用率（ひらがな、カタカナ、漢字） 
リサーチクエスチョン 2 では、プロ字幕翻訳者が、「一般視聴者志向」の字幕翻訳を実現している

ことを調べるために、その具体的な方略の 1 つとして、字幕でのひらがなやカタカナなどの文字種

の使い分けに特徴が見られると仮定した。今井（2019）によれば、熟達者が非熟達者よりもカタカナ

を有意に多く使用していることが明らかとなった。調査によると、字幕の視聴者にとっては、カタカナ

を効果的に使った字幕は「場面のイメージがわきやすい」「短文で読みやすい」ということである（今

井, 2019）。例文で示すと、プロ翻訳者は、「髪は上げて」とせずに「髪をアップにして」のようにカタ

カナを使用し、文字種の視認性を高め、メリハリをつけるわけである。本研究でも、プロの字幕とファ

ンサブの間に同じような差が見られると考えて調べた。 
 

7.1 分析方法と結果 
ひらがな、カタカナ、漢字、それぞれの出現数を数えるために文字数カウンタ 5 を使用した。下記

に結果の表を示す。 
 

 プロ字幕 ファンサブ 

  ひら 
がな 

カタ 
カナ 漢字 合計 ひら 

がな 
カタ 
カナ 漢字 合計 

Inception 7,838  1,201  3,997 13,036 12,388 1,663 4,860  18,911 
Fantastic 
Beasts 4,991  1,759  2,707 9,457 9,547 2,281 3,949  15,777 

50 first dates 6,206  1,899  3,163 11,268 13,066 2,808 4,207  20,081 
JUMANJI 6,828  2,344  2,880 12,052 8,624 2,492 3,442  14,558 

合計 25,863  7,203  12,747 45,813 43,625 9,244 16,458  69,327 
表 7 文字種別使用の実数 

 

 プロ字幕 ファンサブ 
ひらがな カタカナ 漢字 ひらがな カタカナ 漢字 

Inception 60% 9% 31% 66% 9% 26%
Fantastic Beasts 53% 19% 29% 61% 14% 25%

50 first dates 55% 17% 28% 65% 14% 21%
JUMANJI 57% 19% 24% 63% 13% 24%

表 8 文字種別使用率―ある文字種の出現回数 / 3 種の文字数合計 

 
文字数を数えた結果が表 7 の文字種別使用の実数であり、それを 3 種の文字数の合計で割った

数値が表 8 の文字種別使用率である。例を挙げてみると、Inception において、表 7 の文字種別使

用の実数では、プロ字幕で、ひらがな 7838 文字、カタカナ 1201 文字、漢字 3997 文字が使用され

ており、その三種の合計が 13036 文字になる。この場合、ひらがなは全文字数のうち 60％、カタカ

ナは 9％、漢字は 31％にあたる（表 8 文字種別使用率）。 
全体として、一番下の行に示された合計の欄を見ると、プロ字幕、ファンサブ問わず、ひらがな、

漢字、カタカナの順に使用されている回数が多いことがわかる。また、ひらがなの使用率はファンサ

ブよりもプロ字幕の方が小さく、カタカナの使用率はプロ字幕の方が大きい。 
ちなみに、この各文字種の使用率においてマン・ホイットニーの U 検定をおこなった。先述したよ
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うに、ひらがなの使用率は、プロ字幕（平均ランク = 2.75)とファンサブ（平均ランク = 6.25）の間で

有意差がある結果となった（U = 1.00、p < .05、r = .72）。つまり、ファンサブ作成者の方がプロの字

幕翻訳者よりもひらがなを有意に多く使用しているといえるのだが、カタカナの使用率は、プロ字幕

（平均ランク = 5.50）とファンサブ（平均ランク = 3.50）の間で有意な違いがあるとはいえないことが

明らかとなった（U = 4.00、p = ns、r = .41）。漢字の使用率も、プロ字幕（平均ランク = 6.00）とファン

サブ（平均ランク = 3.00）の間で有意な違いがあるとはいえない（U = 2.00、p = ns、r = .26）。 
 

7.2 文字種別使用のまとめ 
まとめると、全体としては文字種の使用頻度について、プロとファンサブの間で違いが観察された

ため、一見、今井（2019）の結果をなぞるものではあったが、統計的有意差が見られたのはひらが

なの使用率だけで、カタカナと漢字の使用率には有意差が見られなかった。つまり、文字種の使用

率の違いは、これら 2 者の違いを決定づける要素にはならないということである。この理由は、現時

点では憶測の域を脱しないものの、ファンサブのカタカナの使用率が「起点重視」による訳出のた

めに頻繁に使用されている事が関係しているのではないかと思われる。例えば、ファンサブでは、

人名や固有名詞などを、カタカナで音訳する手法が多用されているのではないかという推測である。

だが、いずれにしても、このためには質的分析を行う必要がある。これについては 9 章でも若干触

れる。 
 

8. 三人称代名詞使用率 
リサーチクエスチョン 3 で、プロ字幕翻訳者が「目標志向」で「コミュニケーション重視」であるのな

らば、ファンサブは「起点志向」であり、そしてアマチュアであるがゆえに「翻訳調」の訳出がされると

考えられると述べた。そこで、Meldrum（2009）の「彼」、「彼女」の使用頻度の違いについて検証し、

「翻訳調」の違いをプロとファンサブに対して明らかにする。しかし、字幕翻訳においては文字数制

限により、主語として使用される三人称代名詞は省略されやすいことが予想される。特にプロ字幕

翻訳ではそのように対処されるだろう。一方で、文字数制限を強く意識しない、それでいて起点文

化志向のファンサブにおいては、三人称代名詞は訳出されやすいかもしれない。いずれにせよ、

三人称代名詞の使用率もプロ字幕とファンサブの差別化を図る指標となりうるのではないかと考え、

比較を試みた。 
 

8.1 分析方法と結果 
三人称代名詞の使用が見られた字幕数を表 9 に示す。なお、1 つの字幕内（1 枚の字幕内）で三

人称代名詞が 2 回以上登場した場合も 1 として数えているが、そもそも 1 つの字幕に三人称代名

詞が 2 つ以上入るケースがほとんど見られない（該当箇所のうち 1％未満である）ため、結果にさほ

ど影響は及ぼしていないと考えられる。Inception のプロ字幕の場合、総字幕数 1610 に対して「彼」

が使用された字幕数が 30、「彼女」が 8、「彼ら」が 3 である。総字幕数 1610 のうち 30 の字幕で使

用された「彼」の使用率は 2％となり、表 10 三人称代名詞使用率の Inception プロ字幕の部分に示

している。 
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結果は、三人称代名詞の使用率は、プロ字幕、ファンサブ問わずほとんどが 5%以下であった。

「彼ら」に関しては、総字幕数 1300～1500 のうち数回しか使用されていなかったため、割合を算出

すると 1%未満となった。Fantastic Beasts のファンサブの「彼」使用率のみ 18％とかなり高くなって

いる（原因については註 6 参照）。 
また、表 10 三人称代名詞使用率で示した結果の「彼」「彼女」使用率に対してマン・ホイットニー

の U 検定をおこなった結果、どちらにおいてもプロ字幕とファンサブの間に有意な差はあるとはい

えないことが明らかとなった（表 11 三人称代名詞検定結果参照）。なお、「彼ら」に関してはプロ字

幕、ファンサブともに使用率がほとんど 0％となったため、検定は行っていない。 
 

  プロ字幕 ファンサブ 
  彼 彼女 彼ら 字幕数 彼 彼女 彼ら 字幕数

Inception 30  8 3 1610 61 14  0  1,419 
Fantastic Beasts 33  3 0 1,195 210 64  0  1,190 

50 first dates 36  24 0 1,386 52 38  0  1,297 
JUMANJI 21  7 0 1,526 30 16  0  1,638 

合計 120  42 3 5,718 61 14  0  5,544 
表 9 三人称代名詞使用の実態 

 
 

プロ字幕 ファンサブ 
  彼 彼女 彼ら 彼 彼女 彼ら 

Inception 2% 0% 0% 4% 1% 0%
Fantastic Beasts 3% 0% 0% 18% 5% 0%

50 first dates 3% 2% 0% 4% 3% 0%
JUMANJI 1% 0% 0% 2% 1% 0%

合計の平均 2% 1% 0% 2% 0% 0%
表 10 三人称代名詞使用率（三人称代名詞が含まれる字幕の数 / 総字幕数） 

 
 平均ランク 検定統計量 

彼 PRO = 3.25 FAN = 5.75 U = 3.00、p = ns、r = .51 
彼女 PRO = 3.00 FAN = 6.00 U = 2.00、p = ns、r = .61 

表 11 三人称代名詞検定結果 

 

8.2 三人称代名詞使用率のまとめ 
以上、ファンサブにおける「翻訳調」の調査を行ったが、三人称代名詞の使用率には統計的有意

差がみられず、この指標では、我々の仮説を立証することはできなかった。字幕翻訳においては、

文字数制限の制約により、主語として使用される三人称代名詞は省略されやすいということが、プ

ロ字幕とファンサブの両方に言えるのかもしれない。 
 

9. 翻訳方略から見た検証方法と結果 
本節では 後のリサーチクエスチョン 4 を検証する。プロ字幕翻訳＝起点志向 vs. ファンサブ＝

目標志向であるという仮説を、篠原（2013）の手法を援用して調査する。篠原（2013）では映画『おく



 
MITIS Journal                                                                          

 
15 

 

りびと』における異文化要素の翻訳方略について分析がなされている。7 種類の翻訳方略

（Pedersen, 2011）のうち、目標志向の方略が若干多く取られていたことから、『おくりびと』の字幕は

目標志向といえる可能性を示した。しかしながら、個別に見ると一番多く取られた方略は起点志向

に分類される「直接訳」であり、起点志向、目標志向どちらにも偏らない訳出になっていることが示

された。 
篠原（2013）で分析対象とされた字幕は本研究でいうところのプロ字幕である。今回比較するファ

ンサブには、プロ字幕のような厳しい文字数制限がないため、例えば原文に出てきた名詞を上位

語に置き換えたり、一般化したりせず、そのままカタカナで訳出することができる。例えば映画

JUMANJI: Welcome to the Jungle では、“dance fighting” はプロ字幕で「ダンス武術」と訳されてお

り、ファンサブでは「ダンスファイティング」と訳されていた。また、ファンサブは作品のファンが、他の

ファンに作品を広める目的で作成した字幕である可能性を考えれば、原作品の情報が抜け落ちな

いよう訳出していることが予想される。このような点から、ファンサブはプロ字幕に比べて起点志向

の翻訳方略を多く取っているのではないかという仮説が立てられる。 
異文化要素の翻訳方略を分析するにあたり、JUMANJI: Welcome to the Jungle の字幕を選んだ。

同映画の内容は、4 人の高校生がテレビゲームの世界に吸い込まれ、現実世界に戻るため切磋琢

磨しゲームのクリアを目指すというものである。分析対象に選んだ理由は文字数制限超過率、文字

種使用率などの統計結果で、プロ字幕とファンサブの間に他の映画ほど大きな差がなかったため

である。数値を見ただけでは明らかとならなかった部分を、翻訳方略という観点から観察し、記述し

たいと考えた。 
 

9.1 異文化要素 
篠原（2013）は日本映画『おくりびと』の字幕を考察するにあたり、その対象となる異文化要素の抽

出を Pedersen（2011）に従って行った。要素には例えば長さや量などを示す度量衡、人名や地名な

どの固有名詞などがあり、全部で 12 種類ある。本分析においてもこの具体的かつ多様な異文化要

素の 12 分類を使用し異文化要素の同定を行った（異文化要素の同定結果は註 7 を参照）。 
 
9.2 翻訳方略への分類 
上で抽出した異文化要素を、Pedersen（2011）に従って分類を行う。ただし、本分析は、プロ字幕と

ファンサブを「目標寄り」か「起点寄り」か、という観点から記述することであるため、Pedersen（2011）

の「直接訳」という項目では不都合が生じる。例えば、“bazaar”という原文の単語が、目標言語の日

本語で「市場」と訳されても、「バザール」と訳されても、その区別ができない。ファンサブにおいて

は起点志向の訳が多くみられることを考慮すると、「バザール」のような音訳（カタカナ訳）が多く観

察されると考える。したがって、本分析においては Pedersen（2011）の分類を一部修正し、「直接訳

（英）」と「直接訳（日）」というように、「直接訳」の項目を 2 つに細分化した。「直接訳（英）」には、英

単語のカタカナ訳、例えば、“bazaar” を「バザール」と訳出していた場合をこちらに分類し、「直接

訳（日）」には“bazaar” を「市場」と訳出した場合を分類した。かくして、本研究における翻訳方略の

分類は以下の通りとなる。 
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テレビ字幕における異文化要素の方略分類 下位カテゴリ 

省略（Omission）：異文化要素の削除 

置換（Substitution）：文化の置き換え 文化的置換、 
状況的置換 

一般化（Generalization）：一般的な語彙への言い換え 上位語、言い換え 

直接訳（英）（Direct Translation）：語義借用とシフトを含む 語義借用、シフト 

直接訳（日）（Direct Translation）：語義借用とシフトを含む 語義借用、シフト 

詳述（Specification）：ST 項目の説明 付加、完成 

保持（Retention）：TT における ST 要素の維持 完全化、目標言語用に調整 

公的等価（ready-made solution）：度量衡換算も含む  

表 12 本研究における翻訳方略の分類 

 

上記の分類にしたがって見つけた 126 要素（68 種類の語）について、筆者のひとりが翻訳方略の

同定を行った。同定方法の信頼性を確かめるため筆者らが所属する研究科の学生 1 名に協力を

仰ぎ、上のカテゴリ付与を行ってもらいカッパ値を求めた。各方略において 低 25%の要素（n = 56）

をランダムに抽出し、事前に分類方法について口頭で説明をした。結果、k = .625 という実質的に

一致しているとみなされるカッパ係数が確認された。 
 
9.3 結果 

Pedersen（2011）は起点言語が保持された度合いによって各方略を起点志向と目標志向に分類し

ている。「保持」「詳述」「直接訳」は起点志向の方略、「一般化」「置換」「省略」は目標志向の方略

とされる。「公的等価」はどちらにも分類されない。以上を考慮し結果を表に示す。 
 

  目標志向 起点志向   

  省略 置換 一般化
直接訳

（英） 
直接訳

（日） 詳述 保持 公的 
等価 

プロ字幕 7 9 11 13 16 7 1 9 
 計 27 計 37  

ファンサブ 4 6 3 30 17 5 2 7 
 計 13 計 54  

表 13 方略分析結果 

 

プロ字幕で目標志向の方略が取られたのは合計 27 回、起点志向の方略が取られたのは合計 37
回である。対するファンサブで目標志向の方略は 13 回、起点志向の方略は 54 回取られている。

27:37 と 13:54 を比較すると、仮説通りファンサブの方が起点志向の方略をかなり大きい比重で使

用していることがわかる。ファンサブはプロ字幕に比べ起点志向の翻訳と言うことができるだろう。 
また、「直接訳（英）」の方略が取られた回数を参照するとプロ字幕では 13 回、ファンサブでは 30

回である。これも仮説通り、ファンサブでは英単語をカタカナで訳出する音訳の方略が頻繁に取ら
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れたという結果を示している。 
ところで本分析では「直接訳（英）」の方略が取られた回数がファンサブにおいてこれほどプロ字

幕を上回ったにもかかわらず、カタカナの使用率は統計的に有意な差がないという結果となった（7
章を参照）。この違いは、本分析の結果を加味すると、プロ字幕とファンサブのカタカナの使い方の

違いによって説明できる。 
プロ字幕翻訳者は、カタカナを有効的に使用し、文にメリハリを持たせるために多用する。下表は

JUMANJI の字幕の例で、インスタグラムにセルフィーを投稿しようとしている女子高生が映されて

いるシーンに付されたものである。2 つ目の例の原文はセリフではなくインスタグラムのキャプション

の字幕となっている。プロ字幕では「カワイく」、「ニガテ」、「ナシ」などがカタカナで表記されている。

一方、ファンサブでは同シーンでまったくカタカナが使われていない。表のプロ字幕のようなカタカ

ナ使用例はファンサブにはほとんど見られず、ファンサブでカタカナが使用されるのは上で見た

「直接訳（英）」のような、固有名詞のカタカナ訳の場合である。ゆえに、プロ字幕、ファンサブにお

いてカタカナの使用率にはさほど差はないが、使用している場面と方略が異なることが明らかとな

った。 
 

  原文 プロ字幕 ファンサブ 

1 Okay. 
That’s cute, right? カワイく撮れたかな？ いい感じ…かな？ 

    

2 
Just rolled out of bed. Ugh 
Mornings.  
#nofilter #lovemylife 

〝寝起きの私 朝はニガテ 
＃加工ナシ〞 寝起き・・・なの 

表 14 プロ字幕特有のカタカナ使用例 

 
10. まとめ 

以上プロ字幕翻訳とファンサブの違いを、コーパスベース研究の手法を用いて言語学的な特徴

および異文化要素の翻訳方略という観点から分析した。本節では今一度、リサーチクエスチョンを

振り返る形で本稿のまとめを述べる。 
まず、リサーチクエスチョン１では、文字数制限（1 秒 4 文字、6 文字）の超過率を調査した。字幕

翻訳の 大の特徴である「文字数制限」という規制に対する準拠の度合いをみるために、文字数

制限の超過について調べた。我々の予想としては、プロ字幕翻訳は基本的に 1 秒 4 文字のルー

ルに従っているはずであるが、ファンサブはそうではないと考えた。結果は予想通りで、プロ字幕と

ファンサブに統計学的有意差が見られた。文字数制限超過字幕率では、ファンサブはプロ字幕に

比べ文字数制限を超過する頻度が高く、超過した字幕あたりの文字数使用率も大きい。また、プロ

字幕は 1 秒 4 文字のルールに従っていると言えるが、ファンサブでは一概にそうとは言えないので、

結果のバラツキが大きくなった。やはり、ファンサブには文字数制限の規定がないため、作成者は

制限にとらわれず自由に字幕を作成しているということを数字の結果も支持するものであった。 
リサーチクエスチョン 2 では、文字種別使用率（ひらがな、カタカナ、漢字）を調査した。プロ字幕

とファンサブの比較において、文字種別使用の差異が見られると予想した。文字種に関して、有意

な差があるという結果が出たのはひらがなのみである。カタカナについては上述通り、使用率に有
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意な差はないものの使用する場面が異なることが明らかとなっている。 
リサーチクエスチョン 3 は、三人称代名詞の訳出回数の調査を行った。プロ字幕翻訳者が「目標

志向」で「コミュニケーション重視」であるのならば、ファンサブは「起点志向」であり、そしてアマチュ

アであるがゆえに「翻訳調」の訳出がされるのではないかと予測し、人称代名詞の「彼」、「彼女」の

使用頻度の違いを検証した。結果は、これらの代名詞については、プロとファンサブの間に有意な

差異が見られなかった。そもそも字幕においては全体的に三人称代名詞使用率がたいへん低か

った。字幕翻訳においては主語が省略されやすく、これはプロ字幕、ファンサブどちらにおいても

見られる特徴であると言えるだろう。 
後のリサーチクエスチョン 4 は、異文化要素の翻訳方略についてである。プロ字幕翻訳＝起点

志向 vs. ファンサブ＝目標志向であるというテーマを量的に検証するために、これを調査した。改

訂版篠原（2013）の手法で分析を行い、異文化要素の翻訳方略においては、やはりファンサブは

起点志向の方略を多くとっていることが明らかとなった。 
本研究の目指すところは、プロの翻訳者が作成した字幕とファンサブの違いを比較することであっ

たわけであるが、その前提として、プロ字幕翻訳は規制や規範への準拠の度合いが強く、それに

対しファンサブはその度合いが弱い。ゆえに、プロ字幕翻訳は「目標志向」「一般視聴者志向」であ

り、ファンサブは「起点志向」「作品ファン志向」「起点文化重視」であると予想した。本研究の結果

は、その一部を明らかにすることができたのではないだろうか。少なくとも、字幕翻訳においてファ

ンサブは文字数制限という拘束から脱却しており、また限りなく起点文化重視であることが、本コー

パス分析で示されたといえよう。 
後に研究のさらなる精緻化を目指して、本研究の限界点を挙げておく。まずコーパスサイズと

映画ジャンルである。分析対象が 4 作品のみで、映画のジャンルも網羅できていないため、今後デ

ータを増やしていきたい。また、検証方法が限られていることも挙げられる。例えばファンサブでは

全体的にプロ字幕よりも字幕数（ハコ数）が少ない。ファンサブでは字幕を表示させる時間を定める

ハコ書き（Segmentation）の作業も自由に行うことができるので、ハコ書きの相違もプロ字幕とファン

サブの違いを明確に示すことのできる指標となり得る。表示時間の長さは文字数制限超過率に大

きく関連するので、その点でもハコ書きに関してさらなる調査が必要であると考える。 後に、今回

はすべての指標において数値化して分析したが、特に漢字の使用率などに関して、今後は質的な

分析も行い、プロ字幕とファンサブの違いをさらに解像度を上げて見ていきたい。 
.................................................................. 
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【註】 

1 ユニークアイテムとはある言語に特有の要素であり、翻訳する際にはしばしば省略される。特に、

目標言語側で特有の言い回しで、起点言語に必ずしも対応するとは限らない。そのため、NT にく

らべ、翻訳で出現するユニークアイテム数は少なくなるというのが、これまでの翻訳的普遍的特徴と

考えられていた（Chesterman, 2007）。 

2 「翻訳調」とは英語の表現がそのまま日本語になっているような独特の表現を指す。日本語への翻

訳であれば代名詞の過度な使用、借用語の使用、女言葉の使用などが挙げられる（Meldrum, 

2009）。 

3 2018 年関西大学外国語学部山田ゼミにてゲストスピーカーとしてプロ字幕翻訳者の花田達矢さん

を迎え、業界の話をうかがった。 

4 https://www.opensubtitles.org/ja 

5 http://attosoft.info/tools/character-counter/ 

6 Fantastic Beasts のみ「彼」の使用率が異常に高いが、OpenSubtitles からダウンロードした字幕に

は機械翻訳を使用した可能性があるような字幕も含まれており、Fantastic Beasts がそのひとつであ

った。明確に機械翻訳を使用したと言及されているわけでもないが、主語をほぼ毎字幕で訳出す

る、固有名詞の訳出が間違っている、など、機械翻訳によく見られる誤訳が多数見られた。以下に

その例を示す。なお、プロ字幕は翻訳者の手に渡る前にハコ書きが完了している場合が多いのに

対しファンサブ作成者は自由にハコ書きができることは先述の通りである。この表は実際のハコ書

きにしたがっており、筆者が内容を照らし合わせてアラインメントを取ったものである。 

 1、2 行目は 1 つのシーンから連続した字幕を取り出したものである。1 行目の“him” と、2 行目の

“He”は、同一人物である。プロ字幕では 1 行目のみ「彼」と訳出し、2 行目では省略している。それ

に対しファンサブでは 1 行目で「彼」と訳出したにもかかわらず 2 行目でもまた「彼」を訳出している。

Fantastic Beasts のファンサブではこのような事例が多くみられた。 

 
原文 プロ字幕 ファンサブ 

The boy with the Maledictus, 
what do you know about him? 彼のことを教えて マレディクス、 

彼について何か知っていますか？

He's looking for his mother. 母親を探してる 彼は母親を探している。 
表 15 Fantastic Beasts 三人称代名詞訳出例 1 



 
英日字幕翻訳のコーパスベース研究 

 
 

20 
 

 
Nearly destroyed 

by the woman who raised him. 育ての母に滅ぼされかけ― 破壊された女性によって 
彼は育てられた。 

Yet now he seeks 
the mother who bore him. 生みの母を探し求める それでも今、彼は母親を探して

る。 

表 16 Fantastic Beasts 三人称代名詞訳出例 2 

 
7 Pedersen（2011）に従い異文化要素を抽出した結果を以下に示す。分析対象となる要素は合計

126 語（異なり 68 語）であった。 

左から、分類項目、出現回数の合計、分類された単語の例、同じ単語をひとつと見なして計算した

「種類の数（異なり数）」を記している。例に関してはすべてを掲載したわけではない。例えば、「1. 

度量衡」の場合は、出現した回数の合計が 7 回（のべ数）、そのうち“feet” という距離の単位が 2

回、その他に“pound” という重さの単位がここに分類されている。例にはすべてを明記できていな

いが、他に 2 回以上出現した単語はなかった。したがって、出現回数合計の 7 から“feet” を 1 減

らし、種類の数は 6 となる、といった具合に表記している。固有名詞の項目には人名が 22 個分類

された。人名はプロ字幕、ファンサブで訳出方法が大きく変わることはなく、まとめておいてこの後

の分析に影響はしないと考えたので、今回は同じものとしてまとめた。 

 

  項目 出現 
回数計 

例 
（出現回数） 種類の数 

1 度量衡 7 feet (2), pound (1) 6 

2 固有名詞 33 人名 (22), EpiPen (1) 12 

3 職業上の役職

名 5 professor (1), coach (1) 5 

4 料理および酒類 6 Margarita (5) 1 

5 文学 0  0 

6 政府 0  0 

7 娯楽 30 Life (8), strength (5), 
bazaar (3) 10 

8 教育 3 seventh grade (2), 2 

9 スポーツ 5 Karate (1), T'ai chi (1) 5 

10 通貨 0  0 

11 技工物 9 Flight control rod (1),  
mesh plate (1) 6 

12 その他 27 dance fighting (1), Jaguar 
(1) 16 

  合計 126   68 

表 17 要素別結果 
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論文 

 

「順送り訳」の規範と模範 
同時通訳を模範とした教育論の試論 

 
 

岡村ゆうき・山田優 

（関西大学） 

 
This paper examines a ‘linear translation strategy’ or ‘junokuri yaku’ in the case of English-to-
Japanese translation. Junokuri yaku is a kind of translation strategy commonly used by simultaneous 
interpreters producing target texts in accordance with the word （chunk） order of the source texts. 
We propose a method to quantitatively represent the degree of linear translation with numeric value, 
by drawing on notions of ‘chunks,’ a type of unit of translation, and ‘cross value’ representing 
syntactic cross between the source and the target text. With the use of our proposed method, we 
compare three translational modes for the degree of linear translation; simultaneous interpreting, 
consecutive interpreting, and written translation. Result shows simultaneous interpreting is different, 
with statistical significance, from the rest of translational modes in terms of the degree of linear 
translation, for which approximately one cross is achieved regardless of the length of the segment or 
the number of chunks in a sentence. This means that simultaneous interpreters always seem to keep 
the cross value at around one. By employing this number to define linear translation strategy for 
pedagogical purposes, we also explore possibilities to apply the result of this study to translation 
training. 
 

1 はじめに  
「順送り訳」は、日本における通訳翻訳の実践、ならびにその研究（学）において、もっとも重要な

概念の 1 つである。それは、「直訳」と「意訳」という概念と同じくらい重要であろう。水野（2020）は、

日本における英語からの翻訳の規範は「直訳」と「意訳」とか、「起点言語重視」と 「目標言語重視」

というような極ではなく、むしろ「訳し上げ」と「順送り」の訳という二つの極をめぐって展開してきた

のではないかと喝破する（p. 19）。別の角度からいうと、我々がその訳を「直訳」だと認識するときに、

そう思ってしまう理由は何であったのかと考えてみると、それはまぎれもなく、その訳文が「順送りさ

れていない」からであり、訳し上げされていたからではないかと気付かされるのである。そのように

考えると、一般的な（外国語や翻訳）教育論において、「直訳」が悪者であるかのように扱われる事

実と接合するのである。つまり、その直訳を直訳たらしめている理由は、それが「順送り」されてい

ないからにほかならず、逆にいうなれば、「順送り」で訳せるようになることを学ぶことによって、直

訳からの脱却（スキルアップ）につながるわけである。そうすることで、印象論的な言い方にはなる

が、「順送り」を学ぶことで、直訳でない翻訳らしい訳出ができるようになると思われる。 
また、近年、TILT（Translation in Language Teaching）、外国語教育における翻訳の応用への関
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心が高まる中で、「英文和訳」と「翻訳」とをどのように区別するのかという問題に関しても「順送り」

は重要な役割を果たすと考えられる。「順送り訳」の方略訓練が、翻訳・語学教育において、よく用

いられているのがその証拠である。通訳では話し言葉を扱い、翻訳では書き言葉を扱う、というよう

に性質的な違いがあるにも関わらず、通訳、翻訳のどちらの訳出モードにおいても、「順送り」を考

慮して訳すように指導されることが増えてきている。例えば、田辺・光藤（2008）でも、順送りで訳す

コツを指南している。さらに、訳出に関わる場合だけでなく、英語教育においてもスラッシュリーデ

ィングという指導法が用いられ、英文を順送りで理解する練習がされている。このように順送りが

様々な指導に応用されるのは、通訳で発生する時間的制約への対処以外の効果 1 もあるからだ

ろう。 
このような教育的効果が漠然と期待される「順送り訳」ではあるが、実際にそれを実践すべく、前

から順に訳出しようと試みても、英語と日本語の統語的な違いも大きいため、具体的に何を意識し

操作して、どのくらいの順送りにすれば良いのか迷ってしまう。つまり順送りの詳細とその実態につ

いては、明示的に示されていないことが多い。多くの人は順送り訳に対し、それなりの共通認識を

抱いているようではあるが、他方でこれまでの研究や談話でも、具体的にどの言語要素をどのよう

な語順で訳せばよいのかまでは定めていない。この点については、水野（2019, 2020）などで、「順

送り」をめぐる歴史と具体的な「模範的 prescriptive」な操作に関して、包括的な整理を試みている

ので、そちらを参照してもらうこととする。 
本研究で扱う問題は、順送り訳の現状把握である。例えば、一般的には、同時通訳は、（書き言

葉の）翻訳に対して「順送り訳」がされていると信じられているが、果たしてそれがどのくらい行われ

ているのかは、はっきりとは分からない（量的な問題）。逐次通訳はどうだろう？翻訳よりも順送り訳

が多くなされているのかどうか、これもまた不明である。この問題は教育にも関わってくる。翻訳を

するときに、順送り訳が良いとなんとなく理解されていたとしても、では、「同時通訳くらいに順送り

をしてよいのか」と質問されると、これに対する答えの根拠となる情報がない。 
そこで本研究で試みるのは、順送り訳を数値的に測量し、これを表現することである。具体的に

は、訳出単位（チャンク）と交差量（クロス）という概念を用いて、順送り量を表現する方法の開発と

その結果を提示する。同時通訳（simultaneous interpreting）、逐次通訳（consecutive interpreting）、

翻訳（written translation）で、どの訳出モードが、どのくらい順送りをしているのかを数量的に比較

して示し、それを数値ベースにして、現在の訳出における「順送りの規範」を描き出す。そして、教

育的にも意味のあるような模範的（prescriptive）な順送り訳の事例をいくつか提示する。 
 

2 先行研究  

2.1 順送りの訳とは 

本節では、これまで議論されてきた順送り訳についての先行研究を見て、順送り訳についての大

まかな合意事項をまとめる。順送り訳について田辺（2007）は「プロの英日翻訳者の世界では、順

送りの訳は亀井（1994）、安西（1995）、中村（2001）などによって提唱され、翻訳界に広く及んでい

る」（p. 127）と述べている。しかし、水野（2019）によると、順送り訳が誕生したのは明治時代にまで

遡り、辰巳（1891ab）で初めて意識的な順送り訳が見られたという。辰巳（1891ab）は英語で先に述
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べられていることを日本語では後で訳出するというような訳出を防ぐために、英語の語順を逆行し

ない訳出方法を紹介しており、これが順送りの始まりであると水野（2019）は提示している。長い歴

史を持った方略でありながら、翻訳に浸透してきたのは田辺（2007）が指摘するように、およそ 25
年前からなのだろう。明治時代から用いられてきた方略でありながら現在に至るまで順送り訳の定

義や指南書は存在するが、先述通り、これらの多くは具体例を示すにとどまり、順送り訳を定式

化・定義化していない。しかし少数ながらそれを試みた文献もある。 
安西（1982）は、訳出の際には、「原文の思考の流れを乱すな」と述べている。また、松尾（1981）

は順送り訳を「文章を初めから順に理解しながら、文章の完結をまたずに訳を始めるという訳出の

方法」（p. 93）と表現している。水野（2015）では、原文の節や句の順序を守り、原文の語順に近い

形で訳出することだと述べられている。加えて、染谷（2012）は「英文をその語順に沿って頭から順

に訳出していくという方法」（p. 104）と定義している。同様に、遠山・松原（2003）は「話者発話の生

起順序にしたがって文頭から訳出を進める方略」（p. 14）と述べている。また、池内（2019）は「訳し

下ろし」という言葉を用いており、順送り訳について「可能な限り、文頭から訳し下ろす」ことだと表

現している。Mizuno（2016）は「linear translation」という用語を生み出し、チャンクの順番通り訳出

することだと説明している。このように、順送り訳とは、原文の語順ないしチャンク順に、極力、訳出

していくものであると再確認できる。 
 

2.2 定義のための語順とチャンク 

さて、上述の順送り訳を定義するにあたり重要になるのは、訳出の順番であるが（高橋ら, 2016）、

訳出が単語レベルで行われているわけではないことは自明であろう。つまり、訳の順番を考えるに

あたっては、Mizuno（2016）が言うように「チャンク」単位をベースとするのが妥当であり、本研究で

もその概念に依拠する。 
では、チャンクとはなにかといえば、それは複数の語を持つかたまりのことで、スラッシュリーディ

ングでよく用いられる言葉である。スラッシュリーディングとは、文にスラッシュを入れてチャンクを

作り、チャンクごとに読み進める読解方法であり、長文読解の際に指導されることが多い。また、通

訳訓練で用いられることも多く、石黒（2015）は順送りの情報処理の練習になると述べており、「ス

ラッシュ・リスニング」にもつながると主張している。「つまり、英語を音声で聞きながら、少しずつ区

切って止め、その部分を速やかに日本語に訳出していくという訓練」になるという。それによって、

リスニング中に順送りの情報処理と理解ができるようになる。特に同時通訳では必須のスキルで、

染谷（2012）では、発話を聞くのと同時に訳出をするために、同時通訳者は「発話を適切なユニッ

トごとに区切って処理している」と説明している。これを踏まえると、チャンクというかたまりは読解や

翻訳だけでなく、通訳の場合でも重要であることが理解できる。スラッシュの入れ方に絶対的な規

則はないようだが、染谷・増澤（2002）では、スラッシュは「意味のまとまり（sense unit）」ごとに入れ

ていくとしている。このことから、チャンクは「適切なユニット」であり「意味のまとまり」であると言える。 
 

2.3 チャンクと命題 

染谷（2012）は「適切なユニット」や「意味のまとまり」を「命題」と呼んでおり、「必要最低限の文要
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素を備えたもの」と説明している。具体的には、「何が（＝主題）、どうした（＝題述）」という要素が

揃っている場合に「命題」として切り分けることができる」（p. 103）。命題の構造は Fillmore（1968）

が示すように、述語と項を備えており、述語（項 1, 項 n）という形で表される。染谷（2012）の例を用

いて具体的に確認する。 
例 You must finish your homework / before going to bed. 
この例には命題が 2 つ含まれている。一つ目の命題は[You must finish your homework]である。

命題構造を表すと、FINISH （YOU, YOUR_HOMEWORK）となる。FINISH という動詞を中心に

必要な要素がカッコ内に入っている。この場合の要素は（主語, 目的語）という関係である。もう一

つの命題は[before going to bed]である。一見すると主題が無いように思えるが、主題の you が省

略されているだけなので、主題と題述の要素が含まれていると考えられる。そのため、本来の構造

的には、GO（YOU, TO_BED）となるが、主語が省略されているので、GO（φ（無し）, TO_BED）とな

る。したがって、この文の命題は 2 つということになる。 
染谷（2012）によると、命題構造は基底構造になり、その基底構造から訳を作り始めるという。つま

り、最小訳出単位は命題、すなわち、チャンクであると考えられる。以上のことから、本研究では訳

出単位として命題構造に基づくチャンクを扱うことを基本とし、順送り訳とは原文のチャンク順に対

応した訳出をすることだと基本的には定義する。しかしながら、実際に計量するにあたっては、チ

ャンク（区切り）を微調整する必要が出てくる。その詳細については、方法論のセクション（5 節）で

後述する。 
 

2.4 交差量について 

命題で区切られたチャンクを基本単位とし、訳出順序が順送り訳なのか（または逆送り訳なのか）

を数値で示すために、本研究では計測手法について、Carl et al.（2016）の CrossS という交差量の

計測方法を参考にして決定した。原文を基準にする CrossS と訳文を基準にする CrossT という値

があり、左から右に文を読み進めていく言語の交差を求める。また、Carl et al.（2016）では英語とス

ペイン語を対象としているので、チャンクではなく、単語を単位として、その語順の交差が求められ

ている。原文の単語の位置に対し、訳語がどれだけ移動したかを計算する。 
 

 
図 1 Cross の求め方（Carl et al., 2016: 27） 

 
また、CrossS の考え方を基に、Lacruz et al.（2018）では、CrossS を用いて英語と日本語の統語的
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距離を求めている。山田・長沼（2019）では、サイトラ（サイト・トランスレーション）のプロセスを実証

的に考察している。ここでは、上述したチャンクを訳出単位として、そのクロス値をみている。同研

究の具体的対象は、大学院生の英日サイトラのパフォーマンスの分析であり、その分析観点の一

つとして、順送り訳が扱われている。CrossS 絶対値は、後ろから訳出する逆送り訳に比べ、順送り

訳の方が小さい値を示した。大学院生のサイトラの数値に関しても、逆送り訳の値よりも小さくなり、

参加者全員が順送り訳をしているこ 数値として示された。これによって、順送り訳を数値的に

示すことが可能だと立証された。 
 
3 本研究の目的とリサーチクエスチョン  
以上、順送り訳の実態を計量化するための準備は整った。順送りとは、訳出単位（チャンク）に極

力従って訳出することである、とした上で、原文のチャンクに対応する訳文のチャンクが順序通り

に訳出されたかどうか、そうでなければ「交差」をするということである。この原理を用いて、量的に

順送りを考察するのが本研究の主目的である。 
で は 、 そ の 計 量 対 象 は 同 時 通 訳 （ simultaneous interpreting ） 、 逐 次 通 訳 （ consecutive 

interpreting）、翻訳（written translation）という三つの異なる訳出モードであり、どの訳出モードが、

どのくらい順送りをしているのかを比較する。 
通訳と翻訳には性質や制約の違いがあることから、それぞれに特徴的な方略があると思われる。

先述したように、日本の翻訳規範は、「訳し上げ」と「順送り」の訳という二つの極をめぐって展開し

てきたのではないかと想定され、とりわけ翻訳（written translation）については、近年、「訳し上げ」

の規範力が圧倒的に大きいと考えられる（水野, 2020, p. 19）。しかし、これは比較の問題でしかな

く、通訳（特に、同時通訳）では、訳出の同時性を保つために、「順送り」を訳出方略としている規

範が多くあると想像できる（Mizuno, 2016; 遠山・松原, 2003; 丁, 2010）。山田・長沼（2019）も同時

通訳で用いる順送りの方略が、サイトラ訓練で身につく可能性があると考えていることから、暗黙

的に同時通訳では順送り訳がなされていると想定している。このようにした上で、本研究のリサー

チクエスチョンを以下のように設定する。 
 
リサーチクエスチョン 
同時通訳（ simultaneous interpreting）、逐次通訳（ consecutive interpreting）、翻訳（ written 

translation）において、それぞれの訳出モードが、どのくらいの順送り訳を行っているのか？ 
 
当然のことながら、翻訳規範と通訳規範を考慮すると、順送りが多くされている（逆送りの割合が

少ない）順序は、翻訳＜逐次通訳＜同時通訳となると予測する。 
 
方法論 
チャンクと交差量という概念を用いて、上を「交差率」で数量的に示す。 
 
本稿では、数値化して比較する方法を採用する。この方法論自体が、本稿の 1 つの貢献となるこ
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とを願う。また、それによって示された結果から、できる限り、教育的ないし模範的（prescriptive）な

貢献をすることも本研究の狙いである。 
 
4 分析対象データ 
今回の研究で用いたデータは翻訳、同時通訳、逐次通訳のそれぞれ 1 つずつである。 
翻訳では、How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing（2007）とその邦

訳である高橋さきの訳『できる研究者の論文生産術：どうすれば「たくさん」書けるのか』（2015）を

用いた。原書は amazon.com の Medical Psychology Reference の売れ筋ランキングで第 2 位を記

録しており（2020 年 6 月 25 日現在）、人気の作品である。また、高橋さきの氏は、主に特許や科

学系書籍の翻訳に従事されており、数多くの翻訳作品を手がけている。多くの翻訳者や訓練者が

お手本にするような、翻訳者の代表的な存在である。そのため、本書を扱うことで、現代作品の高

い品質の翻訳を分析することが可能だと考える。本書の構成は、まえがきと 8 つの章からなる。本

研究では、原文を基準にして、373 文を対象とした。内訳は、まえがき 15 文と各章 45 文ずつ（は

じめ、中、終わりの 15 文）である。全文を対象にはできていないが、全体の傾向を反映できるよう

に全章からセグメントを抽出した。 
同時通訳と逐次通訳には、松下ら（2020 forthcoming）で構築されている通訳データベース

（JNPC コーパス）を使用した。そのため、どちらのデータも日本記者クラブが主催する会見である。

また、同会見では、サイマル・インターナショナルに所属するトップクラスの通訳者が通訳を担当し

ており、その質は担保されていると考える。今回対象とした箇所は、英語から日本語に通訳されて

いる箇所で、スピーチと質疑応答を含んでいる。スピーチと質疑応答では、事前に準備した原稿

を読んでいるかその場で考えて言葉を発しているかというように、発話の質が異なることが想像さ

れるが、本研究ではその点は考慮していない。 
どちらの会見のスピーカーもアメリカ人で英語母語話者である。それぞれの内容は次の通りであ

る。同時通訳は、米国エネルギー省副長官による原発についてのスピーチで、約 49 分に及ぶデ

ータである。サンプル数は 147 文である。逐次通訳は WFP（World Food Programme）事務局長に

よる世界の飢餓状態や食料・栄養の安全保障問題についてのスピーチである。約 57 分のデータ

で、サンプル数は 109 文である。 
 

5 分析方法 - 数値化の工程 
順送り訳を数値化するために、3 段階の処理をする。第 1 段階：文を区切る（チャンク化する）、第

2 段階：交差量を求める（クロス値を計算する）、 第 3 段階：交差率を求める（文中の交差量をチャ

ンク数で割る）。基本的な算出方法は、先行研究で述べた通り、Carl et al.（2016）の CrossS に依

拠する。しかし、Carl et al.（2016）で扱われている言語は英語とスペイン語などの欧州言語の組合

せを主な対象とすることから単語単位での交差を求めることが可能なのだが、本研究で扱う英語と

日本語は「統語構造が鏡面関係にある（山田ら, 2018, p. 736）」ため、山田・長沼（2019）でも行わ

れているようにチャンクを単位とせざるを得ず、修正を施す必要がある。以下で、各処理の詳細を

説明する。 
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5.1 第 1 段階：チャンク化の方法（文の区切り方） 

基本的には、チャンクを同定するためには、原文の単語のかたまりごとにスラッシュを入れて文を

分けていくわけだが、染谷・増澤（2002）では、自分の判断で独自にスラッシュを入れるとしており、

スラッシュの入れ方は個人の判断に委ねられてしまっている。本研究は、「命題」をその基本単位

としているが、計量化を目的とすることから、より具体的で簡潔かつ評価者間で安定的に実行でき

るルールを作る必要がある。そのために、長沼ら（2016）や水野（2019）を参考にして、以下の 4 つ

のルールを定めた。なお、このルールは原文（英語）を対象とする。原文のチャンクに対応する訳

文（日本語）のチャンクは、原文の意味に対応する箇所でチャンク化させている。 
 
チャンク化のルール（英文を区切るためのスラッシュを入れる場所） 
ルール①：節を導く接続詞、関係詞（主語を修飾する場合は除く）の前 

例 A：節を導く接続詞 
1 This is good advice / 2 because books can wriggle away from their authors. （p. 116） 
上の because 以下で主語（books）と述語（can wriggle）が含まれているため（命題の条件も満た

しているため）この because は節を導く接続詞と捉える。 
 

例 B：関係詞の前 
1 In that population, / 2 there is some subset of the hungry poor / 3 which are the most vulnerable.  
この場合、which の前にスラッシュを入れる。ただし、例 C のような文の主語にかかる関係詞の

前は除く。 
 

例 C 
1 People who are binge writing / 2 will feel pressured / 3 by the scheduled writers / 4 to make a 

schedule / 5 and stick to it. （pp. 56-57） 
上述したように、チャンク 1 の people と who の間にスラッシュを入れていないのは people が文

の主語であるからである。この関係詞（who）が主語（people）を修飾している。 
 
ルール②：to 不定詞、前置詞、動名詞の後に 3 語以上が続く場合 
ルール③：主語が 3 語以上で長い場合 
ルール④：コンマ（一語ずつの羅列は除く）、セミコロン、ハイフン等の記号の前後 
＊その他、同時通訳の場合、スピーカーが 0.3 秒以上のポーズを置いた箇所にもスラッシュを入

れている。田中ら（2006）ではチャンクの区切りは息継ぎにあると考えられている。 

 

次に、実例を用いて区切りルールがどのように当てはめられているかを説明する。各チャンクの

頭に置かれている数字はチャンク番号である。 
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原文 
1 When your book enters production, / 2 expect big packages / 3 of copyedited manuscript and 

page proofs / 4 from the production editor / 5 — your figurative bundle of joy / 6 will resemble a 
real bundle. （p. 124） 
訳文 
1 制作の段階に入ったら、 /4 編集者から /3 入稿用原稿や校正刷の /2 大きな包みが届くこ

とになる。 /5 紙の束が膨らむとともに、 /6 楽しみも膨らんでくるはずだ。（p. 148） 
 
手順は以下の通りである。 
• チャンク 1：文頭の[When your book enters production,]は節。 
• チャンク 2：ルール④が該当し、チャンク 1 の[production,]のコンマの後にスラッシ

ュを入れる。 
• チャンク 3：ルール②が該当し、of以下が[copyedited manuscript and page proofs]と 3

語以上続くので、前置詞 ofの前にスラッシュを入れる。 
• チャンク 4：ルール②が該当し、from以下が[the production editor]と 3語以上のため、

前置詞 fromの前にスラッシュを入れる。 
• チャンク 5：ルール④が該当し、[— your figurative bundle of joy]とハイフンが置かれ

ているため、ハイフンの前にスラッシュを入れる。 
• チャンク 6：ルール③が該当し、動詞[will resemble]の前に[your figurative bundle of joy]

とあり、それを主語とすると、3語以上あるためその後にスラッシュを入れる。 
 
 

5.2 交差量と交差率の求め方 

交差量の計算方法は、Carl et al.（2016）の CrossS と同様に、原文のチャンクの位置に基準を置

いて、訳文のチャンクの位置が原文のチャンクの位置に対して、右方向に移動したチャンクの数を

数えて算出する方法を用いる。以下で、例を示しながら詳しく説明する。 
 
例 1（交差量 0） 
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まず、原文をチャンクに区切るルールから確認しておく。上の文は 2 つのチャンクに分割される。

ルール③が該当し、チャンク 1 の[The joy of following a writing schedule]が文の主語で 3 語以上

であるため、その後にスラッシュを入れる。また、訳文のチャンクに関しては、[The joy of following 
a writing schedule]が訳文の「執筆スケジュールを守ると、」に対応していると考え、チャンク 1 にな

る。残りの[are many and obvious]には「よいことづくめなのは明らかだ」が対応していると考え、チャ

ンク 2 とした。 
それでは、チャンクが確定したので、次に、交差量を見る。ポイントは、原文と訳文のチャンクが

交差していないかどうかということになる。この例は、直感的にも自明なように、原文のチャンクの順

序通りに、訳文のチャンクも同じ順序で訳出されている。1→2 の順番である。つまり、チャンクが交

差することがないので、交差量は 0 になる。後の例で見ていくように、交差量は小さいほど、順送り

の度合いが高いことになる。この例は、あえて繰り返す必要もないと思われるが、交差量が 0 なの

で、究極の順送り訳であると言える。 
ここで交差率についても触れておく。交差量は文の長さ（チャンクの数）によって数値が一定の意

味を示さない（増えていく）と予想されるため、他の文や訳出モードとの比較目的のために、割合

で行う必要がある。そこで、上で数えた交差量をチャンク数で割り、それを交差率とする。この例の

場合では、交差量 0、チャンク数 2 で、0÷2 = 0、つまり交差率 0%となる。交差量と同様に、交差

率も数値が低いほど、順送りの度合いが高いことを示している。 
 
例 2（交差量 1） 

 
 
それでは、次の例を見る。まずチャンクに関しては、to 不定詞以下が[start a career in academic 

psychology]となり、3 語以上続いているため、ルール②が該当し、そこにスラッシュを入れチャンク

化させる。そして、そのチャンク 2 [to start a career in academic psychology]は、訳文の「心理学の

キャリアをアカデミズムの現場で開始するには」に対応しているので、訳文側で、それにチャンク 2
を付与する。原文のチャンク 1 の[It’s a hard time]には訳文の「難しい時代になっているということ

だ。」が対応していると考え、チャンク 1 とおく。 
では、交差量をみる。ほぼ、説明が不要だとは思うが、原文のチャンク 1 が、訳文で右方向に一

つ移動しているため、交差量が 1 になる。ちなみに、チャンク 1 の前に、チャンク 2 が訳出されて

いることにより、交差（クロス）が発生している。交差率については 1（交差量）÷2（チャンク数） = 
0.5、つまり交差率 50%となる。この文は短文であるため、これを順送りではない（逆送り）と判断す
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べきなのかどうかは直感的には難しい。しかしながら、計量手法を用いることで、交差率 50%と表

現できるために、少なくとも、この文は、先の例の交差率 0%よりは順送りの度合いが低い（逆送り

訳の度合いが高い）と見做すことができる。また、このようにしておくことで、数値から順送り訳を定

義することも可能である。仮定の話ではあるが、交差量 50%までは順送り訳と見做すと判断するこ

ともできるということである。 
 
例 3 と 4（特殊ケース） 
上の例以外に、特殊な求め方をする場合が 2 つあるので補足しておく。 

例 3：特定の言葉を繰り返す場合 
1 つのセグメント内で、同じ言葉（チャンク）を複数回訳出する場合、言葉を統合することに負荷が

かからないと仮定する。例えば、“A and B of C”は「C の A」および「C の B」と解釈（訳出）できるが、

A と B の両方に「C の」を加えることは余分な負荷がかからないとする。したがって、繰り返される言

葉（チャンク）の交差量を加算しない。 
 
例 4：主語と述語が分かれる場合（泣きわかれ）（交差量 0.5） 

 

 
 
例 4 は、主語と述部が分かれる場合の特殊な交差量の数え方をする例である。まず、チャンクに

ついては、ルール①が該当していることを、念の為確認しておく。その上で、交差量に関しては、

この例では、チャンク 1 が訳文では 2 回に分かれて訳出されている。1 つのチャンクが訳出の負荷

に与える力は 1 とし、チャンクが分かれて訳出されると、分かれた数だけその力は分散されると考

える 2。そのため、この例では、チャンク 1 が抱える力は 0.5 ずつとなる。後ろのチャンク 1（道具立

てについて説明してきた）の交差量は、前のチャンク 1（本書では）と後ろのチャンク 1（道具立てに

ついて説明してきた）の間に入るチャンク数との乗算によって求められる。よって、後ろのチャンク 1
（道具立てについて説明してきた）自体の力は 0.5 であるが、前のチャンク 1（本書では）と後ろの

チャンク 1（道具立てについて説明してきた）の間にあるチャンクの数は 1 つ（チャンク 2：執筆意欲

を高めて生産性の高い書き手となるための）なので、それを乗算すると交差量は 0.5（0.5×1）とな

る。ちなみに、交差率は、交差量 0.5÷チャンク数 2＝交差率 0.25（25%）となる。 
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6 数値の比較 

6.1 平均値の比較 

それでは、以上の方法論を踏まえ、対象データの分析結果を見ていく。繰り返しになるが、リサ

ーチクエスチョンは、同時通訳（simultaneous interpreting）、逐次通訳（consecutive interpreting）、

翻訳（written translation）において、どの訳出モードが、どのくらいの順送り訳を行っているのか、

である。これを解明すべく、上述した方法論を使って、交差量と交差率を分析した。 
表 1 に、分析結果を示す。簡単に表の見方を説明しておく。まず、平均 word 数とは、1 つの文

（原文英語）に含まれる単語の数である。分析には直接的に影響するものではないが、参考値とし

て記載した。当然のことながら、これはその隣に記載される平均チャンク数と連動する。平均チャ

ンク数は、上述したチャンク化の方法で出した数で、ここでは 1 文に含まれるチャンク数の平均を

示している。さて、ここまでの数値を比較してみてみると、同時通訳の平均 word 数（36.96）と平均

チャンク数（6.24）が、逐次通訳と翻訳と比較して、最も大きいことがうかがえる。つまり、同時通訳

で扱っている原文の長さが一番長いということである。3 つの比較だと、翻訳の原文が一番短いこ

とが、平均 word 数と平均チャンク数からうかがえる。ちなみに、同時通訳と逐次通訳を「原文」と表

現しているが、実際には話し言葉であるので「原発話」の長さであることを補足しておく。 
次の指標が平均交差量と平均交差率である。これは上の方法論で説明した通りである。全セグメ

ント数とは、分析対象となったセグメント（文）の総数になる。 
それでは、結果をみていこう。表 1 を見ると、まず、同時通訳の平均交差量が 1.22（SD = 1.67）と

最も低く、続いて翻訳が 1.26（SD = 1.52）、そして逐次通訳 2.20（SD = 2.59） となっていた。つま

り、全体平均でみると、同時通訳は、1 文の中で平均 1.22 の交差量であったということになる。平

均交差率をみても、同時通訳は 19.11%（SD = 22.31） と最も低く、逐次通訳 36.46%（SD = 43.13） 
が最も高い結果となった。つまり、予想通り、同時通訳は一番少ない交差で訳出されており、順送

りの程度が高いと言える。また、逐次通訳と翻訳を比較してみると、予想に反して、逐次通訳の方

が大きい数値を示す結果となった。つまり、逐次通訳の方が翻訳よりも順送りされていないというわ

けである。 
これらの交差率に対し、SPSS を用いて一元配置の分散分析にかけた結果、交差率の違いは有

意となった（F（2,626）= 10.23、p < .001、η2 = .03）。その後、テューキーの HSD 検定を用いた多重

比較を行った結果、有意な差が見つかったのは、同時通訳と逐次通訳（df = 626、p < .001）、同時

通訳と翻訳（df = 626、p < .05）だった。しかし、逐次通訳と翻訳の交差率には有意な違いは明らか

にならなかった。このことから、同時通訳の平均交差率は、逐次通訳と翻訳と比べると、統計的有

意に少ない、すなわち順送り訳の度合いが高いことが確認された。一般的にも、同時通訳は順送

りの方略が頻繁に使用されると言われるが、それが数値的に立証されたことになる。 
 

6.2 考察と示唆 

これらの結果をもう少し詳しく見てみると興味深い示唆を得ることができる。まず、上述した通り、

そして我々が予想した通り、同時通訳は、他の訳出モードと比較しても統計的有意な差をもって、

順送り方略で訳出しているということを強調しておく。これまで当たり前に思っていたことが、このよ
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うに定量化して確認できたことは重要である。 
次にその中身である。同時通訳は一番順送りがなされている訳出モードであることに加え、その

「量」が確認できたことも大切である。平均交差量 1.22（SD = 1.67）が示すように、これは 1 文の中

でチャンクが交差する回数が 1 回強程度であるということである。交差量 1 というのは、方法論の

説明の例 2 で示したように、英語と日本語のように統語的に鏡面関係にある場合、1 回の交差とい

うのは、ほぼ不可避であると想像できる。しかしながら、この点においては、翻訳の平均交差量

1.26（SD = 1.52）も同等の数であることを考慮すると、同時通訳がさほど他を凌駕しているようには

感じられないかもしれないが、同時通訳の原文の長さが翻訳に比べてほぼ 2 倍であったことから

（表 1 の平均 word 数と平均チャンク数を参照）、同時通訳は圧倒的に順送り訳を行っていると言

える。1 文の長さが 36 words というのは、決して短い文ではないはずである。 
また、同時通訳は安定的に順送りをしていることもわかる。安定的とはどういうことか。まず、同時

通訳の平均 word 数やチャンク数が、他の訳出モードよりも 2 倍近く大きいことはすでに説明した

が、その標準偏差（SD）も一番大きく、下表の箱ひげ図から読み取れるように、同時通訳で対象と

なっている原文の長さは、非常にばらつきが大きい。それにもかかわらず、同時通訳の平均交差

率の標準偏差をみると SD = 22.31 で、他のモードよりも群を抜いて小さいことが確認できる。つま

り、同時通訳においては、原文の長さが、平均的には他よりも 2 倍程度長かったという事実に加え、

原文の長さが非常にばらついている状況で、時には 1 文 50 words を超えるような状況があろうと

も、平均交差量が 1 程度、平均交差率 19.11%（SD = 22.31）という小さなばらつきを保持して、す

なわち安定的に順送りの方略を用いて訳出していることがわかるのである。 
 

 翻訳 同時通訳 逐次通訳  

平均 
word 数 

17.42 
（SD =  
8.21） 

36.96 
（SD =  
25.51） 

22.87 
（SD =  
15.07） 

平均 

チャンク数 

3.39 
（SD =  
1.43） 

6.24 
（SD =  
4.07） 

4.54 
（SD =  
2.69） 

平均交差量 

1.26 
（SD =  
1.52） 

1.22 
（SD =  
1.67） 

2.20 
（SD =  
2.59） 
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平均交差率 

30.81% 
（SD =  
32.36） 

19.11% 
（SD =  
22.31） 

36.46% 
（SD =  
43.13） 

全セグメント数 373 147 109  

表 1 全セグメントの平均値 

 

6.3 交差量の推移の比較 

上の考察から、同時通訳は他の訳出モードと比較しても、安定的に順送りを行っていることを確

認したが、それを再確認するべく、文の長さ（チャンク数）と交差量との関係を図式化した。各訳出

モードのチャンク数を揃え（x 軸）、訳出モードごとの平均交差量を比較する（y 軸）。その結果をチ

ャンク 1 から 7 までに該当したセグメントの平均交差量を示す。 
分析対象の上限をチャンク 7 までしか示していない理由は、全訳出モードに共通して、ほとんど

のセグメントがチャンク 7 までに収まったからである。特に、翻訳は全体の約 99%のセグメントがチ

ャンク 7 までに収まり、それ以上の長さのセグメントは同時通訳や逐次通訳では存在するが、ほと

んどないといってよい。ここでは長い文でも小さい交差量で抑えている同時通訳に対し、逐次通訳

と翻訳はどれほどの交差量を示すのかを調べる目的がある。また、表 2 は図 2 の具体的な数値を

示している。3 
 

 

図 2 チャンク数ごとの平均交差量の推移 
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 1 2 3 4 5 6 7 

翻訳 0.00 0.27 0.90 1.56 2.61 3.44 3.50 
同時通訳 0.00 0.33 0.58 0.81 1.20 1.28 1.21 
逐次通訳 0.00 0.38 0.92 2.29 2.19 4.30 3.88 

表 2 チャンク数ごとの平均交差量の数値 

 
図 2 を見る。横軸（x 軸）が 1 文のチャンク数、縦軸（y 軸）が交差量であることを踏まえ、この図か

ら明らかに言えることは、先に確認できた通り、同時通訳の場合は原文のチャンク数が増えても

（文の長さが長くなっても）、ほぼ交差量 1 前後で推移しているということであろう。厳密にいうと、同

時通訳でも、チャンク数 0 から 6 までは、交差量は緩やかに増加しているのだが、チャンク数 7 以

降は減少ないし横ばいになる傾向を示す。 
他方で、逐次通訳と翻訳は、おおむね、チャンク数に比例して交差量が増え、逐次通訳の最大

値は 4.30、翻訳は 3.50 に達している。この上昇率は同時通訳のそれと全く異なるのは一目瞭然

であろう。このことから、逐次通訳と翻訳はチャンク数が増えると（原文が長くなると）、交差量が増

える傾向にあるのである。加えて、この 2 つの訳出モードは、ほとんど同じ上昇率を示しているの

である。 
このことから、同時通訳はどのような長さの発話に対しても安定的に平均交差量 1 前後で訳出し

ているということが再確認され、同時通訳者は相当の意識をもって順送り訳を行い、交差量を抑え

ている様子が想像できる。それに対して、逐次通訳と翻訳は、似たような上昇推移を示しているこ

とから、同じような訳出をしていると考えられる。また、同時通訳に比しても、順送りの度合いが小さ

いのは明らかである。しかしながら、個別の状況において、逐次通訳や翻訳が全く順送りを行って

いないことを意味するわけではない。例えば、チャンク数 3 くらいのまでの短い文であれば、逐次

通訳も翻訳も、同時通訳とさほど変わらない訳出を行っているのだ。むしろ、これらのデータから

言えるのは、同時通訳が異常なまでに交差を抑えているということであろう。とりわけ、チャンク数が

多くなる長い文において、その差が顕著になる。 

以上、下記にまとめを記す。 

 

• 全体平均として同時通訳の交差量・交差率は、逐次通訳と翻訳のそれよりも少ない。統計

的にも有意差が確認された。 

• 順送り訳の実操作は原文の長さ（チャンク数）と関係する。同時通訳は、チャンク数が多い

文（長い文）でも、交差量 1 程度を常に保っている。それに対して、逐次通訳と翻訳は原文

のチャンク数の増加に比例して交差量が増え、チャンク数 4〜6 の文で、交差量 2〜4 にな

る。 

• 逆に言うと、同時通訳では、交差量は常に 1 程度に抑えられるような規範が働いていると言

える。 

• 同時通訳の結果は、「順送り訳」を定義するための基準となりうるかもしれない。であるならば、

これは順送り訳の模範ないし教育的な基準にもなりうる。 
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6.4 模範的示唆 

上の結果を踏まえて、本節では、「順送り訳」についての模範的示唆を示してみたい。繰り返すと、

順送り訳を同時通訳のように訳すこと、と定義する。すなわち、長い原文であったとしても（チャンク

数が多くても）、おおむね交差量 1〜2 以内に抑えて訳出することを順送り訳（の規範）と定義し、

その具体的な操作を示す。 
本研究で扱ったデータは、それぞれの訳出モードで異なっていたため対応しないデータの比較

となっていた。そこで、本節では、共通の原文に対して、同時通訳（または他の訳出モード）ではど

のように訳すのか、模範的な順送り訳を考えてみる。その際に、本研究で扱ったデータの中から

実例を示しながら、他の訳出モードでは実際にどのように訳出されていたのかを比較する。例文

は 3 つである。では、最初の例をみよう。 
 
例文 1 

原文 
1 And we work with our donors in hope /2 that they will continue /3 to support our efforts 

/4 to ensure /5 that no child goes hungry /6 regardless of political conflicts. 

訳文 
6 政治的な紛争がありましょうとも /5 （+4） 一人たりとも子供たちは飢餓に苦しむことが

ないという世の中を作るべく /3 （+2） われわれは、われわれの行っている活動にご支援

いただきたく /1 ドナー国の国々にお願いしているところであります。 
 
この原文と訳文は、逐次通訳からの例である。チャンク数 6、交差量 5、交差率 83%になってい

る。各チャンクには番号を振ってある。交差量の数え方の詳細はさておき、原文と訳文で対応する

チャンクに目を向けると、まず、訳文側では、原文の文末にあるチャンク 6 [regardless of political 
conflicts]に対応する部分から訳出が始まっているのがわかる。逆に、原文のチャンク 1 [And we 
work with our donors in hope]が、訳文の文末に来ていることから、典型的な英日翻訳の鏡面関係

を思わせる訳し上げ（逆送り）となっている 4。この例を、同時通訳の規範（順送りの規範）に適合さ

せるべく、交差量 1 に抑えて訳出するとどうなるだろうか。以下に、我々の試訳を示す。 
 
例文 1（試訳） 

原文 
1 And we work with our donors in hope /2 that they will continue /3 to support our efforts 

/4 to ensure /5 that no child goes hungry /6 regardless of political conflicts.  

訳文 
1 ドナー国の国々にお願いしていることは、 /2 引き続き /3 われわれの行っている活

動にご支援いただくことです。 /6 政治的な紛争があろうとも /5 （+4） 一人たりとも子

供たちは飢餓に苦しむことがないという世の中を作るべきなのです。 
 
交差量 1 までは許されているため、最後のチャンク 5 と 6 を交差させたが、それ以外は原文のチ

ャンク順に沿って訳出してみた。交差量 1 のままなので、順送りの度合いを高めたという点におい

て、訳出を向上させることができたのである。 
尚、本稿では、順送り訳にすることによる効果、たとえば情報構造や結束性などの側面からの効
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果については射程外であるため、ここでは詳述しない。しかしながら、本稿で試みた数値が教育

的かつ模範的な順送り訳を作るために役立つのであれば、同じく、教育の場においては、交差量

1 で抑えた訳文の効果についても考える（教える）ことは大切であろう。安西（1982）が言う「原文の

思考の流れに沿った訳」というのが、情報構造における原文と訳文の等価性を反映しているのだ

とすれば、上のように交差量 1 程度に抑えた順送り訳は、結果的に、情報構造の側面においても

良い訳文になっているのかもしれない。 
では、次の例を見てみよう。これは翻訳データからの例である。 

 
例文 2 

原文 
1 When I started writing seriously /2 during graduate school, /3 I bought an ancient computer
/4 from a fellow student's boyfriend. （pp. 19-20） 

訳文 
2 大学院時代に /1 仕事として文章を書き始めたとき、 /4 友だちの友だちから /3 コンピュ

ータを譲ってもらったのだが。（p. 21） 
 
この文は、2 つの節（従属節（when 節）と主節）で構成されており、各節内で 1 回ずつ交差をして

いるため、交差量 2 になっている（チャンク数 4、交差量 2、交差率 50%）。それぞれの節の中のチ

ャンクに着目してみると、そこまで大きな交差が見られるわけでもなく、むしろ英日翻訳における統

語的な制約によるものであると判断できるかもしれないので、この程度の交差量を訳し上げ（逆送

り）とは言えない、という意見もあるだろう。しかし、本節ではあえて「交差量 1 程度を順送り訳の規

範とする」と仮定した上で、模範的な順送り訳を提示することを試みているので、その訳を示したい

と思う。以下に我々の試訳を示す。 
 
例文 2（試訳） 

原文 
1 When I started writing seriously /2 during graduate school, /3 I bought an ancient computer
/4 from a fellow student's boyfriend. （pp. 19-20） 

訳文 
1 僕が仕事として文章を書き始めたのは /2 大学院時代だったが、 /3 そのときに買った

時代遅れのコンピュータは /4 友だちの友だちからのお下がりだった。 
 
試訳では、交差量 0 での訳出を達成できた。結果的に、原文のチャンク順序を、訳文側でそのま

ま再現することができたのである。繰り返すが、このようなチャンク順序で訳された順送り訳の効果

についての考察を本稿では行わないが、各節の後半のチャンクにフォーカスが置かれた訳出にな

ったことは、情報構造や情報の流れの観点からも、それなりの効果を生み出していると考えられる。 
最後にもう一例みる。これも同じく翻訳データからの例で、チャンク数 6、交差量 4、交差率 67%

のセグメントである。 
 
 
 



 
MITIS Journal                                                                          

 
 

41 
 

例文 3 

原文 

1 Because they used to be driven /2 by dead-lines and guilt, /3 they lack experience /4 in 
setting goals, /5 managing several writing projects at once, /6 and sticking to their schedule.
（p. 29） 

訳文 

2 これまで、締め切りや罪悪感に /1 追い立てられるようにして書いてきたのだから仕方が

ない。 /4 そもそも、目標を設定したり、 /5 複数の執筆プロジェクトを同時進行させたり、

/6 スケジュールを守ったりした /3 経験がないということだろう。（p. 34） 

 
この文は、2 つの節（従属節（because 節）と主節）で構成されおり、チャンクが節を飛び越えて交

差していない。交差量が多い例とはいえ、先の例とは少し性質が異なるのである。それでも、同時

通訳のような模範的な順送り訳、すなわち交差量 1 程度に抑えて訳出しようとすると、どのような手

段が考えられるだろうか。かなり厳しいのは事実だが、以下に試訳を示す。 
 
例文 3（試訳） 

原文 
1 Because they used to be driven /2 by dead-lines and guilt, /3 they lack experience /4 in setting 
goals, /5 managing several writing projects at once, /6 and sticking to their schedule. （p. 29）

訳文 
1 彼らのこれまでと言えば、 /2 締め切りや罪悪感に /1 追い立てられるばかりで、 /3 そも

そも、経験不足、 /4 つまり目標を設定したり、 /5 複数のプロジェクトを同時進行させたり、

/6 スケジュールを守ったりした /3 経験というのが無いのだ。 

 
「交差量 1 程度」で訳さなければならないというプレッシャーにより、結果的には原文のチャンク順

序をほとんど反映させた訳文を作ることができた。しかしながら、チャンク 1[Because they used to be 
driven]が、訳文では、「彼らのこれまでと言えば」と「追い立てられるばかりで、」の２つに泣きわか

れをしているため、交差量 0.5 の交差が生じた。また、チャンク 3 の[they lack experience]に対応す

る部分が、訳文の文末に繰り返すことになってしまうので、少し冗長な訳文となってしまった。ただ、

このように、チャンクを「繰り返す」場合は、計算上、チャンク 3 の 2 回目の訳出（経験というのが無

いのだ。）は 1 回目の訳出（そもそも、経験不足）と内容が同じであり、交差量として数えないため、

交差量は 0.5 となる。すなわち、順送り訳の規範 = 交差量 1 程度を達成した。 
 

6.5 模範的示唆のまとめ 

この教育的・模範的示唆の節で、我々が主張したいのは、数字的に達成した順送り訳ができた

から満足である、という話ではない。この原文を交差量 1 程度で訳出しなければならない、という思

いで順送り訳に取り組むことの教育的・模範的な効果である。結局のところ、現時点において、適

切な順送り訳が適切な言語学的・語用論的効果を生み出すからという理由の説明は、後付け的

でしかない。また、その説明から導き出される具体的な操作に関する模範的・規定的な説明にも

不明瞭さが残されている現状に鑑みると、ここで示したように、交差量 1 程度で訳出を試みること、

それ自体が非常に具体的な教育的・模範的示唆となりうるのである。例えていうなれば、美味しい
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日本茶を入れるには、お湯は熱すぎないほうがよい、という理由の説明と解説を化学成分的な解

説を用いて試みるよりも、ここでは、とりあえず、「70℃のお湯でお茶を入れる」として明示的に示し

てしまった方が、結果的にも、安定的に美味しいお茶を入れることができるのである。化学成分的

な説明やその効果の説明は、その後でも十分に有効であろう。そう考えると、本稿で示した数値は、

このお湯の温度 70℃に相当する。今まで「熱すぎないほうが良い」と、やや曖昧に表現されてきた

状況に「70℃」という共通の外在化された数的基準を提示できたことにより、誰もがそれに従って

操作することができ、それなりの効果が得られることを期待できる順送り訳を作ることができるように

なる可能性が開かれたのである。 
 

7 まとめ 
本 研 究 で は 、 リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン － 同 時 通 訳 （ simultaneous interpreting ） 、 逐 次 通 訳

（consecutive interpreting）、翻訳（written translation）において、どの訳出モードが、どのくらいの

順送り訳を行っているのか？－を調査した。同時通訳、逐次通訳、翻訳の各訳出モードにおける

原文の長さ（チャンク数）、交差量、交差率の指標の観点から比較し、またそれらの指標を算出す

るための方法論も確立した。その手法に関しては、本稿の 5 節を参照されたい。 
分析の結果、同時通訳は一番長い原文、すなわちチャンク数の一番多い原文を扱っているにも

かかわらず、交差量や交差率にばらつきが少なく、チャンク数ごとの交差量の推移を見ても、安定

的に順送りしていることが確認できた。具体的には、交差量 1 程度（交差率 20%程度）に抑えた順

送り訳を常に行っていることがわかった。 
交差率を統計にかけると、同時通訳のみが有意に低い、つまり、同時通訳だけが、他の訳出モ

ードとは、全く異なる交差率の低さを示すのである。反対に、有意差が明らかとならなかった逐次

通訳と翻訳では、その交差量の推移はかなり類似している。おおむね、文の長さ（チャンク数）に

比例して、交差量も上昇する。 
これらの結果から、本稿では同時通訳の順送り訳に見られる数的結果、すなわち、文の長さが長

くなろうとも（1文内のチャンク数に関わらず）常に交差量1程度で訳出することを、「順送りの規範」

と考えた。それを教育的・模範的な基準と捉え、本稿の後半では、順送りの教育的示唆を論じた。

この試みを通して、交差量 1 程度で訳出しなければならない、という規範の圧力は（Baker & 
Saldanha, 2009 を参照）、具体的に操作可能な数値を頼りに、順送り訳に取り組めることそのもの

の教育的効果を浮き彫りにした。これまでなんとなく曖昧にされてきた「順送り訳」という考え方に

対して、本稿の結果をベースに明示的に操作可能な数値で定義できたことは意義がある。通訳翻

訳教育では順送りで訳すという指導に対し、訓練生が語順を過度に意識することなく目安を理解

することにつながり、英語教育においてはスラッシュリーディングのスラッシュの入れ方や順送りの

理解に対して示唆を与えることもできると期待している。今後の課題としては、原文を考慮しながら

データの数を増やし、より信頼性の高い研究にしていくことだろう。 
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【註】 

本文中の例文は数値化の説明や模範訳の提示を目的としており、誤字脱字や句読点の修正など多

少の加工が施されている。また、ページ数が記されている例文は翻訳データから選んでおり、記載のな

いものは、通訳（同時通訳・逐次通訳）データから選んだ文である。 

 

1. 順送りの訳出をすることで得られる効果は大きく分けて 3 点あると考えられる。1 点目は通訳翻訳

者の訳出負荷を抑えることだ。長沼ら（2016）では、第 5 節にサイトラと順送りの訳という節を設けて

いる。そこでは、「順送りの訳とは構造的に異なる言語間のサイトラにおいて過負荷を生まないため

の訳出方略である」（p. 152）と述べられている。 

2 点目は情報構造を反映することである。長沼ら（2016）では情報の流れについても言及しており、

「目標言語（訳）は情報構造を反映したものでなければならない」（p. 153）とし、「情報構造は語順に

基づくテクスト方略であるから、情報構造を目標言語で再現するには、起点言語の語順（句順、節

順）をできるだけ維持すればよい」（p. 153）と述べている。加えて、水野（2020）は「『順送りの訳』は

情報構造と密接に関連し、情報構造を反映していることが多い」（p. 19）としている。つまり、順送りの

訳出をすることで、情報構造を正確に反映することができるということだ。 

3 点目は読者の負荷を抑えることである。水野（2008）では、順送り訳という用語を用いていないが、

読者の作動記憶に注目している。「日本語への翻訳において、文法的主要部の前に多数の項を置

くような訳文は、読者の作動記憶に過重な保持の負担を与え、理解を損ねるおそれがある」（p. 116）

と述べている。つまり、出来るだけ端的に訳出する方が読解の負荷は小さく済むということである。し
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かし、ある効果のために原文が読みにくく書かれている場合は、訳文も読みにくいまま訳出すべき

場合もあるという。それによって、原文読者と訳文読者の認知的負荷が等価になるからだ。読者の

作動記憶の負荷軽減と認知的負荷の等価が成立するのは 2 点目の効果と関連しており、情報構造

を保つことによる。したがって、この点においても、順送り訳は有効であると考えられる。 

2. Chomsky （2000）参照 

3. 下記の表 3 は、3 つの訳出モードのチャンク数ごとの該当数（占有率）とそれぞれのチャンク数に

該当したセグメントの平均交差量の標準偏差をまとめている。 表 4 は、チャンク数ごとの該当数

（占有率）とそれぞれのチャンク数に該当したセグメントの平均交差率とその標準偏差、最大値、最

小値を訳出モードごとに示している。 

 

 
翻訳 同時通訳 逐次通訳 

該当数 

（占有率） 
標準偏差

該当数 

（占有率） 
標準偏差 

該当数 

（占有率） 
標準偏差 

1 31（8.31%） 0 9（6.12%） 0 21（19.27%） 0 
2 68（18.23%） 0.36 3（2.04%） 0.58 9（8.26%） 0.52 
3 111（29.76%） 0.93 20（13.61%） 0.80 12（11.01%） 1.16 
4 101（27.08%） 1.32 31（21.09%） 0.93 14（12.84%） 2.01 
5 35（9.38%） 1.68 20（13.61%） 1.20 13（11.93%） 2.52 
6 16（4.29%） 1.87 16（10.88%） 1.08 12（11.01%） 1.85 
7 10（2.68%） 2.46 12（8.16%） 1.10 13（11.93%） 3.88 

表 3 チャンク数ごとの該当数と平均交差量の標準偏差 

 
翻訳    

チャンク数 
該当数 

（占有率） 
平均交差率 標準偏差 最大値 最小値 

1 31（8.31%） 0.00% 0.00 0% 0% 
2 68（18.23%） 13.43% 18.12 50% 0% 
3 111（29.76%） 29.85% 30.88 100% 0% 
4 101（27.08%） 38.61% 32.98 138% 0% 
5 35（9.38%） 52.29% 32.82 140% 0% 
6 16（4.29%） 57.29% 31.16 117% 0% 
7 10（2.68%） 50.00% 35.15 114% 14% 

    
同時通訳    

チャンク数 
該当数 

（占有率） 
平均交差率 標準偏差 最大値 最小値 

1 9（6.12%） 0.00% 0.00 0% 0% 
2 3（2.04%） 16.67% 28.87 50% 0% 
3 20（13.61%） 19.17% 26.64 100%  0% 
4 31（21.09%） 20.16% 23.20 100% 0% 
5 20（13.61%） 24.00% 23.93 90% 0% 
6 16（10.88%） 21.35% 17.99 67% 0% 
7 12（8.16%） 17.26% 15.67 57% 0% 

    

逐次通訳    

チャンク数 
該当数 

（占有率） 
平均交差率 標準偏差 最大値 最小値 

1 21（19.27%） 0.00% 0.00 0% 0% 
2 9（8.26%） 16.67% 25.00 50% 0% 
3 12（11.01%） 30.56% 38.82 100% 0% 
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4 14（12.84%） 57.14% 50.17 163% 0% 
5 13（11.93%） 43.85% 50.42 190% 0% 
6 12（11.01%） 71.67% 30.85 117% 17% 
7 13（11.93%） 55.49% 55.49 207% 7% 

表 4 チャンク数ごとの平均交差率の数値 

 

4. このような訳し上げが逐次通訳において起こる原因については、記述的（規範的）分析では探れな

い。心理学的な視座を援用し、例えば、親近性効果（recency effect）や初頭効果（primacy effect）

（Murdock, 1962）が関与している可能性はある。それによって、文中の中間部分の（順序や意味の）

処理が手薄になる可能性もある。訳出の作動記憶との関係の観点から通訳パフォーマンスとの関

係で論じた研究もある（Signorelli et al., 2012）。本稿では射程外であるが、今後の分析の手法とし

ては有効であろう。 
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実践報告 

 

 

オンライン授業による逐次通訳演習指導のアプローチ 

 
西畑香里 

（東京外国語大学） 

 
1. はじめに 

本稿は、前年度まで CALL（Computer Assisted Language Learning）教室で対面授業を行って

いた逐次通訳演習クラスについて、初めてオンラインの形態として実施した実践報告である。背景

としては、2020 年に発生した COVID-19 の影響により、春学期の全授業が対面授業に代わって

オンライン授業として急遽実施されることになったことがある。対象クラスとして取り上げたのは学部

生向けの逐次通訳演習クラスで、通訳訓練を行うのが初めての受講生が大半であった。通訳の

演習クラスをいかにオンライン授業で実現させるかは初めての試みであったものの、Zoom と

Moodle を活用し、結果的には受講生全員の積極的な授業参加及び授業目標達成が実現でき、

演習授業を成立させることができた。授業の実践においては、オンラインならではの課題もあった

ものの、今後の課題はほとんどが対面授業と共通するものであった。本稿では、指導にあたって

留意・工夫した点、認識した課題を紹介することで、今後の大学における通訳演習クラスの教授

法及びオンライン授業の運営と実施に役立てられるような検討材料を提示することを目的としてい

る。 
 
2. 対象クラス 

本稿で対象として取り上げるのは学部 3 年生以上を対象とした選択科目の逐次通訳の基礎演

習クラスであり、前年までは CALL 教室での対面授業であったが、2020 年 4 月から 7 月の春学期

に初めてオンラインでの授業を実施した。 授業概要は、ペアワークやグループワークを通して逐

次通訳の基礎を学ぶクラスであり、基礎訓練や通訳の実践演習を通し、下記の能力を習得するこ

とを目標としている。 
 

・比較的身近なトピックの逐次通訳ができる力 
・リサーチ力、背景知識 
・パブリックスピーキング力 
・ピアフィードバックを行う力 
・チームワーク力 
・振り返りを行い、気づきや自身の課題を明確にする力 
・自己管理能力 
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授業初回のオリエンテーションでは授業概要や授業目標の説明を行っているが、受講希望者

数が多かったため、授業内で課した翻訳課題を含めた総合的評価により選抜を行い、 終的な

受講者数は 12 人となった。受講者の内訳は、学年では 3 年生が 10 人、4 年生が 2 人、使用言

語では、日本語母語話者が 10 人、非日本語母語話者が 2 人で内 1 人は日本語も英語も母語で

はなかった。受講生は講義型の通訳概論クラスもしくは他の通訳関連授業の受講を通して、通訳

とは何かについての基礎知識はある程度あるものの、大半が通訳訓練を行う演習クラスの受講は

初めてであったため、一から基礎を学ぶクラスとしている。受講者の TOEIC スコアの分布は図 1 に

示す通り、600 点台から 900 点台までの幅があり、平均値は約 845 点であった。日本語が母語で

はない受講生はいずれも日本語能力試験 1 級を保持していた。 
 

図 1. 対象クラスの TOEIC スコア分布（n=12） 

 
3. Zoom と Moodle を活用したオンライン授業の実施 
 オンライン授業の実施にあたっては、Zoom と Moodle を使用した。Zoom は、一方的な講義では

ないためあらかじめ動画を録画したものを配信するのではなく、毎週決まった時間にリアルタイム

で授業を行う同期型で実施した。授業は定期的なミーティングとして Zoom で設定を行い、受講生

に参加情報を事前に通知した。また、講師から受講生に対する配布資料や課題の通知、受講生

からの課題提出は、Moodle 上で一括管理を行った。Zoom で活用した機能としては、「画面共有」、

「ブレイクアウトセッション」、「チャット」、「反応」がある。授業は 13 回のオンライン授業に加えて、2
回分のアクティブラーニングの合計 15 回の構成となっている （表 1）。 

対象クラスでは、英語から日本語方向（以下「英日」とする）の訳出と日本語から英語方向 （以

下「日英」とする）の訳出の双方向の逐次通訳演習を行い、前半では英日逐次通訳、後半では日

英逐次通訳に焦点をあてている。通訳演習クラスの教材は、これまでの実践の中で試行錯誤をし

ているが、市販の語学学習教材や通訳練習教材ではスクリプト及び解説と付属の CD 音源の構

成が一般的であり、内容が更新できないために 近のトピックは扱えない点や、基本的な通訳訓

練すべてを網羅した教材は少ない点、CD 教材は受講生のニーズや状況に合致しない等の課題

があった（西畑 2017、2019）。そのため、前年度の対面授業においても教科書は使用せず、講義

のポイントをパワーポイントで作成するようにし、オンラインで入手できるリソースや、受講生自身が

行うプレゼンテーションを活用しながらペアワーク・グループワークのアクティビティを考えて実施し

ており、今回のオンライン授業でも同様の措置を取った。対象クラスの授業目標は比較的身近なト
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ピックの逐次通訳ができる力やリサーチ力、背景知識を身につけることもあるため、取り上げた主

なトピックは、一見難しそうなテーマでありながらも普段の生活に浸透している共有経済について、

また身近でありながらも多少技術的な専門用語も出てくる睡眠について、さらに誰もが影響を受け

ている COVID-19 とステイホーム週間についてとした。また、通訳の実技の勉強は初めての受講

生が大半であるため、授業内で行う通訳訓練法の基礎練習に加えて、1 回目のアクティブラーニ

ングでは、通訳の仕事の「準備」について、仕事を受けてから、本番前日、当日に何をすべきか各

自が考えてリストを作成することを課題とし、それをクラス内で共有しながら話し合って自分が気づ

いていない視点も学び合うこととした。 
 

表 1. 逐次通訳演習授業構成 

 授業計画 
1 オリエンテーション 
2 通訳基礎訓練 
3 通訳基礎訓練 
4 アクティブラーニング 1 
5 通訳基礎訓練、アクティブラーニング 1 発表 
6 中間課題 英日逐次通訳演習 1 
7 中間課題 英日逐次通訳演習 2 
8 中間課題 英日逐次通訳演習 3 
9 日英逐次通訳演習 

10 日英逐次通訳演習 
11 アクティブラーニング 2 
12 学期末課題 日英逐次通訳演習 1 
13 学期末課題 日英逐次通訳演習 2 
14 学期末課題 日英逐次通訳演習 3 
15 アクティブラーニング 2 発表、授業総括 

 
中間課題と学期末課題は、受講人数が 12 人であったためペア 4 組ずつの発表を 3 週かけて

実施した。中間課題では、共有経済の具体的な事例についてリサーチを行い、そのメリットとデメリ

ットについて 3 分間の英語プレゼンテーションを行うスピーカー、英語から日本語への逐次通訳を

行う通訳者、フィードバックコメントを行うオーディエンスの 3 つの役割を体験するロールプレイ演

習とした。ロールプレイ演習の導入はこれまでの対面授業での通訳演習クラスの実践を参考にし

ている（西畑 2018、2019）。ロールプレイ演習では、受講生 12 人を A–L で示した表 2 のような構

成で行った。まず 4 組のペア（①A・B、②C・D、③E・F、④G・H）を Zoom のブレイクアウトセッショ

ン機能を活用して無作為に設定し、スピーカーによるパワーポイントを使用した 3 分間のプレゼン

テーションを通訳者の役割の受講生が逐次通訳する構成である。中間課題においては、発表を

聞いていたオーディエンスの中から 3 人がスピーカーと通訳者に対して良かったところと改善点に

ついてのフィードバックコメントをするようにした。フィードバックコメントを 3 人ずつとしたことで、全

員が均等に 1 回ずつ発言する機会が持たせるようにした。ペア 1 組目の発表者である受講生 A
と B に対するフィードバックコメントを行う受講生は、直後に発表を控えていて緊張していると思わ
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れる 2 組目の受講生 C と D を外すように配慮し、ペア 2 組目以降でも同様の措置をとった。 
 

表 2. 中間課題の構成（受講生 A-L の構成） 

発表順番 スピーカー 通訳者 フィードバック 
1 組目 受講生 A 受講生 B 受講生 E, F, G 
2 組目 受講生 C 受講生 D 受講生 H, I, J 
3 組目 受講生 E 受講生 F 受講生 K, L, A 
4 組目 受講生 G 受講生 H 受講生 B, C, D 

 
 

学期末課題に関しては、基本的な構成は中間課題と同じロールプレイ演習で、変更点はペア

の組み合わせ、言語の方向性、トピック、フィードバックの回数である。中間課題とは別のペアとす

ることで多様なスピーカーの通訳をする機会を創出し、中間課題とは言語方向を逆にすることで

学期中に英日・日英両方向の通訳練習の機会を持てるようにした。また、トピックについても学期

末は COVID-19 の影響で全員が経験したステイホーム週間から、おうち時間の過ごし方の工夫に

ついての日本語でのプレゼンテーションとその英語への通訳演習とした。さらに、発表者に対する

フィードバックを行う人数は、中間課題では 3 人からとし 1 人 1 回ずつの発言機会としていたもの

を、学期末課題では 6 人からとし、1 人 2 回ずつ発言の機会を持たせるようにした。 
 
4. 指導方法 

指導方法として、受講生の間で語学力にばらつきがあるため、通訳実践の初学者がついてい

けない状況を生じさせることなく学べるように、また、受講生が過度なプレッシャーを感じることがな

いよう配慮を行い、段階的に実践演習ができるようなアプローチをとった。その具体例として、「講

義・ペアでの実践・ディスカッション・自主練習のサイクル」、「通訳準備」、「逐次通訳の区切りにつ

いての検討」「スピーカーとのコミュニケーション」「準備・本番・振り返りの実践」「実際の通訳現場

を意識したアクティビティ」を中心に紹介する。 
 
4.1 講義・ペアでの実践・ディスカッション・自主練習のサイクル 

授業の進め方として、基本的には講義・ペアでの実践・ディスカッション・自主練習のサイクルを

導入している。まず、通訳演習を初めて行う受講生が大半であることから、日常のリスニングと通訳

のためのリスニングは何が異なるのか、何ができれば通訳ができるようになるのかの基本的なポイ

ントをパワーポイントで資料を作成して説明を行っている。毎回ポイントを説明した後に、ペアワー

クができるものは、ペアに分かれたプレッシャーの低い状況で学んだことを体験する実践練習を行

うようにした。さらに、ペアワークでの実践の後に、うまくいったこと、難しいと感じたこと、気づいたこ

と等についてクラス全体での共有を通して理解を深めるようにし、学んだことを基に授業外にも自

主練習を行うようにした。 
逐次通訳のプロセスとしては、聞き取り・理解と分析・記憶保持・訳出の 4 段階に分けて説明し、

通訳の各訓練法が、何に対して有効であるのか、何を目的としているのか説明するようにした。通
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訳の訓練法としては、対象クラスでは主に「サマライジング」「シャドーイング」「クイックレスポンス」

「ノートテーキング（メモ取り）」に焦点をあてて導入している。通訳者は話全体の要点を的確に把

握する俯瞰的な視点が必要であるとの認識に基づき、まずは内容全体を理解できているかの確

認として「サマライジング」練習を行っている。通訳のためのリスニングは、全体の要点と併せて細

部までしっかりと聞けて理解できていることが必要であるため、「シャドーイング」ができているかどう

かで通訳に必要なリスニングができているかの確認にもなる。シャドーイングに関しては高校生の

時に体験したことがある受講生が比較的多い。しかしながら、とにかく聞こえた音をまねるようにと

の指導しか受けていないことがほとんどである。したがって受講生は、シャドーイングが「プロソデ

ィ・シャドーイング」と「コンテンツ・シャドーイング」に分類される（鳥飼他 2003）こと等は知らないこ

とが通常である。通訳のために必要なリスニングには、音声が聞けていることに加えて意味も理解

できているレベルのコンテンツ・シャドーイングができていることが必要となる。また、受講生によっ

て語学力にもばらつきがある。そこで、シャドーイング練習においては 終的にコンテンツ・シャド

ーイングができるようになることが目標ではあるが、まずはプロソディ・シャドーイングができるように

なることから始め、受講生が各自の今の状態よりも上のレベルに行けるように自主練習を含め努力

する取り組みを重視している。 
「ノートテーキング（メモ取り）」については、Rozan（1956）の提唱するノートテーキングの原則を

参照にしつつ、初学者向けに特に重要と思われるポイントに焦点をあててパワーポイントにポイン

トをまとめて説明している。Rozan は、メモ取りの 7 つの原則として①Noting the idea and not the 
word ②The rules of abbreviation ③Links ④Negation ⑤Emphasis ⑥Verticality ⑦Shift を挙

げている。対象クラスを含め、通訳演習を初めて行う受講生に、自分なりにまずメモ取りをしてみる

ように指示をすると、シャープペンシルを使った薄い字でノートの端から端まで聞こえたことをディ

クテーションのようにそのまま書いているものがよく見受けられる。対象授業でメモ取りのポイントに

ついて説明を行う際に、特に焦点をあてたのは Rozan の 7 原則の中では、上記の①②⑥である。

まずメモ取りはディクテーションと異なり理解が前提である点を強調して説明し、Rozan の原則で言

うと①に通じる、聞こえた言葉を全て書くのではなく、理解したアイデアを記憶保持のために書き

留めることとしている。次に、Rozan が挙げている⑥の縦に取る点を紹介している。プロ通訳者や

通訳の勉強をしたことのある学生にとっては、縦にメモを取ることはごく馴染みのあることと考えら

れるが、通訳を初めて学ぶ受講生にとっては、自分では考えつかない目新しい発想と捉えている

様子が複数のクラスで見られた。縦に取ることの効用をイメージできるように、ノートの端から端まで

文字が書かれたものと、ノートの真ん中に縦線を引いて縦にメモを取っていくやり方の比較を図示

すると、縦に取るやり方の方が視覚的にもポイントをつかみやすいことに納得する様子が見られる。

さらに、ディクテーションのように書き留めようとしても到底話し言葉のスピードにはついていけない

ため、理解したことをすばやく書き留める有効な方法の一つとして、②の略語の活用を紹介してい

る。略語についてはどのような略語が考えられるか例示し、また受講生自身でもどのような略語を

使ってみたかをクラス全体で共有するようにもしている。その他にも、③に挙げられているつながり

や、他にも内容の区切りを明確にすることや、訳出し終わったところが明確に分かるように斜線を

入れること等にも触れるようにしている。強調する点や時制にも気を配ることも重要であるものの、
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初学者にとって全てを一度に実践することは難しいため、クラス全体への 初の説明ではポイント

を絞った紹介の仕方にするようにしている。 
メモ取りをする際に起点言語を使うか目標言語を使うかという議論があるが、受講生の間でも起

点言語の場合、目標言語の場合、その混合である場合、と様々であり、プロ通訳者の間でも個人

により異なると考えられる。ヨーロッパでは多言語の通訳を行う通訳者もいるため、2 言語間であっ

たとしても、英語と日本語が主な言語の組み合わせである日本の状況とは異なるところがある。特

に、漢字の活用は、日本語母語話者もしくは中国語母語話者の場合、及びそれぞれの言語の書

き言葉に精通しているような場合は特に有効であると考えられる。しかし、漢字は一文字でイメー

ジを想起しやすいメリットがある反面、画数が多い漢字の場合は書くのに時間がかかってしまうデ

メリットがある点を説明している。さらに、漢字だけではなくひらがな及びカタカナの活用も日本語

でメモ取りをする場合には活用されることが多い点にも触れるようにしている。染谷（2019）では日

本語が母語である 4 人のプロ通訳者の逐次通訳のメモ取りのデータ分析を行い、実際のメモ取り

を参考資料として示している。その中でも、実際に英単語、漢字、カタカナ、ひらがな、記号が混

在して使われているのが見られる。Setton & Dawrant（2016）が実際に自分でやってみなければ良

し悪しは分からないとして、“over time, individual interpreters will find what works best for them”
（p.151）と述べているように、授業の中では特定のやり方を強く推奨することはせず、メモ取りで一

般的に提唱されているポイント、起点言語・目標言語それぞれで取るメリット・デメリット、漢字・カタ

カナ・ひらがなの活用について紹介をした上で、受講生自らが試しながら自身のメモ取りの工夫を

してみるようにとしている。 
「クイックレスポンス」については、授業内ではクラスメートがいるからこそできるペアでの練習方

法を、自宅では個人練習ができる方法を紹介するようにした。授業内では、パートナーが読み上

げた単語を視覚情報なしに耳だけで聞いて即座に訳語を声に出すペア練習とした。個人で行え

る練習としては、単語リストの英語を声に出して読み、即座に日本語訳を声に出し、言語方向が逆

の場合も同様に即座に訳語が出せるようにする方法を紹介し、必ず声に出すことが重要であるこ

とを伝えた上で練習をしてくるように指示している。以上のように、まず講義としてポイントの説明を

行った後にペアワークでの実践、クラス全体での共有を行った後に授業外での自主練習を行って

翌週の授業に備えるサイクルとしている。 
 
4.2 通訳準備 

会議通訳とは何かについて述べる中で、Seleskovitch（1978）は準備を必要としない通訳の仕事

はないと明言し、通訳翻訳訓練について述べている Gile（2009）は、会議の準備を「事前準備」、

「直前準備」、「会議進行中の知識獲得」の 3 段階に分けた上で、事前準備は通訳者にとって重

要な労働条件であるとしている。「準備」は通訳者が通訳の仕事をこなす上で必須であるものの、

一般的に通訳の仕事における準備の重要性は理解されていないことが多く、単にことばを機械的

に置き換えているだけとの誤った認識をされていることがある。通訳の実践を行ったことがない受

講生にとっても、初学者であればあるほど通訳は準備が必要であるとの実感や認識は持っていな

いため、そもそも通訳の準備と言われても具体的に何をすればいいのか分からない状況が考えら
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れる。そのため、学期中 2 回あるアクティブラーニングの 1 回目の課題として、自分が通訳を行う

準備として必要だと思うことを 「何を」「いつ」「どのように」するのかできる限り具体的に挙げて、ク

ラスメートと共有・ディスカッションする機会を中間課題の逐次通訳演習の前に設定した。課題とし

て各自が約 20 項目を目安にできる限り具体的に列挙し、クラスメートとのディスカッションや中間

課題の実践後に気づいた点があれば追記してアクティブラーニング 2 の課題（4.7 表 3）の<準備

>欄に反映させるようにした。準備として挙げられた項目には、事前情報を基にしたリサーチや、資

料のリクエストを含めたスピーカーとのコミュニケーション、入手した資料の事前翻訳や単語リスト

の作成とクイックレスポンスだけではなく、スケジュール管理、前日に十分な睡眠をとることや当日

朝の食事等の自己管理について、また Zoom で行う場合は動作確認等も事前に行っておくこと等

があった。 
また、教材を選定する際にも、受講生が事前準備にはリサーチが必要だと認識するきっかけを

提供できるように留意し、睡眠に関するトピックでは、故事成語の表現が含まれる文章を選定した。

通訳する際にスピーカーが故事成語やことわざに言及するような場面は少なからずあり、通訳者

がその意味を知らなければ対応できないこともあるため、事前準備、予測、リサーチ、背景知識の

習得が通訳パフォーマンスを左右することの気づきに繋がると考えたためである。「春眠暁を覚え

ず」という故事成語が出てくる文章の訳出を課題としたが、その意味が分かる受講生は 12 人中 3
人であった。授業では、例として出てきた故事成語の意味を調べて、自分がベストと思える訳出を

考えてくることと併せて、それ以外でもう一つ故事成語もしくはことわざを調べて、日本語と英語で

の表現とその意味の説明を授業で口頭発表する課題を出した。授業内で共有する時は、チャット

機能で各自が調べてきた内容を入力して口頭で説明し、クラスメートの発表も聞くことで知識の向

上につなげるようにした。 
 
4.3 逐次通訳の区切りについての検討 

逐次通訳においては、どれくらいの区切りが適切かの判断が特に初学者には難しい点がある。

さらに、オンラインで行う場合はスピーカーと通訳者が隣で直接コミュニケーションを取れる環境と

異なりさらに難しいと予想された。また、逐次通訳の区切りは明確に決まりがあるわけではなく、通

訳の現場の状況により異なるものである。そのため、受講生が中間課題で通訳を行う時の参考に

なるように、状況が異なる場面でどのような区切りが適切と思われるかを実際の演習前に考える機

会を設けた。具体的には、記者会見での通訳、スポーツ通訳、パワーポイントを使用したプレゼン

テーションの通訳、の 3 つの異なる状況における逐次通訳の区切り方はどうするの適切であると思

うか、なぜそう思うか受講生自身が考えてペアでディスカッションし、クラス全体でも意見を共有す

るようにした。例えばスポーツ通訳で監督の指示を選手に伝えるような状況では、スピーカーであ

る監督の動作に合わせて短い区切りで即座に訳出することが求められる。一方で、記者会見のよ

うな場では、スピ―カーがある程度話してから通訳をすることが望ましいが、あまりにも区切りが長

いと通訳者にとってもオーディエンスにとっても不安を感じてしまうといったような意見が出た。さら

に、パワーポイントスライドを使ってプレゼンテーションをする場合の逐次通訳では、スライドが次

に移る前に通訳を行った方が良いとの意見で一致し、中間課題や学期末課題での逐次通訳の
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区切りに参考にしたいとのコメントがあった。 
 
4.4 ビジュアルエイドを使用したプレゼンテーションの逐次通訳 

逐次通訳を行う形態としては、通訳の種類においても様々な状況が考えられる。対象クラスは

逐次通訳演習の初学者が大半を占めていたこと、またオンライン授業の形態で行われることから、

中間・学期末の課題はパワーポイントのビジュアルエイドがあるプレゼンテーションを逐次通訳す

ることとした。ビジュアルエイドがあれば、キーワード等重要なポイントや写真等のイメージ情報が

話の流れを理解する助けとなり、通訳者にとってもビジュアルエイドなしのプレゼンテーションの通

訳より難易度を下げることができると考えられる。パワーポイントを使用したプレゼンテーションの場

合、スピーカーに対して事前に関連資料をリクエストして入手することも重要になるため、次節に

挙げているスピーカーとのコミュニケーションの取り方も課題をこなすプロセスの一部としている。

中間・学期末課題のパワーポイントスライドの提出は Moodle 上で行い、受講生の間では随時ペ

ア同士でコミュニケーションを取り本番に備えるようにした。 
 
4.5 スピーカーとのコミュニケーション 

一連の通訳準備にも含まれるが、スピーカーとのコミュニケーションをいかに取ることができるか、

資料を含めて事前情報をどれだけ入手できて本番に臨めるかは通訳のパフォーマンスを左右す

る要素である。また充分に事前情報が入手でき、しっかりと準備して臨めれば初学者にとっての逐

次通訳の難易度をある程度下げることができる。そのため、中間課題や学期末課題の逐次通訳

演習のスピーカーと通訳者のペア決めは、発表日当日の少なくとも 2 週間前に決定し、本番まで

授業外でも連絡がとれるよう連絡先を交換する機会を設けた。さらに、本番までの 2 週間はそのペ

アで通訳練習を行い相手の話し方の特徴を知る等、お互いにコミュニケーションを取れる機会を

多くとった。4.3 で触れた逐次通訳の区切りの検討についても、中間課題のペア間でディスカッシ

ョンすることとし、そうすることで本番に向けての準備となるようにした。また、発表当日も授業開始

後にブレイクアウトセッションで発表時のペアに分かれ、約 3 分～5 分間の時間を取って「直前準

備」としての 終的なブリーフィングが行えるようにした。 
 
4.6 ロールプレイ演習による気づき 

逐次通訳演習は、スピーカーと通訳者の役割をペアワークで行っているが、さらにオーディエン

スとしてクラスメートのパフォーマンスを客観的に見ることで、自分がスピーカーや通訳者の役割を

している時には認識できていない点に気づくことができる（西畑 2018）。オーディエンスとしてスピ

ーカーと通訳者に対して良かった点と改善点をフィードバックするように指示したところ、受講生か

ら多くの的確なポイントが挙げられた。パワーポイントを使用したプレゼンテーションを行ったスピ

ーカーに対しては、話すスピードの適切性や、パワーポイントの適切な情報量や視覚的な分かり

やすさ、信頼性のあるデータや具体的な事例の効果についての意見があった。通訳者に対して

は、話すスピードの適切性や、スピーカーが話し終えてから訳出までのレスポンスは速い方が良

いこと、オーディエンスにとってなじみのない用語がでてきた時に説明を加えた訳出は効果的であ
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ること等が挙がった。スピーカーと通訳者双方に共通する指摘として、用意した原稿を読むのでは

なく「伝える意識」を持つことが大切であること、逐次通訳を入れるタイミングの話の区切り方が一

文ごとだと短すぎるのでもう少しまとまりがある方が良いのではないかとのコメントがあった。また、

スピーカーが明るく楽しそうに話している時は、通訳者もその雰囲気を伝えられるようにスピーカー

の話し方に合わせた方が良いのではないかとのコメントも挙がっていた。一度実践して認識した改

善点を次に生かせるように再度実践する場として、学期末課題でさらにペアを変えてロールプレイ

演習を行っている。ペアをあえて変えることは、様々なタイプのスピーカーへの対応の仕方や互い

に学び合う機会を持たせる意図からである。 
 
4.7 通訳準備・本番・振り返りの実践 

通訳の実践においては、通訳準備だけではなく、本番での対応、さらに通訳終了後の振り返り

が非常に重要となる。アクティブラーニング 1 回目の課題で準備について取り上げ、中間課題の

発表後には、必ず振り返りのディスカッション及び振り返りコメントの提出を行っている。また、中間

課題での気づきを次回に生かせるように、学期末課題でもう一度オーディエンスの前での通訳実

践の機会を持たせた。アクティブラーニングの 2 回目では、学期末課題に対して、準備・本番・振

り返りをどのように行ったかを具体的に記述したものを提出させ、クラス内での共有を行っている。

表 3 に示すようなワードファイルのフォーマットで、通訳の<準備>・<本番>・<振り返り>それぞれに

おいて行ったことを具体的に記入するようにした。通訳の準備の欄に関しては、アクティブラーニ

ング 1 回目の学びを反映させるようにした。 
 

  表 3. 通訳準備・本番・振り返りのフォーマット  

     
 

学期末課題であるおうち時間の過ごし方のテーマについての逐次通訳で、自粛についての表

現を self-quarantine と訳そうと事前に準備していたのが、先に発表したクラスメートに対してオーデ

ィエンスからのコメントで quarantine を使うと既に感染している人を想起させてしまうとのコメントを聞

き、自身が発表する時に social distancing の表現に急遽変更したことについて書かれていた。これ

は、先述の Gile（2009）による会議の準備についての 3 段階、「事前準備」「直前準備」「会議進行

中の知識獲得」のうちの「会議進行中の知識獲得」に該当すると考えられる。自分が通訳する現

場の参加者間でどのような表現が使われているかを通訳業務中に学び、事前準備で考えていた
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ものと異なる場合でも即座に訳語を調整して自分の通訳にも反映させることは、通訳者に求めら

れる柔軟な対応能力であると考えられる。また、通訳者が話している間に、自分のメモ取りのノイズ

がマイクに入らないように通訳し始めるまではミュートにして切り替えているクラスメートのパフォー

マンスを見て、急遽自分の発表時にも取り入れた受講生もいた。また、発表中にスピーカー役の

受講生のインターネット接続状況が悪く、画像が固まり音声が一部途切れたことがあった。その通

訳を務めていた受講生のコメントとして、画像が動いた時のパートナーの様子を注意深く見て自

分が通訳をするタイミングを判断し、焦っていることが出ないように心がけたことが挙げられていた。

インターネット接続状況が悪くて声が途切れたり、画像が固まったりすることはオンライン授業なら

ではの問題であったが、通訳現場においても昨今はオンライン会議での通訳が実際に行われて

いることから、不測の事態にもどのように対応するかを学ぶ機会になったとも捉えられる。 
 
4.8 実際の通訳現場を想定したアクティビティ 

学期末課題での通訳演習では、実際の通訳の仕事を意識して、緊張感を持ったより現場に近

い環境を体験するため、スピーカーと通訳者はスーツ等フォーマルな服装でプレゼンテーションと

通訳を行うものとした。通訳訓練の様々なアクティビティを紹介している Gillies （2013）でも現場の

プレッシャーを体験する“Dress-up Friday”（p.256）として紹介されており、対象クラスだけではなく

筆者が指導を行っている大学院の通訳実習でも本番の日はスーツ着用で通訳実習に臨むことを

実践している。中間課題の段階では、初めてのオーディエンスの前での演習であるために、それ

だけでも緊張していると考えられる。しかし学期末課題は中間課題の反省を生かした 2 回目の挑

戦となり、中間課題の時よりは様子が分かっている余裕があるため、フォーマルな服装で通訳実

務を意識したアクティビティとして実施した。スーツ着用での発表に関しての受講生の声としては、

「集中力がいつもよりも上がっている気がする」「気持ちが切り替わって引き締まる」「服装も大事と

思う」のようなコメントもあれば、「スーツは慣れないので動きづらい」といったコメントもあった。また、

通訳現場での服装についてだけではなく、受講生から質問が挙がった実際の通訳の現場に持参

すべきものは何かについて、Zoom のチャット機能を使って各自が必要と考えるものを入力して共

有し、講師から補足する機会も設けた。 
 
5. 考察 
5.1 アンケート調査に基づくオンライン授業実施の結果  
 段階的なアプローチを意識して指導を行った 2020 年春学期のオンライン授業について、受講

生がどのように受け止めているかについて調査する学期末アンケートを実施した。アンケートでは

下記の質問項目を尋ね、 後に自由記述欄を設けている。 受講生 12 人全員から回答があり回

答の母数はいずれも 12 人である。 
 

・積極的に授業参加できたと思いますか？（図 2）   
・授業目標は達成できたと思いますか？（図 3）   
・中間課題（英日逐次通訳演習）の難易度はどうでしたか？（図 4） 
・学期末課題（日英逐次通訳演習）の難易度はどうでしたか？（図 5）  
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・授業全体の難易度はどうでしたか？（図 6） 
・受講して良かったと思いますか？（図 7） 
・オンライン授業で特に困ったことはありましたか？（図 8）  
・オンライン授業の方が良かったことはありましたか？（図 9）  

  
 

図 2. 積極的に授業参加はできたと思うか（n=12） 図 3. 授業目標は達成できたと思うか（n=12） 

 

図 4. 中間課題の難易度はどうだったか（n=12） 図 5. 学期末課題の難易度はどうだったか（n=12） 

 

図 6. 授業全体の難易度はどうたったか（n=12） 図 7. 受講して良かったと思うか（n=12） 

図 8. オンライン授業で困ったことはあったか（n=12） 図 9. オンライン授業で良かったことはあったか（n=12） 
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まず積極的に授業参加はできたと思うか（図 2）と授業目標は達成できたと思うか（図 3）につい

ての問いについては、いずれも 12 人全員が「はい」の回答であった。実際に、出席率は毎回

100%であり、講師の視点からも、いずれの課題への取り組み姿勢において全員の積極的な参加

や努力が認められた。難易度に関して、中間課題は英日方向の逐次通訳演習で「ちょうど良かっ

た」が 7 人（58%）、「やや難しかった」が 4 人（33%）、「難しかった」が 1 人 （8%）であった（図 4）。

学期末課題は言語方向が逆の日英方向の逐次通訳演習であり、「ちょうど良かった」が 7 人

（58%）、「やや難しかった」が 5 人（42%）であった（図 5）。授業全体の難易度については、「ちょう

ど良かった」が 11 人（92%）、「やや難しかった」が 1 人（8%）であった （図 6）。大半が通訳の実践

を行うのが初めてであったため、実際にクラスメートの前で通訳演習を行う中間課題と学期末課題

についてはやや難しいと感じた受講生も 4 割前後いた。中間課題は英語から日本語への通訳で

あったが、「難しかった」と回答していた 1 人は非日本語母語話者であり、「やや難しかった」と回答

していた 4 人の中にも非日本語母語話者が含まれていた。逆に、学期末課題の日本語から英語

への通訳で、「やや難しかった」と回答した 4 人は全員日本語母語話者であった。通訳する言語

の方向性によって難易度の感じ方に個人差は多少あるものの、自分の母語ではない言語への訳

出の方がより難しいと感じている受講生が多い傾向が示唆される。講師側が意図していたレベル

設定は、受講生にとってやや難しいもののやりがいを感じられるレベルであったため、ほぼ想定通

りであったと言える。また授業全体の難易度は 9 割以上が「ちょうど良かった」と回答があったこと

からも、TOEIC スコアで見る英語力のばらつきはあっても難易度調整は問題なかったことが示唆さ

れる。筆者のこれまでの学部生向けの逐次通訳演習クラスの指導経験では、TOEIC スコアと 終

的な成績は必ずしも比例しないことも多くあり、受講者の選抜を行う場合も TOEIC スコアは参考に

しつつも、一定の TOEIC スコア以上を保持していることを受講の絶対条件とは設定せず総合的に

判断している。受講生の満足度を測る「受講して良かったと思うか」の問いに対しては 12 人全員

が「思う」の回答であり（図 7）、良い雰囲気の中でクラスメートからも多くを学べたことについて触れ

ているコメントが複数あった。逐次通訳演習について全員が対面とオンラインの両方の受講経験

があるわけではないが、オンラインの形態により授業満足度が大きく下がるような問題はなかった

ことが示唆される。 
 オンライン授業に関する質問としては、オンライン授業で困ったことはあったかについて、8 人 
（67%）が「はい」、4 人（23%）が「いいえ」の回答であった（図 8）。一方で、オンライン授業の方が

対面授業より良かったことはあったかについて、10 人（83%）が「はい」、2 人（17%）が「いいえ」の

回答であった（図 9）。オンライン授業での困ったことについては、この授業に限らず「インターネッ

ト接続不具合」に関することが も多く、一部「目が疲れる」とのコメントがあった。オンライン授業の

方が良かったことについての自由記述コメントとして、「オンライン授業の方が集中できる」「画面共

有で資料が見やすく便利」「緊張しすぎずにできる」の意見がいずれも複数あり、加えて、「音量も

自分で調節できるので聞き漏らさない」「周りを気にせず声に出して練習しやすい」「ブレイクアウト

セッションでペアワークがやりやすい」のようなコメントが挙げられていた。初めてオンライン授業を

体験し、オンライン授業のメリットを実感している受講生が多かったものの、教室の対面授業での

授業もオンライン授業に加えて両方体験したいと希望する声も一部あった。受講生全員の希望を
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満たすことは難しく、COVID-19 による影響を考慮した安全性の確保の視点からはオンライン授業

が優先的に取るべき選択肢となる。しかしオンライン授業で通訳演習授業の実践が可能であるこ

とが確認できたことは、今後対面授業かオンライン授業かいずれを選んでも安全性の問題がない

状況においても、授業形態の選択肢が増えたと捉えれば意義があると考えられる。 
 
5.2 オンライン授業特有の課題と対応 
 オンライン授業における課題としては、まずインターネット接続の不具合による技術面の課題が

ある。対象クラスにおいて、授業進行が滞るほどの大きな接続不具合の問題は発生していないも

のの細かな不具合はあった。例として、Zoom のブレイクアウトセッションでペアワークを行う際に一

人だけ振り当てられたセッショングループに入れない事象が発生した。その対応としては、ペアの

相手の受講生に、ブレイクアウトによって振り当てられたグループから、もとのメインセッションに戻

ってくるように指示し、メインセッションでペアワークを行うようにした。また、中間課題の発表当日

に、発表担当者の一人からインターネット接続不具合により Zoom への参加が遅れる連絡が事前

にあったが、発表の順番を当初の予定より後回しにすることで対応を行った。さらに、ペアでの逐

次通訳発表中に、スピーカー役の受講生のインターネット接続不具合により声が時々途切れる状

況が発生した。通訳者の担当であった受講生は機転をきかせて事前に情報共有していた内容を

基に 後まで逐次通訳をやりきった。以上のように、細かな不具合は個別にあったものの、インタ

ーネット接続含めオンライン授業で困ったことは特に何もなかったとコメントしている受講生もいる

ように個人差がある中で、結果的に 後まで無事に授業は実施することができた。また、インター

ネット接続不具合がある場合を除いては基本的には講師も受講生も常に動画は ON としていたた

め、相手の表情や反応を確かめながら授業を進めることができた。受講生からも、「はじめはカメラ

の前で話すということに慣れず違和感を覚えていたが、毎週クラス全員の顔が見えることで、安心

しながら授業を受けることができた」とのコメントがあった。 
 
5.3 対面授業・オンライン授業共通の課題 
5.3.1 逐次通訳演習におけるサイト・トランスレーションの導入 

通訳訓練法の中で、「サマライジング」「シャドーイング」「クイックレスポンス」「ノートテーキング

（メモ取り）」の指導については先述の通りであるが、「サイト・トランスレーション」の指導については

対面かオンラインかの授業形態に関わらず課題となっている。前年度の対面授業の中でサイト・ト

ランスレーションを授業に取り入れたところ、オーディエンスを前にした逐次通訳を実際に行う際に

も、文頭から順に訳していくような逐次通訳を行い、不自然な訳出をする事例が生じてしまったこ

とがあった。他の受講生からのフィードバックで訳出の語順が不自然との指摘があったが、逐次通

訳の勉強が初めての受講生の中ではサイト・トランスレーションの語順のように逐次通訳を行うもの

との誤った認識をしてしまったためのようであった。サイト・トランスレーションは通訳訓練をある程

度積んでいる学生や、大学院生対象の同時通訳演習クラス等では問題なく受け入れられている

様子が見られる。しかしながら学部生向けの逐次通訳演習クラスで、通訳を初めて学ぶ受講生の

中では、受験勉強で読解問題を前から訳していく方法を習ったということがたまにあるものの、通
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訳訓練法としては認識されていない。不自然な訳出で逐次通訳をする受講生が生じた原因を考

えてみると、サイト・トランスレーションと逐次通訳プロセスとの関連性、言い換えればサイト・トラン

スレーションは逐次通訳の中で何に効果的な訓練であるのか、何のために行うのかの目的の位置

づけが曖昧であることにあるのではないかとの考えに至った。また、サイト・トランスレーションとスラ

ッシュ・リーディングの関係性や、サイト・トランスレーションにどこまでの精度を求めるかが指導の

際に曖昧であった点を改善すべき点として認識した。今回のオンライン授業においては受講生の

大半が初学者であったことや、初学者向けの指導方法を改めて整理する必要性感じていたため、

先述の通訳基礎訓練法に加えて音読も含めた声に出す練習は重視しつつも、サイト・トランスレ

ーションを積極的に授業に取り入れることはしなかった。 
サイト・トランスレーションの位置づけについて Gile（2009）は、同時通訳や逐次通訳ほどは会議

通訳の場で使われず、原稿の読み上げがある際に通訳者が原稿の起点言語を目標言語で声に

出して読むものと説明している。Viaggio（1995）は、個人的に逐次通訳を行うことがほぼないため

逐次通訳に対するサイト・トランスレーションの価値の評価はできないとしながら、同時通訳の導入

として非常に効果的であるとの考えを示している。Setton & Dawrant（2016）は、サイト・トランスレー

ションは逐次通訳や同時通訳ほどのニーズは実際にはないものの、同時通訳の準備として非常

に有効であるとしている。日本の状況に照らして言及されている中では、平塚（2013）では、直前

に原稿が同時通訳ブースに届けられたような状況で同時通訳者が意味の区切りごとに原稿を見

ながら訳すと説明し、この応用により日本の英語教育での長文読解にスラッシュ・リーディングが導

入されたのではないかとしている。田中（2004）は通訳初学者を対象とした授業での実践報告の

中で、サイト・トランスレーションの導入の結果、馴染みがない受講生にとってはかえって時間がか

かり稚拙な訳出になってしまった状況に言及している。さらに、「スラッシュ・リーディング」は読解

力を伸ばす目的であり、内容把握力及び訳出力にも有効であるとしている。長沼他（2016）による

サイト・トランスレーションの研究プロジェクト報告では、サイト・トランスレーションの英語教育への

応用や大学・大学院の通訳クラスでの実践等様々な状況を紹介しているが、サイト・トランスレーシ

ョンの定義のされ方にはスラッシュ・リーディングや原稿付き同時通訳も含まれることがあり多様で

あるとしている。上記に挙げた中では、サイト・トランスレーションは同時通訳の準備として非常に

有効であると位置づけられていることが多いが、逐次通訳の準備に非常に有効との言及は見られ

なかった。逐次通訳の入門・基礎レベル向けの教材の中でサイト・トランスレーションがどのように

扱われているかを見てみると、水野他（2002）では、文頭から訳していくことで原稿付きの同時通

訳の準備となるとし、逐次通訳に対しての言及はない。ベルジュロ他（2009）では、逐次通訳の要

はノートテーキングにあるとして、ノートテーキングを重点的に取り上げて紹介し、シャドーイングに

は触れられているもののサイト・トランスレーションは取り上げられていない。他方で、大谷（2009）

は、同時通訳・逐次通訳いずれにおいても事前に読み原稿が渡された場合に、どれほど速くその

訳が聞いている人にとって分かりやすいものにできるかを鍛えるのがサイト・トランスレーションであ

ると説明している。以上のことから、必ずしも逐次通訳のための訓練法にサイト・トランスレーション

が必須項目として挙げられているわけではないことが分かり、逐次通訳演習においてサイト・トラン

スレーションを基礎訓練として取り入れる必要があるかどうかも一つの検討事項とも考えられる。た
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だ、声でのアウトプットが必ず求められる通訳において、理解できているかの確認としてサイト・トラ

ンスレーションを導入する意義はあるように思われる。逐次通訳演習クラスに導入する場合には、

指導する講師側が下記の 2 点について明確にしておく必要がある。 
 

・スラッシュ・リーディングとサイト・トランスレーションを同義とするのか、違いを明確にするのか 
・スラッシュ・リーディングとサイト・トランスレーションを行う目的をどう設定し、説明するのか 

 
指導するクラスの内容、レベル、目的にもよると考えられるが、初学者向けの逐次通訳演習クラ

スにおいては、スラッシュ・リーディングとサイト・トランスレーションを下記の表 4 に示すように区別

して説明することを暫定案とする。スラッシュ・リーディングは、理解の確認、読解力向上を目的とし、

意味が把握できればよいが、サイト・トランスレーションは主に同時通訳の準備練習となる。両者の

違いとしては、理解した内容を伝えるための分かりやすいアウトプットまで求められるか否かである

と考えられる。 
 

表 4. スラッシュ・リーディングとサイト・トランスレーションの位置づけ案 

訓練法 概要 主な目的 
スラッシュ・リーディング 意味の区切りごとに文頭から順に訳出していく 理解の確認 

読解力向上 
サイト・トランスレーション スラッシュ・リーディングを目標言語においてより

自然な訳出となるように整える 
理解の確認 
同時通訳準備 

 
逐次通訳演習の初学者が、逐次通訳とサイト・トランスレーションは同じであるかのような誤解を

持たないためには、文頭から順に理解していくことで理解力の確認や読解力の向上には有効で

あり、そのような能力は逐次通訳を行う上で必須であるものの、逐次通訳を行う際には、目標言語

でわかりやすく伝わるように整えるプロセスが必要となる、のような明示的な説明が必要なのでは

ないかと考えられる。言い換えれば、サイト・トランスレーションは同時通訳には直接的な準備とな

るが、逐次通訳には間接的な練習となると言えないだろうか。サイト・トランスレーションについては

改めて検討を行い、初学者向けの逐次通訳演習クラスでサイト・トランスレーションを行う場合の指

導法を今後の課題としたい。またサイト・トランスレーション含めた他の通訳訓練の初学者にも分か

りやすい視覚的な教材・資料の作成をすることも今後の課題の一部としたい。 
 
5.3.2 ピアフィードバックにおける発表の改善点についてのコメント 

授業を進める中で直面した問題として、ロールプレイ演習における「ピアフィードバック」の仕方

がある。受講生がスピーカー、通訳者、オーディエンスの役割を体験するロールプレイ演習におけ

るオーディエンスからのフィードバックは、スピーカーと通訳者に対して行うようにしている。前年度

に対面授業を行っていた時は、「評価シート」を授業内で配布し、オーディエンスがクラスメートの

発表を聞き、発表後に少し記入時間を取り、口頭でのフィードバックを行った後に評価シートを回

収するようにしていた。回収した評価シートは、講師が確認した後で各発表者に配布するようにし
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ていたため、フィードバックを受けた受講生が後から見直しができるメリットはあるものの、記入に時

間がかかるために発表後すぐにフィードバックに移ることができなかった。今回オンライン授業での

実践であったこともあり、紙ベースでの評価シートの配布は使用せず、良かった点と改善点を口頭

でフィードバックとすることで、発表が終わってからすぐにフィードバックに移ることができたため、

そのやり方の方が適正であったと考える。 
 オーディエンスからのフィードバックコメントは、良かった点と改善点を伝えるように指示している

が、中間課題においては、遠慮して改善点には触れずに良かったところしか伝えない受講生が何

名かいた。この傾向は、対象クラス以外にこれまで実施した対面授業でも見られた。改善点は必

ずあるにも関わらず、遠慮からくる良かった点の賞賛だけしか伝えないフィードバックでは発表者

自身にとっても今後の参考にならないため、学期末のオーディエンスからのフィードバックは、必

ず良かったところと改善点の両方を 低 1 点ずつコメントするように改めて指示を行ったところ、フ

ィードバックの質も向上し、非常に重要なポイントが指摘されて中間課題の時以上に有意義なフィ

ードバックとなった。 
 ピアフィードバックを行う際に、あらかじめ評価項目を提示した上での評価とするか否かも一つ検

討する点となる。紙ベースの評価シートを使用していた時は、「声の大きさ」「話す速度」「オーディ

エンスへの意識」「姿勢・態度」「（通訳者の）訳の正確さ」「（スピーカーのプレゼンテーションの）内

容の充実度」等を評価項目として挙げていた。事前に評価項目を提示してそれに沿って評価を行

うことも一つのやり方ではあるが、オーディエンスの新鮮な視点でどういう点がスピーカー及び通

訳者に対して評価すべき項目として挙げられるかを受講生自身が考えることも重要であるため、

対象クラスにおいては具体的な評価項目は事前に提示せず、良かった点と改善点を挙げるという

指示に留めた。結果的には、改善点にも必ず触れるようにと指示したことで上記に挙げたような評

価項目も全て受講生から自発的に出たコメントで網羅されていた。また、スピーカーが話し終えて

から通訳者が訳出を始めるまでの間は短い方が良い等、上記に挙げた評価項目に含まれていな

かったような新たな気づきのコメントも複数の受講生から寄せられた。 
 
5.3.3 初学者の翻訳原稿読み上げと伝える意識のバランス 
 中間・学期末課題の逐次通訳のペアワークにおいて、どこまで準備をするか、またどこまでスピ

ーカーと通訳者の間で情報共有をしているかはペアによって異なる。多くの場合スピーカーは原

稿を作成し、通訳者はそれを用いて事前準備をしたうえで目標言語に翻訳している。スピーカー

が原稿を準備している場合、通訳者がそれを事前に入手して翻訳をして準備することは非常に重

要な準備であり、その重要性を認識することも意義があると考えられる。実際に、受講生のコメント

の中でも、「原稿を事前に入手して翻訳することは非常に役立ったし、不可欠だと感じられた」「発

表者との打ち合わせは必須だと感じた。発表者が話している内容が事前に分っていると、自分が

何をリサーチしておくべきかが明確になるため、より良い準備ができると思う」のように、Gile（2009）

の言う「事前準備」と「直前準備」の大切さを認識している様子が示されていた。しかしながら、事

前に翻訳原稿を準備することは、ただ読むだけのパフォーマンスにつながりがちであり、受講生自

身の振り返りとして、「日本語から英語の通訳では、どうしても事前に作成した原稿の翻訳を読む
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形になってしまった」のようなコメントがあり、さらに受講生同士のピアフィードバックでも、ただ読む

のではなく伝える意識が必要であるという点が挙げられていた。スピーカーが原稿を用意していて

も、アドリブや省略が入ったりすることはよくあり、一言一句違わず読まれることの方が少なく、受講

生のコメントでも「原稿に頼り、急な発言に対応できなかった」とあるように、原稿に頼りすぎると対

応力がつかない懸念もある。しかしながら、初学者にとっては、たとえ事前に翻訳した原稿を読む

場合でも、パブリックスピーキングを意識してオーディエンスの前で通訳することになり、かなりのプ

レッシャーの中での実践的経験ができるという側面もある。受講生から「まだ慣れていない段階な

ので、一言一句通訳原稿を用意していたのはお守り代わりになってよかった」のようなコメントもあ

った。一方で、「メモ取りを実践しつつ、なるべくつかえないように、聞き取りやすいように発話する

ことに注意した」のコメントのように、読み上げるのではなくその場で対応することに意識を向けて

課題に取り組んだと見られる受講生もいた。受講生によって語学力や対応力、通訳の実践練習の

経験にもばらつきがあるため、それぞれが自分なりにベストをつくして取り組めれば基本的にはそ

れで良いと考えられる。しかしながら、原稿を読むだけの傾向が全体的に強く見られる場合や受

講生のレベル次第では、翻訳原稿をそのまま読むことはせずトークポイントのような要点のみを参

考資料として当日見られるようにする等、課題の難易度を少し上げて、実施の仕方を調整する工

夫も必要になると考えられる。 
 
5.4 授業の効果的な運営実現の要因 
 今回初めてオンラインにて逐次通訳演習授業を実施したが、全体的に大きな問題もなく授業目

標達成につながる運営を実現できた。それには、3 つの要素が考えられる。まずは選抜を行ったこ

とである。前年度の対面授業では遅刻や欠席が比較的多く、事前準備や課題への取り組みが不

十分な事例が複数あったが、今回のオンライン授業では授業参加率及び期日内の課題提出も学

期中の全 15 回分の授業において 100%と高く、受講生の学習意欲やマナーにおいて全体的にレ

ベルが高い傾向が見られた。毎年受講者は変わっているために一概には言えないものの、選抜

を行ったことやオンライン授業の方が集中できるとコメントしている受講生が多かったことも一要素

として考えられる。昨年の対面授業ではいずれの学期も受講希望者はそれほど多くなかったため

選抜を行わず希望者全員が受講可能としたが、ペアワークやグループワークの発表当日にも正

当な理由なく大幅な遅刻や欠席が一部あったため、パートナーの受講生に迷惑がかかっただけ

ではなく授業計画の調整が必要となることがあった。今回のオンライン授業では受講希望者が多

かったため選抜を行ったが、正当な理由のない大幅な遅刻や欠席はなく、ペアワークやグループ

ワークにおいても協力的かつ積極的な学びの姿勢が見られた。選抜は初回オリエンテーション時

に課した翻訳課題等を基に総合的に判断しているが、初回のオリエンテーションは出席していて

も指示した課題提出がなかった学生も数名おり、課題提出がなかった場合はその時点で選抜対

象から外している。そのため課題をやるほどまでの受講希望や学習意欲はない者は今回の受講

者に含まれていない。このことからも、選抜によって授業に対する参加意思、学習意欲、指示され

た期日を守る等、協同学習を行う上で必要なマナーが備わっているか等の確認の機会となり全体

的なレベルの高さにつながったのではないかと考えられる。 
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2 つ目に、受講者数の設定がスムーズな運営につながった要素であると考えられる。受講者数

は 12 人であったが、このクラスに限っては、ペアワーク及びグループワークをする上で 適とも言

える人数であった。受講者の練習・発言機会はできる限り均等となるように考慮しているが、まず 2
人ずつのペアワークを行う際にも、3 人もしくは 4 人のグループワークを行う際にも、常に均等なグ

ループ編成が可能であったためである。受講者数が奇数になると、変則的な組み合わせが必要と

なるが、毎回欠席者もいなかったため、常にスムーズなペア及びグループ分けができた。また、中

間・学期末課題は受講生全員がスピーカー、通訳者、オーディエンスの役割を体験するロールプ

レイ演習であったが、その際にも均等な参加・発言機会を設けることができ、クラス運営のしやすさ

に大きな影響があった。 
 3 つ目には、対面授業かオンライン授業かに関わらずクラスの協力的な良い雰囲気作りを重視

し、アイスブレイクの要素を意識して取り入れたことが考えられる。通訳演習クラスを担当する中で、

自分の語学力でついていけるかどうか不安だと受講を迷っている声が寄せられることがよくある。

通訳の実践にはパブリックスピーキングが求められ緊張感が伴うことは避けられないこともあり、必

要以上の不安感を低減し安心して学べる良い雰囲気作りの必要性を実感し、通訳演習クラスへ

のアイスブレイク活動の導入を行ってきた（西畑 2020）。これまでの対面授業では、授業冒頭にグ

ループに分かれて配布された質問カード 1 を使い、お互いを知るためのアイスブレイクを行いなが

ら日本語・英語の発話を行うウォームアップを導入していた。オンライン授業では質問カードの配

布ができないため従来のやり方はできなくなったものの、授業はウォームアップから始めることを意

識し、協力的な雰囲気を醸成する取り組みの一環としてファーストネームでクラスメート全員の名

前を覚えるように促し、ペアワーク・グループワークで互いに協力しながら学べるような授業進行を

心掛けた。学期末アンケートの自由記述で、「いい人達ばかりで授業に参加するのが楽しかった」

「全体的にはみんなと協力しながら、成長できた」「通訳の演習をあまりしたことがなく緊張していた

が、参加している人全員の人柄が良く、自分も良い刺激を多くもらうことができた」「クラスメートとフ

ァーストネームで呼び合うのも親しみを持ちやすかった」「クラスメートから学ぶこともいろいろあっ

た」等の声が寄せられており、協力的な良い雰囲気作りは実現できたことが示唆された。 
 
6. まとめ 
 逐次通訳演習クラスをオンラインで実施した初めての試みの結果を紹介した。オンラインならで

はのインターネット接続の不具合の問題の対応等もあったものの、授業進行ができなくなるような

大きな問題もなかった。段階的なアプローチを意識した指導を行い、講師・受講生のいずれの視

点からも授業目標の達成はできたと考えられる。逐次通訳演習クラスのオンライン授業による実施

でも受講生の学びが可能であることを確認できたことは、今後の大学での通訳教育のおける教授

法の幅が広がったと捉えられる。今後の課題としては、対面授業でも今回実施のオンライン授業

でも共通していることであるが、初学者向けに必要な通訳訓練法を改めて精査し、各訓練法の目

的を逐次通訳プロセスと関連付けて簡潔にまとめた初学者向けの教材・資料の作成に取り組む

必要があると考えている。 
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研究ノート 

 

 

Heart of Darkness の邦訳比較 

 

水野 的 

 

This article analyzes five Japanese translations of Joseph Conrad’s Heart of Darkness from the 

perspective of information and discourse structure. As with the result of the analysis of Mizuno 

(2002), almost all the translations are under the heavy influence of the translation norm that 

reverses the order of English constituents so as to preserve the grammatical structure of English. 

However, there are some cases where translators have adopted linear translation strategies 

which retain main clause – that- complement order.   

 

本稿は Joseph Conrad の Heart of Darkness（『闇の奥』）の五つの邦訳を素材に、情報構造と談話

構造の面から比較検討する。Dejica (2009:97)は、情報構造に関する様々なアプローチを応用し

てパラレルテクストの比較構造分析を行い、起点言語と目標言語が特定の構造を選好することを

説明できると言っているが、英日翻訳の場合は選好というよりは規範とその規制力を説明できると

いうべきであろう。前稿（水野 2020）でも述べたように、近代日本の翻訳は「起点言語重視」と「目

標言語重視」というような極ではなく、むしろ「訳し上げ」と「順送り」の訳という二つの極をめぐって展

開してきたのではないかと考えられ、二つの訳出方法のうち「訳し上げ」の規範力が圧倒的に大き

いということができる。本稿もまた「訳し上げ」規範の規定力を見るために複数の邦訳を素材にして

検討する。 

 

Joseph Conrad の Heart of Darkness (『闇の奥』)はおよそ 70 年の間に以下に見られるように五つ

の邦訳が出版されている。中野以外は比較的 近のものである。 

 

中野好夫訳 (1940) 『闇の奥』（世界文学全集第 7 巻）（河出書房） 

中野好夫訳 (1958) 『闇の奥』（岩波文庫） 

＊中野の 1958 年の訳は改訳である。 

岩清水由美子訳(2001)『闇の奥』（近代文芸社） 

藤永茂訳 (2006) 『闇の奥』（三交社） 

黒原敏行訳(2009)『闇の奥』（光文社古典新訳文庫） 

 

本稿ではこの五つの翻訳を取り上げるが、 後の例のみ朱牟田夏雄(1959)『英文をいかに読むか』

（文建書房）からの訳も含めた。五つの邦訳で興味深いのは、翻訳者がそれぞれ自分の翻訳の意
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図について述べていることである。その目的は訳文に反映されているだろうか？  

 

＜例 1＞ 

The tidal current runs to and fro in its unceasing service, crowded with memories of men and 

ships it had borne to the rest of home or to the battles of the sea. It had known and served all the 

men of whom the nation is proud, from Sir Francis Drake to Sir John Franklin, knights all, titled 

and untitled  -  the great knights-errant of the sea. It had borne all the ships whose names are like 

jewels flashing in the night of time, from the GOLDEN HIND returning with her rotund flanks 

full of treasure, to be visited by the Queen's Highness and thus pass out of the gigantic tale, to the 

EREBUS and TERROR, bound on other conquests -- and that never returned.  

-  Joseph Conrad (1899) Heart of Darkness 

 

まず中野の初訳である。 

1) 中野好夫訳 (1940) 『闇の奥』（世界文学全集第 7 巻）（河出書房） 

中野は巻頭の「コンラッドと『闇の奥』について」で、自分の翻訳について次のように述べている。 

 

「コンラッドは、フローベルのスタイルに私淑するところ深く、所謂「適確なる言葉
モ ・ ジ ユ ス ト

」は彼にもまた理想

であつたらしい。さうしたスタイルは、この一編にも、屡々象徴的な雄勁さと簡潔さをもつて現はされ

てゐるのだが、譯文に於ては甚だしく叙述的、説明的とならざるを得なかつた。その意味で、たとへ

誤譯を 小限に防ぎ得てもなほ、出来としてはこの上を出ないやうである。もし原文の象徴的簡潔

さを生かして、しかも達意の日本文に自身ある譯者があれば、改譯していただきたい。なほそれで

附言しておきたいのは、この中編は、たとへ途中で難解、茫漠たる個所があつても、とにかく一應

後まで讀み通してもらひたい。さすれば讀了後はじめて 初の部分の暗示が生々と蘇ることが珍し

くないからである。それはつまり作者の構成が、常に暗示的方法を取つてゐて、決して叙述的方法

をとつてゐないからであつてやむを得ないのである。」(14) 

 

中野(1940)の訳は次のようなものである。下線部は訳し上げを、波線部は主節の位置を示す。 

 

不断の恩沢をもたらしつつ、かつて数知らず、或は故郷の安き休息
リ ユ ム

へと、或はまた海の戦ひへと、

人と船とを載せて行つた様々の思ひ出を胸に秘めたまま、いまもなほ潮汐はその交替をやめない

のだ。サ・フランシス・ドレーク(1540-
1596 )(

年、英国の航海者、スペ

イン無敵艦隊を撃破す)の昔から、サ・ジョン・フランクリン(1786-
1847 )(

年、英国の北極探検家第

三回目の遠征に消息を絶

ち、極地

に 死 す)に至るまで、この国民のもって誇りとする海の騎士たち―さうだ、思へば彼らこそ真の騎士だつ

たのだ、爵位の有無などはそれがなんだ―を、この河は悉く知つてゐるばかりか、親しく奉仕して来

たのであつた。 

 かつてこの流れの運んでいった幾多の船、それらこそは、時
タイム

という闇黒の中に、まるで宝石のやう

に光を放つてゐる光栄の名前なのだ。円々と膨れ上がつた船倉に数々の財宝を充して帰り、あま
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つさへ女王陛下親しく訪問の光栄をえた目覚ましい物語の中にも一際輝かしい名前の「 金 鹿
ゴールデン・ハインド

」

號(前記ドレイクの乗船、世界

一 周 し た 初 の 英 国 船)をはじめ、更に征服を目指して首途し、―遂に去つて再び帰らなかつた「エレバ

ス」、「テラー」の二船(前記フランクリンが

後の遠征に用ひた船名)に至るまで、この流れはすべてその船を知り、その人を知つてい

たのである。(287) 
 

一読してわかるように、訳し上げにより原文の談話構造と情報構造が破壊されており、作動記憶へ

の負担もきわめて大きい。下線部の訳し上げ部分はその直後の名詞にかかる前方修飾の形容語

句であり、これが作動記憶への大きな負荷となっている。 も深刻なのは、波線で示したように主

節と従属節と位置が逆転していることである。この点については後にも触れる。 

 

2)  中野好夫訳 (1958) 『闇の奥』（岩波文庫） 

この改訳の「あとがき」には次のようにある。 

「はじめにこの訳を出したのは、昭和十五年、河出書房から出ていた「世界文学全集」の一冊とし

て、スティヴンソンの「バラントレー家の世嗣」と併せてであった。もちろん未紹介の初訳だったわけ

だが、コンラッド独特のスタイルと相俟って、正直にいってたいへんな難物だった。日本の読者諸

氏にはまことにすまぬ話だが、相当の誤訳のあることも十分予想できたし、まことに自信のない話だ

った。 

 こんど改訳するに当って、なるほど予想のあやまらなかったことを、多分の慙愧をもって改めて確

認した。したがって改訳に当っては、戦後畏友朱牟田夏雄君が研究社から教科書版として出した

もの（注 1）の注釈にどれだけお世話になったかしれない。ここに改めて謝意を表する次第だが、事実

この朱牟田君の注釈なしには、おそらく私は改訳の勇気も出なかったであろう。もちろん二、三不

幸にして朱牟田君と解釈を異にする小個所もあり、またいまだに十分わからないところも残っている

が、もとよりそれらは受けた教示の量に比べれば、言うに足りない。そんなわけで、改訳はほとんど

新訳と変わらないほど筆を加えた。まあ、こんどはそう恥かしい思いをしないで、読者諸君の前に出

せるのではないかと思う。」(163) 

 

この後に初訳のところで引用したのとほぼ同じ文章がある。しかし、中野の自負にもかかわらず、取

り上げた箇所に関する限りほとんど変わっていない。語句の位置や形容詞の変更が多少あるが、

訳文の基本構造は維持されている。中野にとって構文を変えることは念頭になかったようだ。 

 

不断の恩沢をもたらしながら、あるいは故郷の安らかな休息
リ ユ ム

へと、あるいはまた海の戦いへと、数知

れぬ人と船とを載せて送った、そのさまざまな思い出を秘めたまま、いまもなおたえまなく満干
み ち ひ

をくり

かえしているのだ。サ・フランシス・ドレーク(1540-
1596 )(

年、英国の航海者、スペ

イン無敵艦隊を撃破す)の昔から、サ・ジョン・フランクリン(1786-
1847 )

(年、英国の北極探検家第三回目

の遠征に消息を絶ち、極地に死す)に至るまで、この国民のもって誇りとする海の騎士たち―そうだ、彼らこそ真の騎

士だったのだ。爵位の有無など、それがなんだ―を、この河はことごとく知っているばかりか、身親し

く奉仕して来たのだった。 
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 かつてこの流れの運んでいった幾多の船、それらこそは、時
タイム

という闇黒の中に、まるで宝石のよう

に光を放っている光栄の名前なのだ。円々と膨れ上がった船倉に数々の財宝を充して帰り、かしこ

くも女王陛下親しく訪問の光栄をえたあと、そのまま偉大なる海洋発展史物語のうえから姿を消し

てしまった「 金 鹿
ゴールデン・ハインド

」號(前記ドレイクの乗船、世界

一周した 初の英国船)をはじめ、新たなる征服を目指して船出し、―ついにふたた

び帰らなかった「エレバス」、「テラー」の二船(前記フランクリンが

後の遠征に用ひた船名)に至るまで、流れはすべてそれらの船を

知り、人を知っていた。(7-8) 
 

3)  岩清水由美子訳(2001)『闇の奥』（近代文芸社） 

岩清水は「訳者あとがき」で翻訳の意図を次のように述べる。 

「私が難解なことで知られるこの小説の翻訳を思い立ったのは、授業で中野氏の翻訳を使ったの

がきっかけであった。確かに翻訳経験が豊かな中野氏の訳は、個性的で見事な言い回しが随所

にあり読ませる。しかし現在の大学生にとっては、中野氏の日本語は難しく、古めかしいと感じられ

る言葉が多く、結果として読みにくいという感想を漏らす者が多かった。私自身マーロウの言葉使い

はしっくりしないものがあり、自分ならこのような言葉や表現は使わないだろうと感じた。それは四〇

年という時間の経過を考えれば、当然かもしれない。更に、私自身大学時代、授業で『闇の奥』を

読んだ時は、中野氏のこの訳に随分お世話になったのだが、授業を進めていく上で原文と照らし

合わせていく内に、誤訳が幾つかあることを発見したのである。又内容的にも、理解してもらうには

文学的技法や作品が書かれた時代背景について、かなりの説明が必要であった。このような理由

から、本訳ではこの小説がマーロウという語り手が自らの体験を友人達に語っているという設定に留

意し、作者が使った言葉を大事にしながら、分かり易く自然な言葉で訳すことを試み、註をつけた。」 

(131) 

 

中野訳は古くて分かりにくいし、説明も必要だ。だからわかりやすい自然な言葉で翻訳する、という

のだが、はたして石清水訳は自然な言葉になっているだろうか。 

 

家庭での休息、あるいは海での闘いへと運んだ人々や船の記憶で溢れながら、潮の流れは絶えま

なく干満を繰り返しているのだ。フランシス・ドレイク卿からジョン・フランクリン卿まで、爵位があろう

となかろうと皆騎士であり――海の偉大な修行者だったこの国が誇るすべての人間を河は知り、仕

えてきたのだ。船倉を財宝でふくらませて帰り、女王陛下の訪問を受けた後、膨大な海洋征服史

から消えた金鹿号から、新たな征服をめざして出発しながら、ついに戻らなかったエレバス号とテ

ラー号にいたるまで、時という闇の中にきらめく宝石のような船を運んでいたのだ。そうした船と人々

を河は知っていた。 

 

「潮の流れ」、「全ての人間」、「船」が長大な形容語句で前方修飾されており、作動記憶への負荷

は五つの翻訳の中で 大になる。中野訳と同様に主節と従属節が逆転しており、談話の構造も再

現されていない。 
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4)  藤永茂訳 (2006) 『闇の奥』（三交社） 

藤永は「訳註[第 II 部]で自身の翻訳の意図を次のように述べている。（なお引用文中の中野は中

野好夫、朱牟田は朱牟田夏雄で、朱牟田の「お仕事」とは翻訳ではなく、中野が改版のあとがきで

も触れている、朱牟田夏雄（解説訳注）(1953)『闇の奥（研究社小英文叢書）』（研究社）のことを指

す。） 

「私がこの小説の和訳を思い立ち、この訳注を用意した直接の動機は、中野、朱牟田両氏のお仕

事にかなりの数の誤りを見つけたことにある。（…）中野氏は「もし原文の象徴的簡潔さを生かして、

しかも達意の日本語に自信ある訳者があれば改訳していただきたい」と書いておられる。「達意」が

原意を読者に十分よく届けることを意味するとすれば、拙訳も一応の水準には達しているつもりであ

る。」(217-218) 

 

達意とは、要するに communicative ということであろうが、藤永訳はそうなっているだろうか。 

 

潮の流れは数知れぬ人々とその船を故郷での安息へと、あるいは、海での戦いへと運んだ記憶を

満々とたたえて、同じ奉仕を絶えることなく続けながら、満ち干を繰り返している。サー・フランシス・

ドレークからサー・ジョン・フランクリンに至るまで、この国が誇りとする男たちのすべてを知己とし、

奉仕してきた。爵位の有無にかかわらず、彼らはすべて騎士―海を遍歴する偉大な騎士たちなの

だ。この河の流れは、時間という夜の闇のなかで輝く宝石のような呼び名を持つ栄光の船のすべて

を運んだのだ。それは、丸くふくれた形の船倉一杯に財宝を積んで帰還し、女王エリザベス一世の

訪問の栄に浴したあと、大航海の物語から姿を消してしまったゴールデン・ハインド号に始まり、さら

に別の征服をめざして船出し、ついに帰ることのなかったエレバス、テラーの二船に至るまで、テム

ズ河はそれらの船とその乗組員たちを知っていた。(16) 

 

作動記憶への負荷は中野に比べるとやや少なくなっているが、基調が訳し上げであることには代わ

りはない。藤永訳でも主節と従属節が逆転しており、談話構造、情報構造は再現されていない。つ

まり大した違いはないのである。 

 

5)  黒原敏行訳(2009)『闇の奥』（光文社古典新訳文庫） 

黒原は「訳者あとがき」で。「原文も翻訳も読みにくい、というのが世の共通理解」だと思うが、自分

は「一気読み」のできる読みやすい翻訳をめざしたという。 

「コンラッドの…原文の朗読 CD は収録時間が四時間、翻訳はたいてい原文より少し長くなるが、

黙読の方が断然速いわけだから三時間くらいで一気読みできてしかるべきだ。」 

「（…）うまく説明できないけれど感覚的にはすごさがわかる謎や、よくわからないが色々な連想や空

想や妄想をかき立ててくれる曖昧さはそのまま残す。しかし「ここは翻訳がおかしいんじゃないか」と

首をひねり、いらいらして本を壁に投げつけたくなるような部分はなくしていく。」黒原 (2009) 「訳者

あとがき」より 
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干満をくり返して休みなく奉仕を続ける大河の流れは、船乗りたちを憩いの場である家庭へ帰した

り、闘いの場である海へ送り出したりしてきた記憶に満ちている。その流れはこの国が誇りとする男

たちを一人残らず知り、彼らに奉仕してきたのだ。サー・フランシス・ドレークからサー・ジョン・フラ

ンクリンに至るまでのそうした男たちは、その称号を持つ持たないに拘わらず、全員が騎士（ナイト）

― 海を遍歴する偉大な騎士たちであった。大河が運んだ船は、どれも夜の闇の中できらめく宝石

のような名前を持っていた。丸みを帯びた船体いっぱいに財宝を詰めて帰還し、女王エリザベス一

世じきじきの来訪を賜ったあと、偉大なる航海の物語から身を退いたゴールデン・ハインド号。ある

いは、これまた探検に乗り出していったが、ついに還らなかった軍艦エレバス号とテラー号。テムズ

河の流れはそうした船と船乗りたちを知っていたのだ。  

 

黒原訳では、談話構造は部分的ではあるが再現されていて、五つの翻訳の中では一番いいが、

訳し上げが多いため作動記憶への負荷は小さくない。また黒原訳にも主節と従属節の逆転がある。

不思議なことに、五つの訳のすべてが、 “It had known and served all the men”を訳の 後にもっ

てきている。また、”It had borne all the ships whose names are like jewels flashing in the night of 

time”の直喩は中野訳では「幾多の船、それらこそは、時という闇黒の中に、まるで宝石のように光

を放っている光栄の名前なのだ」、石清水訳「時という闇の中にきらめく宝石のような船」、藤永訳

「時間という夜の闇のなかで輝く宝石のような呼び名を持つ栄光の船」、黒原訳「大河が運んだ船

は、どれも夜の闇の中できらめく宝石のような名前を持っていた」となっており、いずれも訳出の順番

が逆であるため、その効果が消失している。（直喩の訳し方については加島・志村 (1992)を参照。） 

 

以下に原文分析と試訳を掲げる。構文解析と主題－題述分析を同時にやっているが、後者は無

視してもかまわない。緑色は短縮節、青色は関係詞節を示している。 

 
構文解析 T-R 分析 

The tidal current runs to and fro in its unceasing service, T1 + R1 
crowded with memories of men and ships R2 

... [-it had borne to the rest of home or to the battles of the sea]. (T2) + R3 
It had known and served all the men  T1 + R4 

[-of whom the nation is proud], (T3) + R5 
from Sir Francis Drake to Sir John Franklin, R6 

knights all, titled and untitled R7 
---- the great knights-errant of the sea. R8 

It had borne all the ships T1 + R9 
[-whose names are like jewels flashing in the night of time, ] (T4) + R10 

from the GOLDEN HIND R11 
returning with her rotund flanks full of treasure, R12 
to be visited by the Queen‘s Highness   R13 
and thus pass out of the gigantic tale, R14 

to the EREBUS and TERROR, R15 
bound on other conquests -- and that never returned. R16 

 

Giora (1990)はテクストの意味的一貫性(coherence)を確保するには、関連性の要請(Relevance 



 
 
 
 
MITIS Journal                                                                                                                                           

75 

Reqirement)と段階的情報性の要請(Graded Informativeness Requirement)を満たす必要があると

いう。関連性の要請とは、談話の中のすべての命題が談話トピックに関連していることである。（談

話トピックとは談話の冒頭に置かれた一般的言明であり、後続の命題がそれに照らして評価され、

貯蔵される参照点である。）言いかえれば適格な(well-formed)談話は、冒頭で示される談話トピッ

ク（大きなテーマといってもよい）に対して、その後に続く文が何らかの意味上の関連をもっていな

ければならない。段階的情報性の要請とは、適格な情報性を備えたテクストは情報性の低い命題

から も情報性が高い命題へと漸進的に展開するというものである。これは機能的文構成（FSP）に

おける communicative dynamism の考え方によく似ている(Firbas, 1992)。この二つの要請から逸

脱する場合は、明示的なマーカー(by the way とか after all など)で告知しなければならない。  

 そこで例文の談話構造を見よう。 

この例文の部分はパラグラフの途中であるが、パラグラフ全体はテムズ川を談話トピックとして、

the waters – the old river – the venerable stream と結束性を保ちながら展開し、例文の直前は the 

lower reached of the Thames になっている。例文の部分の談話トピックは第一文の、The tidal 

current – crowded with memories of men and ships であり、文の焦点は men and ships になるが情

報量は少ない。（その後の接触節も情報量が比較的少なく、その内容も常識である程度わかる。） 

第二文と第三文はそれぞれ tidal current と men, ships の関係を具体的なイメージを使って述べて

いく。すなわち men と ship の情報性は後の方が高くなっていく。第二文では men は all the men に

なり、of whom the nation is proud と制限的関係詞節が続く。次の文では談話トピックにあった

ships が all the ships となってやはり関係詞節によって具体化される。（段階的情報性の要請に合

致する。）図式的に示せば次のようになる。 

 

The tidal current runs to and fro in its unceasing service,                                     

crowded with memories of men and ships                                                    
... [it had borne to the rest of home or to the battles of the sea].    

It had known and served all the men                                                                    

[of whom the nation is proud],                                      

from Sir Francis Drake to Sir John Franklin,                

knights all, titled and untitled                                 

---- the great knights-errant of the sea.    

It had borne all the ships                                                                                          
[whose names are like jewels flashing in the night of time, ]           

from the GOLDEN HIND                                              

returning with her rotund flanks full of treasure,   

to be visited by the Queen‘s Highness                

and thus pass out of the gigantic tale,                

to the EREBUS and TERROR,                                            

bound on other conquests -- and [that never returned.] 
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The tidal current runs to and fro in its unceasing service,   

crowded with memories of men and ships .. 

. 

 It had known and served all the men .... 

  

It had borne all the ships .... 

 

談話トピックのテーマ tidal current が第二、第三文に it として受け継がれ、それぞれが談話トピッ

クに密接に結びついている。主題展開の面では連続主題になっており、談話トピックの核の部分、

men and ships が第二文、第三文の Rheme の一部に配分されている。 

 Giora のような談話構造の理論はいくつかあるが、いずれもその主張のすべてがそのまま当てはま

るわけではない。そこには理論化にともなう単純化があるからだ。しかし、この文に関しては Giora

の二つの要請があてはまるように思われる。 

試訳は次のようになる。わかりやすいように、文ごとに区切った。 

 

大河の流れはたえまなく干満をくりかえし、男たちや船の記憶をたたえている。この河は男たちと船

を、故郷のやすらぎへと、また海の戦いへと送り出してきた。 

河はその男たちを知り、彼らに奉仕してきた。彼らはこの国の誇りであり、それはサー・フランシス・ド

レークからサー・ジョン・フランクリンに及ぶ。称号の有無にかかわらず、みな騎士 ― 海の偉大な

遍歴の騎士であった。 

河が運んだ船の名は、時の闇の中できらめく宝石のようだ。たとえばあのゴールデン・ハインドは、

丸みを帯びた船体いっぱいに財宝を持ち帰り、女王エリザベス一世の来訪を賜ったあと、偉大な

航海の物語からは消えていく。あるいはエレバスとテラーは、さらなる探検に乗り出し、そしてついに

還らなかった。 

 

翻訳で、談話構造、情報構造、文法構造すべてを保持できればそれに越したことはないのだが、

なかなかそうはいかないことが多い。原文の談話構造と情報構造を翻訳で再現するためには、ま

ず Theme を変えず、原文の談話トピックの焦点を訳文の談話トピックの焦点の位置にもってくること

が原則である。次に後続のセンテンスや節がその談話トピックの焦点と、はっきりと結びつくように訳

文を構成する。 

この訳文では談話トピックの核をなす「男たちや船」があり、次の文では「すべての男たち」が主語

「河」の目的語として主語の近くに配置され、同様に第三文では主語「この河」の目的語として「船」

がやはり近傍に置かれている。情報構造の面では、同一の Theme に別の Rheme が展開する形式

を再現し、したがって新旧情報の順序も維持されている。 

from… to を「例えば…」と訳したのは、「A から B まで」とすると、A の部分がが長くなりすぎるため

である。英語のこの表現はかなり幅広い事項に適用されるから、これでも意味はほぼ維持できる。 
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the GOLDEN HIND と the EREBUS and TERROR は、原文のある種の読者にとっては推論（連

想）可能な情報(Inferable)かもしれないし、既知の情報(Given)かもしれない。それぞれに後置され

た修飾節は読者が検索・再認しやすくする機能を持つ。しかし、翻訳のほとんどの読者にとっては

unfamiliar な新情報であろう。the GOLDEN HIND はともかく、the EREBUS and TERROR という

船の名前のもつ不吉な含意と、この二艘の船に貼りついた背景知識は、注をつけない限り伝えよう

がない。エレバスとテラーは単に遭難しただけではなく、生存者たちが飢餓の果てに cannibalism

を行ったからである。『闇の奥』出版当時の読者にとってそれは周知の事実であり、コンラッドはその

知識をあてにできた（注 2）(Knox-Shaw, 1987: 139)。（黒原訳は注で乗組員が全滅したことに触れて

おり、藤永訳は食人行為に言及している。）さらに、EREBUS（冥界の神、暗黒）と TERROR（恐怖）

という語彙はとうてい”jewels flashing in the night of time”という比喩とは相容れない。実際、コンラ

ッドは Youth（「青春」）の中では、”in a sky black, black as Erebus”と書いている。要するにここには

Knox-Shaw が指摘するように、アイロニーがあると見るべきなのである。そのアイロニーは the 

GOLDEN HIND にも及ぶかもしれない。いかにご立派な名前があろうと、見方によってはしょせん

略奪船にすぎないのだから。さらにこの引用箇所の後、パラグラフの終り the germs of empires まで

もアイロニーとして読める。 

ちなみに黒原の「一気読み」に関して言えば、この試訳は、市販されている CD 音源の原文を聞

きながら同時に読み上げて、ほぼ同時に終わらせることができる。文や節、句もほとんど対応させる

ことができ、読む者は対応関係を確認しながら読み進めることができる。実はこの手法はかつて放

送通訳の「時差通訳」というのを業務としていた時にやっていたものである。訳し上げの多い訳文を

作ると原文に遅れていないか、逆に早すぎないかと不安になるし、原文と時間的にずれた読みに

なってしまうこともある。 

 

＜例 2＞ 

次の例は 初に 小限の文脈を補足してある（カッコ内）。この前には、道化のような格好をした若

者との長い対話があり、例文にある”this amazing story”とはその若者の語る話を指している。 

 

(… I had taken up my binoculars while we talked, and was looking at the shore, sweeping the 

limit of the forest at each side and at the back of the house. The consciousness of there being 

people in that bush, so silent, so quiet—as silent and quiet as the ruined house on the hill— made 

me uneasy.) There was no sign on the face of nature of this amazing tale that was not so much 

told as suggested to me in desolate exclamations, completed by shrugs, in interrupted phrases, in 

hints ending in deep sighs. 

 

構文解析を次に示す。 
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There was no sign (on the face of nature) of this amazing tale  

[that was not so much told as suggested to me  

in desolate exclamations,  

completed by shrugs,  

in interrupted phrases,  

in hints ending in deep sighs.] 

 

1)  中野訳（1940） 

ただ打見る自然の面には、あの凄愴な絶望の叫びや、途切れ途切れの言葉や、そして深い溜息

に終る暗示の中に語られる、といふよりはむしろ髣髴させられるこの恐ろしい物語を證明するような、

そんな兆候
し る し

は、何一つ見えなかつた。(377) 

 

2) 中野訳(1953) 

ただ打ち見たところの自然には、あの凄愴な絶望の叫びや、途切れ途切れの言葉や、そして深い

溜息に終わる暗示などの形で、語られるというよりは、むしろ髣髴させられたといった方がよいこの

恐ろしい物語を思わせるような兆候
し る し

（しるし）は、なに一つ見えなかった。(118) 
 

3)  石清水訳(2001) 

肩をすくめて終わる暗い叫びや、遮られた言葉、深いため息に終わる暗示の中で、語られるという

よりは暗示されたこの驚くべき物語の印は、この自然の表面には全くなかった。(88) 

 

4)  藤永訳(2006) 

この驚くべき物語、その話そのものよりも、その語り口―肩をすくめるジェスチュアに終わる孤独悲

痛な叫び、切れぎれの言葉、深い溜め息に終わる暗示の数々―を通じて僕の心に届けられたこの

驚くべき物語に連なるしるしは、あたりの自然の表面には全然なにも見当たらなかった。(150) 

 

5)  黒原訳(2009) 

語られたというよりも、肩をすくめるしぐさで締めくくられる陰鬱の詠嘆や、言いかけてやめた言葉や、

深い溜息で終わる仄めかしで暗示されたこの驚くべき物語と呼応するしるしは、周囲の自然には何

も見いだせなかった。(141) 

 

五つの邦訳のうち(1)(2)と(4) は冒頭の文の Rheme（＝新情報）の一部を訳出してはいるが、すべ

て主節と従属節が逆転しており、情報構造は大きく歪められている。五つの訳のすべてが関係詞

節を訳し上げ、this amazing tale（前方照応の語句＝旧情報）を軸にしてその前後が逆転している。

言い換えれば訳文では Rheme の尾部(tail)が Theme になっているのである。原文はまず There 構

文でいきなり新情報を提示し、その中の前方照応語句(this amazing tale)によって文脈内の旧情
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報とのつながりを指示する。そしてそれを関係詞節で限定するように見えるが、この関係詞節内は

旧情報ではなく、「その tale の語られ方」 についての新情報を担っている。後続する三つの前置詞

句と短縮節は関係詞節で示された「語られ方」を具体化している副次的な Rheme である。つまりこ

の文は、まず「自然の中にはあの驚くべき話の印はなかった」と新情報を提示し、次に関係詞節に

おいて「その驚くべき話の提示のされ方は、語りというよりは暗示」だったと新情報を追加し、さらに

後続の前置詞句で「暗示」の具体相を説明しているのである。しかし、五つの邦訳はすべて this 

amazing tale 以下の Rheme 部分を全部 This amazing tale の前に移動させ、前方から修飾してい

る。典型的なのは(3)の石清水訳であり、新情報がいきなり次々と読者に提示され、「この驚くべき

物語の印」を修飾している。読者は「この驚くべき物語の印」に至るまで多くの新情報を抱え続けな

ければならない。言ってみれば、散列文構造(loose sentence structure)が掉尾文構造(periodic 

sentence structure)になったようなものである。掉尾文構造においては、予測的構成素(anticipatory 

constituents)は文としての統合が終わるまで記憶に留められなければならないから、「予測的構成

素が長ければ長いほど、記憶にかかる負担は大きくなり、緊張はそれだけ高くなる」(Leech and 

Short, 1981:226) 。このような訳し上げは読者の記憶への負荷を増大させるだけでなく、原文の情

報構造とそこに見られる読者への配慮(consideration)、思いやりは消失する。試訳は次の通り。 

 

自然の表面には、彼の驚くべき物語の兆候はなかった。彼の物語は（私に対して）語られるというよ

りは暗示だった。たとえばそれは、悲痛な叫びのあとに肩をすくめたり、話を中断したり、仄めかした

あと深い溜息をついたりすることだった。 

 

＜例 3＞ 

次の例もまず文脈と構文解析を示す。 

(The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the shell of 

a cracked nut.) But Marlow was not typical (if his propensity to spin yarns be excepted), and to 

him the meaning of an episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the tale which 

brought it out only as a glow brings out a haze, in the likeness of one of these misty halos that 

sometimes are made visible by the spectral illumination of moonshine. 

 

(The yarns of seamen have a direct simplicity,  

[the whole meaning of which lies within the shell of a cracked nut.] ) 

But Marlow was not typical  

(if his propensity to spin yarns be excepted),  

and to him  

the meaning of an episode was not inside like a kernel  

but outside,                                         

enveloping the tale [-which brought it out]                                                    

only as a glow brings out a haze,                                             
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in the likeness of one of these misty halos                              

[that sometimes are made visible      

by the spectral illumination of moonshine.] 

 

1) 中野訳(1940) 

ところがその意味でマーロウは、（珍談奇談を真しやかに話したい癖は別として）、所謂船乗りとして

は型破りだつた。例へば彼にとつては、挿話の意義は、核のやうに内側にあるのではなく、むしろ話

を包む外なるものの中にあつたのだ。例へていへば、それは日光があれば薄靄のたなびくやうに、

それとも言ひかへれば、月の光の分光によつて、朦朧とあの暈輪のおぼめく折があるやうに、いは

ば挿話を通してわれわれに示されるものなのだ。（288-289） 

 

2) 中野訳(1953) 

ところが、その意味ではマーロウは（眉唾物の話を真しやかに話す癖は別として）、いわゆる船乗り

としては型破りだった。たとえば彼にとっては、挿話の意義は、核のように内側にあるのではなく、む

しろ話を包む外被そのものの中にあった。たとえていえば、日光があれば薄靄のたなびくように、そ

れとも言いかえれば、月の光の分光によって、朦朧とあの暈輪
か さ

のおぼめく折があるように、どこまでも

物語を包む雰囲気の中にあった。（9） 
 

3) 岩清水訳(2001) 

だがマーロウは（話をでっちあげるという癖を除いては）、例外だった。彼にとって挿話の意味は、月

の幽霊のような光によって薄ぼんやりとした暈輪のひとつが時に見えるように、陽の光が輝いた時だ

けかすみが見えるように、話の内側ではなく、話を包みこんでいる外側にあるのだった。（6） 

 

4)  藤永訳(2006) 

しかし、マーロウは（見聞談をやるといかにも船乗りらしいところを除けば）型にはまっていなかった。

彼にとっては、一つの話の意味は核のように話の内側に納まっているのではなく、その外側、つまり、

白熱光が生み出す陽炎のように、そう、時おり月の光に妖しく照らされて見えてくる朦朧とした月の

暈にも似た、物語を包む雰囲気のなかにこそあったのだ。（18） 

 

5)  黒原訳(2009) 

だがマーロウは、そんな船乗りの典型から外れているのだ（といっても長々と体験談を聴かせること

自体は好きなのだが）。彼の場合、話の意味は胡桃の実のように殻の中にあるのではなく、外にあ

る。強い光のまわりに靄のような光が生じるように、意味は話から浸み出して、その話を外側から包

む。ちょうど月が幽霊のようにおぼろに霞むとき、ぼうっとした暈がその周囲を包むように。（15） 

 

情報構造（順送り－訳し上げ）の視点から言えば、五つの訳はいずれも不要な訳し上げの弊を免
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れていない。その中で中野訳と黒原訳はまずまずの訳と言えるが、藤永訳と岩清水訳は訳し上げ

のせいで連体修飾句が長すぎる。enveloping 以下の分詞構文は Rheme の詳細化(elaborative 

rheme) (Haug, 2012)であり、 後の関係詞節は前提ではなく these misty halos を説明している。し

たがって分詞構文以下は順送りに訳すのが妥当であろう。試訳は次の通り。 

 

しかしマーロウは、そんな船乗りの典型からは外れている（といっても長々とほら話を聞かせること自

体は好きなのだが）。マーロウにとって、話の意味は核のように内部にあるのではなく外部にあり、そ

れ[意味]を生み出した話の方を包み込む。それは光がもやを生み出すようなものにすぎず、あのぼ

んやりとした暈が月光のおぼろな明かりで時折見えるようなものだ。 

 

このように訳し上げの規範が強力に作用していることは確認できるが、他方で順送りの伝統もまた

消えてはいないのである。 後の例では It...that...の形式主語構文で、辰巳小次郎(1891)や村田

祐治(1915)等の訳出法が、おそらくは無意識のうちに、引き継がれていることがわかる。 

 

＜例 4＞ 

(After this I got embraced, told to wear flannel, be sure to write often, and so on—and I left. In 

the street—I don’t know why—a queer feeling came to me that I was an imposter. ) Odd thing 

that I, who used to clear out for any part of the world at twenty-four hours’ notice, with less 

thought than most men give to the crossing of a street, had a moment—I won’t say of hesitation, 

but of startled pause, before this commonplace affair. The best way I can explain it to you is by 

saying that, for a second or two, I felt as though, instead of going to the centre of a continent, I 

were about to set off for the centre of the earth. 

 

Odd thing                                                                                                                                   

[that I, [who used to clear out for any part of the world at twenty-four hours’ notice],  

with less thought than most men give to the crossing of a street],                         

had a moment—I won’t say of hesitation, but of startled pause,                      

before this commonplace affair.] 

The best way [-I can explain it to you]                                                                                

       is by saying [that, for a second or two, I felt as though, 

 instead of going to the centre of a continent,                                                      

I were about to set off for the centre of the earth]. 

 

この2つの文は大きなくくりで見れば主節が短く従属節（関係詞節とthat補文）が長いという形である。

（Odd thingはIt is an odd thingの略。）「奇妙なことは→…だ」、「一番いい説明は→…だ」という形

であるから、逆転させると読者に原文にはない負荷をかけることになるので、できればそれは避け

たい。なおこの箇所は朱牟田(1959)も取り上げているのであわせて考察する。（なお点線部分は順



 
 
 
 
 

Heart of Darkness の邦訳比較 

 
 

82 

送りを、実線は訳し上げを意味する。） 

 

1) 中野訳（1940） 

（それから僕は、抱擁されて、ネルの下着を着ろだとか、出来るだけ手紙を寄越すやうにだとか、さ

ういったいろんな注意を受けて、―家を出たものだ。街へ出てみると、―何故だかしらないが、―

われながら自分がかたりででもあるやうな気がして仕方がなかつたのだ。）をかしな話だ、いつもな

らば丸一日の豫告さへあれば、世界中何處の果までも、まるで普通の人間が往来一つ横切るよりも

もつと軽い気持ちで出かけて行つたこの僕が、たとへ一瞬間だつたにしてもだ、―いや、逡巡だと

は僕は言ふまい、だが、それにしてもこんな通常茶飯事の前に、一寸でもハッとなつて立止つたと

いふのは、どういうことだろう。強ひて説明すれば、一秒二秒の間ではあつたが、なにか大陸の奥

底深く行くといふよりは、むしろこの地球の奥底深く沈んででも行くやうな気がしたからだったとでも

言へようか。(301) 

 

「といふのは、どういうことだろう」と「とでも言へようか」は厳密には訳し上げとは言えないかも知れな

い。それぞれ、”Odd thing”と”by saying”の意味合いを補っているのである。次の改訳の「というの

は、どういうことだろう」と「とでも言おうか」も同様である。 

 

2) 中野訳(1958)  

（それから僕は、抱擁を受け、ネルの下着を着ろだとか、できるだけ手紙を寄越すようにだとか、そ

ういったいろいろな注意を受けて、―別れを告げた。街へ出てみると、―何故かしらぬが、―なに

か自分がかたりででもあるかのような気がして仕方がなかった。）おかしな話だが、いつもならば丸

一日の予告さえあれば、世界中どこに行くにしても、まるで普通の人間が往来一つ横切るよりももっ

と軽い気持ちで出かけて行ったはずの僕が、ほんの一瞬間にせよ、―いや、逡巡とは言うまい、だ

が、それにしてもこんな日常茶飯事の前に、ハッとなって脚を止めたというのは、どういうことだろう。

強いて説明すれば、一秒二秒の間ではあったが、なにか大陸の奥深く分け入るというよりは、むしろ

この地球の奥底深く沈んででも行くような気がしたからだったとでも言おうか。(24-25) 

 

3) 岩清水訳(2001) 

（この後僕は抱擁を受け、フランネルの肌着を着るようにとか、必ずまめに手紙を書くようにとか、い

ろんなことを言われ―そして彼女と別れた。通りに出ると―なぜだか分らないが―自分が詐欺師だ

という奇妙な感情に襲われた。）たいていの人が通りを横切る時に考える程にも考えることなく、二

四時間の予告で世界中のどんな所にも出かけていた僕が、このありふれた事件の前で一瞬―ため

らいとまでは言わないが、ハッとして立ち止まったというのは妙なことだ。僕が君たちに もうまく説

明できる言い方で言えば、一、二秒の間だったが、言わば大陸の中心に行くというより、まるで地球

の中心に出発するような気持ちになったということだ。(17) 
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石清水訳は 初の文をすべて訳し上げているが、次の文は「皆さんに説明できる もよい方法は、

一、二秒の間、私はまるで大陸の中心に行くという代わりに、地球の中心に向けて出発するかのよう

だったと言うことによってである」とは訳さずに、”The best way I can explain it to you is by saying 

that”の部分を「僕が君たちに もうまく説明できる言い方で言えば」と、”by saying”を主部に括り上

げる、逆に言えば主部を”by saying”まで「送り込む」（注3）（伊藤1983:267）ことによって順送りで処理

している。これは藤永訳、黒原訳も同じである。 

 

4) 藤永訳(2006) 

（そのあと僕は抱擁を受け、やれネルの下着を着ろだとか、たびたび手紙をよこせだとか、いろい

ろ言われてから―別れを告げた。街に出ると―なぜだか分らないが―自分がペテン師ででもある

かのような奇妙な気持ちにおそわれた。）おかしな話なのだが、いつもならば二四時間のうちに出

発といわれても、普通の人が街で道路を横切る時よりももっと軽い気持ちで身支度をして、世界の

どこにだって出かけて行くはずのこの僕が、このありふれた出来事を前にして―いや、ためらったと

は言わないが―一瞬はっとして足を止めたのだ。その説明としてせいぜい僕が君らに言えることは、

ほんの一秒か二秒の間だったが、これから一つの大陸の中心部にでかけようとしているというよりも、

地球の底深くその中心に向かおうとしているかのような気がしたということだ。(36-37) 

 

5) 黒原訳(2009)  

（それから叔母に抱きしめられ、やれネルの下着を着ろの、まめに手紙をくれのと念を押されたあと、

俺はおいとました。表の通りに出た時には―なぜだか知らないが―詐欺師になったような妙な気分

だった。）どうも変な話だが、それまでの俺なら、二十四時間以内に出発と言われても、普通の人が

通りを渡る時より軽い気持ちで、世界のどこへでも出かけていったんだ。ところがこの時は、ありきた

りな出発を前にして―ためらったとは言わないが―はっとして一瞬足を止めてしまった。強いて説明

するなら、ほんの一、二秒のあいだ、自分はこれから大陸の真ん中じゃなくて、地の奥底へ出かけ

ようとしているような気がしたんだ。(33-34) 

 

6) 朱牟田訳(1959)  

（そのあとぼくは抱擁され、ネルの下着を着るようにとか、手紙を書くのを怠るなとかいろいろ言われ

て―暇を告げた。往来に出ると―なぜか知らないが―自分がくわせ者であるような妙な気持が襲っ

て来た。）おかしなことだが、ふだんならまる一日くらいの予告で世界のどこの隅にでも、大概の人

が往来一つ横切るよりももっと無造作な気持ちで出かけて行ったこのぼくが、こんな何の変哲もない

ことの前に、一瞬―そう、躊躇とは言わないが、ハッとして立ちどまった。ぼくは、ほんの一二秒の間

だが、大陸の奥深く入って行くというよりも、地球の奥底にむかって出かけてでも行くような気持ちが

した。とでもいう以外、その時の気持をうまく説明することはできない。(241) 

 

朱牟田も”Odd thing”の節は順送りにしている。朱牟田訳で特徴的なのは、”The best way I can 

explain it to you”の部分の訳を 後に置いていることである。試訳は次の通りである。 
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（…）奇妙なことに、私は普段なら一日前に言われても世界のどこへでも出かけてしまうような人間

で、人が通りを横切るときほどの注意さえ払わないのだが、こんな些事を前に、一瞬、息を止めた

のだ。その理由はこういえばよくわかってもらえるだろう。わずか一、二秒の間、私はまるで大陸の中

心に行くというよりは地球の中心にでかけようとしているかのように感じたのだ。 

 

終りに 

暫定的な結論ではあるが、ここで取り上げた事例でも訳し上げの規範は強力に作用しているといえ

そうである。とりわけ主節と従属節が逆転する訳し方と短縮節を訳し上げる傾向が顕著に見られる。

以前にも指摘したように、この逆転によって原文と訳の「意味」はまったく違うものになってしまう。しか

し同時に、微弱ではあるが順送りの伝統も脈打っているように思われる。 

 

.................................................................................. 
 

【注】 

（注 1）朱牟田夏雄（解説訳注）(1953)『闇の奥（研究社小英文叢書）』（研究社）のこと。原文の後に注

釈がついてもので、翻訳ではない。 

（注 2）『闇の奥』の出版は 1899 年であり、「 後の探検」は 1845 年である。 

（注 3）It (=Language) is the means by which individuals understand each other and are enabled to 

function together as a community.を、「言語を手段として
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

個々人は互いに理解しあい、全体では 1 つの

社会として機能することができるのである」のように、補文の一部を繰り上げて訳す方法である。） 
 

＊なお『闇の奥』の翻訳を比較したものとして、西村隆(2010)「コンラッド「闇の奥」の一節に関する解釈

と翻訳について」『大阪教育大学紀要第 I 部門』第 59 巻第 1 号、pp.45-54.がある。主に「カーツ」という

名前を問題にしている。 

................................................................................... 
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編集後記 

 

予定より少し遅れましたが MITIS Journal 第 2 号をお届けします。 

世相は相変わらずで、通訳の実務者の仕事は在宅のリモート通訳にシフトしているようですが、20 年

ほど前に NTT の人たちから遠隔通訳の可能性を聞かれたことなど思い出します。当時は遠隔通訳

などごく例外的なものと思われていたものです。大学関係者の状況もあまり変わりはないようです。 

第 2 号には字幕翻訳と順送りの訳に関する論文と、オンラインでの通訳演習についての報告の投稿

があり、徐々に内容が充実してきました。（なお埋め草として翻訳比較の研究ノートを収録。）MITIS 

Journal は今後も大学、在野を問わず、翻訳通訳研究者のために発表の場を提供していきます。 

 

次号の締め切りは 2021 年 2 月末日です。多くの投稿をお待ちしています。 

 

2020 年 11 月 7 日 

編集長 水野 的 
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