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１．はじめに 

 2019年末に中国・武漢で初めて確認されて以

来、翌年にかけて一気に広まり、世界中で猛威

を振るった新型コロナウイルス。2021年に入り、

一部の国ではワクチン接種が進んで新規感染者

数が減少に転じたが、変異株が発現したインド

で急速に感染が拡大するなど、終息の見通しは

不透明なままだ。日本においても、同年４月に

３度目となる緊急事態宣言が発令され、経済活

動が「コロナ前」の状態に戻る目処は全く立っ

ていない。 

 このような状況下で大きな打撃を受けたのが

通訳業界である。国が１度目の緊急事態宣言を

出した 2020 年春には、すでに予定されていた

大型会議が次々と中止され、会議通訳者のもと

にはキャンセルの連絡が相次いだ。海外からの

人の流れは途絶え、通訳案内士（通訳ガイド）も

活動の場を失った。コロナ関連の海外ニュース

を伝える放送通訳者や、自治体等の記者会見の

増加で出番が増えた手話通訳者など一部を除け

ば、東京オリンピックに向けて好景気が続いて

いた通訳業界は急速に冷え込んだ。 

 その救世主として現れたのが、通信回線を利

用した「遠隔通訳」である。リモート通訳、オン

ライン通訳などとも呼ばれるこの通訳形態は、

欧米などでは５年ほど前から普及が進んでいた

（AIIC，2019, 2020）。遠隔通訳は、主に音声の

みの電話通訳 (over-the-phone interpreting, 

OPI)、画面越しに顔を見ながら行う逐次通訳が

主 体 の ビ デ オ 遠 隔 通 訳 (video remote 

interpreting, VRI)、そして遠隔同時通訳

(remote simultaneous interpreting, RSI)から

なる。最初の二つについては、日本でもコロナ

前からビジネス通訳やコミュニティ通訳の現場

で用いられていたが、コロナ禍で三つ目の RSI

が急速に広まった。 

 

２．遠隔同時通訳（RSI）の普及 

 RSI では、パソコンなどのデバイスを用い、

専用のプラットフォーム（Interprefy、KUDOな

ど）または会議システム（Zoom、Webexなど）

を通じて、自宅やオフィスから同時通訳を提供

する。VRI と違って、通訳者は必ずしも画面に

は登場せず、通訳サービスを必要とする人のみ、

聞きたい言語のチャンネルを選択することで、

訳出が聞ける仕組みとなっている。専用プラッ

トフォームの中には、手話通訳を選択できるも

のもある（KUDO, 2019）。 

 なぜコロナ禍で RSI が急速に普及したかは、

想像に難くないだろう。世界的な外出自粛措置

により、国際会議やイベントの多くがオンライ

ンに場を移した。しかし、オンライン会議はそ

もそも集中力が保ちにくい上、参加者がそれぞ

れ時差の異なる場所から参加することも多く、

長時間の会議の開催は難しい（例えば東京、ロ

ンドン、ニューヨークからパネリストが同時に

登壇するようなイベントを、それぞれ午後９時、

午後１時、午前８時にあたるタイミングで始め

たとしても、３時間もすれば日本は深夜零時に

なってしまう）。必然的に会議時間の短縮傾向が

遠隔という通訳環境を考える 
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進んで時間のかかる逐次通訳は敬遠され、RSI

が 多 用 さ れ る よ う に な っ た (Takeda & 

Matsushita, 近刊)。 

 

３．RSIの基本的なやりかた 

 では、実際に RSIはどのように行われている

のだろうか。ここでは日英音声通訳を例に見て

みよう。まず専用プラットフォームを使用する

場合、ほとんどのサービスはクラウド上で提供

されているので、通訳者は基本的にパソコン１

台とマイク付きのヘッドセットがあれば、自宅

からでも同時通訳を行うことができる（タブレ

ットなどで行うことも可能だが、安定性の面か

らパソコンを有線ケーブルでイーサネットに接

続することが推奨されている）。筆者が最初に経

験した Interprefyの例で言えば、通訳エージェ

ントからメールで送られてくる URL をクリッ

クし、token と呼ばれるイベントコードなどの

必要情報を入力すると、下の写真のような画面

が立ち上がる。 

 画面上部に表示されているのが聞きとり用の

言語（incoming）と訳出する言語（outgoing）

で、ログイン時、ならびに会議の途中でも設定・

変更が可能となっている。画面右側にあるチャ

ットボックスでは、技術担当者やコーディネー

ターのほか、一緒に通訳をするブースパートナ

ーともやりとりができる。本番 40分前に、別の

 
1) 使用するためには一定のグレード以上の有料契約が必要。 

場所からログインしているブースパートナーと

マイクチェックをして、スタンバイし、イベン

トが始まれば画面右上部のマイクをオンにして

訳出を開始する。 

 RSI に関して最も頻繁に尋ねられることの一

つが通訳者同士の交替方法である。これは、ど

のプラットフォームを使うかによって多少異な

るが、多くの場合「ハンドオーバー」ボタンがあ

り、それを通訳している側、あるいは待機して

いる側が押すことによって、パートナーに交替

の意思を知らせることができる。Interprefy で

は右上にある二つのボタンを使う。今すぐ交替

したい場合は「NOW」を押す。すると、パート

ナーの画面上に交替可能かどうかを尋ねるポッ

プアップ・ウインドウが出現する。パートナー

が「OK」をクリックするとパートナーのマイク

がオンになるので、切りのいいところでこちら

のマイクをオフにすれば交替が完了する。

「LATER」の場合は、何分後に交替するかをあ

らかじめ設定することができる。急いでいると

きは、マイクをオンにするだけでも交替は可能

で、慣れればさほど複雑な作業ではない。 

 一方、専用プラットフォームではなく、会議

システムを使用する場合は少し事情が異なる。

筆者の知る限り、一般向けのシステムとしては

2021年５月現在Zoomだけが音声通訳を提供で

きる機能を搭載している1)。Zoomの場合、通訳

者の役割を付与された会議参加者の画面には、

言語の切り替えボタンが表示される。耳からは

フロア（オリジナル）の音が入ってくるため、日

英通訳であれば、話者が日本語を話している時

は英語のボタンを押して訳出し、英語を話し始

めたら日本語に切り替える。 

 非常に直感的でシンプルな機能だが、通訳者

にとって悩ましいのが、パートナーの訳出をモ

ニタリングできないことだ。専用プラットフォ

ームの場合は、フロアの音声とパートナーの訳

Interprefy社提供 
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出を同時に（好きな音量のバランスで）聞くこ

とができるが、Zoom の場合は通訳者の耳には

フロアの音声しか流れてこない。このため、別

のデバイスから、別のアカウントで（通訳者で

はない一般参加者として）ログインしてモニタ

リングをするか、スマートフォンの会話アプリ

などで別途パートナーの声を聞かないと、交替

がスムーズにできないという難点がある。さら

に、Zoom以外の会議システムとなると、そもそ

も通訳機能自体が搭載されていないので、オリ

ジナルの音声を聞くパソコンと訳出を吹き込む

パソコン（またはスマートフォンやタブレット

などのデバイス）を用意するか、パソコンで音

声を聴きながら電話回線を通じて訳出を行うな

どの複雑な対応が必要となる。 

 これまでの同時通訳では、せいぜい言語の切

り替えとマイクのオン・オフしかしてこなかっ

た会議通訳者にとって、通訳をしながらパソコ

ンの画面や複数のデバイスを操作しなければな

らない RSIは、物理的にも、精神的にも大きな

負担を伴う。操作方法については、専用プラッ

トフォームの開発会社や通訳エージェントによ

るトレーニングのほか、業界団体や通訳学校主

催のワークショップなども開催されているが、

実際の案件で RSIを使ってみた同僚の通訳者か

らは当初、不安や戸惑いの声が多く聞かれた。 

 このような状況に鑑み、筆者は 2020年８月、

日本語を言語ペアに含むプロの通訳者を対象に、

遠隔通訳についてのオンライン質問紙調査を行

った2)。その概要については、同年９月に国際学

会で発表したほか、日本通訳翻訳学会の学会誌

『通訳翻訳研究』にも調査報告として掲載され

た（松下, 2020)。2021年春には、パリ第三大学

通訳翻訳高等学院（ESIT）の研究チームが、世

界 19 カ国3)の通訳者から回答を集めた調査の初

期的な結果が公表された（Collard & Buján, 

 
2) 1ヶ月間で手話通訳者 4人を含む 229人から有効回答を得

た。 

2021）。このほかにも、業界団体や通訳サービス

プロバイダーなどが独自の調査結果を公表して

いるが、調査の対象や方法が十分に明らかにな

っていないものが多く、信頼性に欠けるため、

ここでは上記 2 件の学術調査の結果を中心に、

遠隔通訳時代における通訳者の労働環境を見て

いきたい。 

 

４．遠隔通訳時代の労働環境 

 筆者の調査（松下, 2020)は、国内における遠

隔通訳の普及度としてはまだ初期の段階にあっ

た 2020 年７月までの状況を反映したものであ

る。しかし、この時点ですでに OPI、 VRI、 RSI 

のいずれかの遠隔通訳を行った経験が「ある」

と答えた通訳者は 82.5％に上った。そのうち、

54.0%が RSI 経験者で、さらにその 48.0%は、

新型コロナウイルス感染拡大後に初めて RSI 

を経験していた。コロナ禍で RSIの需要が高ま

り、通訳者が対応を余儀なくされた状況が見て

取れる。また、RSI を行う場所は、自宅が 88.2%

で最も多く、次いで客先の 54.9%、通訳エージ

ェントが用意した場所（リモート用の通訳ブー

ス）の 22.5%となった。 

 既に述べたように、自宅で RSIをするために

は、遠隔通訳用の機材が必要となる。RSI 経験

があると答えたほとんどの回答者は、複数デバ

イスを組み合わせて使用していた（パソコン２

台、パソコンとタブレット、パソコンとスマー

トフォンなど）。新規で購入したものとしては、

外付けマイクが 63.7%と最も多く、複数のデバ

イスをつなぐための機器やケーブル 46.1%が続

いた。Wi-Fiではなく、有線のインターネット回

線を新たに導入したという回答者も 21.6%いた

ほか、自由回答では「マイク付きヘッドセット」

の購入者が目立った。 

 調査結果から分かるように、現代の通訳者は

3) 日本は含まれていない。 
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自宅という「生活のための空間」に、各種機材を

設置して職場化し、画面だけを見ながら日々通

訳を行なっている。こうした状況を踏まえ、オ

ンサイトと比べて RSI で体調不良を感じるか、

と尋ねたところ、全体的な疲労感（47.1%）、眼

精疲労など目の不具合（35.3%）、肩こり（26.5%）、

聴覚異常など耳の不具合（16.7%）、腰痛（同）

といった不調を訴える声が相次いだ。 

 通訳者の抱える悩みは世界共通のようだ。前

述の ESITの調査（Collard & Buján, 2021）で

も、回答者の 67%が「労働環境が悪化した」と

答えている。また、RSI では「パフォーマンス

が低下する」と答えた通訳者が半数を占め、83%

が「RSI の方が（現場での同時通訳よりも）難

しい」と回答した。にもかかわらず、利用者の期

待値は現場での同時通訳と同等かそれ以上であ

ると感じている通訳者が多く（75%）、過酷な環

境下で、クライアントからの厳しい評価にさら

されている通訳者の姿が浮かび上がってくる。

だからと言って、通訳料を上乗せできるわけで

なく、両調査ともに RSIの通訳料は、現場で行

うオンサイト通訳と同等か、それより低い傾向

が見られた。 

 RSI の導入により、通訳者を取り巻く環境が

厳しさを増しているのは、調査結果からも明ら

かだ。しかし、今後も RSI案件を受けたいかど

うかを尋ねたところ、ESIT の調査では 64%が

「はい」と答え、筆者の調査でも回答者の 91.7%

が、自宅からの遠隔通訳は今後も増えると予測

している。この背景には通訳者のどのような思

いがあるのだろうか。 

 

５．通訳者にとってのメリット・デメリット 

通訳者の本音に迫るため、松下（2020）は、

RSI のメリット、デメリットについても具体的

に尋ねた。その結果、メリットとしては、多い順

に「現場への移動がない」（88.2％）、「居住地域

のしばりなく案件を受けることができる」

（68.6％）、「快適な環境（服装を含む）で通訳を

行うことができる」（58.8％）、「海外から案件を

受けることができる」（46.1%）、「宿泊を伴う出

張が不要」（45.1%）となった。 

これらの回答を見ると、確かに RSIには通訳

者にとってのメリットが少なくないように思わ

れる。しかし、自由回答を見るかぎり、状況はさ

ほど単純ではないようだ。例えば欧米在住の通

訳者からは、現場への移動や出張がないことを

理由に安い通訳料を提示されることが多いとの

報告があった。さらに、日本からでも海外の仕

事を受けられるという点については、通訳機会

の拡大につながる半面、例えば米国時間の案件

を米国のエージェントから直接受ける場合など

は、深夜から早朝にかけての案件であっても追

加料金が支払われないなど、通訳者の負担が大

きくなるケースもあることが明らかになった。 

一方、デメリットについては、「通訳者同士で

十分なコミュニケーションが取れない（通訳前

および通訳中）」（76.5％）、「通訳者の交替のタイ

ミング・方法が難しい」（75.5％）、「オンサイト

に比べて得られる非言語（ノンバーバル）情報

が少ない」（73.5%）「通訳対象者と十分な打ち合

わせができない」（69.6%）といった、パフォー

マンスに直結するものが上位に並んだ。また、

「技術的なトラブルが起きやすい（機材の不具

合、不安定な通信回線など）」（67.6%）、「適した

通訳環境（遮音、背景、音響、通信回線）を自分

で整備しなければならない」（62.7%）などの環

境面での難しさを挙げる回答者も多かった。 

上位二つについては、専用の RSIプラットフ

ォームを使い、その仕様に慣れることである程

度克服することは可能だが、やはり現場での同

時通訳と同レベルの環境を遠隔下で再現するこ

とは難しい。また、技術的なトラブルについて

は、適切な設備投資をし、家族や周囲の人を含

めた協力体制が十分にあったとしても、突然の

電波障害や停電、救急車や消防車の往来、学校
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など周囲の建物からの騒音の影響を防ぎ切るこ

とは不可能で、自由回答からは、常にストレス

を抱えながら RSIを行なっている通訳者の苦悩

が感じ取れた。 

 

６．人間と技術の関係と通訳の未来 

これまで、主に松下（2020）と Collard & 

Buján（2021）の研究調査結果をもとに、遠隔と

いう通訳環境が人間の通訳者にもたらす様々な

影響について考察してきた。ここからは、遠隔

時代を迎えた通訳業界のこれからを少し展望し

てみたい。 

一つの鍵を握るのが、人間の通訳者と、AI（人

工知能）などテクノロジーを用いた自動通訳と

の共存のあり方だろう。RSI の台頭は、人間の

通訳者の存在を、ある意味「非可視化」してしま

った。というのも、ユーザーがアクセスしてい

るのはあくまでパソコン画面であり、彼らが聞

いている通訳が、生身の人間によるものだとい

う実感が湧きにくくなっているからだ。実際に

筆者も RSI の最中に、「これは機械が訳してい

るの？」と参加者が発言するのを聞いたことが

ある。人間が機械の背後に位置する RSIが、将

来的に AI による自動通訳に置き換わったとし

ても、さほど違和感を感じないのではないかと

思われる。手話通訳の分野でも、すでに人間の

代わりにアバターが通訳する技術の開発が進ん

でおり、テクノロジーの発展により、人間の通

訳者の仕事が無くなるのではないかと危惧する

業界関係者も少なくない。 

では、人間の通訳者が生き残るためにはどう

すればいいのだろうか。過渡期においては、や

はり一定程度、RSI などの技術に慣れ、どのよ

うな条件下でも通訳サービスを提供できるよう

な環境整備は必要だろう。新型コロナウイルス

感染症がいずれ終息すれば、現場での通訳需要

が戻り、RSI への過度な依存は収まると見る向

きもあるが、グローバル企業を中心に、会議や

イベントのオンライン化によるコスト削減の動

きは加速している。その大きな流れが変わらな

いとすれば、RSI が今後も同時通訳需要の大き

な部分を占めていくと考えるのが自然だ。 

このような環境下でパフォーマンスを下げな

いためには、通訳者自身が遠隔時代を見据えた

あらたな能力開発に取り組む必要があるだろう。

本誌第 29号の巻頭論文「通訳とは何か」で紹介

した、ダニエル・ジルの「努力モデル（Effort 

Models）」を思い出してほしい。ジルは、人間の

情報処理能力（容量）には限界があるため、通訳

プロセスにおける様々な努力（effort）の総体が、

その人の処理能力の限界を超えた時には、正常

な通訳を行うことが困難になると説いた。特に、

物理的な制約が多い同時通訳においてこの傾向

がより顕著だとして、同時通訳で必要とされる

努力を次のような方程式を用いてあらわした。 

 

SI（同時通訳）= 

L（リスニング・分析）＋P（発話産出） 

＋M（短期記憶）＋C（調整）  

（ジル 2012, p.211） 

 

しかし、RSI では同時通訳に必要な努力だけ

ではなく、パソコンの操作や技術者とのやりと

り、不具合が発生した場合のトラブルシューテ

ィングなど、ジルのモデルでは想定されていな

い努力が必要となる。つまり、この方程式に、よ

りたくさんの要素が加わった状態で RSIは行わ

れているのである。そう考えれば、これまでに

なかった体調不良を訴えたり、訳出の質の低下

を感じたりしている通訳者が増えているのも頷

ける。仮にすべての通訳行為が機械に置き換わ

る日が来るとして、それまでにどれほどの時間

がかかるかは分からないが、少なくともいまの

状況で人間が通訳を続けていくためには、業界

一体となって通訳環境の改善に取り組むと同時

に、通訳者一人ひとりが積極的に新たな知識や
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能力を身につける必要があると言えよう。 

通訳業界の激動期はしばらく続くだろう。コ

ロナ禍のゆくえとともに、通訳者を取り巻くエ

コシステムの変化を、これからも注視していき

たい。 
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