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１．研究開始当初の背景

当数に上る。これらの授業を担当する教員の多くは、通

近年、⽇本では外国語教育の⼀環として通訳翻訳を授

訳者としての実務経験をもった教員（専任または⾮常

業に導⼊する⼤学が増加傾向にある。⽇本通訳翻訳学会

勤）であるが、通訳教育は⽐較的新しい分野であること

が⾏った調査によれば、2005 年度に通訳関連の授業を

もあって、教授法や教材について、他の学問分野に⾒ら

設けていた⼤学・⼤学院の数はおよそ 105 校にのぼり

れるような標準化や体系化がなされておらず、各教員が

（染⾕・斎藤他 2005）、翻訳については約 183 の⼤

試⾏錯誤しながら毎⽇の授業を展開しているというの

学・⼤学院が 2008 年度時点で何らかの形で翻訳を講座

が実態である（染⾕・斎藤他 2005）。

名に掲げた授業を⾏っていたことが報告されている（⽔

今後、我が国において TILT の理念が普及し、外国語

野・⻑沼他 2008）。このように、通訳翻訳に関連する

カリキュラムの中に通訳や翻訳が正当に位置づけられ

授業を設ける⼤学が増えてきた理由については多くの

ていくためには、理論的かつ実証的な根拠にもとづいた

要因が考えられるが、そのひとつに「従来の英語教育の

体系的な指導法およびこれを実践するための教材の整

不満と、これを補完するものとしての通訳翻訳教育への

備が不可⽋であり、喫緊に対応を要する課題である。

期待」があり、これは「語学教育に対する社会のニーズ
の変化」（染⾕ 2010）とも強く関連している。
従来、通訳や翻訳は、外国語教育の場ではいわゆる⽂

２．研究の⽬的
本研究は、前述のような観点から、(1) わが国の⼤学に

法訳読式教育への批判とあいまって、どちらかといえば

おける通訳教育の理念および教授法について⼀定の指針

否 定 的 に と ら え ら れ て き た 。 し か し 、 Widdowson

を提⽰するとともに、(2) その指針を教材として具現化し

(1983) がすでに 30 年近く前に指摘しているとおり、

たｅラーニング教材を開発することを主たる⽬的とする。

これらの批判は通訳や翻訳に対する無知や間違った理

また、CALL 教室や同時通訳ブース等の学習環境の有無に

解に由来するものである。これらの誤解はわが国では依

かかわらず、より効果的な通訳訓練ができるようにするた

然として根強いものがあるが、欧⽶諸国では、通訳翻訳

めの⽅策として、学習者のパソコン上にインストールして

が本質的な意味での⾔語能⼒の養成に⼤きく貢献する

使うことのできる多重⾳声対応の「通訳訓練⽤デジタルレ

可能性をもつ分野であることが、近年、再認識されつつ

コーダー」も併せて開発し、これを通訳教育に携わる研究

ある (Cook 2010, Malmkjer 1998, Cambel 1998)。

者・教育者に広く公開する。なお、本教材が対象とする⾔

い わ ゆ る TILT (Translation and Interpreting in

語ぺアは⽇本語と英語である。

Language Teaching) と総称される動きである。TILT
の基本的な考え⽅は、通訳翻訳の訓練は、学習者の「⾔
語運⽤能⼒」「異⽂化コミュニケーション能⼒」および

３．研究の⽅法
前記の⽬的を達成するために、研究初年度には、研究代

「メタ⾔語能⼒」の 3 つの能⼒に強く働きかけるとい

表者がすでに実際に授業で使⽤している通訳訓練コース

うものであり、わが国においてもこのような⽴場からの

ウェアのコンテンツを全⾯的に⾒直すとともに、新たなオ

「外国語教育の⼀環としての通訳翻訳＝TILT」に対す

リジナル素材を追加する作業を⾏った。

る⾒直しの機運が⾼まってきている。

平成25年度にはコンテンツの作成および⾒直し作業を

このような TLLT への関⼼の⾼まりに対応して、前

継続するとともに、効果的な通訳訓練のために必要な「通

述のとおり、現在、通訳の授業を開講している⼤学は相

訳訓練⽤デジタルレコーダー」の開発を⾏った。同レコー

ダーは、基本的設計を研究代表者が⾏い、これを専⾨業者
に委託して JAVA（サン・マイクロシステムズ社が開発し
たプログラミング⾔語）を使って開発した。限られた研究
費の範囲内での開発であったため、機能は限定的にせざる
を得なかったが、通訳訓練のために必要な最⼩限の機能は
確保しつつ、技術的な知識のない⼀般の学習者でも直観的
な操作で扱えることを重視した。
研究最終年度には、国内外の学会で研究成果を発表する
とともに、研究代表者の勤務する⼤学において研究課題に
関連する国際コロキウムを開催し、内外の研究者および通
訳教育に携わる教育関係者と幅広く意⾒交換を⾏った。

図 1-1 教材(Web 版) のトップページ

４．研究成果
4.1

ｅラーニング教材

研究代表者の勤務する関⻄⼤学外国語学部では、より
効果的な外国語習得のための各種語学教材の開発を進
めているが、その中のひとつに、マルチメディアｅラー
ニング教材「関⻄⼤学 英⽇通訳訓練プログラム」があ
る。現在、開発途中のこのプログラムは、「英語通訳訓
練法⼊⾨」(約 1.5 GB) および「通訳訓練教材データベ
ース」(約 9.7 GB) の 2 つのモジュールから成り、各
モジュールのコンテンツはすべて標準的な HTML ペー

図 1-2

教材(Web 版) の⽬次ページ

ジとして実装され、⾳声および動画データはマイクロソ
フト社の ActiveX 技術を使って Web ブラウザ内に組み

前者は演習７から演習 12 までの６ユニット、後者は演

込まれたプラグインプレーヤで再⽣する。プログラムの

習 13 から演習 21 までの９ユニットからそれぞれ構成

制御には JavaScript および Perl CGI を使⽤し、インタ

されている。いずれも⼤学での半期 15 回授業での使⽤

ーネットに接続できる環境さえあれば、基本的には 24

を想定したもので、対象者は⼤学２年ないし３年次⽣で、

時間、いつでもアクセス可能なシステムとなっている。

通訳訓練を初めて受ける者、英語⼒は TOEIC 800 点

この２つのモジュールのうち、今回のプロジェクトの

程度を想定している。以下、図 2-1 および図 2-2 に、

直接の対象は「英語通訳訓練法⼊⾨」である。図 1-1

同時通訳編と逐次通訳編の到達⽬標およびタスク配列

に、そのトップページ（表紙ページ）を、図 1-2 に⽬

の概要を⽰す。これは、あくまで標準的なモデルとして

次ページをそれぞれ⽰す。

提⽰したものであり、クラスの実情に応じて適宜、変更

学習⽤プログラムの全体は、理論講義のための [講義

することが望ましい。

編]、英語⼒強化のための演習課題を中⼼とした [基礎

a) 同時通訳編の到達⽬標とタスク配列

編]、逐次および同時通訳演習のための [実技演習編]、

同通訳編の到達⽬標は、実践⾯では、英⽇同時通訳の

および通訳の基礎的なスキル訓練のための [基礎メカ

基本的なスキルを習得し、とくに専⾨的ではない⼀般的

ニカルトレーニング編] の４つのサブモジュールから

な内容のスピーチや対話を、70〜80％程度の正確さ（訳

構 成 さ れ て い る 。 図 1-2 に は こ の う ち の 理 論 編

出率）で同時通訳できるようになること、理論⾯では同

(Theory Mdule) と 基 礎 編

時通訳における⾔語情報処理について理論的な観点か

(Language Enhance-

ment Module) の⽬次の⼀部が表⽰されている。

ら⾃分なりの説明ができるようになることを⽬標とす

実技演習編は、同時通訳編と逐次通訳編の２部構成で、

る。授業の基本的な進め⽅（タスク配列）は以下の通り。
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図 2-2 逐次通訳訓練モデルシラバスの構成

図 2-1 同時通訳訓練モデルシラバスの構成
b) 逐次通訳編の到達⽬標とタスク配列

なお、図2-1および図2-2 に⽰した学習モデルおよび本

逐次通訳編の到達⽬標は、実践⾯では、逐次通訳の基

プログラムで提唱している指導法の理論的根拠について

本的なスキル（とくにノートテイキング）を習得し、コ

は、前述の「理論編モジュール」の中で詳しく解説した。

ース終了後には、とくに専⾨的ではない⼀般的な内容の

学習者は、原則としてこの標準モデルに従って学習を進

スピーチや対話を「プロ」らしいスタイルで逐次通訳で

めていくことになるが、教材の各ユニットには、教師の指

きるようになること、理論⾯では通訳における⾔語情報

導 の も と に 教 室 内 で ⾏ う 学 習 (Supervised class

処理について理論的な観点から⾃分なりの説明ができ

activities) のほかに、 主として各⾃が教室外で⾃主的に

るようになることを⽬標とする。授業の基本的な進め⽅

⾏う⾃習課題 (Unsupervised self-learning activities)

（タスク配列）は以下の通りである。

が⽤意されている。後者は主に⾃宅学習として⾏うことに
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スタンドアロン型のメディアプレーヤ（図3-1）は、標

なるが、この際に役に⽴つのが、次節で述べる「通訳訓練
⽤デジタルレコーダー」である。

準的な⾳声ファイルと映像ファイルに対応しており、任意
の教材ファイルを再⽣しながら、⾃分の⾳声を同時に録⾳

4.2

通訳訓練⽤デジタルレコーダー

することができる（教材の⾳声と⾃分の⾳声は別々のトラ

従来、通訳訓練を効果的に⾏うためには、そのための

ックに保存される）。また、逐次通訳モードでは、再⽣ボ

機器や教室環境を整備しておく必要があり、これが⼤学

タンがトグルボタンになり、教材⾳声の聴取（および⼀時

等の授業で通訳訓練を⾏う際のひとつのネックになっ

停⽌）と通訳⾳声の録⾳をワンクリックの操作で交互に⾏

ていた。

うことができるようになっている。

そこで、本プロジェクトでは、特別な機器や教室環境

HTML 埋め込み式のボイスレコーダー（JAVA アプレ

がなくても、どこでも⼿軽に通訳練習ができる多重⾳声

ット）は、今回のプロジェクトで開発・整備した HTML

対応の簡易デジタルレコーダーの開発を⾏った。今回開

ベースのオンライン教材に埋め込み、ウェブブラウザ上

発したのは、(1) ユーザーのパソコンにインストールし

から直接（外部メディアプレーヤーを別途⽴ち上げるこ

ておき、必要なときに⽴ち上げることのできるスタンド

となしに）⾳声の録⾳と再⽣を可能にしたものである。

アロン型の多重⾳声対応メディアプレーヤ（図 3-1）と、

録⾳されたユーザー⾳声は、⾃動的に研究代表者の管理

(2) HTML ベースの教材に埋め込み、ウェブブラウザ上

するサーバーに保存され、即座に再⽣することができる。

から直接、⾳声の録⾳と再⽣を可能にする JAVA アプ

また、必要に応じて⾳声ファイルをユーザのパソコン上

レット（図 3-2）の２種類である。

にダウンロードすることができる。
なお、図 3-1 に⽰したスタンドアロン型の通訳訓練
⽤デジタルプレーヤーは、国内外を問わず、⼀定の使⽤
⼿続きを経た上で、希望者に無償で配布する予定である
(※)。また、HTML 埋め込み式のボイスレコーダーにつ
いても、JAVA アプレットを埋め込むためのコードにつ
いては同じく無償で⼀般公開する予定である。
※公開先 URL: http://someya-net.com/DigitalRecorder/

4.3

今後の展望

今回開発したオンライン教材は、現在、研究代表者の

図3-1 通訳訓練⽤デジタルプレーヤー（スタンドアロン型）

勤務する⼤学において稼働中であるが（図 4、右側の枠
内）、準備ができ次第、順次、国内外の教育機関および
それらの機関に所属する学習者に無償で開放する予定
である。
そのための課題として、今後、今回開発したｅラーニ
ングプログラムの学習効果に関する実証実験を複数の

Built-in Voice Recorder (JAVA applet):
Students can record their voice simply by
clicking on the red button (while listening
to the video played on the embedded
Windows media player). The recording is
automatically saved on the designated
server and can be replayed instantly on
demand.

⼤学の協⼒を得て⾏うとともに、その問題点や課題を洗
い出し、さらなる改善を図っていくことが求められる。
また、今回は開発に⾄らなかったｅラーニング⽤の学習
管理システムについても、管理側の教員に負担がかから
ない簡易でかつ堅牢なシステムを開発し、本プログラム

図3-2

に実装していきたいと考えている。

HTML埋め込み式ボイスレコーダー（JAVAアプレット）
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