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１．序

本稿は東京外国語大学で行っている通訳実技指導の実情についての取り組みを説明し、試行

錯誤を経て現在の姿に至るまでを振り返り、今後の指導についての課題を展望するものである。

文系の大学は産業界から「社会に出て即戦力になる人材を育てていない」との批判を受けがち

であるが（2015 年 9 月 2 日読売新聞記事）、本学大学院（総合国際学研究科）国際コミュニケー

ション・通訳専修コース（以下、通訳専修コース）は実社会で用いる通訳・翻訳の力を学生が

身につけることに力をいれてきた。通訳のスキルを得るためには実践経験が不可欠との考えか

ら、通訳専修コースでは実習を取り入れる指導を行ってきた。2007 年度から 2009 年度まで「即

戦力通訳者養成のための高度化プログラム」（文部科学省により「組織的な大学院教育改革推

進プログラム」として優れた取り組みに採択）を運営することになった時点で、OJT （On the 

Job Training）の積極的活用を中心においた。その結果、事後評価においても通訳実習を事前

から事後にかけ一貫して行う手法が、養成目的に合致しているとの高い評価を文部科学省より

受けた。

筆者が本学に着任した 2004 年以来、通訳専修コースは 77 名の修士修了生を送り出した。44

名が外部入試であり 33 名が内部進学（学部大学院一貫で大学院を一年で短縮終了する 5 年制

の特化コース生）である。うち、合計 16 名が通訳職、16 名が翻訳職に就いている。通訳ある

いは翻訳をフリーランスもしくは社内の通訳・翻訳特定職として主な職務内容としている者は

あわせて 32 名と全体の半分近くにのぼる。

通訳専修コースでは、「即戦力通訳者養成のための高度化プログラム」を受けてさらに実習

運営に工夫を加えてきた。ここでは 2010 年度から 2014 年度での取り組みを振り返り、現状で

の課題とさらなる成果をあげるために必要な考察を加える。
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２．実習の際の考慮点

２．１．実習の目的

本学の通訳者養成の課程では、修士一年次に逐次通訳の完成をはかり、二年次に同時通訳を

導入する。実習の目的は通訳機会の提供にある。現在の日本の通訳市場では、通訳者の仕事に

就くにあたっては通訳者としての実績が求められる。通訳者・翻訳者として仕事を得るために

は、通訳者を派遣する PCO（Professional Conference Organizer：会議運営の専門会社）に専

門職として登録するのが一般的であるが、登録の際にまず通訳・翻訳の実績が求められる。通

訳専修コースでは、講演会を開催して実際に同時通訳を担当することで、大学院で研鑽を積む

あいだに各自が実績としてあげられる通訳機会を提供している。この目的で、通訳専修コース

では 2010 年 4 月より日本放送協会（NHK）の中での研修を担当し通訳者の養成講座を運営し

ている NHK 国際研修室と共同で、講演会の運営を行ってきた。

２．２．実習の日時・運営・講師の選定

通訳専修コースで通訳機会の提供目的で実習を取り入れ始めた 2004 年の時点では、講演会

の日時はスピーカーの都合に応じてその都度企画され、統一されていなかった。それを 2010

年度からは金曜日の 5 限に「同時通訳の世界」という授業として設定し、事前・事後に実習の

準備と講演会の反省を行うこととした。実習の場所は学内の同時通訳演習室で行うのが基本で

ある。その他学内の国際関係論や経済学などの授業で英語を話す講師が来校し、学生が通訳を

する機会が別途生じる場合には固定されている日時と場所ではないものもある。例えば、スイ

スで毎年開催されるサンガレン大学の学生が運営するサンガレンシンポジウムの説明会、2007

年度よりインターンシップを行っている UNHCR( 国連難民高等弁務官事務所 ) の東京事務所

などから依頼を受けて通訳を提供することに協力している。

通訳実習には原則、在籍している学生全員が参加する形で運営した。通訳専修コースの学生

数は 2010 年度から 2014 年度の間において 5 名から 10 名の間であったが、10 名であった年度

には例外的に全員ではなく半数ずつに分けて通訳実習をしたケースも一回あった。学内外の通

訳機会に学生を派遣する場合には教員が適任者を選定している。
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表１：通訳実習（2010 年度－ 2014 年度）

年　月 講演者所属（紹介者）

言語

演題

2010 年度

2010.5 NHK
英語

Working as a Narrator

2010.6 外部 ( 教員 )
日本語

対外発信と英語

2010.6 NHK
英語

Sustainability and Green Business in Japan

2010.7 外部 ( 学生 )
日本語

外務省から国連へ～スーダンで考えたこと～

 2010.7 外部 ( 教員 )
英語

Japan’s Security and the U.S.Navy

2010.10 外部 ( 教員 )
英語

Welcome to Canada- a Multicultural Country

2010.10 外語大教員

日本語

文化力の発信

2010.11 NHK
英語

History of Japanese Pop Music Industry, Past Present, 
Future

2010.11 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

Saint Gallen Symposium Information Session

2010.12 外部 ( 教員 )
英語

Risk Management in Business

2011. 1 NHK
英語

Talk on Morrie Schwartz

2011.2 外部 ( 教員 )
日本語

UNHCR・鶴見大学・FRJ 共同「難民申請者支援無料歯

科治療」への取り組み

2011 年度

2011.5 外部 ( 教員 )
英語

Japan-U.S. Cultural Relations: Looking back, Looking 
Ahead

2011.6 外部 ( 教員 )
日本語

日本の英字新聞～ジャパンタイムズの歴史・発行物を

中心に～

2011.7 外部 ( 教員 )
英語

Public Speaking in Japan with a Focus of a Speech 
Contest Judge and Trainer

2011.7 外部 ( 教員 ) 日本語 ロイターニュースの報道展開

2011.10 外部 ( 教員 )
日本語

日本経済の不都合な真実～明るい未来のためになすべ

きこと～

2011.11 外部 ( 教員 )
英語（非母語話者）

Saint Gallen Symposium Information Session
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2011.12 NHK
英語

Japanese New Wave/Nuberu Bagu Film

2012.1 外部 ( 教員 )
英語

The Future of Translation

2012 年度

2012.6 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

Singapore’s Language Policy

2012.7 外部 ( 教員 )
日本語

翻訳の仕事

2012.7 外部 ( 教員 )
日本語

「グローバル人材」について考える

2012.11 NHK
英語

The Marine Environment and Us: Our Role in Japan’s 
Diverse Seas

2012.12 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

Saint Gallen Symposium Information Session

2012.12 外部 ( 教員 )
日本語

「異文化の橋渡し役」としての通訳者になるために

2013.2 外部 ( 教員 )
日本語

「『知足』の資産運用　アジア的感性による投資を考え

る」

2013 年度

2013.6 外部 ( 教員 )
英語

Community Interpretation in the Refugee Context

2013.6 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

Working in the U.K.

2013.7 外部 ( 学生 )
日本語

カラーの魅力で上手に印象管理しませんか？

2013.10 外部 ( 教員 )
英語

Operation Tomodachi and the U.S.-Japan alliance

2013.11 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

Saint Gallen Symposium Information Session

2013.11 外部 ( 学生 )
日本語

難民保護と日本

2014.1 外部 ( 教員 )
英語非母語話者

The Evolving Dimension of U.S.-Japan Relations

2014 年度

2014.6 外部 ( 学生 )
英語

New Zealand and Japan – Collaboration in Disaster 
Management

2014.7 外部 ( 教員 )
日本語

将来に向けたスマートなエネルギーシステム～エネル

ギー変換とは、太陽電池、燃料電池、そしてスマート

グリッド～

2014.11 NHK
日本語

ダイバーシティへの取り組みとそれを可能にする人事

の仕組み～ GE のケーススタディ
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2014.12 外部 ( 教員 )
英語 ( 非母語話者 )

ASEAN in 2030: Analysis of an Asian Development Bank 
Study

2015.1 外部 ( 学生 )
英語 ( 非母語話者 )

Laws of War in Time of Changing Nature of War

実習が成功するための大きな要因は、講師の選定にある。表１には 2010 年度から 2014 年度

までに行った実習としての講演会が示されている。2010 年度当初は NHK 側がスピーカーとし

て協力を依頼した講師が全部で 12 回の講演会のうちの 3 回と 4 分の１に上っていた。また、

反省として言えることだが 2010 年度の時点では、年間どのくらいの回数が適切であるかが良

く把握できていなかったため、得られる機会はすべてとらえて実習を運営しようと回数が多

かった。2010 年度 12 回、2011 年度 8 回、2012 年度 7 回、2013 年度 7 回の講演会であったが、

2014 年度は 5 回に落ち着いた。ただ実習の回数を多くすれば通訳スキルが身につくというも

のではなく、実習で学んだことを定着させるのに事後に十分に時間を取る必要がある。そうな

ると、春学期と秋学期に英語スピーカーと日本語スピーカーを一名ずつ、加えて卒業直前の最

後の仕上げの講演会に1回の合計5回が適切との結論に至った。卒業直前の講演会のスピーカー

は学生の希望も入れて選定しているため、英語スピーカーと日本語スピーカーのいずれになる

場合もある。

通訳機会として実習を運営する際に、英語スピーカーと日本語スピーカーのバランスを取る

必要もある。合計 39名の講演者が通訳専修コースの同時通訳実践のための講演会の講師になっ

ているが、15 人が日本語話者の講演で、24 人が英語での講演であった。講演会として通訳専

修コースが企画して運営した場合はほぼ半数ずつであるが、学内外から学生に通訳機会の提供

が行われた場合は、英語スピーカーの方が多かったため英語話者が多くなっている。ただし、

全員が英語の母語話者ではなく 2 名の日本人講師を含む 8 名が英語の非母語話者で、16 名が

英語母語話者であった。

実習のために講師を頼むというだけでなくて、通訳の授業内の講演で依頼する場合もあった

ため、通訳や翻訳の仕事に偏った講演内容になった場合や、文化的な内容を学ぶということも

視野に入っている。実際に最も多かったのは筆者を含む教員の紹介によるもので、全体の 3 分

の 2 を占めている。前述のように NHK 国際研修室から紹介された講師もあって、7 名がそう

であった。うち 2 名は複数回講演を行っている。さらに学生が講師を紹介したという例も 4 名

と少数ながらあった。
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２．３．学生リーダーの役割

修士 2 年生になって同時通訳の勉強を始めた最初の授業で、春学期と秋学期にテーマ、英語

スピーカーと日本語スピーカーをそれぞれ一名ずつ、および大学院卒業直前の同時通訳つき講

演会のための最後のスピーカーまで、合計 5 名についてどの分野のスピーカーを希望するかに

ついて、すべて教員が決めるのではなく学生の意見も聞きながら選定を行っている。春学期の

はじめに計画をたてて、春と秋の両方の学期にどのテーマでどの講師を依頼したいのか、大枠

を決定する。春学期は原則、予備知識がそれほど必要とされないテーマで英語スピーカー、日

本語スピーカーを選定し、秋学期は実社会で需要が多いと見込まれるテーマをもとにスピー

カーを選定している。

それぞれの講演会運営にあたり責任者となる学生の担当者を学生リーダーとして決定する。

学生リーダーは、講師との連絡、司会役の学生の依頼、打ち合わせや事前（通常一週間前）に

パワーポイント資料を送ってもらうことや、当日の講演会を終了するところまで、責任を負う。

目的としては、後に通訳者の仕事をするようになったときにどのように仕事の受注が行われて

運営されているか、通訳を派遣する会議運営の専門会社の業務を理解させることも含まれる。

なお、学生の間では講演会運営について、学生リーダーの役割を含めて、通訳実習のための講

演会実施マニュアルが代々受け継がれており、どのように業務を行っていくのかの理解が徹底

されている。通常の通訳者が活動する現場では、通訳機器については通訳エージェントとは別

に専門の担当者がついているのが普通であるが、学生にはこの機器の扱いの部分を含めて講演

会運営に責任を持たせている。そのことによって、トータルで通訳業務がどのように全体の会

議運営の中で位置づけられて、通訳者の役割とはどのようなものであるのかの理解を深めるこ

とができる。

２．４．聴衆からのフィードバックと業務報告書

講演会の実施により授業と違う臨場感が得られる大きな要素が、聴衆からの反応である。授

業では、各自が同時通訳を行ったパフォーマンスを録音してその都度、録音を聞き直したあと

に教員からのコメントに加えて各学生が同級生の通訳について互いに批評をすることはある

が、授業でのパフォーマンスは現場での講演会通訳とは違い、常に同じメンバーで行われてい

る。また、聞き取りにくい場合はもう一度聞き直すことができるなど、生の講演会を行う環境

とは大きく違う。同時通訳を聞いて講演会を理解する聴衆がその場に存在しているからこそ、

講演会全体として講師が伝えたいことが通訳を通じて伝わったのか、聴衆に反応を聞くことが

できる。通訳が講師の伝えたかった内容を聴衆に伝えるという最も重要な目的を達成できたの

かという点も含めて、実習のための講演会を主催した場合には、聴衆に反応を聞くことで検証
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が可能となる。聴衆には学生の同時通訳スキル向上のために、フィードバックとコメントを記

述する協力を依頼する。しかし、通訳の教員は別として学内外から参加を募る一般の聴衆は、

個別に細かく英語と日本語をつきあわせて訳出についてのコメントを行うには至らないのが普

通である。従って、フィードバックシートの設計をどの程度細かく行うかは、今までの学生の

間で変遷があった。5 段階評価で評価を書いてもらうようにしたこともあったが、評価基準を

厳密に示すのは困難であるため、現在は図１に示すように、全体の感想および個別の学生への

良かった点と改善が望まれる点への指摘を書く形になっている。

図１フィードバックシート

さらに、学生には業務報告書を課している。会議運営の専門会社から仕事を請け負った場合

には、通常どんなに遅くても会社に対して 2 営業日以内に報告をするのが慣習であるのに倣っ

て、学生が教員に業務報告書を提出するのも 2 授業日以内と定めている。

業務報告書を書く前に学生は、必ず講演会で自分が担当した部分についての原文と自分の訳

出の書き起こしを行う。各自が担当した部分をその講演会の運営責任を持った学生リーダーに

提出し、学生リーダーが講演会全体を通し原文と通訳の書き起こしを対照する形式で教員に提

出する。
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業務報告書の書式は三つの部分から成っている。最初の部分は講演会の行われた日時、打ち

合わせ、資料は事前に入手可能であったか、など業務実施についての状況の記述である。次の

部分が最低 1 点から最高 5 点までのスケールで点をつける自己評価で、事前準備、通訳業務（声、

態度、内容、発音）と、依頼者とのコミュニケーションについて評価をすることとなっている。

業務報告書の最後の部分で、何を今回の業務遂行によって学んだかについて、準備段階、通訳

業務（通訳技術に関する点、およびそのほかの点）において気づいたこと、次回に向けての課

題を自由記述の形で記録させている。図 2 に東京外国語大学通訳専修コースの使用している通

訳業務報告書の書式を示す。

図２通訳業務報告書

通訳業務報告書 
 

    報 告 日：    年    月    日 

    国際コミュニケーション・通訳専修コース   年 
     学籍番号：                 

     氏  名：    

   

依頼者 
 

 

件 名 

(内容) 
 

 

日 時 
 自      年    月    日 （  ）   ：   

 至      年    月    日 （  ）   ：    

会 場  

打合せ  有（                          ） / 無  

方 式  逐次（英日・日英） / 同時（英日・日英） / ウイスパリング（英日・日英） 

人 数  通訳者    名 

資 料  有（                          ） / 無  

条 件  日給・時給        円 

紹介者  

その他 
 
 

 

 

自己評価 （最高点５点） 

事前準備  ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

通

訳

業

務 

声  ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

態度  ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

内容  ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

発音  ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

依頼者との 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
 ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ （                  ） 

  

準備段階で行ったこと 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

通訳業務で気づいたこと・学んだこと・反省点 

【通訳技術に関する点】 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

通訳業務で気づいたこと・学んだこと・反省点 

【その他の点】 

 

次回へ向けての課題 

 

 

 

 
 

 

 

通訳業務報告書は、学生個人の記録に役立つだけではなく教員が講演会終了後の反省を行う

際に用いている。講演会後の授業では教員から学生の通訳パフォーマンスへの個別のフィード

バックを行うが、その際に学生が自身でどう講演会の結果を受け止めていたのかを把握してお

く。また、大学院において学んだ通訳理論を参照して実際の通訳パフォーマンスの成功・失敗

の原因を考えてみるという機会にもなる。

学生は授業での教員からのコメントを聞いて、自身もさらに反省を加えたあとで理想訳をつ

くる。

２．５．実習から得られること

同時通訳講演会を実習の形で実施することにより得られる最も重要な成果は、現場で同時通

訳を聴いた聴衆からフィードバックを得て、さらに書き起こしと業務報告書を通じて自らの振

り返りを行うことである。将来フリーランス通訳者を目指したい学生であれば、自分が担当し
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た実績表に記述できる大事な材料となる。会議運営専門会社が経営している通訳専門学校と

違って、大学院で通訳理論を学んでいることが役立っている。学生は業務報告書において考察

を加える上で通訳理論に照らして自身の通訳パフォーマンスの考察をしている。その意味で実

習は理論と実践の間をつなぐ機会を提供しているものでもある。

３．卒業生 2名への聞き取り

今までの実習の狙い通りに、実習が実社会で役立つ通訳教育になっているのか、確認をする

ために二人の卒業生に聞き取り調査を行った。通訳者・翻訳者として活動している卒業生を一

名ずつ選定し、インタビューの形で聞き取りを行った。学部から大学院まで 5 年一貫で大学院

を修了する特化生で卒業後 5 年たった学生、社会人入学で卒業後 1 年たった卒業生の 2 名を対

象として選定した。筆者が質問調査を行ったが、用意した質問は三つあった。一つ目は、同時

通訳の授業全体の中での実習の方法や位置づけについて現状でよいのか、増やすか減らすのか。

二つ目は同時通訳講演会の運営方法とスピーカーの選定方法について改善があるとしたらどう

いう点か。三つ目にフィードバックの方法と業務報告書を含む実習の評価方法についての意見

を聴いた。特化生の卒業生に対する聞き取りは、2015 年 2 月 19 日 16 時より 17 時半まで行っ

た。社会人入学の修士課程からの学生についての聞き取りは、2015 年 3 月 9 日午後 18 時より

19 時半まで行った。

1 については、2 名とも共通して実習は重要ではあるが、それだけではなくほかの大学内外

での実地の通訳のアルバイトなどが役立ったとしている。実習だけに注目をするというより

も、実習以外にも在学中に後のキャリアにつながるようなアルバイトや学内外での通訳を経験

できる学生の場合には、その後通訳・翻訳職に就いているということであろう。特化生の卒業

生からは実習の方法としては講演会に限らずとも当時パリ国立第三大学通訳翻訳高等教育学院

とビデオ回線をつなぎ、双方の教員が双方の学生のパフォーマンスについて批評するという形

式の合同授業を行ったのが良かったというコメントがあった（この実習内容については、鶴田・

内藤（2010）を参照のこと）。さらに、学生に実際に業務として学内外から要請があって通訳

者として派遣して業務を任せる場合があるが、本学に英国リーズ大学から来た社会学の教授の

講演会をまる一日実地の業務として同級生とペアで担当したことが、実際の現場に近い経験に

なったと語っている。教授への通訳は英語でのウィスパリング通訳を行い、教授が英語で話し

た内容は日本語への逐次通訳という、英語スピーカーが 1 名でほかは日本語を理解する聴衆と

いう典型的な場面における通訳で、実際に自分の通訳が必要とされているというやりがいを感

じたと述べている。ただし、同級生の全員がこのような機会を得られるのではないため授業の

中における講演会の実施も必要であると指摘していた。
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大学院から入学した社会人学生の卒業生は、実習の行い方、方法については身をもってどの

ように準備をすれば講演会の通訳の業務をこなすことができるのか、今の運営方法でよく理解

することが出来たので今のやり方で概ね適切であるという意見であった。回数も、この回答者

が在籍していたときには現在のスタイルである全体で 5 回（春に 2 回、秋に 2 回、卒業直前に

仕上げの講演会）、英語スピーカーと日本語スピーカーと学期中に一人ずつで、卒業講演会は

学生の希望でいずれかの言語のスピーカーの選択ということでよいと考えていた。また、この

回答者も学生時代にアルバイトのかたちで同級生から紹介を受けた仕事をやっていて、実際に

仕事をすることが意欲につながったとコメントしていた。

2 については、運営から多くを学ぶことが出来たということが共通していた。全体の流れや

リサーチの仕方について学べたことが有益という意見だった。テーマとしては卒業してから業

務として手がける可能性が高い分野、すなわちアカデミックな話題に限定せず、IT（情報技術）

や金融なども入れるのが有意義との意見であった。その際にテーマを決め講演会を行うにあた

り、内容が難しすぎないが取り組みやすいなじみがあるテーマのスピーカーで、英語母語話者

の場合にはネイティブスピーカーにわかりやすい話し方の人を選定するのが良いとの意見で

あった。実習の最大の収穫は、通訳の仕事の流れが理解できて、出てくる内容についてリサー

チできる力がついたところにあるとの意見であった。非母語話者の英語にもなれておく必要は

あるが、実際に社会に出てみると文字通り訳しても通じないという場面が多々あるので、内容

を理解するのが大事であるという重要性を痛感するなかで、まずは発音段階で聞き取れないた

めに実習の効果が上がらないということは、ないようにしたほうが良いとの意見であった。

3 については、通訳理論を学んだ通訳コースの学生からのフィードバックが役立っていると

いうコメントがあった。フィードバックのやりかたについては、それぞれの人が自分のパフォー

マンスについて反省する際に、通訳理論でならったように通訳者はリソース配分の限界で行っ

ているという Gile のエフォートモデル、広い意味で通訳を含む翻訳行為で最も重要なことは

翻訳の目的だとする Reiss と Vermeer のスコポス理論が役立ったとの感想であった。

フィードバックと業務報告書については、当初オーディエンスからフィードバックを細かく

してもらえるのではとの期待があったが、実際には外部からの参加者に細かなフィードバック

を求めるのはなかなか難しいと実感されている。その点、通訳理論を学んでいる通訳コースの

学生からのコメントは役立つとの意見があった。さらに書き起こしによって、自分で細かく検

討するという地道な努力が欠かせないと実感もあった。それがあってこそ、実際に通訳・翻訳

者になれたと社会人入学の卒業生は通訳翻訳ムックのインタビューに答えて述べている（イカ

ロス出版 , 2015）。
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４.現状の課題

卒業生の聞き取り調査から、実習を通訳コースのカリキュラムのなかに入れたときのねらい

どおり、修士一年生で学ぶ通訳理論が二年生で学ぶ同時通訳実践にも反映されるようになって

いることが確認された。

現状のやりかたで課題がないわけではない。去年一年間および今年の春学期に授業内に寄せ

られたフィードバックや業務報告書から見られる２点に言及する。一点目はフィードバックと

評価についてである。個人的に録音を聞きなおし自分でどのように改善するかを見つけること

が出来たら、書き起こしの文書として作成する必要はないという意見が一部の学生から出た。

確かに、通訳は音声により伝える行為であるから音声で聞いたときに理解できるのがもっとも

大切ではあるが、実習の成果を詳しく検討するためには、文字に起こした上で訳出の情報量と

正確性を検証することが欠かせない。

二つ目の問題点は、同時通訳を担当する時間と担当部分の両方において学生間で分担の公平

性の確保である。すなわち一人の学生が長時間担当することがないよう、あるいは常に講演会

の冒頭部分のみ担当して質疑応答は一度も担当しないなど、通訳時間だけでなく担当部分に偏

りがないよう、一年を通じて配慮していくことが必要である。通訳者が変わるごとに突然切れ

た感じとならないように、全体の統一感を持たせることも大事である。そのため、通訳者の間

の協力関係やブースマナーについて教えるのが大事であるが、あらためてブースの中の振舞い

方について、マイクを渡す方法、同時通訳の交代で抜けが生じないようにすること、同時通訳

とはチームワークであり、チームとしての団結による結果であり、コミュニケーションの仕事

であると実感させることの必要性を感じた。

さらに学生の側の心理状態として、自身の通訳を最上の状態で行いたいあまり、スピーカー

に事前に配られたパワーポイント資料どおりの順番で、内容を変えることなく講演会で話して

もらいたいと注文をつける場面に遭遇して驚いたことがある。その場におけるコミュニケー

ションを柔軟に成立させられてこその通訳である、という通訳者の原点に今一度、立ち戻るよ

うな指導が必要とあらためて実感した。

また、今回実習の効果についての考察を行うにあたり筆者が 2010 年度から 2014 年度分を読

み直した結果、業務報告書に書かれている内容に偏りがあることがわかった。通訳業務につい

てのフィードバックとして、声・態度・内容・発言としているが、声や話し方についてのフィー

ドバックが他と比べてかなり多い。また、自己評価が低めである場合が多い。大きな留意点と

しては、学生は自分が伝えようとしていることが、流暢にぶつ切りにならないような伝達がで

きるのか。それを一番に配慮するように指導することが望ましいが、実習の評価は学生が自信

を失うことなく、技術を習得できるか、という配慮が必要であるとあらためて認識した。
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現状では学生と授業担当者が緊密に連携しながら行っているスピーカーの選定方法だが、細

かなスピーカーの属性を分析して明らかになることがあるのではという試みも CART 分析と

アソシエーション分析を通じて行った（Tsuruta, forthcoming）。CART 分析として学生の通訳

におけるデリバリーの流暢さを向上させるのに影響するスピーカーの属性を 40 項目入れて分

析をした結果、影響があるという結果が出たのは、スピーカーの話す速度であった。一般に通

訳教育者により指摘されているところによれば、理想的なスピードは一分あたり 100 ワードか

ら 120 ワードである。経験を積んだ通訳者の場合には、事情が違う。Shlesinger が 16 名の経

験豊富な通訳者を対象に行った実験によると、一分あたり 140 ワードの早い速度のスピーチの

ほうが 120 ワードのスピーチの場合よりも、記憶から失われる時間が短いという理由からパ

フォーマンスがよかったが、実習過程の学生ではやはり速度が遅いスピーカーのほうが、より

効果があがる。

テーマに関しても、教員の側は IT や金融などのように通訳分野としてよくあるものを勉強

させるのが社会に出たときにすぐ役立つのではないかと考えたが、必ずしも学生側からはやり

やすいトピックではなかったという反省が得られた。

５．結び

実習を運営する側はややもすると、どのようなフィードバックが得られるのかに気をとられ

がちであるが、通訳を聞きにきている側は必ずしも英語と日本語をつきあわせて聞いているの

ではない。通訳の本質である「その場におけるコミュニケーションの成立」が大事であるとい

う目的に合致するためには、実習を通じて何が達成できたのかという評価の部分が、現状では

まだ十分ではないといえる。

さらに、実習を行う上での学生の動機付けのために十分に意義を説明して、書き起こしなど

手間のかかる作業の重要性を納得させること、ブースマナーの徹底やチームワークを通じて全

体としてよい結果を出すというのが、実際に通訳の仕事をする上で大事であることが学生に伝

わるように、指導において努めていくことが肝要であるとわかった。今後とも、即戦力をめざ

して効果的な指導に努める上で、聞き取り調査を含む今回の反省を活かしていきたい。
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A study on practicums in interpreter training at Tokyo 
University of Foreign Studies

TSURUTA Chikako

This paper outlines how a practicum has played an instrumental role in producing graduates 

from the MA Program in International Communication and Interpreting Course at Tokyo 

University of Foreign Studies. This program through the years 2004 to March 2015 has produced 

77 graduates, 44 coming from outside the university and 33 from within the university as five year 

MA program students. Of the total, 16 went on to become interpreters and 16 as translators.  This 

is close to half the overall number of graduates. In this study, the author has conducted hearings 

on two graduates, one from outside and one from five-year MA program.  They both cited 

practicum which provided them with hands-on experience as being a vital and   very important 

feature of the MA interpreting program.

This paper reviews the years from 2010 to 2014 showing how the practicum was conducted 

in this program. The program is in collaboration with NHK International Training Institute to 

invite speakers for the students to practice simultaneous interpreting.  Students select for each 

practicum a student leader who serves as the coordinator to oversee the smooth flow of operation. 

By involving the students in the process of operating a conference, this program aims at better 

preparing students to understand how the workflow is in actual interpreting assignments. This 

would also help students gain valuable research skills important in interpreting.

However, the current system is not without issues that needs to be resolved. Who is the ideal 

speaker for such practicum, and how should the feedback be done to maximize the learning 

from this operation needs to be thought out. The current system involves asking the audience of 

practicum to give feedback and then having students transcribe their performance to be reflected 

at a later time in class. Though a live audience is important, it should be balanced with students 

own reflection and feedback from instructors to make practicums worthwhile.


