
スポーツ言語学研究（2017） 

1 

 

研究論文 

スポーツ通訳における訳出方略 

-プロ野球球団通訳者の事例から- 

 

Interpreting strategies in the field of sports 

-From a study of professional baseball interpreters- 

 

板谷 初子 

ITAYA Hatsuko 

北海道武蔵女子短期大学英文学科准教授 

 

 Hokkaido Musashi Women’s Junior College  

Department of English Language and Literature 

Associate Professor  

 

要旨：本稿では、スポーツという分野で通訳者がいかなる訳出方略を採用しているのかを分

析する。2019 年のラグビーワールドカップや 2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ

クでは、数百人規模の通訳者が必要になると見込まれている。しかし日常的にスポーツとい

うフィールドで活躍する通訳者は少ない。また、スポーツ通訳の研究事例はほとんどない。

そのため本研究では、スポーツ通訳で最も歴史の古いプロ野球球団通訳に焦点を当て、通訳

音声の分析と球団通訳者等へのインタビューを通じて、スポーツ通訳特有の訳出方略の解

明を試みた。その結果、球団通訳者は「忠実性」や「正確性」という訳出方略の原則から「主

体的逸脱」をする場合があることが明らかになった。その理由として、日本のインタビュー

アーが質問ではなくステートメントを投げかけることが挙げられる。外国人監督・選手はこ

れを好まず、通訳者はステートメントを質問文に変換する、訳さない、代わりに答えてしま

う、などの方略を採用していた。さらにヒーロー・インタビューでは、時間の制約の中で「間」

を空けずにファンと選手を「つなぐ」ことを目標（スコポス）として、通訳者は訳出を短く

する（shortening）様々な方略を駆使していた。本研究は、スポーツというフィールドで通

訳をする際に有益となり得る訳出方略を明らかにした。さらには聴衆に対しても、起点言語

（Source Language）と目標言語（Target Language）を聞き比べる際の、新たな視座を提

供した。 
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Abstract: This paper aims to identify effective interpreting strategies in the field of 

sports. During international sporting events, such as the Tokyo 2020 Olympic and 

Paralympic Games, hundreds of interpreters will be involved. However, there are neither 

enough interpreters with ample experience in sports events, nor is there much research 

on sports interpreting. To fill this void, this research examines interpreting strategies 

employed by Japanese baseball interpreters, using the methods of ethnographic 

observation and text analysis of “hero interviews.” In addition, analysis of interviews 

with baseball interpreters and international players was conducted. Instances have been 

observed when baseball interpreters intentionally deviated from the principles of 

faithfulness and accuracy in order to reduce the feelings of displeasure of the non-

Japanese managers and players, who consider some Japanese interviewers’ making 

comments instead of asking questions inappropriate. During the hero interview, in 

particular, baseball interpreters attach greater importance to the skopos or purpose of 

bonding fans and players than lexically accurate interpretation, hence employing varied 

interpreting strategies including “shortening.” This paper not only discusses the possible 

use of different interpreting strategies for sports interpreters, but also provides new 

perspectives for the audience who would like to compare the Source Language and the 

Target Language. 

 

キーワード：プロ野球球団通訳、スポーツ通訳、主体的逸脱、訳出方略、ショートニング 

Key Words: professional baseball interpreter, sports interpreting, intentional deviation, 

interpreting strategies, shortening  

 

1. はじめに 

本研究の目的はスポーツにおいて言語が果たす役割の中でも特に通訳行為に焦点をあて、

スポーツ通訳者に求められる訳出方略を明らかにすることである。2012 年ロンドンオリン

ピックでは 700 人の通訳者が業務にあたった 1)。また 2017 年冬季アジア札幌大会では、有

償通訳者が約 250 人、ボランティア通訳が約 4,000 人動員されている２)。2019 年にはラグ

ビーワールドカップが日本全国で開催され、さらに 2020 年には東京オリンピックが開催さ

れる。その両大会においては少なくても数百名の通訳者が必要となることは容易に想像で

きる。しかし、一度に多くの通訳者が必要となるため、スポーツ通訳未経験者や、通訳訓練

を受けていないバイリンガル話者による 「素人通訳」(lay interpreting)（Pöchhacker, 

2004:22）が行われる可能性が高い。そのため、スポーツ通訳者に求められる訳出方略を明

らかにすることは、スポーツ通訳者と通訳ユーザーにとって意義のあることと考える。 

 

2. 研究の背景 

 スポーツ通訳の中で、その歴史が最も長く、また最も日本国民に馴染みがあるのはプロ野

球の通訳であろう。日本のプロ野球界で外国人選手が初めて誕生したのは 1934 年のことで



スポーツ言語学研究（2017） 

3 

 

（中島 2015）、野球通訳の歴史は半世紀以上に及ぶ（牛込 1993）。一部の限られた人しか

接することのない会議通訳などとは異なり、野球のヒーロー・インタビューにおける通訳は、

老若男女が自宅のテレビでその様子を視聴できる。そしてある程度外国語が理解できる人

であれば、次のような疑問をもったことがあるかもしれない。「訳していないところがある」

「選手の言ったことと違うことを言っている」。その原因は何であろうか。「球団通訳者は語

学力が不足しているため正確な通訳ができない」、というのは妥当ではない。なぜなら球団

通訳者は高い語学力を持つ多数の応募者の中から選ばれているからだ。一例として、2000

年に阪神タイガースが通訳者を募集した際には、関西圏の新聞にしか募集広告が掲載され

なかったにもかかわらず、1 名の募集枠に対し 90 名の応募があった。その際に通訳者とし

て採用された河島徳基氏は帰国子女であり、日本の大学を卒業した後、アメリカの大学院で

スポーツ科学を研究した実績を持ち、英語と日本語の両方に堪能な通訳者であった 3)。また、

本研究の 12 人の調査対象通訳者も全員数年以上の留学あるいは海外居住経験があり、外国

語を自由に操ることができる。したがって、選手の発言と訳出内容のずれの原因が通訳者の

語学力不足ではないとするならば、球団通訳者たちは意図的に訳語調整をおこなっている

という推論が成り立つ。この点に関しては、立原（2015）が、球団通訳者は外国人選手への

心理的配慮から訳出を編集する場合があるということを明らかにしている。しかしこの研

究においては具体的な訳出言語の考察例がない。そこで本研究では、通訳者自身の回想とと

もに実際の訳出言語をとりあげ、球団通訳者が採用している訳出方略を考察していく。 

  

3. 先行研究 

3. 1 忠実性と正確性 

 理想的な通訳を行う上で一般的に求められているのは訳語の「忠実性」と「正確性」であ

る（Pöchhacker 2004）。米原（1998）は著書『不実な美女か貞淑な醜女か』の中で、訳語

の美しさを「不実な美女」、内容の正確さを「貞淑な醜女」と呼び、まずは正確に伝えるこ

とが大切であると述べた。またアポロ打ち上げのテレビ中継で同時通訳をした西山千は西

山（1970）で、通訳者を「透明人間」に例え、通訳者はあたかもいないかのごとく対話者同

士が話せることを理想とした。歴代首相の通訳などを担当してきた長井鞠子は長井（2014: 

104）で「通訳者が勝手に判断して原発言を編集することは許されません。たとえそれが、

たまにマスコミを賑わす『政治家の失言』のような発言であっても、原発言を正確に訳すの

が通訳者の仕事だからです」と断言した。水野（2008: 29）もコミュニティー通訳における

「何も加えない、何も引かない、編集もしない」という原則を説いた。このような通訳者像

に対しては「忠実なこだま」「チャンネル」「導管」「転換装置」「伝達ベルト」「モデム」「出

入力ロボット」などのメタファーも生まれた（Pöchhacker, 2004: 147）。新崎（2010: 11）

は、世界の主な通訳者連盟の倫理綱領で理想的な通訳の基準として挙げられているのは、

「正確さ」「安全性」「忠実さ」であると説明し、この「何も足さず何も引かない」通訳の原

則を「不変・不介入原則」と呼んだ。 
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3.2 主体的逸脱と非主体的逸脱 

 ではこの「不変・不介入原則」は通訳現場で守られているのであろうか。通訳者が積極的

介入者としての役割を果たしていることが、近年の研究により報告されている（鳥飼 2013）。

例えば鳥飼（2007: 378）は、日本の代表的通訳者たちに行ったインタビューから、通訳者

は「透明な機械」ではなく「自身の判断で自立的に創造性に富む決定を下している」と結論

づけた。木村は 2016 年に東京で行われた学会で、通訳の付加価値は「選択的、創造的な通

訳ができることである」と発表した 4)。木村は、一つの具体例として、商談でポーランド人

がドイツ人に対して「ポーランドのほうが安く手に入る」と発言したのを、通訳者が「割引

の条件はないでしょうか？」と訳し、成約につながったという事例を紹介している。新崎

（2010: 15）は通訳者の逸脱行為を、技術力不足などによる「非主体的逸脱」と、意図的に

行う「主体的逸脱」に分類した。前者は単に語学力が不足しているため正確に訳すことがで

きないケースであり、後者は通訳者が意図的に原発言に変更を加えるケースである。 

球団通訳の現場において「主体的逸脱」が行われていることは、立原（2015）の研究で明

らかになっている。立原（2015）は 2 人の球団通訳者へのインタビューと 1 人の通訳者へ

のアンケート調査を通じて、機能主義的アプローチの中心的理論である「スコポス理論」の

観点から、球団通訳者に求められる役割を考察した。スコポスとはギリシャ語で「目標」あ

るいは「意図された機能」（武田 2013: 122）という意味であり、ポェヒハッカー（2008）

によればスコポスは等価性、不変性、忠実性などを超えて、目標テクスト受容者のコミュニ

ケーション上の必要と期待、そして状況的コンテクストと社会的文化的環境によって決定

されるものである。立原（2015:67）は、球団通訳者が「外国人選手の能力を引き出し活躍

させる」ことをスコポスとして、外国人選手への心理的配慮から「意訳」、「表現を和らげる」

あるいは「適切な言葉遣い」などの「主体的逸脱行為」を行っていることを示した。 

本研究における 12 名の球団通訳者へのインタビューにおいても、球団通訳者は「忠実」

で「正確」な訳を基本としながらも、必要に応じて「選択的、創造的通訳」を行うことが明

らかになった。では具体的にはどのような訳出がそれにあたるのであろうか。球団通訳者は

球団から通訳に関する指導を受けることはなく、業務を通じて最適な通訳法を体得してい

る(ibid.)。球団通訳者が体得した暗黙知が「個人の墓に葬られてしまう」（山口 2006: 15）

ことを防ぐため、本研究では次のことを研究目的とした。 

 

4. 研究目的 

 本研究の目的は、スポーツ通訳者に求められる訳出方略を明らかにし、今後スポーツとい

う分野で訳出を行う通訳者にとって、実務上有益となる示唆を獲得することである。またス

ポーツ通訳者の訳出方略を提示することにより、訳出言語の聞き手に新たな視点を提供す

ることを目指す。 

 

5. 研究方法 

5.1 研究対象球団 

本研究では二つの理由からパ・リーグの球団を調査対象にした。第一の理由は、筆者がパ・
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リーグの球団 A から調査協力を得られたことである。試合前の練習時にベンチ前で通訳者

の仕事を観察、録画した。またシーズンオフに通訳者及び外国人選手にインタビューをする

許可を得て、インタビュー調査を行った。さらに球団 A のホームゲーム時に、ビジターチ

ームにあらかじめ研究協力を要請し、許可を得て、３球団の通訳者観察と通訳者及び外国人

選手へのインタビューを行った。パ・リーグの球団を調査対象にした第二の理由は、「パ・

リーグ TV」というインターネットの有料サイトを利用できることである。このサイトでは

パ・リーグ公式戦全試合とそのヒーロー・インタビューの映像をいつでも繰り返し視聴する

ことができるため、効率よく通訳音声データーを取得することができる。セ・リーグには同

様のサイトがなく、またセ・リーグの球団が筆者の居住地域に存在しないという実務的理由

から、パ・リーグ６球団に研究協力を要請し、合計 4 球団から協力の承諾を得た。 

 

5.2 エスノグラフィー観察 

 球団 A の試合が 18 時からホームグラウンドで行われる日には、通常 14 時から 16 時ま

で練習が行われる。その時に 3 塁ベンチ前に設けられているマスコミ待機スペースに入る

許可を得て、練習時における通訳者の動きを観察した。観察時に気がついたことをメモに書

くとともに、ビデオカメラで通訳者の映像を撮影した。また、選手が練習を終え控え室に戻

る際にテレビ局のアナウンサー、新聞・雑誌記者などが選手に質問をする囲み取材が行われ

ることがある。その場合、取材時の通訳を録画・録音して、ヒーロー・インタビュー時の通

訳と比較し、通訳方略に違いがあるかどうかを調べた。 

 

5.3 訳出時間計測 

2016 年度パ・リーグ公式戦全試合の、ヒーロー・インタビュー通訳時におけるインタビ

ューアーの発言、外国人選手の発言、通訳者の通訳それぞれに費やされた時間を計測した。

計測はスマートフォンのストップウォッチ機能を用いて筆者が 10 回計測し、その平均値の

下三桁目を四捨五入した。通訳音声が聞こえない場合には、映像で口の動きを観察して発話

時間を計測した。しかしながら、通訳者の顔が映像に映っていないときには、日本語から英

語への通訳時間は計測できなかった。他方、選手の発言を日本語に通訳した音声は、ファン

に向けてマイクを通して発声されたため、すべて通訳時間を計測することができた。さらに、

囲み取材の通訳場面でも同様の計測を行った。 

 

5.4 ヒーロー・インタビュー音声分析 

 2016 年度パ・リーグ公式戦全試合のヒーロー・インタビューにおける原発言と通訳内容

のテクスト比較を行った。通訳者の訳出が原発言と大きく異なる場合には、その音声を文字

に起こし、どのような部分で逸脱が行われているのかを調べた。その後、さらに多くの通訳

事例でテクスト比較をすることを目指し、パ・リーグ TV で提供されている 2012 年以降の

シーズンにまでさかのぼり、ヒーロー・インタビューを視聴し、逸脱していると思われる訳

出とその原発言をテクスト化して、考察した。 
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5.5 球団通訳者へのインタビュー 

 12 人の現役または元球団通訳者、3 人の外国人選手を始め、外国人選手の家族、球団幹

部職員などに半構造化インタビューを行った。インタビューには、いくつか共通の質問項目

を用意したが、自由な発言の中にこそ本音があると考え、できるだけ通訳業務に関して頭に

浮かんだ感想を思いつくままに話してもらった。インタビュー時間は短くて 20 分程度、長

くて 2 時間程度であるが、一人だけインタビュー時間が 4 時間を超えた。多くの示唆に富

むデーターを得ることができたが、インタビュー内容に基づく通訳者役割論の考察は別の

論文で行うこととし、本稿ではあくまでヒーロー・インタビューにおける「主体的逸脱」に

関しての発言を中心に取り上げる。 

  

6. 分析結果と考察 

6.1 2016 年度パ・リーグ・ヒーロー・インタビューの訳出時間 

 表１は 2016 年度にパ・リーグで複数回（2 回以上）ヒーロー・インタビューを行った

全通訳者の、原発言に対する通訳時間割合の平均である。全部で 13 人の通訳者がヒーロー・

インタビューで通訳を行った。その中で 1 度しかヒーロー・インタビューで通訳を行わな

かった 2 名に関しては、日本語から外国語へ通訳時間が計測できなかったため、表１から

除外した。残りの 11 人は複数回ヒーロー・インタビューを行っていることと、両方向の通

訳時間を計測することができたため、ある程度の客観性が確保されると考え、対インタビュ

ーアーと対外国人選手の発言時間に対する通訳時間の割合の平均値を求めた。 

 

表 1 原発言に対する通訳時間の割合 

 外国語から日本語へ

の通訳回数 

日本語から外国語へ

の通訳回数 

外国人選手の発言時

間に対する通訳時間

の割合 

インタビューアーの

発言時間に対する通

訳時間の割合 

通訳者＃1 16回 6回 68.75% 39.33% 

通訳者＃2 10回 6回 97.80% 31.16% 

通訳者＃3 8回 2回 110.62% 31.50% 

通訳者＃4 8回 7回 84.62% 58.42% 

通訳者＃5 7回 5回 102.85% 54.00% 

通訳者＃6 5回 3回 84.40% 98.00% 

通訳者＃7 5回 3回 88.00% 49.33% 

通訳者＃8 4回 2回 86.75% 30.50% 

通訳者＃9 3回 2回 95.66% 87.00% 

通訳者＃10 2回 2回 118.50% 89.50% 

通訳者＃11 2回 1回 87.00% 41.00% 

 合計 70回 合計 39回 平均 93.17% 平均 55.43% 
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 表１からは、通訳者#6 一人を除いた全員が、日本語から外国語への通訳よりも、外国語

から日本語への通訳に、より長い時間をかけていることがわかる。11 人の平均値をみると、

選手の言葉は、原発言の 93.17%の時間で訳している。それに対して、インタビューアーの

発言は原発言の 55.4%と約半分の時間に短縮されている。訳出時間に関しては、原発言の

75%以内に訳出時間を抑える（Herbert, 1952）というのが世界の通訳者間で基準となって

きた。ただし、英語を日本語に逐次通訳する場合には、原スピーチよりも時間が長くなる傾

向にあるため（松山 2008）、英語から日本語への訳出時間が 93.17%に収まっているという

のは、一般的な逐次通訳よりも訳出時間が抑えられていると言える。さらに、特筆すべきこ

とは、日本語から英語への通訳がほぼ半分の訳出時間で行われているということだ。 

通訳時間を短くする方法は 2 つ想定される。一つは話すスピードを変えることだ。この

点に関しては客観的な検証はできていないが、多くのヒーロー・インタビューを観察した限

りにおいては、通訳者が英語へ訳すときに特別に高速で話している様子はなかった。複数の

通訳者が「お立ち台では観客の歓声で隣にいるインタビューアーや外国人選手の声が全く

聞こえなくなることがある」と筆者のインタビューで話していた。それと同じことは訳語を

聞く外国人選手にも当てはまる。通訳者が速く話せば、外国人選手にとってはさらに通訳者

の訳語が聞き取りにくくなるため、通訳者は極端に早口で訳すことはできないであろう。 

通訳時間を短くするもう一つの方法は情報量を減らすことである。通訳者は質問の情報

量を減らすことにより、短時間での通訳を実現しているのであろうか。もしそうであるなら

ば、その目的は何であろうか。その問題に対する解答を見つけるためにヒーロー・インタビ

ュー訳出例を検証するとともに、球団通訳者に行ったインタビュー内容を考察していく。 

 

6.2 ステートメントの通訳時における「主体的逸脱」 

 本稿のインタビュー調査に参加した球団通訳者全員が、日本のインタビューアーは質問

ではなく「ステートメント」をすることに言及していた。ここでの「ステートメント」とは、

質問ではなく、「今日は３安打でしたね」などと事実を述べて相手の反応を伺う発言や、「今

日はボールが走っているように見えましたが」などと、インタビューアーの見解を述べる発

言のことである。これは欧米においては稀なスタイルであると、サッカー日本代表でトルシ

エ元監督の通訳を務めたダバディ氏は話している 5)。ダバディ氏は一例として試合直後の記

者会見で「今日のブラジル戦は、0 対 5 の敗戦となりましたが」と言われたことを挙げてい

る。答える側は「だから何？」という気持ちになり、トルシエ監督は顔を真っ赤にして怒り、

会見にならなかったそうだ。また同様の場面でオシム監督は「それは私も知っている」とだ

け答えて冷笑したそうである。筆者がインタビューをした元 NPB（日本野球機構）球団通

訳者で、現在 MLB（アメリカ大リーグ）で日本人メジャーリーガーの通訳を務める A 氏も、

同様のことを話していた。アメリカでは日本人の記者であっても、「ステートメント」を言

って相手の反応を伺うというスタイルは一般的ではないそうだ。 

 インタビューアーのステートメントに対する球団通訳者の発言を紹介する 6)。 
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【インタビュー１：外国人元監督の元通訳者 B 氏】 

B 氏：監督はステートメントを言われるのが嫌だったとよく話されていました。 

筆者：記者の方からですか？質問ではなくてステートメントですね？ 

B 氏：はい。記者の方から「こうなんですけど」と言われることですね。それは質問

じゃないということになってしまうので、そういうことが来たときにそれが

質問のような感じで「こう思うんですけど、どうですか？」のように伝えてい

ました。 

筆者：そこはアレンジされていたんですね？ 

B 氏：はい、していました。まぁ気持ちよく…せっかくなら嫌な質問でも、一定の余

裕を持って答えられるようにはしていました。 

 

【インタビュー２：現役球団通訳者 C 氏】 

筆者：インタビューアーの方はよくステートメントを言うと聞いたんですが？ 

C 氏：はいはいはいはい。そうでしょう、いらないところが多いでしょう？もうやめ

てくれって思うんですよ。 

筆者：ヒーロー・インタビューを聞いていると、そのステートメントのあとの質問だ

けを訳しているように思うんですけど？ 

C 氏：そうです。僕もそうです。一応そのシチュエーションだけ言って、でこの質問

だよって教えます。 

筆者：全部を訳さないですか？ 

C 氏：もう絶対訳さないです。そんなことを全部訳していたら逆に時間がかかります

し。前振りで、質問がまた飛んでることもあるじゃないですか？この前振りな

んだったんだという感じで、だからそこは省略して、必要なことしか訳さない

ですね、はい。 

筆者：逆に言ってないのに足して訳すようなことがありますか？ 

C 氏：はいもちろんあります。あの例えば「あの場面いかがでしたか？」という質問

ありますよね？「いかがでしたか？」とかそんなの普通に訳しても質問になら

ないんです。だからそこはもう逆に、オープンクエスチョンじゃなくて、自分

でイエス・ノーの質問にします。（後略） 

筆者：選手の言葉を訳すときに気をつけていることはありますか？ 

C 氏：そうですね、気をつけていること…。やっぱりその質問に関しての答えだけは

しっかり答えようと思いますし、その質問に対しての答え以外のところも、

（選手が）しゃべって結構ダラダラとなることがあるので、そこはもう自分の

中で、特にヒーロー・インタビューのような時間の制限があるようなときには、

もう省いちゃって訳しますね。 

 

【インタビュー３：元球団通訳者 D 氏】 

筆者：ヒーロー・インタビューでステートメントは訳しましたか？  
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D 氏：はい、そら、言わないっすよね。 

筆者：言わないですか？ 

D 氏：ええ。そこはわかっているから、言わないっすね。 

 

【インタビュー４：通訳者 E 氏】 

筆者：ステートメントの訳はある程度省きますか？ 

E 氏：ヒーロー・インタビューの時に省きます。もう僕がなんか喋ってるのが、長く 

なっちゃって、何も喋ってない「間」ができちゃうんで。もうほんとになんか

バーッと喋っていくんですけど、（インタビューアーが）「あの場面 9 回ツー

アウトでどうしたこうした」って言って…。 

筆者：うん。言ってますよね。 

E 氏：「じゃあ今年は何本目標にホームラン打ちますか？」という質問がそのあとあ

ったら、じゃあ、もうそこだけ（訳す）みたいな。 

筆者：それは結局自分の言葉をなるべく短くしたということですか？ 

E 氏：はい。もう要点ですね。この人はもう何聞きたいのか、そこだけをもうまとめ

て。（中略）あー、僕そうですね、まあ（情報を）落とす時はほんとにもう（選

手の）喋りが長くなっちゃって、○○選手は特に長くて、で、しかも、ここま

で言ったことと突然変えて言ったりするときがあるんですよ。僕はもうその

一言でぱーっと言わないと、もう観客の人たちが拍手し始めて、もう終わりみ

たいな感じになっちゃうんで、あの、繋げてかないと。だからなるべくその一

言でばーっと言って終わりにしようと思ってるんですよね。○○選手の（発言）

を全部訳すとなると、相当長くなっちゃうんで、（観客が）「まだか、まだか」

みたいになっちゃうんで。しかもファンに向けて言ってたのに、いきなり自分

の打席のこと言い始めたりだとか。繋げられないときは、結構もう短くして、

まあ、当たり障りなくですね、ほんとに終わらせちゃうっていうのはあります

ね。 

 

【インタビュー５：通訳者 F 氏】 

筆者：ステートメントが多いって聞くんですけど。 

F 氏：あ、それはすごい感じます。よく、ほんと、質問じゃなくてステートメント。

で、僕が質問に直すんですけど。いつも個人的には何で質問形で聞かないんだ

ろうな、っていうのは思っています。（中略）たまにほんとステートメントが

何を言いたいのかわからない時もあります。そういう時はさすがに何を言い

たいのか聞き返すこともあります。 

筆者：質問者はステートメント言っただけでわかってくれると思うんでしょうか

ね？ 

F 氏：そうですね。あとはまあ、通訳に任せてるみたいな、それはちょっと感じます

けど。 
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インタビュー１～５からは、球団通訳者がステートメントの通訳を省略する、ステートメ

ントを質問の形に変える、ステートメントの意図を聞き返すなど、意図的に「主体的逸脱」

を行っていることがわかる。その理由として、そのまま訳すと選手が答えにくいということ

が挙げられた。インタビューは選手の意見を聞く場であるはずだが、ステートメントは質問

者の意見であり、それを押しつけられることで不愉快な気持ちになる選手や監督がいる。そ

こで B 氏、C 氏、F 氏はステートメントを質問のようにアレンジしたと語っている。また、

C 氏は質問にアレンジするときには、イエス・ノーで答えやすいクローズド・クエスチョン

にして、回答者の負担をさらに軽減する努力をしている。D 氏もステートメントを訳す必要

性を感じていない。D 氏は、インタビューの後に筆者あての E メールで「『今日、３安打し

ましたね』と聞かれたとき、訳さずに僕が『はい』と答えたことがあります」とも語ってい

た。さらに C 氏と E 氏は、ヒーロー・インタビューでは時間の制約があることからステー

トメントは省き、時には選手の発言さえも要点だけを訳すようにしていると話している。E

氏の発言からは、ヒーローになり高揚して脈絡のない発言を続ける選手と、ヒーローの言葉

をわくわくして待っているファンとの狭間で、選手の言葉をできるだけ「間」を作らずファ

ンに届けたいと願う、通訳者の使命感が伝わってくる。 

 

6.3 ヒーロー・インタビューでの訳出方略 

 この「間」を開けないという点に関しては、外国人選手 A が自分の通訳者 F 氏（表 1 で

は通訳者＃2）について次のような発言をしている。「彼はインタビューアーが質問を終わっ

た瞬間に通訳を終えるから、ぎこちない『間』ができなくていいんだ」（筆者が英語の発言

を日本語に要約）。 

では実際に F 氏はどのように訳しているのであろうか。F 氏は「ウィスパリング同時通

訳」（選手の耳元でささやくようにおこなう同時通訳）を頻繁に行い、質問が終わると同時

に訳を終えるよう努めている。また表 1 からアナウンサーの質問を原発言の 31.16%という

短時間で訳していることがわかる。そこで F 氏にインタビューを行うとともに、2015 年に

行われたあるヒーロー・インタビュー映像を見ながら、その場面でどのように訳していたの

かを回想してもらった。 

 

【インタビュー６：通訳者 F 氏（表１では通訳者＃2）】 

まず通訳者 F 氏は球団通訳者になって初めてのヒーロー・インタビューでの失敗談を語

ってくれた。 

F氏：2年前△△という選手がいて、彼は英語ゼロじゃないですけどあんまりしゃべれ

なかったんですよ、スペイン語が母国語で。で、1発目のヒーロー・インタビ

ューで、アナウンサーが「どういう心境で打席に入りましたか？」と聞いたと

ころで、彼が打った後の感想を言ってしまったんですよ。で、そこは完全に変

えて（訳しました）。 

筆者：変えたんですね？ 

F氏：変えました。 
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筆者：じゃあ彼が言った答えを無視して、それっぽくどういう心境で打席に入ったか

答えたんですね？ 

F氏：そうです無視して、それっぽく、どういう心境で打席に入ったかを、完全に変 

えて答えました。それが初めてのヒーロー・インタビューで、１発目の 1番最

初の質問がそれだったんです。それ以降はないですけれども、だからそこから

学んで、できるだけ簡単な英語で、シンプルにして（選手に）訳したらちゃん

と伝わって…。 

筆者：なるほど、長い文章で言うときついですもんね。 

F氏：そうなんです、自分も 1発目ということで多分緊張もしてて、すごいちゃんと 

した英語で聞いてしまったので、ラテン系の選手はそういうところ気をつけ 

てますね。（後略） 

 

F 氏は６歳から 21 年間アメリカで暮らし日本語よりも英語を得意とするため、アナウン

サーの質問を滞ることなく英語にすることができる。しかしこの経験を通して、闇雲にすべ

て正確に訳すのが必ずしも最良の策ではないということを学習した。 

英語が得意ではないラテン系の選手の通訳時だけではなく、英語を母語とする選手の通

訳時でも、F 氏の訳には随所に工夫が見られる。F 氏が英語を母語とするアメリカ人選手の

通訳をしたヒーロー・インタビューと、それについての回想を取り上げ、さらに考察する。

なお I①とはインタビューアーの 1 回目の発言、F①は F 氏の 1 回目の訳出、P①は選手の

1 回目の発言を表している。 

 

〈2015 年シーズンヒーロー・インタビュー〉 

I①：同点タイムリーツーベースヒットを放ちましたが、センターオーバーの大きな

当たり、打球伸びましたね－。 

     （中略） 

I②：ただ、そのタイムリーツーベースヒットを放った後、打った瞬間、すぐには走

り出しませんでしたよね？（発声時間 6.31 秒） 

F①：（音声は不明。0.77 秒で訳しているのを口の動きから測定。） 

P①：Sorry, uh…sorry.  

（中略） 

I③：今日の○○（球団名）を勝利へ導く同点タイムリーツーベースヒット、お寿司の 

ネタにたとえるなら何でしょうか？（発声時間 6.08 秒） 

F②：（音声は不明。0.87 秒で訳しているのを口の動きから測定。） 

P②：Tuna and salmon. Sushi daisuki. 

F③：マグロとサーモン。寿司大好き。 

I④：今日は二つの大きなネタが飛び出した△△選手。明日への意気込みを聞かせてく 

ださい。 

P③：Mada mada akiramenai.  
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【インタビュー7：通訳者 F 氏（表 1 では通訳者＃2）】 

筆者：このヒーロー・インタビューでは、I②を、F さんは一瞬で選手に伝えていん

すけど、これは何と訳したのか覚えていますか？ 

   F 氏：ここは一言で聞きました。ああやってホームランを打ってかっこつけたりする

のを pimp って言うんですよ。“You pimped it. Why?” って聞きました。ちょ

っとスラングなんですけど、アメリカでしたらそれはピッチャーに対しての

侮辱行為で、次の打席はデッドボールくらったりするんですけど、アメリカで

はだめなんですけど、日本では良いので、結構日本ではやるんですよね…わざ

と歩きながらその打球を見る…その時ホームランじゃなかったのに（pimping

が）あったので…。 

 

 アナウンサーが 6.31 秒かけて話した内容を、F 氏は 0.77 秒で訳した。したがって、タイ

ムラグはなく、アナウンサーが質問を終えると同時に外国人選手が答えている。ぎこちない

「間」がないため、球場のファンからリズム良く歓声が沸き起こった。では果たして F 氏

の通訳は、情報量を落としていたであろうか。「ただその
．．

タイムリーツーベースを放った後」

に対応する英語は見当たらない。しかし、「その
．．

」という言い方からもわかるとおり、話題

がタイムリースーベースヒットであることは、アナウンサーの直前の発言から明白である。

また pimp という行為を行うのは当然ヒットを打った後であることを考慮すると、この「た

だその
．．

タイムリーツーベースを放った後」という情報はコンテクストから明らかであるた

め、F 氏は訳していない。次に「すぐには走り出しませんでしたよね？」に対応する英語が

“You pimped it. Why?” である。この場面では「すぐに走り出さずかっこつけることを英

語で pimp と言う」という野球用語の専門知識があったがゆえに、情報量を落とさず、的確

に、簡潔に訳すことができた。F 氏はインタビューアーと違う言葉を使っているが、コンセ

プトは同じであり、質問の意図を的確に伝えている。 

インタビューアーは質問ではなくステートメントをしていることにも注目されたい。語

尾はイントネーションを上げて質問に聞こえるようにしているが「走りませんでしたよ

ね？」は質問ではなく、批判とも受け取られる発言である。そのことは質問を「ただ」とい

う表現で始めていることや、選手が回答で謝罪していることからもわかる。したがって F 氏

はこのインタビューアーの投げかけに“Why?” という表現を付け加えて、質問に転換した。

これは〈インタビュー１〉で B 氏が語っていた、ステートメントを質問文に変えるという

訳出方略だ。 

F 氏はヒーロー・インタビューでは「ウィスパリング同時通訳」をすることが多い。しか

しこの F①と F②においては、インタビューアーの発言を最後まで聞いてから訳し始めてい

る。おそらく質問が奇抜で内容を予測できなかったためだと思われる。そこで、ぎこちない

「間」を排除するために、F①ではコンセプトを変えることなく野球の専門知識を駆使して

メッセージを短時間で伝えることに成功した。F②では、質問内容が野球の試合そのものに

直接関わることではないため、「忠実性」や「正確性」よりもファンと選手を「つなぐ」こ

とを優先し訳出した。F 氏はこの訳出場面を回想して次のように語った。 
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F 氏：あの質問おかしくないですか？「寿司ネタに例えると」とか？ 

筆者：あの質問結構長かったんですよ。それをとても短い質問にしていたんですよ。

どうやってあんなに短くしたんですか。 

F 氏：（少し考えてから）思い出しました。これは普通に、 “What's your favorite 

sushi?” と聞きました、「例えて」と訳しても「え？」みたいになると思ったの

で、とりあえず簡単に、とにかくネタの答えで伝わるだろうなぁと思ったので

… “What's your favorite sushi?” と聞きました。 

筆者：頭いいですねぇ、辻褄の合う言葉が出るように質問をアレンジしているんです

ね？ 

F 氏：ちょっとズルなんですけど、そうです。この質問を聞きながら「この人一体何

聞いてるんだろう？」って思ったので、これをこのまま質問したら、選手は混

乱するだろうなぁと思って、「間」ができるかなと思ったので。（中略）時々他

球団のヒーロー・インタビューを見ていると、うまく伝わっていないので、質

問と全然違う答えが返ってきている時もあるんですよね 。 

 

 F 氏は、選手が混乱せず、「間」を空けずに答えることができるよう、質問を大幅に変え

て訳出する方略を選択した。選手は「間」を空けずに質問に答え、ドームのファンは大いに

沸き上がった。このような「創造的訳出」を是とするか非とするかは、賛否両論に分かれる

ところであろう。通訳の原則は「忠実性」と「正確性」であることは議論の余地がない。し

かし、時と場合に応じて「選択的、創造的訳出」ができることこそが通訳者の付加価値であ

るという側面も否定できない（木村 2017）。プロスポーツは、スポーツエンターテイメン

トでもあり（河島 2013）観客がいなければ成り立たない。F 氏が「ヒーロー・インタビュ

ーはファンの方に楽しんでいただくときなので、なるべくおもしろおかしく訳しています」

と語ったように、通訳者は選手だけではなく、観客の利益も考慮して訳出方略を選択してい

る。このように通訳翻訳の目標（スコポス）に焦点を当てる機能主義的アプローチの観点か

ら考察すると、ヒーロー・インタビューにおける通訳行為は単なる言語変換ではなく、選手

とファンを「つなぐ」行為であるととらえることができる。武田（2013）が論ずるように、

訳出の際にはコミュニケーションの目的を意識する必要があり、唯一無二の正しい訳出法

は存在せず、目的によって訳出方法は変わることがあり得る。この場面で F 氏は、無意識

のうちにスコポス理論に基づいた訳出方略を選択していたのである。 

訓練されたベテラン通訳者が政治上の発言を通訳する際に、リスク回避の手段として一

つの発言を複数の表現法を重ね用いて説明的に訳す lengthening の現象が確認されてい

る（松下 2015）。一つの短い訳出が曲解されて外交問題等に発展することを回避するため

だ。それとは反対に球団通訳者は、エンターテイメントの色合いが濃いヒーロー・インタビ

ューでは、不自然な「間」を作らないように最小限の言葉で訳している。筆者はこの方略を 

shortening と名付ける。 

 このヒーロー・インタビューの最後でアメリカ人選手は「まだまだあきらめない」と日本
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語で話している。この選手は毎回何らかの日本語を話してファンを喜ばせているが、この点

に関して F 氏は「あの、僕、ずるいんですけどなるべく日本語で言わせるようにしてるん

です。いろんな言葉を仕込んだりして。（中略）その方がお客さんもずっと喜びますし」と

話した。通訳の目標（スコポス）は「人と人をつなぐこと」であるととらえると、選手に日

本語を教えて直接ファンに語りかけてもらうのは、ファンあってこそのプロスポーツやエ

ンターテイメントにおいて、究極の訳出方略だ。なお、6.5 に登場する A 氏のインタビュー

にも、「ファンにとって一番いいのは選手の生の声を聞くことだ」という趣旨の発言がある

ことをあらかじめ指摘しておく。 

 

6.4 リスクの高い囲み取材 

通訳・翻訳におけるリスク管理を論じた研究（Pym, 2015; 松下 2015）では、通訳・翻

訳者が直面するリスクが三つに分類されている。一つ目は通訳・翻訳者がクライアント、原

発言者、聴衆などから信用を失うリスク（credibility risk）、二つ目は訳出の際にどのよう

に訳せばいいのか判断に迷うリスク（uncertainty risk）、三つ目は訳出を誤るとコミュニケ

ーションの目標（スコポス）が達成できないリスク（communication risk）である。 

囲み取材は通訳者にとってリスクが高い。MLB、NPB の両方で通訳経験のある B 氏は、

ある日本人通訳者が MLB での囲み取材中に、たった一言の訳語選択を誤ったために、シー

ズン途中で解雇された事例を語った。それは先発ローテションの最後の一枠を、アメリカ人

投手と争っていた日本人投手へ向けられた「相手のことをどう思うか」という質問に対する

回答の訳語選択だ。この日本人投手は「相手のことは気にせずに、自分は自分の練習をする

だけだ」と話したのだが、この通訳者は “I don’t care.” と訳してしまい、次の日の新聞に

は「あの日本人投手はアメリカ人投手のことをどうでもいいと思っている」という記事が掲

載された。この日本人投手のイメージは不当に悪いものになり、通訳者は球団から解雇され

た。この事例では、通訳者が訳出をする際に訳語に迷った（uncertainty）のかどうかは確

かめられない。しかし、少なくても選手の気持ちを伝える（communication）ことはできず、

通訳者としての信用（credibility）を失った。 

A 氏は、囲み取材時の訳出で、選手との信頼関係が損なわれるリスク（credibility risk）

について次のように説明した。「外国人選手の発言を通訳した内容を、記者がメモに取り、

それを基に記事が書かれ、編集され、さらにそれが外国語に翻訳された記事を選手は読むこ

とになる。そこまでには少なくても通訳者、記者、編集者、翻訳者の４人が介入している。

そのため時には選手の意図や通訳者の訳出と全く違うニュアンスで外国語の記事が書かれ

ていることもあり、それは選手の通訳者に対する不信感につながる」そうだ 7)。A 氏は選手

に対して「不信に思うようなことがあれば言ってほしい」と常に伝えていたという。また、

囲み取材とヒーロー・インタビューでは訳し方も変えていたと話している。では、囲み取材

とヒーロー・インタビューではどのように訳出方略が違うのであろうか。F 氏の例を検証し

てみる。 
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6.5 ヒーロー・インタビューと囲み取材における訳出方略の比較 

 筆者はチームの練習時間に球場でエスノグラフィー観察を行い、F 氏が通訳をした囲み取

材を録画して、原発言の発話時間に対する通訳時間の割合をヒーロー・インタビューの通訳

時間と比較した。 

 

表２ F氏の場面による通訳時間の違い 

 外国人選手の発言時間に対する 

通訳時間(%) 

インタビューアーの発言時間に対す

る通訳時間(%) 

ヒーロー・インタビュー平均 97.80% 31.16% 

囲み取材平均 96.17% 113.06% 

 

その結果、外国人選手の発言を日本語に訳す際には、ヒーロー・インタビューと囲み取材で

大きな差違はなかった。しかし時間の制約が少ない囲み取材においては、インタビューアー

の発言を訳す際に、ヒーロー・インタビューで観察されたような時間短縮方略（shortening）

は用いられず、原発言に対して 113.06%の時間を費やし、すべて逐次通訳で、質問者の発言

を「忠実性」と「正確性」の原則に従って訳出していた。通訳者の様子は、落ち着いてじっ

くり聞きしっかり訳すという、お立ち台とは全く違う様相を呈していた。わずかに観察され

た逸脱行為は「聞き手に直接話しかける」ことと、「話し手の言葉に説明や注釈を織り込む」

ことであった（Pöchhacker, 2004: 151）。具体的には記者の質問の意図を確認していたこと、

記者の抽象的なステートメントを選手に明示していたこと、選手の発言を通訳する際に「チ

ームに迷惑をかけないように」など、選手が話していないコメントを追加していたことなど

が挙げられる。 

 F 氏へは、本稿執筆時までに合計 3 回のインタビューを行い、本稿の下書きを読んでいた

だいた。そして表２の結果について、意図的に訳出方法を変えていたのかを質問した。それ

に対して F 氏は、「囲み取材の訳出は新聞に掲載されることが多いので、気をつけて訳して

いる」と回答した。音声言語は聞いた瞬間に消えていくのに対して、文字言語は半永久的に

繰り返し確認することができる。そのためこの通訳者は、ヒーロー・インタビューよりも囲

み取材において、より慎重に訳出していることが明らかになった。 

選手が話していないのに通訳者が選手の気持ちを代弁する場面は、観察したすべての球

団のヒーロー・インタビューでも確認されている。この点については A 氏が次のように語

っていた。 

 

   要するにファンの人が今日活躍した選手の生の言葉を聞きたい、というのがヒーロ

ー・インタビューですので、正直通訳もいらないと言えばいらないんです。でもやっ

ぱり言っていることがわかりたいから…。だから僕が訳すときでも、ヒーロー・イン

タビューの訳と囲み取材の訳は違うと思います。ヒーロー・インタビューではなるべ

く選手が言いたいことの本質だけを抜いて、3 万人以上いる中の、できるだけ多くの

人たちに意味がわかるように伝えていたので…。よく人に言われたのは「あの部分全
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然訳してないじゃん」ということですけど、僕は間違っていない訳なんてないと思う

し、100%あっている訳なんてないと思うんです。ただその中で自分が 1 番、選手を

知った上で、選手が日本語操れたらこういう風に言うんじゃないかな、というものを

選んで、彼らの口調で、彼らのトーンで、伝えていたつもりです。語尾も全て選手に

よって変えたりしていました。 

 

スポーツ通訳といえどもその形態は様々である。球団通訳者のように家族よりも長い時

間を選手と共に過ごす場合もあれば、一過性のイベントで数時間だけ通訳を務める場合も

ある。選手の気持ちを代弁できるのは、球団通訳者のように常に選手と時間を共有し、かつ、

選手と信頼関係を築くことのできる通訳者だけに限られるかもしれない。 

  

7. まとめと今後の展望 

 スポーツ通訳に限らず、どの通訳現場でも唯一絶対の訳出方略はない（木村 2017; 武田 

2013）。最も望ましいのは「忠実性」と「正確性」という大原則に従った訳出で、クライア

ントの目標（スコポス）が達成されることだ。しかしクライアントの目標（スコポス）に近

づくためには、状況に応じて訳出方略を変える必要があることが、本研究で確認された。 

野球のヒーロー・インタビューでは、できるだけたくさん選手の言葉を伝えるとともに、

ファンに選手と一緒に喜んでもらうために、「間」を空けないことが大切だ。そのために通

訳者はインタビューアーの言葉を通訳する際に頻繁に「ウィスパリング同時通訳」を行うほ

か、ステートメントの訳出省略、ステートメントの疑問文への変換、質問文の短縮化、単純

化、内容変更などを行い、インタビューアーが質問を終えるとすぐに外国人選手が答えられ

るように「主体的逸脱」を行っていた。また、情報量を落とさずに短時間で訳出するために

は、そのスポーツの専門用語知識が必須であることもわかった。本研究では「ホームランを

打ってすぐに走り出さずにかっこつける行為」を表す専門用語は “pimping” であるという

知識があったため、情報のコンセプトを変えることなく 6.31 秒の発言を 0.77 秒で訳した事

例を紹介した。このように訳出時間を原発言よりも明らかに短くする意図的行為を筆者は 

shortening と名付けた。しかし、通訳者の役割は「人と人をつなぐことである」というス

コポスの観点から見ると、shortening 以上に理想的な訳出方略は、選手がファンに直接語

りかける状況を作り出すことである。そのために球団通訳者は選手に日本語を教え、選手と

ファンを「通じ」させていた。本稿では、これも一つの通訳行為と見なすこととする。 

囲み取材では、エンターテイメントの要素が大きいヒーロー・インタビューとは対照的に、

野球そのものに関する質問が多い。訳出言語が活字になることに伴うリスクを回避するた

めに、通訳者は逐次通訳方式を用いて、ヒーロー・インタビューでは排除していた「間」を

十分とりながら落ち着いて訳していた。「主体的逸脱行為」としては、インタビューアーの

曖昧な質問の真意を確認する行為と、記者や選手の発言を具体的に説明する行為が確認さ

れた。これらは取材内容に誤解が生じないようにするためのリスク管理であると推察され

る。 

繰り返しになるが、すべての場面に適切な、唯一無二の訳出方略はない（木村 2017; 武
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田 2013）。球団通訳者が場面とクライアントに応じて訳出方略を変えているように、短期

間のイベントで通訳をする場合にも、臨機応変な対応が求められる。例えば、試合前や試合

直後のインタビューであれば、多くの選手はおそらくインタビューを短時間で切り上げた

いはずである。その際には、質問に直接関わりのないステートメントはできるだけ短く訳し、

ステートメントやオープンクエスチョンは答えやすいクローズド・クエスチョンに転換す

る、などという対応が適切かもしれない。また、担当する競技の専門用語を理解しておくこ

とは、正確で簡潔な訳出に必須である。通訳者は事前に担当競技のルールや専門用語を熟知

しておく必要がある。また、通訳者は本来中立な立場であると言われているが、少なくても

担当する選手のイメージが不当に悪くなるような訳語を選択しないよう、細心の注意を払

うべきだ。 

最後に本調査の協力者から得られた二つの発言を紹介する。一つはあるテレビ局のスポ

ーツ番組担当記者のコメントだ。サッカー日本代表外国人監督付きのある通訳者のことを

「使いにくい」と評していた。それは訳出がうまい、うまくないということとは関係がない。

この通訳者は監督の言葉に訳語が「かぶる」というのだ。つまり監督の発言を一言ずつ訳し

ているのである。スポーツ番組を制作する際には、監督が話している映像を流しながら日本

語字幕をつけるのが一般的だが、通訳者の声が監督の短い発言の直後に混じってくるため、

監督の声だけを意味のまとまりで切り出すことが難しいそうだ。インタビューアーの質問

を監督や選手に「ウィスパリング同時通訳」することは、「間」を排除する望ましい方略で

あると本稿で論じたが、主役である監督や選手の言葉に通訳の訳語をかぶせることは、スポ

ーツ番組制作上好ましくないばかりでなく、聴衆にとっても聞きやすいものではない。この

通訳者がなぜ監督の話のまとまりごとに逐次通訳をしないのかは確認されていない。しか

し、もしその原因が、監督の発言内容を覚えている自信がないため、短いセグメントを聞い

てすぐに訳しているのであれば、通訳者として現場に出る前に、記憶保持（リテンション）

と通訳メモの訓練を重ねるべきである。新崎（2016）の研究で、訓練を受けた通訳者の場

合、発言のセグメントが 1 分を超えると通訳精度が落ち始めることが確認されている。そ

のため、通訳者はリテンションと通訳メモの訓練を重ねる必要がある。また事前に発言者と

打ち合わせをして、一度の発言が 1 分を超えないようにお願いすることも、より正確な訳

出を実現する手段の一つと言える。 

次に NPB と MLB の両方で通訳経験を持つ A 氏による、スポーツ通訳者に対する助言を

紹介する。A 氏もシーズンオフには野球以外の競技やスポーツ関連のテレビ番組収録で通

訳をすることがある。A 氏はそのような時に、準備として、担当する選手が過去にインタビ

ューを受けている映像を探し、その人がどういう人間なのかを観察するそうだ。また、担当

競技の様々なインタビュー映像を見て、頭の中で通訳のシミュレーションをすることも有

効だそうだ。またスポーツ選手の中には、試合直後にもアドレナリンが出続けていて、語調

が強くなる人も少なからずいるそうだ。特に一流の選手の中には「目がいっちゃって」て、

人を寄せ付けないオーラを出す人がいるという。通訳をする云々の前に、そのような雰囲気

に飲まれてしまわないよう、会場の下見を含めて事前の準備をすることが大切だ。 

本研究は、スポーツ通訳に有益となる示唆を提供したと考える。しかしその一方で、今後
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への課題が見いだされた。日本の野球では伝統的にセ・リーグ球団の注目度が高い。そのた

めセ・リーグに所属する球団通訳者は、各方面から指摘を受けないように、より「忠実性」

や「正確性」の原則に則った訳出をしている可能性も否定できない。スポーツ通訳における

最良の訳出方略を解明するために、今後はセ・リーグの球団や野球以外のスポーツ通訳にお

いてさらに研究を継続していきたい。また本研究において日本のインタビューアーは質問

ではなく「ステートメント」をする傾向があり、そのことを嫌う外国人監督、選手、通訳者

がいることが明らかになった。本研究はこの現象に一定の普遍性があるのかどうかを検証

するに至っていない。これは「日本」という環境でおきる現象であるのか、それとも「日本

人」インタビューアーの特徴なのかを含めて、「ステートメント」という切り口からもこの

研究を発展させていきたい。本稿がスポーツ言語研究に新たな視座を提供したことを願い、

本論の結びとする。 
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