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翻訳の評価に関する理論と実践：日本語翻訳実習コースの現場から 
THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION EVALUATION: 

ANALYZED THROUGH PRACTICUM IN JAPANESE TRANSLATION 
 

望月良浩, ミシガン大学 
Yoshihiro Mochizuki, University of Michigan 

 
1.	 はじめに 
	 上級の学習者を対象に 2012年に開講した日本語翻訳実習コース（ASIANLAN 
441: Practicum in Japanese Translation）は、内容重視の言語教育の理論に基づき、
日本語という第二言語を通して日英翻訳・英日翻訳の基本的なスキルを学ぶと同

時に、実践的な翻訳作業を通じて翻訳に必要な日本語能力を身につけることを狙

いとしている。翻訳の中でも、特に実務翻訳に特化し、新聞記事・ビジネス文

書・製品マニュアル・広告等、多ジャンルにわたる生教材を主教材として用い、

学習者に基本的な翻訳技術を学ばせた。 
	 実際に翻訳実習コースを運営していく過程で見えてきたのは、翻訳評価の難し

さである。評価というもの自体が言語教育において常に悩みの種であるが、特に

翻訳のような実務的な技能のレベルを測るものは、評価基準の妥当性、信頼性と

いう点において、ことさら評価が難しいと言えるであろう。 
	 翻訳家に必要不可欠な能力・スキルとは何なのか。翻訳の質はどのような要素

によって決まるのか。翻訳の良し悪しは何を基準に測ればいいのか。評価する側

にとって客観性・一貫性のある評価基準とは何なのか。評価される側にとって透

明性のある評価基準はなぜ必要なのか。これらの問いかけに答えるべく、本稿で

は、翻訳評価に関する理論的背景を解説するとともに、2013年秋学期・2014年
冬学期の日本語翻訳実習コースの授業活動と評価法を紹介し、学習者の翻訳例を

具体的に比較・考察する。 
 
2. 	 翻訳評価に関する理論 
	 翻訳理論を紐解くと、翻訳の評価に関しては、その難しさ故に未だ研究途上と

いう感がある（Hatim and Mason 1997）。では、なぜ翻訳評価は難しいのだろう
か。Bowker（2000）は、翻訳の質という概念自体が不明瞭で揺らぎのあるもの
とし、翻訳評価が難しい理由は、その主観的な性質によると述べている。過去に

多くの研究者が、主観性を排した、客観的な評価基準の作成を試みてきたが、翻

訳の評価に関する先行研究・文献のほとんどは、事例的・ケーススタディー的な

ものに終始し（Bowker 2000／House 1981）、結果として、「個人の好みの問題」
という主観的な方法論を抜け出せないでいるのである。 
	 また、「完全な翻訳はありえない」（柴田 1994／Snell-Hornby 1998）という、
翻訳にまつわる常套句がある。筆者自身も、本コースにおいて、常々、「翻訳に

絶対的な正解はない」ということを学習者に力説している。これらの文言の背後

にあるのは、翻訳の評価が異なる理由や目的で行われる以上、同じ翻訳の評価で

も、異なる基準や要素が重要視されるということである。不変不朽に「完璧」な
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翻訳というものはなく、また、どんな翻訳にでも無条件で適用できるような評価

基準というものもないと考えられている（Hasegawa 2012） 。 
	 しかし、たとえ翻訳の質や評価、評価基準にこのような揺らぎがあるにしても、

日本語翻訳実習コースが教育を目的として開講されている以上、どうしても学習

者の翻訳を評価せざるを得ない。それは、評価する教師にとって、客観性・一貫

性のある評価基準というだけでなく、評価される学習者にとっても透明性のある

評価基準が必要であることを示唆する。学習者に成績を与えるだけでは不十分で、

学習者を納得させる妥当性・信頼性や、誰が採点しても同じ成績が得られるとい

う一貫性が必要なのである。つまり、翻訳評価は目的なのではなく手段でなくて

はならない。そのような評価を通して、学習者に建設的なフィードバック（以下

FB）が与えられるならば、それは学習者の翻訳技術を効果的に伸ばすことにも
つながる。さらに、透明性のある評価基準を通して、学習者が翻訳を客観的に分

析・評価する能力を得たならば、コース修了後の自律的な翻訳技術の訓練にもつ

ながるであろう。 
	 翻訳の評価という問題を考えるにあたって、まず初めに、質の高い翻訳とは何

か、そのために必要な技能や能力は何かという問題について考える必要がある。

Hasegawa（2012）は、「翻訳家に必要不可欠な能力・スキル（translator 
competence）」を次の 6項目にまとめている。 
	 ①ソース言語（以下 SL）の知識、読解力 
	 （Linguistic and sociocultural knowledge of the SL and comprehension ability in it） 
	 ②ターゲット言語（以下 TL）の知識、表現力 
	 （Linguistic and sociocultural knowledge of the TL and expressive ability in it） 
	 ③SLと TLに橋渡しをする能力（Transfer competence） 
	 ④トピックに関する知識、リサーチ能力 
	 （Knowledge of the topic and related research skills） 
	 ⑤テクストのスタイル・慣例に関する知識 
	 （Knowledge of text types and their conventions） 
	 ⑥翻訳を客観的に評価、考察する能力 
	 （Ability to evaluate and discuss translations objectively） 
	 一般的に、①と②さえあれば、つまり、二言語を堪能に扱うことができる人な

ら誰でも翻訳ができると誤解されているようである。しかし、バイリンガルにと

って、その二言語は独立して存在するもので、明確に結びついているわけではな

い。所謂、英語を話す時は英語の人格、日本語を話す時は日本語の人格になると

いう現象だ。そこで、その独立して存在する二つの言語間に橋渡しをする能力

（③ Transfer competence）が必要となる。 
	 また、母語話者なら誰でも、母語の十分な読解力があり、十分な表現力がある

と見なすのも誤りである。汎用的な文章（language for general purposes）ならそ
うかもしれないが、専門的な文章（language for special purposes）になると、母語
話者でも専門用語を知らない場合がある。専門的な内容について不慣れなプロの

翻訳家よりも、翻訳家ではないが、その道の専門家である人の方が、時に質の高

い翻訳ができるのはそのためである。翻訳家が専門的な内容を理解するためには、
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④が必要である。専門的な文章を書く際も、母語話者でも正しい語彙や、その分

野で慣例的に使われている表現などを知らず、不適切な表現やフォーマットを用

いてしまう場合がある。それを避けるためには、やはり、⑤が必要である。 
	 ⑥は本稿のテーマに深く関わるものである。翻訳を客観的に評価・分析する能

力なしでは、学習者は自分の翻訳が良いのか悪いのか見当もつかず、結果として、

質の高い翻訳をコンスタントに作成することはできないと考えられる。本コース

では、学期初頭に、翻訳の良し悪しへの意識付けをする目的で、問題のある翻訳

文とその原文を用意して討論を行っているが、興味深いことに、多くの学習者が、

翻訳文の問題点に気付かず、良訳だと結論付けるのである。その理由は、訳文が

原文の情報を網羅しているからというものであった。翻訳を客観的に評価・分析

する能力というものが、訓練なしには難しいということを示す事例である。 
	 翻訳の質に関して、翻訳理論における中心概念は等価（equivalence）である。
これは、質の高い翻訳を作り出すためには、原文と訳文を等価にしなくてはなら

ないという考えである。この概念は、翻訳評価を考える上で、一見、有効なもの

のようにも思えるが、原文の何と訳文の何が等価でなくてはいけないのかという

点を考えると、却って問題の本質をややこしくしているようでもある。指示的等

価（referential equivalence）やテクスト等価（textual equivalence）、語用論的等価
（pragmatic equivalence）等（藤涛 2013／Baker 1992/2011）、多くの研究者がそ
れぞれ異なった等価概念を創りだした（伊原 2004）。 
	 様々なレベルでの等価の全てにおいて、原文と訳文が等価であれば、それは

「完璧」な翻訳なのかもしれないが、もちろん、それは不可能であろう。なぜな

ら、ある一つの等価性は、また別の等価性と矛盾したり、打ち消し合ったりする

ものだからである。結局、どの「等価」を重要視するかによって評価基準は揺ら

ぎ、ゆえに、Gutt（1991/2000）も述べているように、等価概念を理論として一
般化することはできないのである（伊原 2004）。 
	 Vermeer（1978）、Reiss（1984）らも等価理論を批判し、翻訳のプロセスを決
定するのは、訳文の Skopos（目的）であるという Skopos Theoryを唱えた。彼ら
の見解では、翻訳は単なる言語的なコード変換なのではなく、原文で提供された

情報を訳文の文化にいる人に分かりやすく提供するという一連の人間的行為（つ

まり、コミュニケーション）であるとされている（Hasegawa 2012）。訳文の
Skoposは、翻訳依頼者のニーズによって決まり、訳文の読者と彼らが置かれた
状況・文化背景に制約を受ける。そして、原文のどの情報を取捨選択するか、ど

んなストラテジーで翻訳するかは、その Skoposによって決められるのである。
Vermeerは、この理論が個々の言語文化に特殊な現象から翻訳プロセスを決定す
る一般的要因を抽出し、様々な翻訳のケースをカバーできる一般翻訳理論である

と主張した（伊原 2004）。 
	 翻訳教育を専門とする Bowker（2000）は、辞書、パラレルテクスト、専門家
の意見、経験と勘といった伝統的なリソースと比較して、いかにコーパスに利便

性があるかを説き、クラス活動にコーパスを用いた評価基準（corpus-based 
assessment）を導入した。この評価基準は、質的コーパス（quality corpus）、量
的コーパス（quantity corpus）、不適切コーパス（inappropriate corpus）の 3つの
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コーパスから成る。質的コーパスとは、問題となっている専門分野に典型的な文

章で構築された小規模なコーパスである。文章をデータベース化するだけでなく、

採点者が全ての文章を実際に読んでみることが推奨されている。量的コーパスと

は、規模の大きいコーパスで、キーワードとテクストタイプと出版年代で絞られ

た文章で構築されている。不適切コーパスとは、その名の通り、不適切な語彙や

フレーズの用例を抽出するためのもので、問題となる専門分野のことを扱ってい

るが、テクストタイプや出版年代が明らかに違う文章で構築されている。 
	 Bowkerの研究により、コーパスを用いた評価基準を用いると、より多くの間
違いが特定でき、客観的で建設的なフィードバックを学習者に与えられ、採点者

の主観に頼らずに一貫した評価ができるということが実証された。しかし、この

評価法にも欠点があり、Bowker自身も指摘している通り、一つの翻訳の評価に
時間がかかるため、クラスサイズが大きい場合には不向きである。また、コーパ

スの構築にも時間がかかり、構築したコーパスはその特定の専門分野にしか使え

ないため、同じジャンル・テクストタイプの原文を何度も翻訳したり、評価した

りするのでない限り、現実的ではない。とは言うものの、誰が採点しても同じ結

果が得られるという評価基準は、本コースにとって極めて魅力的に映る。なぜな

ら、どの教師が担当しても、学習者が同じ内容を学び、同じ評価を与えられると

いうのは、コースデザインとして理想的だと筆者は考えているからである。 
 
3.	 授業での実践 
	 日本語翻訳実習（ASIANLAN 441: Practicum in Japanese Translation）は 3単位
のコースで、1コマ 80分、週 2コマの授業を行う。ミシガン大学日本語プログ
ラムに 6つある 400番台（日本語 4年生レベル）のコースの 1つである。2013
年秋学期の履修者は 8名、2014年冬学期の履修者数は 12名であった。翻訳コー
スという性質上、日本語・英語ともに高度な言語運用能力を履修者に求めており、

学習者の日本語能力は、概ね、ACTFL OPIスタンダードの上級の下から超級ま
でとなっている。 
	 本コースでは、主教材に多ジャンルにわたる生教材を用い、実践的な翻訳作業

を通じて学習者に翻訳技術を学ばせた。主に実務翻訳に焦点を絞り、出版翻訳と

映像翻訳はほとんど扱っていない。2013年秋学期・2014年冬学期に用いた教材
のテクストタイプとジャンルは以下の通りである。 

【テクストタイプ】 
	 	 	 ニュース：新聞記事・インターネット記事・雑誌記事 
	 	 	 	 ブログ：生活の中の面白ネタ 
	 ビジネス文書：社長就任の挨拶・大会開催の挨拶 
	 	 マニュアル：研修マニュアル・翻訳依頼の仕方 
	 	 	 	 	 手引：写真の上手な撮り方・会話テーブルの効果的な仕方 
	 	 	 	 	 案内：観光パンフ 
	 	 	 	 	 広告：大統領選の支持広告 
	 	 	 	 紀行文：機内誌	 	 	 	 	  
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【ジャンル】 
	 	 翻訳・ビジネス・経済・政治・教育・テクノロジー 
	 	 ファッション・車・バイク・観光・旅行・食品、等 

	 翻訳は日英翻訳・英日翻訳の双方向を行った。まず、日英翻訳の課題で授業を

行い、その次の回に、同じテクストタイプの課題で英日翻訳の授業を行う。日英

翻訳を先に行い、その後に英日翻訳をする理由は、一般的に「翻訳しやすい」と

考えられている母国語への翻訳を初めに練習し、それと同時に、日本語の原文を

精読することで、そのテクストタイプ・ジャンルではどのような日本語表現を使

うのか、トピックやスタイルに関する知識を深めるためである。その際、初めか

ら決まりごとを教えるのではなく、日本語の原文を英訳することで、両言語のス

タイルや慣例の違いに学習者自身が自発的に気づくことを促した。この過程は、

Bowkerの提唱した質的コーパスと同じ機能を果たしていると言えよう。このよ
うに、日英→英日の順番で授業を行うことによって、学習者は非母国語への翻訳

に自然に移行することができた。 
 
3. 1.	 分析的ルーブリック 
	 学習者の翻訳を評価するために、Hasegawaの唱える「翻訳に必要不可欠な能
力・スキル」に準拠して、次のような分析的ルーブリックを作成した。 
 

優 良 可 不可 

SL 
(4.0) 

原文の意味を概ね正

確に理解している 
 

(4.0) 

小さい解釈ミスの疑

い／小さい解釈ミス

がある 
(3.5/3.0) 

原文の意味を明らか

に大きく誤解してい

る箇所が見られる 
(2.5/2.0) 

全体的に原文の理解

が浅い／原文の意味

を理解していない 
(1.5/1.0) 

TL（正確さ） 
(4.0) 

文法・語彙の間違い

が全然ない／ほとん

どない 
(4.0) 

小さい間違いが少し

あるが、読むのに支

障なし 
(3.5/3.0) 

小さい間違いが目立

つ／大きい間違いが

ある 
(2.5/2.0) 

意味が通らない部分

が目立つ／読むのが

困難 
(1.5/1.0) 

TL（表現力） 
(4.0) 

読者・用途・効果に

適った読みやすい 
文章 

 
(4.0) 

文章として読みやす

く、特に問題はない 
用途への意識は伺え

る 
 ( 3.5/3.0) 

文章の流れが悪く、

読みにくい箇所があ

る／読者への意識は

伺える 
 (2.5/2.0) 

読者・用途・効果を

全く考慮せず、全体

的に読みにくい 
 

(1.5/1.0) 
Transfer 
Competence 

(2.0) 

翻訳の仕方に問題は

ない 
(2.0) 

翻訳の仕方に気にな

るところがある 
	 	 	 	 	 	      (1.5) 

翻訳の仕方に問題が

ある 
(1.0) 

翻訳の仕方に問題が

多い 
(0.5/0) 

トピック 
(3.0) 

トピックに関する理

解が深い／よく調べ

ている 
(3.0) 

トピックに関する理

解が足りない 
 

(2.5/2.0) 

トピックの知識不足

による誤訳／不適切

な語彙・表現 
 (1.5) 

トピックに関する理

解がない／調べよう

とした努力もない 
(1/0.5) 

スタイル 
(3.0) 

スタイル・慣例に合

った文体 
 

(3.0) 

スタイル・慣例に合

わない箇所がある 
 

 (2.5/2.0) 

指示を無視するな

ど、スタイル・慣例

に合っていない 
(1.5)	  

スタイル・慣例を全

く考慮していない 
 

(1/0.5) 

Davisと Kondo-Brown（ 2012）は、ルーブリックの長所として、「採点の一貫
性・透明性を高める」、「学習者にフィードバック（以下 FB）を与える」、
「成績判定についての説明に役立つ」、「学習者の長所・短所を分析できる」等
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を挙げている。これらの項目に照らし合わせて、本コースの分析的ルーブリック

の特長を考察する。 
	 翻訳の評価・採点は、基本的に教師が行うが、一度だけ学習者同士でピア採点

をさせたことがあった。その際、教師の採点とピア採点に大きな齟齬はなかった

ため、一貫性のある評価基準であると言える。また、授業内で、Hasegawaの
「翻訳家に必要不可欠な能力・スキル」を紹介し、どのような基準で翻訳課題を

採点するかの情報も開示したため、透明性のある評価基準であるとも言える。採

点結果はこのルーブリックに書き込んで返却するので、学習者への FBとしての
機能は果たしている。成績に納得できない学習者に対しては、答案とルーブリッ

クを照らし合わせて、納得のいくように説明ができた。教師・学習者ともに、翻

訳過程のどの部分に問題があるのか容易に特定でき、逆に、得意分野も特定しや

すい。 
	 ルーブリックの中でも、分析的ルーブリックには、「重要度の高い項目の得点

配分を高くできる」という長所がある（近藤ブラウン 2012）。本コースで用い
たルーブリックでも、TLを正確さと表現力に分けて採点することで、TLへの得
点配分を高くしている。これは、訳文という最終産物が翻訳の質を大きく左右す

ることを加味した得点配分である。また、transfer competenceとトピックとスタ
イルの得点配分は SLと TLに比べて低めに設定してある。 
 
3.2.	 「読者・用途・効果」 
	 本コースの分析的ルーブリックの項目の作成には、実務翻訳の三大要素である

「読者・用途・効果」（成田 2011）という概念も取り入れた。読者というのは、
その翻訳が誰に読まれるかということである。どんな読者をターゲットに翻訳す

るかを意識した翻訳と、そうでない翻訳との間には、大きな質の違いが見られる

ため、重要な概念である。用途というのは、その翻訳がどのような目的に使われ

るかということで、Skopos Theory に通ずる考え方と言えよう。効果というのは、
その翻訳が読者にどのような読者体験を与えるかということである。翻訳の依頼

者は何らかの用途を以って翻訳を依頼し、その用途のために、訳文の読者に何ら

かの反応――具体的には、感動、説得、驚きのような感情――を期待する。少な

くとも実務翻訳においては、質の高い翻訳というのは、依頼者の望み通りの反応

を読者に体験させられる翻訳だと言うことができる。 
	 この「読者・用途・効果」の概念は、Nida（1964）の唱える動的等価
（dynamic equivalence）に近い考え方だと言える。動的等価とは、訳文の読者の
反応が、原文を読んだ時の原文の読者の反応と等価になることを目指すものであ

る（伊原 2004）が、筆者の考えでは、その二つの反応は必ずしも同じだとは限
らない。原文に「読者・用途・効果」があるのと同様に、翻訳にも「読者・用

途・効果」があり、たとえ同じ原文を翻訳するのであっても、読者が変われば用

途も変わるし、用途が変われば、翻訳に求められる効果も変わるからである。 
	 「読者・用途・効果」を意識化することで翻訳技術が大きく向上するというこ

とを学習者に指導したのは、本コースを特色づける要素の一つである。授業活動

としては、翻訳の読者は誰なのか、用途は何なのか、翻訳にどのような効果をも
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たらそうとしたのかをクラス内で話し合った。特に、効果についての討論に重き

を置き、学習者は、どのような効果を狙い、その効果を出すためにどんな工夫を

したかについて意見を交換した。もちろん、テクストによっては、「読者・用

途・効果」が明示的に分からない場合もあり、その場合には、どのような読者・

用途・効果を自分で想定したか、自分の翻訳はその効果に沿ったものとなってい

るかを考えること自体が、翻訳技術の訓練になったと言える。 

【課題例】大統領選の選挙広告 

	  

 
	 ここで、授業で用いた課題例を取り上げる。この選挙広告は、2012年の大統
領選挙の際に、オバマ支持派が配布したものである。これを、例えば、日本の大

学でアメリカの政治システムについて学ぶ大学生を読者と想定して翻訳する場合、

用途は、アメリカの選挙活動がどのように行われているかを伝えることである。

その用途を満たすために、効果としては、原文のトーンを忠実に残すことが求め

られる。これはオバマ支持派の配布したものなので、原文のトーンは明らかにオ

バマの功績を讃え、ロムニーの政策を誹るものである。 
	 しかし、「読者が変われば用途も変わる」、「用途が変われば効果も変わる」

の言葉通り、これが唯一の翻訳のストラテジーというわけではない。仮に、全く

異なる読者を対象に翻訳する場合、「用途・効果」はどのように変わるだろうか。

例えば、アメリカの政治にはあまり詳しくない一般読者を読者と想定し、報道番

組などで二人の候補者の政策の違いを示す用途で、この表が使われるとしよう。

その場合、上のように原文のトーンを忠実に訳してしまうと、報道がバイアスの

かかったものになってしまう。そのため、なるべく中立的なトーンで二人の候補
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者の政策の違いだけに焦点を当てて訳すというのが、この翻訳に求められる効果

になるのである。 
 
4.	 採点現場から 
	 本コースを特色づける要素のもう一つは、教師の評価に先立って学習者同士で

互いの翻訳を批評・添削するというピアレスポンスの手法を取り入れた点である。

学習者は、他の学習者の翻訳を読み、建設的な FBをする。FBの内容は、良い
と思った箇所・良くないと思った箇所や、そう思った理由、翻訳の仕方が興味深

いと思った箇所、質問、疑問等である。また、どうしても気になる箇所があれば、

FBだけではなく、翻訳の添削をすることも奨励した。 
	 この授業活動には、自分以外の学習者が翻訳したものを多く吟味・分析するこ

とによって、翻訳実習だけでは不十分な、「翻訳を客観的に評価、考察する能力」

を伸ばすという狙いがある。また、他の学習者の翻訳を多く読むことによって、

学習者は読者としての視点をも獲得し、どんな翻訳が読みやすく、どんな翻訳が

読みにくいのかを実体験として学べ、将来的に読者を意識しながら翻訳ができる

ようになると考えた。 
	 以下に載せた学習者の翻訳例（一部抜粋）を参照されたい。右側のコメント欄

が学習者同士の FBで、赤字は教師からの FB・添削である。本稿では割愛した
が、教師からの総評も書かれている。 
	 学習者の翻訳例①は、ピアレスポンスに「一つ一つのポイントがとても分かり

やすく分かれていて、効果的な書き方だと思います」とあるように、「読者・用

途・効果」を意識した、工夫の見られる良訳と言える。この学習者は、クラス内

で抜群に日本語能力が高かったというわけでないのだが、常に質の高い翻訳（特

に英日）をしていたのは興味深い。 
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	 学習者の翻訳例②も、言葉を補わなければ日本語として意味が通りにくい部分

に、的確に言葉を補うなど、概ね効果を考えた訳をしていることが窺える。 

 
	 学習者の翻訳例③は全体的に日本語の質が他と比べて低いことが分かる。翻訳

の質に関しても、直訳気味の表現が目立ち、用途・効果を考えた訳をしていると

は思えない。トピックに関するリサーチも足りないように感じる。 

 
	 学習者の翻訳例④は少し特殊なケースで、外的要因が翻訳の質に影響を与える

例として載せた。この学習者の日本語能力はクラス内で上位の方である。しかし、

この課題に関しては、文の訳し忘れや語彙の抜けなどがあり、明らかに翻訳の質

が落ちている。トピックに関するリサーチにも時間をかけていないようである。

恐らく、多忙のために普段通りの能力を発揮できなかったものと思われる。 
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	 以上、紙面の都合上、一つ一つの評価例を詳細に分析できなかったのは遺憾で

あるが、日本語翻訳実習コースの採点の現場で教師がどのように翻訳の評価を行

っているのか、ひと通りは示せたのではないだろうか。 
 
5.	 おわりに：コミュニケーションとしての翻訳 
	 翻訳は孤独な作業と思われがちだが、実際には多数の人間が関わっている。原

文の作者がいて、原文の読者、翻訳者、そして、訳文の読者がいる。仕事として

の翻訳になると、翻訳の依頼者も関わってくる。本コースでは、学習者に訳文の

「読者・用途・効果」を意識化させ、学習者主体の授業活動を試みることによっ

て、翻訳というものが単なる孤独な言語活動なのではなく、多種多様の異なるア

イデンティティ（作者、読者、翻訳者、依頼者）・異なる文化（原文の文化、訳

文の文化）間のコミュニケーションである点を学習者に理解させることができた

のではないかと思う。 
	 特に、教師の採点とピア採点の間に大きな差異がなかったことは、特筆に値す

る。おそらくこれは、ピアレスポンスや、フォーラムを通した授業外での意見交

換、授業内での「読者・用途・効果」の討論を経て、それぞれの翻訳にはどのよ

うな読者・用途があり、どのような効果が求められているのか、クラスの総意と

して明確な基準が学習者の中に生成されたためだと考えられる。翻訳の質の評価

と翻訳ストラテジーの判断は、正にコミュニケーションと協力と総意に関する問

題なのである（Lauscher 2000）。今後は、その「翻訳＝コミュニケーション」と
いう側面を、授業に今以上に活かしていきたい。翻訳の質がクラスの総意によっ

て決まるのであれば、課題を翻訳する前に「読者・用途・効果」についてクラス

で話し合い、翻訳ストラテジーについて方向を定めた方が、翻訳の評価としても

公正であるし、翻訳技術の訓練としても効果的・効率的であろう。 
	 本研究を通して、翻訳評価に用いているルーブリックの問題点、改善点も見え

てきた。まず、学習者の翻訳の間違いがどの項目に起因するのか（原文を理解で

きなかったのか、訳文の表現力が足りなかったのか）、特定するのが難しい場合

がある。それに関連して、どのような間違いが transfer competenceの項目から引
かれる（翻訳の仕方に問題があるとみなされる）かも曖昧である。また、本コー

スが日本語のクラスであることを考えると、日英翻訳では日本語の理解力に重き

を置き、英日翻訳では日本語の表現力に重きを置くなどして、異なるルーブリッ

クを用いて翻訳を採点すべきなのではないかとも考えている。最後に、主観性を

排した評価基準を謳いつつも、間違いの大小・多少は採点者の主観や経験に基づ

いている印象を受ける。特に、ボーダーにあって成績を決めがたい時に、それが

顕著になる。今後は、これらの問題点を改善し、より客観性・一貫性の高い評価

基準の作成に努めたい。 
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