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ページ 文章 発話 日本語訳

1 p.183 スポーツツーリズムと旅行ビジネス
〜旅行産業におけるスポーツツーリズムの可能性〜

はい，「スポーツツーリズムと旅
行ビジネス」，嗯-，体育观光和
旅行，嗯-，旅行商业，我看ス
ポーツツーリズム。嗯，啊-，关
于，嗯-旅行产业，におけるス
ポーツツーリズム，におけるス
ポーツツーリズム，嗯-，看一下
产业。体育，あ，关于体育，体育
观光在旅行产业方面发展的，没有
发展，关于，啊-，体育产业在旅
行业发展的可能性。

はい，「スポーツツーリズムと旅行ビジ
ネス」，んー，スポーツツーリズムと旅
行，んー，旅行ビジネス，スポーツ
ツーリズムを見てみます。ん，あー，
んー旅行産業に関する，におけるス
ポーツツーリズム，におけるスポーツ
ツーリズム，んー，産業を見てみま
す。スポーツ，あ，スポーツに関する，
スポーツツーリズムの旅行産業にお
ける発展の，発展ではなく，あー，ス
ポーツ産業の旅行業における発展の
可能性。

2 p.183 1 ．研究の背景 啊-，嗯-，嗯-，然后如果我是看
论文的话比如说这种长的话实际先
看一看它大体的。嗯-，就是一个
是研究背景，嗯-，嗯-，大概看一
下研究背景他写得蛮多的，研究背
景写得蛮长，因为有的论文研究背
景写得比较少，嗯-，はい，然后
它就是研究目的，啊-，研究目的
是那么多，嗯-，观光产业，研究
目的，啊-，［3秒無言で読み続け
る。］，ん？研究目的，研究目的
到哪儿？1，2，研究目的2-1.，
啊，啊，研究目的不是很多，啊-
，はい，然后ツーリズムというビ
ジネス，顺着吧，研究目的，嗯-
，啊-，然后就是介绍什么，叫
做，啊-，那个，啊，旅行，旅行
这种商业 嗯- 嗯- 啊- 这可

あー，ん-，ん-，そしてもし私が論文
を読む時こんなに長かったら実際は
先に大体の内容を見ます。んー，一
つ目は研究の背景，んー，んー，研究
の背景を大体見て非常に多く書いて
ありますね，研究の背景がとても長い
です。研究の背景が短い論文もある
んですけど，んー，はい，それから研
究の目的，あー，研究目的もこんなに
多い，んー，観光産業，研究目的，
あー，［3秒無言で読み続ける。］，
ん？研究目的，研究目的はどこまで
かな？1，2，研究目的2-1.，あ，あ，
研究目的はそんなに長くないです。
あー，はい，そしてツーリズムというビ
ジネス，順に沿って見よう，研究目
的，んー，あー，次に紹介しているの
が，何て言うのか，あー，その，あ，旅
行，旅行というビジネス，んー，んー，
あー これはおそらく新しい概念だと

3 嗯-，然后，啊啊，第4スポーツ
ツーリズム，啊啊，刚才介绍的是
ツーリズム和商业的关系，然后现
在再介绍他想说的那个就是总的要
讲的就是，啊-，体育和旅行，
嗯，嗯-，4是，4，4是，嗯-，4
［「よん」と日本語で言う］は，
啊-，最后就是总结了，然后再加
追记，这个，这个文章小标题还是
蛮多的，嗯-，小标题，嗯，但看
了这个题目还会写得比较有意思想
读这篇论文，因为2020年东京不是
要奥林匹克嘛，嗯，可能会，嗯，
吸引不少的观光客过来，然后挺有
时代性的，这篇论文，嗯-，嗯-，
好的，看一下。

んー，そして，ああ，第4スポーツツー
リズム，ああ，さっき紹介したのはツー
リズムとビジネスの関係，そしてここで
再度紹介して言いたいのはまとめて
言いたいことは，あー，スポーツと旅
行，ん，んー，4は，4，4は，んー，4
は，あー，最後はまとめです。そしてさ
らに追記，この，この文章はサブタイト
ルがやはりとても多いですね。んー，
サブタイトル，ん，でもこのタイトルを
見ると，この論文は比較的面白くて読
みたいと思います。なぜなら2020年に
東京はオリンピックがあるじゃないで
すか，ん，おそらく，ん，観光客もたく
さん来るでしょうから，時代に合ってい
ると思います。この論文は，んー，
んー，はい，見てみます。

4 p.183 1−1．海外旅行自由化からの急激な成長期 研究背景1-1.是，啊啊，海外旅行
自由化，从海外旅行自由化，开，
开始的急速成长期。

研究背景1-1.は，ああ，海外旅行の
自由化，海外旅行の自由化から，始，
始まった急激な成長期。

5 p.183 戦後の経済成長に伴い我が国の旅行はレジャー，ビジネス両
面で急成長を遂げた。

嗯，「戦後の経済に伴い我が国の
旅行はレジャー、ビジネス両面
で」［読みながらつぶやく］，急
成长到来的，啊啊，随着战后经济
的发展，啊-，我国也就是日本
的，嗯-，旅行在，啊-，休闲商业
两方面，都取得了急速的成长，
嗯，啊啊，实际好多论文一开始就
是「什么什么に伴い」，「经济成
长に伴い」，嗯，然后日文论文好
多都是「战后的经济に伴い」，
嗯，这句话经常见，嗯，然后旅行
业的［「旅行业」のあとは聞き取
り不能］发展，嗯，在这儿两个方

ん，「戦後の経済に伴い我が国の旅
行はレジャー、ビジネス両面で」［読み
ながらつぶやく］，急成長を遂げた。あ
あ，戦後経済の成長に伴い，あー，我
が国つまり日本の，んー，旅行は，
あー，レジャービジネス両面で，急成
長を遂げました。ん，ああ，実際沢山
の論文の出だしは「何何に伴い」，「経
済成長に伴い」という言い方が多いで
すね，ん，それから日本の論文は「戦
後の経済に伴い」というのがよく見ら
れます。ん，この言葉はよく見ます。
ん，そして旅行業の［「旅行業」のあと
は聞き取り不能］発展，ん，ここでは
二つの面で一つ目はレジャー，もう一
つはビジネスの面です6 ｊ 1964年東京オリンピック開催の年の4月に海外観光旅行の自由

化が始まり，翌年には日本航空が海外旅行パッケージ商品
「ジャルパック」を発売，JTB はその商品力と組織力を活かしな
がら，さらなる拡大のため日本通運と提携し海外旅行パッケー
ジブランド「ルック」を立ち上げ，急成長する海外旅行市場に
パッケージ商品を提供し市場に受け入れられた。

嗯，然后讲，嗯，開催［日本語で
言う］，嗯-，［「4月に」以降の
文章を読み上げる，「パッケージ
商品」のあとはつぶやきながら読
むが，聞き取り不能］，哦，然后
下一段是好长的一句话，所以我来
分，我要分一分，就是看他想讲什
么，嗯-，「ＪＴＢは商品力を生
かしながら」，［しばらく無言で
読み続ける］，啊-，就是1964年
东京奥运匹克，啊-，啊-，举，举
办东京奥林匹克，那一年4月，嗯-
，海外观光旅游自由化开始，嗯，
嗯-，次年，就1965年日本航空公
司，旅行［日本語で言う］，海外
旅行［日本語でつぶやくが，「海
外旅行」のあとは聞き取り不
能］，推出了一种海外旅行的，啊
-，海外旅行パッケージ，这应该
是那样一个项目，嗯-，这样的一
个项目就是，嗯-，ジャルパッ
ク，噢，発売［日本語で言う］，
ジャルパック，噢，ジャル就是

［ジ ルと言う］

ん，そして次，ん，開催，んー，［「4月
に」以降の文章を読み上げる，「パッ
ケージ商品」のあとはつぶやきながら
読むが，聞き取り不能］，ああ，そして
次の段はとても長い一文ですね，だ
から分けましょうかね，ちょっと分けて
みます，何を言いたいのか見てみま
す，んー，「ＪＴＢは商品力を生かしな
がら」，［しばらく無言で読み続ける］，
あー，つまり1964年東京オリンピック，
あー，あー，開，東京オリンピックを開
催した，その年の4月，んー，海外観
光旅行の自由化が始まり，ん，んー，
翌年の，1965年に日本航空株式会社
が，旅行，海外旅行［日本語でつぶや
くが，「海外旅行」のあとは聞き取り不
能］，海外旅行を発売しました，あー，
海外旅行パッケージ，これはそのよう
なプロジェクトみたいなのでしょうね，
んー，このようなプロジェクトがまさ
に，んー，ジャルパック，ああ，発売，
ジャルパック，ああ，ジャルはまさに
JAL［ジェーエーエルと言う］，日本，
あ，日本のその航空会社日本航空株
式会社，

7 ジャルパック，パック，え？ジャ
ルパック，パック，嗯-，先把这
两放了一方，就开发了一个这样的
产品，［つぶやくが聞き取れな
い］，嗯，然后下面讲JTB这个旅
行社，嗯-，把这个-，啊，嗯-，
发展了这个商品力和组织力，さら
なる拡大のため日本通運と提携
し，パッケージブランド，［少し
無言で読み続ける］，嗯-，さら
なる拡大のため，为了进一步，啊
-，扩大日本，啊，日本通运和，
嗯-，海外旅行社的合作，パッ
ケージブランドルック，然后推出
了这个也是一个旅行的旅行包那种
感觉旅行项目，嗯-，叫ルック，
ルック，ルック的，然后，嗯-，
市場に受け入れられた 然后推出

ジャルパック，パック，え？ジャルパッ
ク，パック，んー，先にこの二つは置
いといて，こういう商品を発売しました
［つぶやくが聞き取れない］。ん，それ
で次はJTBこういう旅行社が，んー，
このー，あ，んー，この商品力と組織
力を開発し，さらなる拡大のため日本
通運と提携し，パッケージブランド，
［少し無言で読み続ける］，んー，さら
なる拡大のため，さらに，あー，日本
の，あ，日本通運と，んー，海外旅行
社の協力を拡大するため，パッケージ
ブランドルック，それでこの旅行の旅
行パッケージそのような旅行のプロ
ジェクトを立ち上げました。んー，ルッ
クという，ルック，ルックの，そして，
んー，市場に受け入れられた。そして
これを発売してから，実際とても市場
に受け入れられました。んー，この上
に書いてもいいですか？読むときに

8 あ、これでいいです，うん，もちろんで
す。
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10 ちょっと質問です。

11 はい。 はい。

12 「これ」［「ジャルパック」を指して］はー，何
ですか？つまり。

13 ジャルパック，ジャル就应该JAL
［ジェーエーエルと言う］,パッ
ク应该是这个［何かを指して］
吧，英文感觉能写出来，就是，就
是JAL［ジェーエーエルと言う］
的一个旅行项目，ジャルパック，
我是这么想的，因为还是我来写出
英文好像才比较好推测它的意思，
嗯，ジャルパック。

ジャルパック，ジャルはJALのはずで
す。パックはこれ［自分で書いた文字
「pack」を指さして］でしょう，英語で書きだ
すことができると思います。つまり，つまり
JALの旅行商品，ジャルパック，私はこう
思いました。やはり私が英語で書いたほう
がわりとその意味を推測しやすいように
思います，ん，ジャルパック。

14 んー，はい，あ，どうしてそう想像したん
ですか。

15 啊-，J，JAL［ジェーエーエルと
言う］，啊啊，パッケージ商品，
ジャルパック，啊-，はぁ，パッ
ク，应该这是，应该是从你那个家
上飞机，就是，来日本的那个飞机
票然后再加上可能住宾馆什么这样
一系列项目下来的，嗯，应该是这
样的一个项目，因为我现在原来去
别的地方玩的时候，去北海道的时
候用过ＪＴＢ的，它的就是会包括
它出的那种项目就是包括，啊-，
往返飞机票，然后你住的宾馆，所
以我觉得这种应该是，嗯。

あー，J，JAL，ああ，パッケージ商
品，ジャルパック，あー，はぁ，パック，
これは，家から飛行機に乗るまでの，
つまり，日本に来るその飛行機のチ
ケットにおそらくホテルか何かを加え
たこのような一連の商品のはずです。
ん，このような商品のはずです，なぜ
なら私は現在元々別の場所に行って
遊ぶ時に，北海道に行った時にＪＴＢ
を使ったことがあります。それはそれ
が販売しているそのような商品を含む
のです，つまり，あー，往復の飛行機
チケットや，宿泊するホテルを含みま
す。だから私はこのはずだと思いま
す，うん。

16 あ，わかりました，はい，ありがとうござ
います。

17 应该是这个意思吧。 そういう意味だと思います。

18 じゃ，もう一つごめんなさい，「これ」
［「ルック」の部分を指さして］は何ですか，
つまり。

19 ルック，パッケージブランドルッ
ク，ルックー，を立ち上げ，这
是，这我还是当时猜单词，ルック
什么呀，ルック，嗯-，查一下，
嗯。

ルック，パッケージブランドルック，
ルックー，を立ち上げ，これは，これは
私はやはりそのとき単語を推測しまし
た。ルックって何なの，ルック，んー，
ちょっと調べます，うん。

20 あっ，えっと，「これ」［「ルック」の部分を指
さして］は何だと思いますか。

21 ルック，海外パッケージブランド
ルックを立ち上げ，嗯-就是这样
的一个旅行项目的名字叫ルック，
因为可能它，不是说用外来语会比
较おしゃれ的感觉嘛，所以它这
种，用，用这些，啊-，旅行社推
出的这个项目就写这种外来语很醒
目，然后可能，旅行者觉得这就比
较比较おしゃれ然后可能会利用。
嗯，嗯。

ルック，海外パッケージブランドルック
を立ち上げ，んーつまりこのような旅
行の商品の名前をルックと呼ぶ。なぜ
ならおそらくそれは，外来語を使った
ほうがおしゃれな感じがするじゃない
ですか。だからそれはこのような，こ
れらを使，使った，あー，旅行社が売
り出すこの商品はこのように外来語で
書くと，とても人目を引きます。そして
おそらく，旅行者はこれがわりとわりと
おしゃれに感じておそらく利用するの
ではないかと。うん，うん。

22 はい，わかりました，はい，じゃあ，続け
ましょうか，はい。

23 p.183 その後旅行会社が次々とパッケージツアーを発売した。 「旅行会社が次々とパッケージツ
アー」［つぶやきながら読む］，
啊，那就之后，当然JTB是一个大
的旅行社，其他的旅行社就纷纷
效，效仿嘛，看效果不错，所以就
相继推出了其他的这种，啊-，旅
行项目，嗯，パッケージ因为它是
パッケージ的意思嘛，就应该是，
嗯-，包括往返往返的那种交通工
具，包括帮你订宾馆的，用中国话
似的，一条龙服务吧，就是，一条
龙，嗯，就是包括你的交通还有你
的那个，那个宾馆，都帮你订好
了，嗯。［通訳者が協力者の発話
内容を確認するために，再度言っ
てもらう。以下は2回目の発話で
ある。］啊-，啊-，都订好了，帮
你订好 嗯

「旅行会社が次々とパッケージツ
アー」［つぶやきながら読む］，あ，そ
してその後，当然JTBは大きな旅行会
社で，他の旅行会社が次々にま，ま
ねして，効果が良かったので，次々と
他の商品を発売しました。あー，旅行
商品，ん，パッケージはそれはパッ
ケージの意味なので，つまり，んー，
往復往復の交通機関を含み，ホテル
も予約してくれる，中国語で言うところ
の，一括のサービスのような，つまり，
一括の，うん，まさに交通機関やそ
の，そのホテル，を全部予約してくれ
る，うん。［通訳者が協力者の発話内
容を確認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である。］
あー，あー，全部予約する，予約して
くれる，うん。

24 p.183 これが第一次海外旅行ブームの幕開けであり，まさしく時代は
高度成長期，海外旅行自由化の市場背景に拍車をかけ，旅行
産業は急激な右肩上がりとなって成長した。

これが第一次海外旅行ブームの
［読みながらつぶやく］，嗯，啊
-，嗯，啊-，まさしく時代は高度
［読みながらつぶやくが，「高
度」のあとは聞き取り不能］，拍
車をかけ［「拍車をかけ」のあと
は聞き取り不能］，は急激な右肩
上がりとなって成長した，嗯-
［無言で読む］，まさしく［つぶ
やく］，嗯-，［「嗯-」のあとは
つぶやきながら読むが，聞き取り
不能］，啊-，这，这个揭开了第
一次海外旅行，旅，海外旅行热的
序幕，嗯，まさしく時代は，まさ
しく，時代は高度［読みながらつ
ぶやくが，「高度」のあとは聞き
取り不能］，旅行［日本語で言う
が，「旅行」のあとは聞き取り不
能］，啊-，促，啊-，就是促进
啊 啊- 当时高度 在高度成长

これが第一次海外旅行ブームの［読
みながらつぶやく］，ん，あー，ん，
あー，まさしく時代は高度［読みながら
つぶやくが，「高度」のあとは聞き取り
不能］，拍車をかけ［「拍車をかけ」の
あとは聞き取り不能］，は急激な右肩
上がりとなって成長した。んー［無言
で読む］，まさしく［つぶやく］，んー，
［「んー」のあとはつぶやきながら読む
が，聞き取り不能］，あー，これ，これ
が第一次海外旅行の，旅，海外旅行
ブームの幕を切って落とした。ん，まさ
しく時代は，まさしく，時代は高度［読
みながらつぶやくが，「高度」のあとは
聞き取り不能］，旅行［「旅行」のあと
は聞き取り不能］，あー，促，あー，つ
まり促進した，あー，当時は高度，高
度成長期で海外旅行自由化市場の
発展を，あ，またそれ自体が当時オリ
ンピック開催後に海外旅行が市，既に
海外旅行自由化市場に入ったので，
それでJTB JTBがこの商品を売りだ

9 虽然翻译出来，但我觉得还是没有
完全理解这个东西，嗯-让我再
想，因为JTB，哦，一个JTB,一个
是，嗯-，一个是日本航空，嗯，
这个，啊，实际他还想说JTB推出
的这个这个项目，对，是在那个市
场还是比较受欢迎的。我看，その
ようにパッケージ商品を提供し，
嗯，嗯-，提供，然后受到市场的
欢迎，［「欢迎」のあとに「さあ
何かな」と聞こえるみたいだが，
聞き取り不能］，パッケージブラ
ンド「ルック」を立ち上げ，立ち
上げ，噢，そのような市場に，
嗯，啊-，啊，就是说还是日本航
空实际推出这个ジャルパック的，
啊-，一个，啊-，旅行项目，然后
JTB又在这个ジャルパック的基础
上，嗯-，活用了商品力和组织
力，然后就是为了扩大它嘛，嗯-
，就是日本通运，あっ，和日本通
运合作，日本通运应该是一个公
司，嗯，嗯，合作，然后海外旅行
パッケージブランドルック这样一
个，啊-，这个这样一个旅行项
目，成了一个这样的旅行项目，然
后正好当时他已经说了嘛，是海外
旅行市场，啊-，急速成长的时
候，这样的一个，这样的一个旅行
项目，啊-，受到了市场的欢迎，

訳はしたんですけど，やっぱりこれを
完全に理解はしていないです。んーも
う一度考えさせてください。JTBによ
り，ああ，ひとつはJTB，一つ目は，
んー，一つ目は日本航空です。ん，こ
の，あ，実際にJTBがこのこのプロ
ジェクトを打ち立てたことを言いたいん
ですよね。そう，その市場でわりと人
気だった。みてみると，そのようにパッ
ケージ商品を提供し，ん，んー，提供
して，市場に受け入れられた，［「受け
入れられた」のあとに「さあ何かな」と
聞こえるみたいだが，聞き取り不能］，
パッケージブランド「ルック」を立ち上
げ，立ち上げ，ああ，そのような市場
に，ん，あー，あ，つまりやっぱり日本
航空は実際このジャルパックを発売し
た。あー，ひとつの，あー，旅行プロ
ジェクト，そしてJTBはまたこのジャル
パックの基礎の上に，んー，商品力と
組織力を開発し，それからそれを拡大
する為に，んー，つまり日本通運，
あっ，日本通運と提携して，日本通運
は会社ですよね。ん，ん，提携，そし
て海外旅行パッケージブランドルック
この，あー，このこのような旅行プロ
ジェクト，このような旅行プロジェクトを
立ち上げました。それからまさに当時
は筆者が先に述べたけれども，海外
旅行市場が，あー，急成長の時期
だったので，このような，このような旅
行商品は，あー，市場に受け入れら
れ歓迎されて，市場には発展の将来
性があります あ



25 ［「发展」のあと小声でつぶやく
が，聞き取り不能］，就更进一步
促进它的发展，嗯-，啊-，对［通
訳者の「更に発展しました」の言
葉を受けて「对」と言う。］，然
后旅行业，啊-，旅行产业就，啊-
，更加急速的得到了发展。啊-，
右［日本語で言う］，这个虽然我
不懂这个什么意思，但是，啊-，
我觉，原来见过这个词。嗯，嗯，
好像是说这个词因为是当时军人不
是右肩上会有徽章嘛，军人，然
后，嗯-，所以，嗯，右肩上が
り，嗯，所以应该就是说好的发
展。嗯，嗯，拍車をかけ，嗯，我
觉得这应该跟「拍車をかけ」是一

［「発展」のあと小声でつぶやくが，聞
き取り不能］，更にその発展を促進さ
せました。んー，あー，そう［通訳者の
「更に発展しました」の言葉を受けて
「そう」と言う。］，そして旅行業，あー，
旅行産業は，あー，更に急速に発展
しました。あー，右［「右肩上がり」と言
いかけたと思われる］，これは私はこ
れがどういう意味か分からないのです
が，ですが，あー，私は思っ，以前こ
の言葉は見たことがあります。ん，
ん，おそらくこの言葉は当時軍人は右
肩に徽章がありますよね。軍人は，そ
して，んー，だから，ん，右肩上がり，
ん，だからきっと非常に良い発展をし
ているのだと思います。ん，ん，拍車
をかけ，ん，これは「拍車をかけ」と同
じ意味だと思います。ん やはり旅行

26 p.183 1970年には「日本万国博覧会」が大阪で開催され，同じ年には
日本航空のジャンボジェット機B747 が太平洋線に就航し，海外
旅行市場は大量送客時代に突入し第二次海外旅行ブームと
なってさらに市場を喚起していった。

1970年には「日本万国博覧会」が
大阪で開催され［「開催され」の
あとは聞き取り不能］，啊，ジャ
ンボジェット機，［「ジャンボ
ジェット機」のあとは聞き取り不
能］，大量送客时代，となってさ
らに市場を［つぶやきながら読
む］，ああ，下面这一段我首先看
到了一个词，就是旅行ブーム，第
二次，第二次旅行，嗯，那就刚才
讲的是第一次旅行的那个急速成长
期，这个是第二次，あ，ああ，あ
あ［次第に気が付いた様子で］，
所以第二次也是因为日本举行的那
个1970年大阪万博会，然后就在同
年日本航空公司的这个，啊-，
ジャパン就是ジャパン嘛。

1970年には「日本万国博覧会」が大
阪で開催され［「開催され」のあとは聞
き取り不能］，あ，ジャンボジェット機，
［「ジャンボジェット機」のあとは聞き取
り不能］，大量送客時代，となってさら
に市場を［つぶやきながら読む］，あ
あ，次の段はまず一つの言葉が目に
入りました。つまり旅行ブーム，第二
次，第二次旅行，ん，先ほど話したの
は第一次旅行のその急速な成長期で
した。ここのは第二次，あ，ああ，ああ
［次第に気が付いた様子で］，だから
第二次も日本はその1970年に大阪万
国博覧会が開催されたので，そして同
じ年に日本航空株式会社のこの，
あー，ジャパンはジャパンですよね。

27 然后就是这个喷气式飞机B747，
就，就是第一次在太平洋上，あ
あ，飞行，初航太平，啊-，太平
洋，嗯，嗯，然后海外旅行市场，
時代に突入し，啊，那海外旅行市
场就进入了能大量接送旅客的时
代，那就更加催生了第二次旅行业
的发展，因为交通方便了嘛，就日
本航空开发了这样一条航线交通方
便了可以更多的人能跨越太平洋来
日本旅行了，嗯-。［通訳者が協
力者の発話内容を確認するため
に，再度言ってもらう。以下は2
回目の発話である。］哦，对，来
日本旅游了， 跨越太平洋，嗯。
海外市场

それからつまりこのジェット機B747
が，つ，つまり初めて太平洋上を，あ
あ，飛行し，太平洋に就航しました。
あー，太平洋，ん，ん，そして海外旅
行市場，時代に突入し，あ，その海外
旅行市場は旅客を大量に送客できる
時代に入りました。それは更に第二次
旅行業の発展を促しました。なぜなら
交通が便利になったでしょう，つまり
日本航空がこのような航空路線を開
発したので交通が便利になってもっと
多くの人が太平洋を越えて日本旅行
にこれるようになったからです。んー。
［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］ああ，はい，
日本旅行に来るようになった，太平洋

28 ちょっと確認ね。「ここ」はなんでしょう
ね。

29 ジャパン機，就是，就是-日本航
空公司のジャパン就是ジャパン
嘛，ジェット就是这个喷气式飞
机，喷气式飞机就这个飞机的型号
就是ジャパンジェット機，然后型
号是B747。

ジャパン機，つまり，つまりー日本航
空株式会社のジャパンつまりジャパン
でしょう，ジェットはつまりこのジェット
機，ジェット機この飛行機の機種が
ジャパンジェット機，そして機種は
B747。

30 うん。

31 喷气式飞机。 ジェット機。

32 ［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話であ
る。］型号是B747。嗯。

［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］機種は
B747。ん。

33 うーん，はい，わかりました，はい，続け
ましょう。

34 p.183 その後も海外旅行市場は二度にわたるオイルショックで動揺も
したが，加速す
る円高を背景に1987年に運輸省の「海外旅行倍増計画」（テン・
ミリオン計画） が策定され，これを背景に第三次海外旅行ブー
ムを迎えた。

その後も海外市場は二度にわたる
オイルショックで动摇もしたが、
加速する円高を背景に1987年に运
输省［「运输省」のあとは暫く無
言で読み続ける。］，啊-，然后
下一段我看到了一个很醒目词「第
三次旅行ブーム」，啊-，他［論
文筆者のこと］就想想第三次旅
行，嗯，第一次是奥林匹克，第二
次是大阪万博会，然后第三次，
啊，第三次是他［論文筆者のこ
と］是最后一句话里重点日本航空
民营，民营化，ああ，然后就是-
大阪万博会之后，啊-，啊，就是
日本海外旅行市场虽然受，两回都
会，都受到了当时的石油危机的影
响，［「影响」のあとに小声でつ
ぶやきながら読むが，聞き取り不
能］，但是，因为，但是，啊-，
啊-，日元升值，在这种背景下，
啊-，嗯，所以1987年运输省，
啊，啊-，的那个海外旅行，啊-，
倍增计划制定。

その後も海外市場は二度にわたるオ
イルショックで動揺もしたが，加速する
円高を背景に1987年に運輸省［「運輸
省」のあとは暫く無言で読み続け
る。］，あー，そして次の段は「第三次
旅行ブーム」という言葉が目を引きま
した。あー，彼［論文筆者のこと］は第
三次旅行ブームのことをちょっと考え
ました。ん，第一次はオリンピック，第
二次は大阪万国博覧会，そして第三
次，あ，第三次は彼［論文筆者のこ
と］は最後の一言で日本航空民営，
民営化に重点を置いています。ああ，
それからつまりー大阪万国博覧会の
後に，あー，あ，つまり日本の海外旅
行市場は当時のオイルショックの影
響を受け，二回も受けたが，［「影響」
のあとに小声でつぶやきながら読む
が，聞き取り不能］，だけども，なぜな
ら，だけど，あー，あー，円高，この背
景のもと，あー，ん，だから1987年に
運輸省は，あ，あー，のその海外旅
行，あー，倍増計画を制定しました。

35 啊，啊-，就是日本运输省制定了
海外旅行倍增计划，啊，因为每次
日语的动词都在最后，所以该把它
［日本語のこと］翻成中文的时候
要把动词放在前面，嗯，嗯，所以
是，运输省制定了这样的一个计
划，嗯，所以就在这个背景下，虽
然是有石油危机的那个，是它那个
海外旅行市场受到了一些影响，但
是因为，啊-，日元升，啊-，日元
升高还有那个-运输省的这个计
划，所以又迎来了第三次旅行热，

あ，あー，つまり日本の運輸省が海外
旅行倍増計画を制定しました。あ，い
つも日本語の動詞は最後に書いてあ
るので，日本語を中国語に訳す時は
動詞を前に持ってこなければなりませ
ん。ん，ん，だから，運輸省はこのよう
な計画を制定しました。ん，だからこ
の背景のもと，オイルショックがありそ
の，そのあの海外旅行市場はいくら
か影響を受けたんですが，でもなぜな
ら，あー，円高，あー，円高それから
運輸省のこの計画があったので，また
第三次旅行ブームを迎えました。海外

ブ36 p.183 日本航空が民営化されたのもこの時期であった。 然后这个时期还有一件重要的事情
就日本航空民营化了，啊-，日本
航空，虽然我不知道日本航空民营
化是具体是什么事情，但是估计也
是原来日本航空像这种运输产业
是，垄，垄断，垄断产业嘛，这应
该是政府统一管理，嗯-，它这样
一民营化可能更加激，啊-，激活
了市场，嗯，嗯，嗯。

そしてこの時期にまた重要なのは日
本航空が民営化されたことです，
あー，日本航空，私は日本航空民営
化が具体的にどういうことなのか分か
らないですけど，おそらく元々日本航
空はこの運輸産業では、独，独占，独
占産業のようじゃないですか，これは
政府が統一的に管理しなければなら
ない，んー，それがこのように民営化
したのはおそらく更に，あー，市場を
活性化したのではないかと思います，
ん ん ん

37 p.183 1990年には日本人海外旅行者が1000 万人を突破，訪日外国
人旅行者も300万人を超える市場へと拡大を続けた。

然后下面说1990年日本人海外旅行
者が。

そして次は1990年に日本人海外旅行
者が。

38 あ，ちょっと，質問です。

39 嗯，好的。 ん、はい。

40 「これ」何でしょうねー？



41 噢，テン・ミリオン計画，テン，
ああ［閃いた様に］，テン嘛，就
是テン・ミリオン，啊，就是十
万，十万旅行者那个计划吧，ミ
リ，ミリオン，啊啊，欸？但是百
万吧，因为ミリオン不是百万嘛，
テン・ミリオン，はは，テン・ミリ
オン，テン・ミリオン計画，啊-
那，是的，百万前面这个十，那
就，えっ？难道是百万，百万，ミ
リオン是百万［笑いながら「百
万」と言う］，百万再加个十，千
万？啊，应该是千万旅行计划，嗯，啊
-所以它这个计划还是用外来语就还是
很おしゃれ的感觉，就是念出来，噢
噢，原来叫［「原来叫」のあとは聞き
取り不能］テン・ミリオン，它不是直
接写的数字，所以，运输省也很，也想
了很多，就是把这个计划这样写很醒目
很闪亮，啊，へへ，ミリオン計画，
噢，但是刚才如果你，那个-，老师不
问我的话我可能就以为这个可能是制定
者的名字，是一个外国人制定者的名
字，嗯-，对，但是仔细一读，噢，原
来是这个数，数字一个目标，嗯，啊-
，对，所以。

ああ，テン・ミリオン計画，テン，ああ
［閃いた様に］，テンは，つまりテン・ミ
リオン，あ，つまり十万，十万旅行者
のその計画ですよね。ミリ，ミリオン，
ああ，えっ？だけど百万でしょ，なぜ
ならミリオンは百万じゃないですか，テ
ン・ミリオン，はは，テン・ミリオン，テ
ン・ミリオン計画，あーその，はい，百
万の前にこの十，それならば，えっ？
まさか百万ですか，百万，ミリオンは
百万です［笑いながら「百万」と言う］，
百万に更に十を足す，一千万？あ，一千
万旅行計画のはずです。ん，あーだから
そのこの計画はやっぱり外来語を使って
とてもおしゃれな感じがします。読み上げ
ると，んん，元々［「元々」のあとは聞き取
り不能］テン・ミリオンというが，それは直
接数字で書くのではなく，だから，運輸省
も非常に，たくさんのことを考えました。つ
まりこの計画をこのように書くととても目
立って輝いてみえます。あ，へへ，ミリオ
ン計画，ああ，でもさっきもしあなたが，そ
のー，先生が私に聞かなかったらこれは
おそらく制定者の名前ではないかと思っ
ていました。外国人制定者の名前です。
んー，そう，詳しく見てみたら，ああ，元々
これは数，数字の一つの目標でした。ん，
あー，はい，だから。

42 はじめどうして名前だと思ったんです
か。

43 因为我读这个就是旅行计划说可能
想了后面一般括上，括号嘛，所以
估计就是谁制定了这个计划，嗯，
嗯，谁的谁的计划，哪一个职员，
啊，不是职员，是政府的工作人员
比较有名吧，可能推出的，啊-，
但是刚才一读，噢，原来是就是一
个外来语。

なぜならこのつまり旅行計画を見たと
きにおそらく後ろに一般的に括りが，
括弧があるので，おそらくつまり誰か
がこの計画を制定したのだと思いまし
た。ん，ん，誰々の，どの職員が計画
した，あ，職員ではなく，政府の職員
でわりと有名な，おそらく推進した人。
あー，でももう一回見たら，ああ，元々
は外来語でした。

44 はい，ありがとうございました。はい，
じゃあ，続けましょう。

45 嗯，嗯-，超える市場へと拡大を
続けた［小声でつぶやいて読
む］，嗯-就是1990年，日本人海
外旅行者，那就是说日本人去海外
旅行的人突破了一千万人，就是说
日本人去别的国家，不是别的国家
的人来日本，嗯，嗯，是突破了一
万人，然后访日外国人也超过了三
百万人，就是市场，啊-，市场得
到了这样的一个扩展。［通訳者が
協力者の発話内容を確認するため
に，再度言ってもらう。以下は2
回目の発話である。］啊，啊-，
扩，嗯，得到了这样的一个扩展。
那看这个嘛还是日本人去国外的
多，比起外国人来日本旅游，
えー，噢，我，我以为会日本人，
日本人去国外旅，旅游的没有国外
来的人多呢，噢-原来还是比它
［外国人のこと］那个［日本人の
こと］去，日本人去海外旅行的人
多，嗯-，这样。

ん，んー，超える市場へと拡大を続け
た［小声でつぶやいて読む］，んー
1990年に，日本人海外旅行者，それ
はつまり日本人で海外旅行に行く人
が一千万人を突破しました。つまり日
本人が別の国へ行く，別の国の人が
日本に来るのではないです。ん，ん，
一万人を突破した，そして訪日外国人
も三百万人を突破した。つまり市場
は，あー，市場はこのように拡大しま
した。［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である。］あ，
あー，拡，ん，このように拡大しまし
た。これを見るとやっぱり日本人が国
外に行くのが多いなと，外国人が日本
に来るよりも，えー，ああ，私，私は日
本人，日本人が国外旅，旅行に行く
のが外国から来る人よりも多いとは思
いませんでしたよ。ああー元々やっぱ
りそれ［外国人のこと］と比べてあれ
［日本人のこと］が行く方が，日本人が
海外旅行に行く人が多いです，んー，
このようです。

46 p.183 しかし，翌年の湾岸戦争を機にテロへの警戒心が強まり，海外
旅行市場は一旦停滞を余儀なくされた。

しかし、翌年の湾岸战争を機にテ
ロへの警戒心が強まり、海外旅行
市场は一旦停滞を余儀なくされた
［つぶやきながら読む］，啊-，
然后就转折了刚才一直说旅行业都
发展了那么好，一，二，三次的
ブーム，但是，啊-，因为海湾战
争，所，所以大家就比较担心这种
恐怖事件嘛，テロ就是，啊，啊-
，加强了警戒心，然后海外市场
就，啊-，这个时候就，嗯-，不可
避免，余儀［日本語で言う］，余
儀なくされた，嗯，就是，啊-，
海外的那种旅行市场就不可避免的

しかし、翌年の湾岸戦争を機にテロへ
の警戒心が強まり，海外旅行市場は
一旦停滞を余儀なくされた［つぶやき
ながら読む］。あー，それから旅行業
が第一，第二，第三次のブームとあん
なによく発展したというさっきずっと話
していた話が変わりました。しかし，
あー，湾岸戦争のために，だ，だから
みんなはこのテロ事件がわりと心配
じゃないですか。テロはつまり，あ，
あー，警戒心が強まりました。そして
海外市場は，あー，この時，んー，避
けられない，余儀［日本語で言う］，余
儀なくされた。ん，つまり，あー，海外
のその旅行市場は避けることができ

47 p.183 さらに時代はバブル崩壊とも重なり，急激な右肩上がりから変
化を見せ始めた。

さらに時代はバブル［つぶやきな
がら読む］，さらに時代はバブル
崩壊とも重なり［つぶやきながら
読む］，嗯-，急激な右肩上がり
から［つぶやきながら読む「右肩
上がりから」のあとは3秒無言，
無言のあと何かつぶやくが聞き取
り不能］，啊，然后当时呢，又，
又正好碰上了那个泡沫，泡沫，
啊，经济泡沫破裂，因为90年不是
日本是那个-，泡，泡沫时期嘛，
因为70年的时候它成长很快，然后
90年就经济停滞就是泡沫时期了，
所以-旅行市场也从，之，之前写
的那种，嗯-，急速的成长上升期
出现了一些变化，可以，那就是开
始走下坡了，嗯。

さらに時代はバブル［つぶやきながら
読む］，さらに時代はバブル崩壊とも
重なり［つぶやきながら読む］，んー，
急激な右肩上がりから［つぶやきなが
ら読む「右肩上がりから」のあとは3秒
無言，無言のあと何かつぶやくが聞き
取り不能］，あ，それから当時は，ま
た，またちょうどそのバブル，バブル，
あ，バブル経済崩壊に遭ったので，90
年日本はそのー，バ，バブルの時じゃ
ないですか。70年の時日本は成長が
とても早く，それから90年は経済が停
滞つまりバブルの時期だったので，だ
からー旅行市場も，前に書いてあった
ように，んー，急速な成長上昇期にい
くらか変化が現れました。それから下
がり始めました，ん。

49 新闻纸面広告による募集，广告，
会社杂志による囲い込みで［つぶ
やきながら読む，「囲い込みで］
のあとは又つぶやきながら読むが
聞き取り不能］，実現し［つぶや
く，このあともつぶやくが聞き取
り不能］，した交通社［つぶや
く］，啊-就是这里出现了一个新
的，啊-，旅行业这里公司叫阪急
交通社，啊-，阪急交通社推出了
一个旅行，［通訳者が協力者の発
話内容を確認するために，再度
言ってもらう。以下は2回目の発
話である。］，阪急交通社，推出
了这样的一个项目叫トラピック
ス，トラピックス就是团体观光旅
行专门会社。

新聞紙面広告による募集，広告，会
社雑誌による囲い込みで［つぶやきな
がら読む，「囲い込みで］のあとはまた
つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，実現し［つぶやく，このあともつ
ぶやくが聞き取り不能］，した交通社
［つぶやく］，あーつまりここで新しい
のが，あー，旅行業ここでは会社名を
阪急交通社というのが出てきました。
あー，阪急交通社は旅行を発表しまし
た。［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である。］，阪急
交通社は，このようなトラピックスとい
うプロジェクトを発表しました。トラピッ
クスは団体観光旅行専門会社です。

48 p.183 しかし航空会社の大量送客施策を利用し，新聞紙面広告による
募集，会報誌による囲い込みで海外旅行の大衆化を実現し貢
献した阪急交通社「トラピックス」を始めとする団体観光旅行専
門各社の積極的な取り組みと円高という好材料で1995年には
日本人海外旅行者数1500万人を超えるまでに押し上げた。

航空会社の大量送客施策を利用
し、新聞紙面広告による募集、会
报杂志による囲い込みで海外旅行
の大众化を実現し貢献した阪急交
通社「トラピックス」［つぶやき
ながら読む］，哎哟，下面又是很
长的一句话，嗯，［「嗯」のあと
はしばらく無言で読み続ける］，
阪急交通社［つぶやく，このあと
もつぶやきながら読むが聞き取り
不能］，までに押し上げた［つぶ
やく］，嗯-，就是说刚才不是说
旅行业受到了影响嘛，但是因为受
到，啊-，航空公司大量运送旅客
的这个政策，中间这一段我会先搁
过去，因为好像有点难理解。就是
最后得到的结果就是实际1995年日
本人海外旅行者数达到了1500万
人，超过了，嗯，超过了1500万
人，因为刚才才1000万人，嗯，那
现在是1500万人，就是说虽然前面
有很多不好的事情，影响旅行业的
发展，但是最后它实际还是那个，
出国旅行的人数字上升了，嗯，但
是具体是为什么会上升是因为，嗯
-，阪急交通社を始めとする団体
观光旅行社各社的積極的な取り組
みと円高という好材料で［つぶや
きながら読む］，嗯-，広告によ
る募集［つぶやきながら読む，
「募集」のあとはしばらく無言で

航空会社の大量送客施策を利用し、
新聞紙面広告による募集、会報雑誌
による囲い込みで海外旅行の大衆化
を実現し貢献した阪急交通社「トラピッ
クス」［つぶやきながら読む］，ああ，
次も非常に長い一文ですね。ん，
［「ん」のあとはしばらく無言で読み続
ける］，阪急交通社［つぶやく，このあ
ともつぶやきながら読むが聞き取り不
能］，までに押し上げた［つぶやく］。
んー，つまり先程旅行業が影響を受
けたと言いましたよね。でも，あー，航
空会社は大量送客というこの政策の
影響を受けたので，真ん中のこの部
分は先に棚上げしておきます。ちょっ
と分かりにくいので。つまり最後に得
られた結果は実際1995年に日本人海
外旅行者数は1500人［「1500万人」の
言い間違え］に達し，超えました。ん，
1500人［「1500万人」の言い間違え］
を超えました。なぜなら先程やっと
1000万人なので，ん，で今は1500万
人です。つまりその前に多くの良くな
いことがあり，旅行業の発展に影響を
与えたんですが，最後にそれは実際
はやはりその，出国して旅行に行く人
の数が上昇しました。ん，でも具体的
になぜ上昇したのかというと，んー，
阪急交通社を始めとする団体観光旅
行専門各社の積極的な取り組みと円
高という好材料で［つぶやきながら読
む］，んー，広告による募集［つぶやき
ながら読む，「募集」のあとはしばらく
無言で読み続ける］，を実現し貢献し
た阪急交通社「トラピ クス」を始めと



50 ［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話であ
る。］啊-，啊，トラピックス这
样的一个项目，然后，啊-，它是
和各个旅行专门，啊-，专门公
司，就是开展了积极的合作，嗯，
然后再加上这个，日，啊-，还是
日元升值，这，这样的一些好，
利，利好的政策，嗯-，然后具体
的实际是，嗯-，啊-，［「啊-」
のあとにつぶやくが聞き取り不
能］，就是利用，就是这个阪急交
通社利用了什么手段来提升旅行市

［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］あー，あ，ト
ラピックスこのようなプロジェクト，それ
から，あー，それは各旅行専門，
あー，専門会社，と積極的に協力を行
いました。ん，そしてさらにこの，日，
あー，やはり円高，この，このような
良，良，良い政策，んー，それで具体
的に実際は，んー，あー，［「あー」の
あとにつぶやくが聞き取り不能］，利
用しました。つまりこの阪急交通社は
どのような手段を利用して旅行市場に
おける地位を上げたのかな，ん，新聞
に載せた。これらの広告を載せた，広
告を載せた ん51 然后还有就在一些，啊-，会报杂

志上，啊-，啊-写一些关于海外旅
行大众化实现，啊，因为阪急交通
社在这方面贡献了很多的力量，然
后又开始和一些团体旅行社，然后
展开这些积极的合作，然后再加上
那个日元升值，然后达到了本段最
后要说的。所以实际还是日本人去
海外旅行者是还是增加了，嗯-，
中间又有这个外来语トラピック
ス，トラピックス？好像这个意思
是，啊-，多种的意思？就是三人
以上团体的意思吧，［通訳者が協
力者の発話内容を確認するため
に，再度言ってもらう。以下は2
回目の発話である。］，三人以
上，トラピックス，应该是这个意

それからまたなにがしかの，あー，会
報誌に，あー，あー海外旅行大衆化
実現に関することを書いた。あ，なぜ
なら阪急交通社はこの方面でとても
多くの貢献をしたからです。そしてまた
いくつかの団体旅行会社と始めまし
た。それからこれらの積極的な協力を
行い，そのあと更にその円高で，それ
で本文最後に言っている様に達しまし
た。だから実際やはり日本人で海外
旅行に行く人がやはり増加しました。
んー，真ん中にまたこのトラピックスと
いう外来語があります。トラピックス？
この意味は，あー，多種の意味？の
ような気がします，つまり三人以上の
団体の意味でしょう。［通訳者が協力
者の発話内容を確認するために，再
度言ってもらう。以下は2回目の発話
である。］，三人以上，トラピックス，

52 どうしてそう思いましたか。

53 啊-，因为原来学英语单词的时候
我记得TR开始的就是，三，三以
上，三，三个以上的意思，比如说
三角形不是TRIANGLE，嗯，トラ
ピックス。

あー，なぜなら元々英単語を勉強した
時に私の記憶でTRから始まるのは，
三，三以上，三，三つ以上という意味
でした。例えば三角形はTRIANGLE
じゃないですか，ん，トラピックス。

54 あ，別にーあのーそれまでで大丈夫で
すよ。

55 啊，可以，是吧，嗯。 あ，もういい，そうですか，ん。

56 p.183 1−2．バブル崩壊後の低迷期 所以应该是这个项目就多人旅行项
目，团体旅行，トラピックス，ト
ラピックス［つぶやく］，トラ
ピックス［つぶやく］。

だからこの商品は団体旅行商品，団
体旅行だと思います。トラピックス，ト
ラピックス［つぶやく］，トラピックス［つ
ぶやく］。

57 じゃ，これはー，結局ー，あのー，何で
すか。

58 阪急交通社［日本語で言う］，ト
ラピックスを始めとする。

阪急交通社，トラピックスを始めとす
る。

59 何か名前？それとも，何か，会社の名
前とかー，人とかー。

60 会社，トラピックスを始めとす
る，［「始めとする」のあとはつ
ぶやくが聞き取り不能，その後無
言。］，应该还是推出了一个旅行

会社，トラピックスを始めとする，［「始
めとする」のあとはつぶやくが聞き取
り不能，その後無言。］。やはり旅行
商品を売り出したのだと思います。

61 あー，旅行商品の名前。

62 うん。 うん。

63 はい。

64 就是团体的项目。 団体の商品。

65 うーん，どうしてそう思いましたか？

66 因为他［論文筆者のこと］不是接
下来说是团体观光旅行社举行了积
极地合作。

次に彼［論文筆者のこと］が団体観光
旅行会社が積極的に協力していると
書いてあるからです。

67 はい，わかりました，はい，ありがとうご
ざいます。あっ，もう一ついいですかね。

68 嗯。 うん。

69 えーっと，これですかね，ここの，「会報
誌」，これはー，どんな意味なんでしょ
う

70 会報誌による，こ，嗯-，こみ，
［3秒無言］，嗯-，就是一直在
会，おいこみ？不就是包，表面意
思就是包围，那是不是就是在这个
杂志上，就是投稿比较多嘛，关于
团体旅行这方面的，嗯，如果不查
字典这一段是理解地有点半知不
解，不是很理解。

会報誌による，こ，んー，こみ，［3秒
無言］，んー，つまりずっと，おいこ
み？包，表面的な意味は包囲するで
はないですか。それはつまりこの雑誌
は，つまり団体旅行この方面に関する
投稿がわりと多いじゃないですか。う
ん，もし辞書で調べなかったらこの部
分は完璧に分かっているわけではな
いです。とても理解しているというわけ
ではないです。

71 うん。

72 あー。 あー。

73 うんうん，あ，大体でいいです。推測。ど
んなふうに，推測したか。

74 嗯-，是。我还是不太理解阪急交
通社到底，到底做了什么？然后反
正就是推进旅行市场的发展，
［すーっと息を吸う］，嗯。

んー，はい。私はやはり阪急交通社
が一体，一体何をしたのか？がよくわ
かっていません？そしていずれにせよ
旅行市場の発展を推し進めました。
［すーっと息を吸う］，ん。

75 うん。

76 嗯。 うん。

77 うん。ここはどんな意味だと思います
か。じゃあ。

78 啊-，会报誌による囲いこみで，
［「で」のあとはつぶやくが聞き
取り不能］による囲いこみで，海
外旅行的大众化を実現し，による
募集，による［つぶやく，このあ
とは無言］，就是会，啊-，によ
る，好，那就会报杂志做了这些事
情。

あー，会報誌による囲いこみで，
［「で」のあとはつぶやくが聞き取り不
能］による囲いこみで，海外旅行の大
衆化を実現し，による募集，による［つ
ぶやく，このあとは無言］，つまり，
あー，～による，はい，それなら会報
誌がこれらの事をやったのだと思いま
す。

79 んー。

80 嗯-，かい込み［「囲い込み」の
こと］，すー［息を吸う］，啊-
，咋翻呢，可能，可能还是多刊登
一些这方面的东西。

んー，かい込み［「囲い込み」のこと］，
すー［息を吸う］，あー，どう訳そうか
な，おそらく，おそらくやはりこの方面
のことを掲載したのだと思います。

81 あーなるほどなるほど。はい，わかりま
した。じゃあ，次いきましょうか。



82 嗯，啊，ああ，然后第一个小标题
是讲成长期，成长期，然后下面他
［論文筆者のこと］继续讲，那
个，低迷期了。嗯-，就是-，啊-
，经济泡沫，啊-，经济泡沫崩溃
之后的，的那个，啊-，旅行市场
的一个低迷期。

ん，あ，ああ，それから最初のサブタ
イトルは成長期のことを話していま
す。成長期。そして次に彼［論文筆者
のこと］は続けて，その，低迷期のこと
を話しています。んー，つまりー，
あー，バブル経済，あー，バブル経済
が崩壊後の，のその，あー，旅行市場
の低迷期。

83 p.183 しかしながらその後の景気停滞，旅行市場・環境の変化など強
烈な向かい風を受けながら2000年には過去最高の海外旅行者
数1700万人を超えたが，2001年9 月に発生した米国同時多発
テロを機にテロへの恐怖，警戒心がさらに強まり海外旅行者数
は減少し始めた。

［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，嗯-，嗯？嗯-，就是我先
看到了两年，一个是2000年，然后
还有一个翌年［「よくねん」と日
本語で言う］那就，2001年，嗯，
讲，为什么这两年影响到了旅行业
的发展，［暫く無言］，就是，啊
-，之后因为经济停滞不景气，啊-
，旅行市场环境，啊-，也，也变
化了，啊-，強烈な向かい風を受
けながら，噢，这些强烈地影响到
旅行市场的发展，但是，就是「な
がら」就是说虽然是在这种不好的
背景中，但是那个旅行，旅行者说
还是超过了1700人［万が抜ける］
在2000年的时候,就是。

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，んー，ん？んー，まず二つの年
が目に入りました。一つは2000年，そ
れからもう一つは翌年それはつまり，
2001年に，ん，なぜこの二つの年が
旅行業の発展に影響を及ぼしたのか
説明しています。［暫く無言］，つまり，
あー，その後経済停滞し不景気にな
り，あー，旅行市場環境，あー，も，も
変化しました。あー，強烈な向かい風
を受けながら，ああ，これらが強烈に
旅行市場の発展に影響を及ぼしまし
た。しかし，「ながら」というのはつまり
このように良くない背景にありながら
もということをいっていて，その旅行，
旅行者はやはり2000年の時には1700
人［万が抜ける］を超えたといっていま
す。

84 啊-，创，创造了过去，从过去来
的最高纪录， ［つぶやきながら
読むが聞き取り不能］，減少し始
めた［小声で読む］，然后，啊-
，2001年9月份9.11恐怖事件，那
大家肯定会对海外旅行警戒心提
高。这个时候海外旅行者是又开始
减少了，嗯，也就是说到2000年的
时候它［海外旅行者のこと］上升
到了一个高点，1700万人，［通訳
者が協力者の発話内容を確認する
ために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］ピー
ク，就到了最后一个高点。然后，

つまり，あー，過去，過去からの最高
記録をつくり，つくり出しました。 ［つぶ
やきながら読むが聞き取り不能］，減
少し始めた［小声で読む］，そして，
あー，2001年9月に911テロ事件，そ
れでみんな絶対海外旅行に対する警
戒心が高まったと思います。この時に
海外旅行者数はまた減少し始めまし
た。ん，つまり2000年の時にはそれ
［海外旅行者のこと］はピークになりま
した。1700万人，［通訳者が協力者の
発話内容を確認するために，再度
言ってもらう。以下は2回目の発話で
ある。］ピーク，最高のピークに達しま
した。でも，でも始まり，2001年その
9 11テロ事件以後から始まりました

85 p.183 翌年はバリ島でテロによる爆発事件も発生，その翌年には米国
のイラクへの報復と，続けざまに起こった国際紛争に日本の海
外旅行マーケットは冷えこんでしまった。

噢，然后2001年巴厘岛事件，巴厘
岛，爆炸事件，翌年には［つぶや
く］，然后2002年美国，啊-，和
伊，伊拉克的战争那种报复性战
争，続けざまに，啊-，起こっ，
然后，啊-，各种国际纠纷是日本
的海外旅行市场陷，陷入了一个，
啊-，冰冻，冰冻期，就是，啊，
因为这个的话就好理解一些，因为
那个时候我也，我也在中国都，
嗯，9.11事件，几乎天天报道，然
后还有什么巴厘岛事件，新闻天天
报道，嗯，然后看了也挺恐怖的，
然后当时我妈，我妈妈也说不要，
这个时候千万不要海外旅行，你看
太不安定了。嗯-，哦，嗯，所以
旅行市场还是受很多国际因素的影
响，嗯。

ああ，それから2001年のバリ島事件，
バリ島，爆発事件，翌年には［つぶや
く］，それから2002年のアメリカ，
あー，とイ，イラクとの戦争のような報
復型の戦争が，続けざまに，あー，起
こっ，そして，あー，いろんな国際紛争
で日本の海外旅行市場は，あー，冷
え，冷え込んだ時期になり，なりまし
た。つまり，あ，これならば少し理解し
やすいですね。その時は私も，私も中
国に居たので，ん，9.11事件，ほぼ毎
日報道されていて，そしてあとは何で
したかバリ島事件，ニュースで毎日報
道されていました。ん，それで見てと
ても怖いなと思いました。その時に私
の母，私の母も，この時にくれぐれも
海外旅行は駄目ですよ，やめなさい，
何と不安定ではないかと言っていまし
た。んー，ああ，ん，だから旅行市場
はやはり沢山の国際的要素の影響を
受けるのだと思います。ん。

86 然后这些就是世界陷入到了感染的
恐怖中［「恐怖中」のあとはつぶ
やくが聞き取り不能］，啊-，但
是不仅，啊，日本人呢，本身又有
特别爱受别人的影响的那种特质习
惯，嗯，啊，因为日本人做事情是
要跟着群体做嘛，会受外界影响比
较多，嗯，所以他们［日本人のこ
と］去海，海外，啊，就更不愿意
去海外旅行了。［通訳者が協力者
の発話内容を確認するために，再
度言ってもらう。以下は2回目の
発話である。］更不会去海外旅行
了。那，这肯定是给海外旅行市场

そしてこれらが世界を感染の恐怖の
中に陥れました［「恐怖中」のあとはつ
ぶやくが聞き取り不能］。あー，でも，
あ，日本人は，元々また特に他人の
影響を受けやすいという特質や習慣
があるだけでなく，ん，あ，日本人は
グループで行動して，外からの影響を
比較的多く受けやすいので，ん，だか
ら彼ら［日本人のこと］が海，海外に行
くのは，あ，いっそう海外旅行に行き
たくなくなりました。［通訳者が協力者
の発話内容を確認するために，再度
言ってもらう。以下は2回目の発話で
ある。］なおさら海外旅行に行かなくな
りました。それ，これは絶対海外旅行
市場に悪い影響を与えたと思います

87 はい，ちょっと，聞きますけどここで
色々，「これ」はー何なんでしょうね。

88 パンデミックーリスク，［4秒無
言］，ああ，是那个，パンデミッ
クリスク，噢，应该不是那个，那
个新型禽流感，リスク，不是危机
嘛，パンデミック，パンデミッ
ク，パンー，パンデミック，パン
デミック，大概原来好像见过这个
单词，パンデミック，反正应该是
经济方面的一个危机吧，09年パン
デミックリスク，嗯嗯，反正经济
方面有一个，就是说这个新型的禽
流感，实际也引起了，あ！パンデ
ミック，就是リスク，嗯嗯，パン
デ，应该不是经济方面的，就是
人，人感觉到的那种恐怖，恐怖的
意思 パンデミック好像是恐怖的

パンデミックーリスク，［4秒無言］，あ
あ，その，パンデミックリスク，ああ，そ
の，その新型鳥インフルエンザではな
いです。リスクは，危機のことですよ
ね。パンデミック，パンデミック，パ
ンー，パンデミック，パンデミック，たぶ
ん以前この単語を見たことがありま
す。パンデミック，どのみち経済的な
危機だと思います。09年パンデミック
リスク，んん，どのみち経済的な，つ
まりこの新型鳥インフルエンザによっ
て，実際も引き起こされた，あ！パン
デミック，つまりリスク，んん，パンデ，
経済的ではないです。人です。人が
感じるその恐怖，恐怖の意味です。パ
ンデミックはおそらく恐怖の意味でしょ
う，ん。

89 ああ，あっ，えっとー，ええっと，経済的
な危機ではなく，こう，人の，人が。

90 嗯，内心恐怖。嗯，嗯。 ん，心の中の恐怖感。

91 あーなるほど。

92 パン。

93 どうしてそう思いましたか？

94 因为パンデミック的意思好像是恐
怖吧。

パンデミックの意味はおそらく恐怖だ
と思います。

95 うん。

96 这个英文单词。 この英語の単語は。

97 うん。

p.183 同年のSARS （重症急性呼吸器症候群）の発生，その後の鳥イ
ンフルエンザ，2009年には世界規模のパンデミックリスクを引き
起こした新型インフルエンザなど世界を感染恐怖に落とし入れ，
影響を受けやすい日本人独特の性質・慣習から益々海外旅行
マーケットへの悪影響を招くことになった。

啊啊，発生［日本語で言う］，そ
の後のインフルエンザ，年には世
界規模の，啊-，パンデミックリ
スクを起こした新しいインフルエ
ンザなど世界感染恐怖に，
［「に」のあとはつぶやくが聞き
取り不能］，なった［つぶや
く］，啊啊，然后不仅是这些战争
啊，恐怖事件会影响旅行市场，还
有就是世界这些流行的疾病也会影
响出国旅行，SARS就是2003年这影
响很深，因为当时上学的时候教
室，教室天天消毒，消毒，嗯-，
然后还有那个禽流感，那，那时候
连鸡蛋都不敢吃，鸡蛋。嗯，2009
年世界规模のパンデミックリスク
を起こした新しいインフルエンザ
など世界を，09年是パンデミッ
クー，ミックリックス，新，一种
新型的禽流感，パンデミックリク
ス，中文我应该知道，因为新闻经
常非［中国語で「非典型肺炎」と
いうが非しか思い出せない］，叫
什么呢，什么禽流感，啊，挺长
的，因为中文我当时也没有记住，
当时就是另外一种，啊-，新型的
禽流感。嗯，那个反正中文也我没
有记住，当时日本一，嗯，新闻一

ああ，発生，その後のインフルエン
ザ，年には世界規模の，あー，パンデ
ミックリスクを起こした新しいインフル
エンザなど世界感染恐怖に，［「に」の
あとはつぶやくが聞き取り不能］，なっ
た［つぶやく］。ああ，それからこれら
の戦争や，テロ事件が旅行市場に影
響を及ぼしただけではなく，また世界
のこれらの流行った病気も海外旅行
に影響を及ぼしました。SARSは2003
年にこの印象が強く残っています。な
ぜなら当時学校に通っていた時に教
室を，教室を毎日消毒をしていまし
た。消毒，んー，それからその鳥イン
フルエンザ，その，その時は卵さえも
食べようとは思わなかったです。卵。
うん，2009年世界規模のパンデミック
リスクを起こした新しいインフルエンザ
など世界を，09年はパンデミックー，
ミックリックス，新しい，新型鳥インフ
ルエンザの一種です。パンデミックリ
クス，中国語は分かります。ニュース
でいつも非［中国語で「非典型肺炎」と
いうが非しか思い出せない］，何だっ
け，何鳥インフルエンザ，あ，すごく長
いの，中国語では当時も覚えていな
いので，当時は他の種類の，あー，新
型鳥インフルエンザ。ん，そのいずれ
にせよ中国語も覚えていないです。当
時日本でずっ，ん，ニュースでずっと
報道していました。



98 因为03年到09年，就是SARS,还有
禽流感，接连不断地有这种世界性
的感染疾病，所以是不是就在那个
世界范围内引起了这种恐慌的心
理，嗯，嗯。

なぜなら2003年から2009年までに，
SARSや鳥インフルエンザがあり，立
て続けにこのような世界的な感染病
があったので，その世界の範囲でこ
のような恐怖の心理を引き起こしたの
ではないかと思いました。ん，ん。

99 ああ，あ，心理。ん，はい，じゃあそのパ
ンデミックリクス，あ，リスクってのは人
が感じる恐怖の心理っていうことでいい
ですかね。

100 リスク。嗯-，应该是吧，嗯。 リスク。んー，だと思います。ん。

101 はい，わかりました。はい，じゃあ次いき
ましょう。

102 p.183 原油価格の高騰による航空会社の対策として燃油サーチャー
ジが導入さ
れることになったのもこの時期であった。

［冒頭つぶやきながら読むが聞き
取り不能］，対策としてサー
チャージ［つぶやく］，嗯-，
サーチャージが導入されることに
なったのもこの時期であった［つ
ぶやきながら読む］，［5秒無
言］，然后，啊-，啊-，因为原油
价格的，啊-，高升，啊-，航空会
社导入了原油，サ，サーチャー
ジ，サーチャージ，チャージ就是
添加原油的意思，サーチャージ，
［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話であ
る。］添加。チャージ应该不是加
油的意思嘛，すー［吐息］，サー
チャージを，サーチャージ，嗯-
，原油，噢，サチャージ ，再
次，再次加油，嗯-，就是航空公
会社推［言い間違える］，导入了
一个这样的，嗯-，不是很明白，
反正就是添加原油的这样的一个政
策，也是这个时期的事情，嗯。原
油价格高涨，所以航空会社推出了
一种这样的一个原，啊-，燃油政

［冒頭つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，対策としてサーチャージ［つぶ
やく］，んー，サーチャージが導入され
ることになったのもこの時期であった
［つぶやきながら読む］。［5秒無言］，
それから，あー，あー，原油価格が，
あー，高騰したので，あー，航空会社
は原油，サ，サーチャージを導入し
た。サーチャージ，チャージは原油を
注ぎ足すという意味です。サーチャー
ジ，［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である。］注ぎ足
す。チャージは給油の意味じゃないで
すか。すー［吐息］，サーチャージを，
サーチャージ，んー，原油，ああ，サ
チャージ ，再度，再度給油する。
んー，航空会社が，このような，んー，
よくわからないけれど，いずれにせよ
原油を給油するこのような政策を推
［言い間違える］，導入しました。この
時期のことでもありました。ん。原油価
格の高騰によって，航空会社はこのよ
うな原，あー，燃料油政策を発表しま
した。おそらく原油価格高，高騰に対
処するためです。ですが，あー，この
原油サーチャージは一体どのように
訳したらいいのかわからないです。

103 ここ「注ぎ足す」というのはつまりどうい
うことなんでしょう。もっと詳しく教えてく
ださい。

104 原油サーチャージ，嗯-，航空会
社の対策として，による航空会社
の［「の」からはつぶやきながら
読むが聞き取り不能］なったのも
この時期であった［つぶやく］，
サーチャージ，可以查词典？

原油サーチャージ，んー，航空会社
の対策として，による航空会社の
［「の」からはつぶやきながら読むが
聞き取り不能］なったのもこの時期で
あった［つぶやく］，サーチャージ，辞
書引いていいですか？

105 ああ，どうぞ。

106 原油サーチャージ，サー，チャー
ジ，サーチャージ。［電子辞書を
使って，「サーチャージ」と入力
する。］这篇文章好多外来语，然
后越是外来语的地方，おお［閃
く］，噢，这个意思。

原油サーチャージ，サー，チャージ，
サーチャージ。［電子辞書を使って，
「サーチャージ」と入力する。］この文
章は沢山外来語が出てきます。そし
て外来語の所ほど，おお［閃く］，あ
あ，この意味。

107 有りました？

108 嗯。 ん。

109 ふーん。

110 燃油附加费。加，加，［「加」の
あとは聞き取り不能］价格，燃
油。

燃油サーチャージ。［「足す」のあとは
聞き取り不能］費用を足す，足す，燃
料油。

111 ふーん。

112 あああ［悟る］，燃油附加费啊。
噢，噢，原来是这个意思，サ
チャージ。

あああ［悟る］，燃油サーチャージか。
ああ，ああ，この意味だったのか，サ
チャージ。

113 どんな意味ですか？

114 因为经常不是坐飞机回国［「回
国」のあとは聞き取り不能］时
候，我们不仅要付飞机票的钱，还
要付燃油附加税的钱嘛，燃油附加
费，啊-この，嗯。

よく飛行機に乗って帰国する［「帰国」
のあとは聞き取り不能］時に，私たち
は航空券代の他に，燃油サーチャー
ジ代も支払わなければならないじゃな
いですか。燃油サーチャージ，あーこ
の，ん。

115 ん，あ，いいですよ。［通訳者の「日本語
で何と言いますかね」に対する発言。］

116 嗯，中文就叫做原油［中国語では
「燃油附加费」だが「原油附加
费」と言う］附加费，嗯，原来日
语是这么写的。就是-，难理解的
地方就是前面他［論文筆者のこ
と］用的是汉字，后面他用的是外
来语，对。

ん，中国語では原油［中国語では「燃
油附加費」だが「原油附加費」と言う］
附加費といいます。ん，日本語ではこ
う書くのか。つまりー，分かりにくいの
は前に彼［論文筆者のこと］は漢字を
使って，後ろに外来語を使うときで
す，そうです。

117 あーどうしてわかりにくいんですか。そ
れは

118 就是一个，啊-，汉字词语，一个
词与，汉字，汉字与加上一个外来
语，但是它们［漢字プラス外来語
の言葉のこと］是一个词。所以我
理解的时候会把它们分开来理解，
实际它是一个词，就是原油［中国
語では「燃油附加费」だが「原油
附加费」と言う］附加费，［通訳
者が協力者の発話内容を確認する
ために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］我以为
是两个单词，加油或者什么，嗯，
嗯，理解的时候。嗯，是一个单
词。ああ，就说我们现在，要买的
那个机票里面价格不是一个机票的
原价，然后还要再加上原油［中国
語では「燃油附加费」だが「原油
附加费」と言う］附加费，才是你

一つの，あー，漢字の言葉が，一つの
単語と，漢字，漢字プラス外来語，で
すがそれら［漢字プラス外来語の言葉
のこと］は一つの言葉になっていま
す。だから私が理解する時はそれらを
分けて理解します。実際それは一つ
の単語です。つまりサーチャージ，
［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］私は２つの
単語かと思いました，給油または何か
の。ん，ん，理解する時に。ん，一つ
の単語でした。ああ，仮に私たちが
今，買いたいその航空券の価格は航
空券の原価ではなく，それからまた更
にサーチャージをのせた値段が，航
空会社に支払わなければならないそ
のお金になります。

119 哦，这个政策呢，是那个，啊-，
原油价格高升的这个，那个时期的
时候制定的。啊-。啊-，果真查一
下还是不一样。那我还是想那パン
デミック也想查一下。虽然刚才那
［「那」のあとは聞き取り不能］
翻嘛，我估计是不对的吧，刚才。
［電子辞書を使って，「パンデ
ミック」と入力する。］パンデ
ミック，パンデ，パンデミック，
噢，找到，おおー，感染爆发，お
お，那感染爆发，我果真刚才翻
错，不是恐怖，啊啊，啊，那讲的
不是人的心理，恐怖的危机，就
是，老是，就是这几年连续发生这
种感染性疾病，感染性疾病，嗯，
嗯，啊-。

ああ，この政策は，その，あー，原油
価格高騰のこの，その時期の頃に制
定されました。あー。あー，やはり調
べてみたら違いました。それならばや
はりそのパンデミックも調べてみたい
です。先ほどそれ［「それ」のあとは聞
き取り不能］を訳したけども，多分違う
と思うんですけど，先ほどの。［電子
辞書を使って，「パンデミック」と入力
する。］パンデミック，パンデ，パンデ
ミック，ああ，あった，おおー，パンデ
ミック，おお，それはパンデミック，私
はやはり先ほど間違って訳していまし
た。テロではないです，ああ，あ，それ
は人の心理やテロの危機ではなくて，
つまり，いつも，ここ数年立て続けに
発生しているこのような感染性の病気
です，感染性の病気。ん，ん，あー。



120 p.183 さらにバブル崩壊後，市場の低迷の中，規制緩和などにより他
業種の参入が可能となり旅行市場の競争激化に拍車がかか
り，旅行関連産業全体が厳しい環境下におかれることになっ
た。

バブル崩壊後，市場低迷の中，規
制缓和などによる，より他业种の
参入が可能となり旅行市场の竞争
化［「激化」とは言わない］に拍
車がかかり，旅行关连产业全体が
厳しい環境，あ，下におかれるこ
とになった。海外旅行マーケット
［つぶやきながら読む，「マー
ケット」のあとはつぶやくが聞き
取り不能］，おー，嗯-，［暫く
無言］，［つぶやきながら読むが
聞き取り不能］，旅行市场の竞争
化に拍車がかかり，旅行关连产业
全体が厳しい環境下におか，おか
［つぶやくながら読む，「おか」
のあとは無言］，啊-，然后因为
是啊-，经济泡沫，啊-，经济泡沫
之后市场低迷，啊-，［つぶやき
ながら読むが聞き取り不能］，啊
-，就是制度缓和，制度放开，放
宽了，放宽了政策，然后其他业
种，业界也可以参加到旅行市场的
竞争中来 对 激化 旅行市

バブル崩壊後，市場低迷の中，規制
緩和などによる，より他業種の参入が
可能となり旅行市場の競争化［「激
化」とは言わない］に拍車がかかり，
旅行関連産業全体が厳しい環境，
あ，下におかれることになった。海外
旅行マーケット［つぶやきながら読
む，「マーケット」のあとはつぶやくが
聞き取り不能］，おー，んー，［暫く無
言］，［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，旅行市場の競争激化に拍車
がかかり，旅行関連産業全体が厳し
い環境下におか，おか［つぶやくなが
ら読む，「おか」のあとは無言］。
あー，それからあー，バブル経済，
あー，バブル経済後の市場低迷によ
り，あー，［つぶやきながら読むが聞
き取り不能］，あー，つまり制度が緩
和され，制度が自由化，緩和されまし
た。政策が緩和されました。そして他
の業種，業界も旅行市場の競争に参
加することができるようになりました。
ん，そう，旅行市場の競争は激化しま
した。それから，旅行関連業界はこの
状況の中 あー また またわりと厳し

121 p.183 海外旅行マーケットも団体旅行から個人旅行へと市場ニーズの
変化が起こり，旅行業界全体に転機が訪れた。

［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，と市場ニーズの変化が起
こり［つぶやく］，［「起こり］
からは聞き取り不能］，所以［つ
ぶやく］，所以海外旅行市场也，
也经历了，市，啊-，市场对团体
旅行市场到个人旅行市场的这样的

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，と市場ニーズの変化が起こり［つ
ぶやく］，［「起こり］からは聞き取り不
能］，なので［つぶやく］，なので海外
旅行市場も，また，市，あー，市場が
団体旅行市場から個人旅行市場へと
このように変化をしました。旅行業界

122 p.183 運賃改定により格安航空券が正規化され，新興勢力だったHIS
が大手に価格競争を挑み台頭した

啊-，運賃改定により格安航空券
が正規化され，新兴势力だった
HIS，大手［つぶやく］，［少し
つぶやくが聞き取り不能］，啊-
，［3秒無言］，啊，就是因为，
啊-，运输费用的改定是那个，啊-
，非常便宜的机票也，也正规化
了。这时候新，新，新兴发展的
HIS这个旅行社也，也，也参与到
了价格竞争中之来，嗯，积极参与
到了，嗯，这种，啊-，价格中，
竞争中来。

あー，運賃改定により格安航空券が
正規化され，新興勢力だったHIS，大
手［つぶやく］，［少しつぶやくが聞き
取り不能］，あー，［3秒無言］，あ，つ
まり，あー，運賃の改定がその，
あー，格安航空券も，も正規化されま
した。この時に新，新，新興発展であ
るHISこの旅行会社も，も，も価格競
争の中に入ってきました，ん，この，
あー，価格の，競争に積極的に入っ
てきました。

123 p.183-
184

さらに航空会祉のコミッションレス，コミッションカットが始まり，
旅行会社の収益性は大きく悪化していった。

コミッションレス、コミッション
カットが始まり，旅行会社の収益
性は大きく恶化していった。［つ
ぶやきながら読む。］航空会社の
コミッションレス［つぶやく］，
コミッションレス［小声］，コ
ミッションカットが始まり，旅行
会社の収益性は［つぶやきながら
読む］，然后接着因为，啊-，航
空公司的，啊-，啊［閃く］，应
该是减少了航班。コミッション。
所以旅行社的也，影，影响到了旅
行社的收益。［5秒無言］，コ
ミッションレス，コ。

コミッションレス，コミッションカットが始
まり，旅行会社の収益性は大きく悪化
していった。［つぶやきながら読む］，
航空会社のコミッションレス［つぶや
く］，コミッションレス［小声］，コミッショ
ンカットが始まり，旅行会社の収益性
は［つぶやきながら読む］，それから
続いて，あー，航空会社が，あー，あ
［閃く］，便を減らしたので。コミッショ
ン。だから旅行会社も，旅行会社の収
益に影，影響しました。［5秒無言］，コ
ミッションレス，コ。

124 ちょっ，ちょっと聞いてもいいですか。

125 嗯。 ん。

126 えっと，まずー，これ［「大手に価格競争を
挑み台頭した」の部分を指さして］ですね。
これ［「大手に価格競争を挑み台頭した」の
部分を指さして］はどんな意味なんでしょう。

127 就是积极，就是投入很多吧，在这
个价格竞争方面。嗯。

つまり積極的に，この価格競争に沢
山投入をしました。ん。

128 どうしてそう思いましたか。

129 大手に［日本語で言う］，因为不
是有大手会社这个单词嘛，就是大
规模企业，所以应该HIS就是大规
模的，在这方面。啊-，全参与了
价格竞争。嗯-。

大手に，大手会社というこの単語があ
るじゃないですか，つまり大規模な企
業。だからHISは大規模なんです，こ
の分野では。あー，全部価格競争に
参加しました。んー。

130 ふーん，なるほどね，はい。で，さっきの
とこですけども，えっとー，ま，便が減ら
して，えー，収益が減る。ってことですよ
ね

131 嗯，应该是。 ん，そうだと思います。

132 どうしてそう思いましたか。

133 コミッションレス，コミッショ
ン，我也不知道是什么意思。

コミッションレス，コミッション，私もどう
いう意味か分からないです。

134 うん。あっ，想像でいいですけど。

135 コミッション我觉得就是，啊-，
任务自己的，航班减少吧。因为レ
ス是减少，カット也是减少。コ
ミッションレス。

コミッションはつまり，あー，自分の便
を減らす任務のことでしょう。レスは減
少で，カットも減少なので。コミッション
レス。

136 んー。

137 嗯。嗯。 ん。ん。

138 うん，はい，わかりました，はい，じゃ
あ，続けましょう。

139 p.184 1−3．競争激化による業界の再編

140 p.184 市場の低迷のなか競争の激化がさらに激しくなり，旅行業界の
再編は加速した。

嗯。啊-，受激烈竞争影响，然后
旅行业界再次洗牌，就是如果，再
次洗牌，嗯，这种感觉。市場の低
迷のなかで竞争の激化がさらに激
しくなり［つぶやきながら読
む］，ああ，就是在这种低，啊-
，低迷的竞争激化的市场下，啊-
，加，啊-，加速了，啊，旅行业
界的再，再次洗牌。嗯。

ん。あー，競争激化の影響を受け，そ
して旅行業界は再編しました。つまり
もし，再編しました。ん，こんな感じ。
市場の低迷のなかで競争の激化がさ
らに激しくなり［つぶやきながら読
む］，ああ，つまりこのような低，あー，
低迷した競争激化の市場のなかで，
あー，あ，旅行業界の再，再編が，
あー，加，加速しました。ん。

141 p.184 各社で提携・買収・分社化などを進める中，ビジネスモデルを改
めインバウンド事業，コンベンション事業，企業の福利厚生のア
ウトソーシングなど多角化を進めて「総合旅行産業」から「文化
交流産業」へと旅行事業の定義を位置づけ直し
た。

各社で［つぶやきながら読むが
「各社で」のあとは聞き取り不
能］，を進める中，ビジネスモデ
ルを［つぶやきながら読む］，イ
ンバウンド事業，コンベンション
事業，企业の福利厚生のアウト
ソーシングなど多角化を進めて
［つぶやきながら読む，「進め
て」からは聞き取り不能，その後
暫く無言］，啊-，就是他［論文
筆者のこと］想表达的是各旅行业
界从「综合旅行产业」，啊-，转
向了「文化交流产业」。就是，重
新，重新定义了。但是它是，嗯-
，怎么做呢，各社でインバウンド
事業［つぶやきながら読むが「事
業」のあとは聞き取り不能］，多
角化を進めて［つぶやく］，啊-
，各个旅行社，啊-，通过合作，
然后，啊-，收购，啊-，然后或者

各社で［つぶやきながら読むが「各社
で」のあとは聞き取り不能］，を進める
中，ビジネスモデルを［つぶやきなが
ら読む］，インバウンド事業，コンベン
ション事業，企業の福利厚生のアウト
ソーシングなど多角化を進めて［つぶ
やきながら読む，「進めて」からは聞き
取り不能，その後暫く無言］，あー，つ
まり彼［論文筆者のこと］が述べたい
のは各旅行業界が「総合旅行産業」
から，あー，「文化交流産業」へ転向
したことです。つまり，再び，定義をし
直した。ただそれは，んー，どうやった
のかな，各社で，インバウンド事業［つ
ぶやきながら読むが「事業」のあとは
聞き取り不能］，多角化を進めて［つ
ぶやく］，あー，各旅行会社が，あー，
協力によって，そして，あー，買収，
あー，そしてまたは，あー，あー，子会
社に分けました？ん，あー，これらの
政策の中で，ん，［3秒無言］，インバ
ウンド事業［つぶやく］，つまり，あー，



142 インバウンド事業就应该是，啊-
，海外观光，海外观光事业。啊-
然后コンベンション，コ，コンベ
ンション，コンベンション？コン
ベンション事業，コンベンショ
ン，我，嗯-，大概能想象出这个
英语单词，嗯-，这样的一个事
业。然后企业的福生厚利［「福生
厚利」という表現は中国語で普通
使用しない］制度的アウトソーシ
ング，アウトソーシング，アウト
ソーシング？ソーシング，など多
角，あ，そうだ，应该就是说，啊

企业会组织员工出去旅游吧

インバウンド事業とは，あー，海外観
光，海外観光事業です。あーそしてコ
ンベンション，コ，コンベンション，コン
ベンション？コンベンション事業，コン
ベンション，私は，んー，この英単語
の意味は大体想像つきます，んー，こ
のような事業です。それから企業の福
利厚生制度のアウトソーシング，アウ
トソーシング［「アウト」にアクセントを
置く］，アウトソーシング？ソーシン
グ，など多角，あ，そうだ，きっと，
あー，企業が企画して社員を旅行に
行かせるんでしょう。そのような社，会
社の旅行だと思います。ん，だからつ
まり，んー，これらの，あー，旅行会社

143 うーん。ちょっと確認ですけど，えっと，
「これ」，何，大体，なんとなく意味が分
かるって言ってましたよね。どんな意味
想像しましたか

144 嗯-，コンベンション，インバウ
ンド就コンベンション，コンベン
ション，コンベンション事業
［ゆっくり言う］，コンベンショ
ン［つぶやく］，コンベンショ
ン，コン，コンベンショーン，
ベーンション。

んー，コンベンション，インバウンドは
コンベンション，コンベンション，コンベ
ンション事業［ゆっくり言う］，コンベン
ション［つぶやく］，コンベンション，コ
ン，コンベンショーン，ベーンション。

145 大体，あの，想像で，いいですけど。

146 应该就是合作，合作的。 協力，協力だと思います。

147 あ，はーい。

148 合作事业什么的。 協力事業か何かの。

149 ん。協力事業。

150 嗯。 ん。

151 それで，これは，えーっと，えーっと，

152 アウトソーシング。 アウトソーシング。

153 社員を，社員を，あのー海外旅行に連
れてくということでしたよね。

154 嗯，嗯。 ん，ん。

155 はい，わかりました。じゃあ，続けましょ
う。

156 p.184 同じく目的別クラブ組織化，富裕層向け高付加価値商品への特
化，ネットでの低価格化・直販化など総合型の従来旅行会社は
ビジネスモデルを変化，特化せざるを得なくなった。

嗯。嗯-，じく［「同」は言わな
い］目的別クラ，クラブ［つぶや
きながら読む，「クラブ」のあと
は聞き取り不能］，せざるを得な
くなった［つぶやく］，嗯-，
［少しつぶやくが暫く無言］，所
以，啊-，在，啊，刚才讲的这样
的一个激，激烈竞争的，啊-，行
业再编的环境下，然后不，啊-，
这些，啊-，不得不，啊-，就是
目，同じも，目的別クラブ，就是
目的相同，但是分，分成别的组的
那种组织化。然后还有面向富，啊
-，富裕层高附加值商品。那些，
［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話であ
る。］啊，好。 面向，啊，あ
あ，面向。啊，这种旅行产品嘛。
还有那个在网上的价格低的，啊-
，量版化，直，啊-，啊-，反正就
是，啊-，低价格化的那种综合型
的，综合性的，啊，原来是这种旅

ん。んー，じく［「同」は言わない］目的
別クラ，クラブ［つぶやきながら読む，
「クラブ」のあとは聞き取り不能］，せ
ざるを得なくなった［つぶやく］，んー，
［少しつぶやくが暫く無言］，なので，
あー，あ，先程述べたこのような激，
激しい競争の，あー，業界再編の環
境で，そして，あー，これらの，あー，
あー，つまり目，同じも，目的別クラ
ブ，つまり目的は同じだけども他の組
に分け，分けるというそのような組織
化をせざ，せざるを得なくなりました。
それからまた，あー，富，富裕層向け
高付加価値商品があります。それら
の，［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である。］あ，は
い。 向けの，あ，ああ，向けの。あ，こ
のような旅行商品を。それからその
ネットで価格の低い，あー，量販化し
た，直，あー，あー，いずれにせよ，
あー，低価格化のそのような総合型
の，総合型の，あ，元々こういう旅行
会社の，あー，ビジネスモデルを変化
し，あー，そう，元々のそれを変化させ
ざるを得なくなりました ん

157 ちょっともう一度確認していいですか。

158 ［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，嗯。

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，ん。

159 えーっと，ここ［「同じく目的別クラブ組織
化」の部分を指さして］の，ここ［「同じく目的
別クラブ組織化」の部分を指さして］ですね。
これ，もっと，えーっと，詳しく教えてもらって
もいいですか。

160 ［つぶやくが冒頭聞き取り不
能］，同じく目的別クラブ［つぶ
やく］，啊-就是，啊-，按照不同
的目，目的，那个-，啊-，企业内
部在，啊-，重新再组织。这一段
之所以不是很，很好理解，因为他
［論文筆者のこと］讲了一些企业
商业性的内部改革，内部改革。
そ。

［つぶやくが冒頭聞き取り不能］，同じ
く目的別クラブ［つぶやく］，あーつま
り，あー，違う目，目的ごとに，そ
のー，あー，企業内部で，あー，再度
組織する。この部分がよく，よくわから
ないのは，彼［論文筆者のこと］が企
業の商業型の内部改革，内部改革の
ことを言っているからです。そ。

161 あっ，内部の改革。

162 嗯-。 んー。

163 はい，どうしてそう考えましたか。

164 因为不是有，啊-，这，这个题目
就业界再编嘛，嗯，业界再编，所
以就是一些旅行社的组织机构的变
化。然后经营模式的变化，ビジネ
スモデル的变化。

なぜなら，あー，こ，このテーマに業界
の再編とありますよね，ん，業界の再
編，だからある旅行者の組織内部の
変化だと思います。そして経営モデル
の変化，ビジネスモデルの変化。

165 ん，ん，なるほどね。はい，ちょっと，ま
た，戻ってすみませんけれども，えーっ
と，「これ」，さっき，あのー，社員を海外
旅行に連れてくことって想像してました
けど，どうしてそう想像したんですか。

166 企业の福生厚利［「福生厚利」と
いう表現は中国語で普通使用しな
い］の，［3秒無言］，あ？あ
あ，企业の福，

企業の福利厚生の，［3秒無言］，あ？
ああ，企業の福，

167 アウトソーシングのとこ。［協力者発話
中の発話］

168 福利厚生［正しい言い方に戻る］
のアウトソーシングなど多角化を
進めて，ああ［悟る］，再问了一
下，我觉得好像就不是刚才的那个
什么？社会。应该アウトソーシン
グ还是企业组织的一个词吧，［通
訳者が協力者の発話内容を確認す
るために，再度言ってもらう。以
下は2回目の発話である。］啊
啊，公司内部组织。嗯，组织。

福利厚生のアウトソーシングなど多角
化を進めて，ああ［悟る］，再度聞きま
すが，おそらく先程のその何か？では
ないと思います。社会。アウトソーシン
グはやはり企業組織の言葉でしょう，
［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である。］ああ，会社
内部組織の。ん，組織。

169 おー，もっと詳しく教えてください。

170 啊-，アウトソーシング。アウト
ソーシング，アウト就是アウト
啊，ソーシング，ソ，ソーシン
グ，写不出来，アウトソーシン
グ，啊-，［つぶやくが聞き取り
不能］，但是我好像去听企业说明
会的时候见过这个词，嗯，アウト
ソーシング，啊-，ソーシング，
ふふ，嗯-。

あー，アウトソーシング。アウトソーシ
ング，アウトはアウト，ソーシング，ソ，
ソーシング，書き出せない，アウトソー
シング，あー，［つぶやくが聞き取り不
能］，だけど私はおそらく企業説明会
に行ったときにこの言葉を見たことが
あるような気がします。ん，アウトソー
シング，あー，ソーシング，ふふ，
んー。

171 じゃあその内部の何か。ということです
か？「これ」は。

172 嗯，应该是企业福生厚利［「福生
厚利」という表現は中国語で普通
使用しない］制度方面的一个改
革 嗯

ん。企業の福利厚生制度面での改革
だと思います，ん。

173 ん，んー，なるほど。えーっと，内部のこ
とってもうちょっと詳しくー，何か，どんな
ことでしょうね。



174 ［つぶやくが聞き取り不能］，福
利厚生［正しい言い方に戻る］の
アウトソーシング，アウトソーシ
ングなどの多角化を進めて，アウ
トソーシング［つぶやく］，ソー
シング［シングにアクセントを置
く］，嗯-如果不查这个ソーシン
グ，还是想象不出来。

［つぶやくが聞き取り不能］，福利厚生
のアウトソーシング，アウトソーシング
などの多角化を進めて，アウトソーシ
ング［つぶやく］，ソーシング［シングに
アクセントを置く］，んーもしこのソーシ
ングを調べないとやはり想像できない
です。

175 ん，あっ，わかりました。じゃ，いいで
す，続けて，はい，じゃ，続けましょう。

176 嗯，嗯，好的。先，喝点儿水。先
喝点儿水。

ん，ん，はい。先に，水を飲みます。
先に水を飲みます。

177 あーどうぞどうぞ飲んでください。

178 アウトソーシング。［つぶや
く。］

アウトソーシング。［つぶやく。］

179 ［笑う。］結構カタカナもね，多いですよ
ね。ねー。

180 嗯，是。 ん，はい。

181 はい，えーっと，ちょっ。

182 p.184 日本航空が企業再生支援機構の支援を受ける決定をしたこと
も記憶に新しく，それによって業界内の再編をより早めることに
なった。

企业再生支援機構の支援を受ける
決定をしたことも记忆に新しく、
それによって业界内の再编をより
早めることになった。［つぶやき
ながら読む］，日本航空公司，然
后，啊-，决定接受，啊-，企业再
生支援机构的帮助。啊-，それに
よって业界内の「つぶやく」，
う，然后受，受此影响旅行业界，
啊-，啊-，迎，迎来了再次改编，
使更早，更早，使，使旅行业界更
早地受到了这个再次改编。嗯。

企業再生支援機構の支援を受ける決
定をしたことも記憶に新しく，それに
よって業界内の再編をより早めること
になった。［つぶやきながら読む］，日
本航空は，それから，あー，あー，企
業再生支援機構の支援を受ける決定
をしました。あー，それによって業界内
の「つぶやく」，う，この影響を受，受け
て旅行業界は，あー，あー，再編を
迎，迎えて旅行業界はより早く，より
早く，この改編をより早く受けることに
なりました。ん。

183 うん，はい。はい。はい。今こう1-3.終わ
りましたけど，えーと，どうでしょうね。次
読むとしたら順番に読むかちょっと自分
がここ読みたいとか。

184 啊-。 あー。

185 いつもどんな風に読んでますか？

186 p.184 1 −4 ．外的要因の影響を受けやすい旅行産業　（ここは読まず
にスキップした）

影響を受けやすい旅行业界的［つ
ぶやく］，嗯-实际我，我要读这
个文章的时候不会那么仔细地一点
一点读。

影響を受けやすい旅行業界の［つぶ
やく］，んー実際私は，この文章を読
むときはそんなに詳しくちょっとずつは
読みません。

187 あー，はい。

188 啊，尤其是外来语可能就觉得，嗯
-，不是那么明显理解就跳过去
了，嗯，大概看一个这些小标题。
ああ，急速成长期的几个因素，几
个关键词，一个是奥林匹克，然后
就1970年的日本万博会，然后，啊
-，90年的，嗯，这些数字。然后
这个低迷期的时候看几个影响的事
件，一个就是恐怖事件，嗯，然后
就是这些，啊-，SARS嘛很醒目，
SARS很醒目，嗯，就是这些疾病的
影响。传染病的影响。

あ，特に外来語はおそらく，んー，そ
んなにはっきりと分からなければ飛ば
します。ん，大体これらのサブタイトル
をちょっと見ます。ああ，急激な成長
期のいくつかの要因，いくつかの鍵に
なる言葉，一つはオリンピックです。そ
れから1970年の日本万国博覧会，そ
して，あー，90年の，ん，これらの数
字。それからこの低迷期の時にいくつ
か影響した事件をみました。一つはテ
ロ事件です。ん，それからこれらの，
あー，SARSはとても目を引きます。
SARSはとても目を引きます。ん，つま
りこれらの病気の影響。伝染病の影
響。

189 ん，あ，じゃあ，そんな感じで，もっと，
じゃあ，スピードアップして読んでみます
か

190 嗯，あ，はい。 ん，あ，はい。

191 いつもどおりでね。

192 はい。 はい。

193 はい，はい，じゃあどの辺読みましょう
か，次は。

194 啊-，外，外的の，啊-，要因の影
響を受けやすい旅行产业［つぶや
きながら読む］，嗯-，这个1-4.
实际就，就是一个总结了。就是对
前面的一个迎接，就旅行，就是旅
行业界特别容易受到外界因素的影
响。嗯。啊-，然后那，接着就看
研究目的了。

あー，外，外的の，あー，要因の影響
を受けやすい旅行産業［つぶやきな
がら読む］，んー，この1-4.は実際は，
まとめです。前に述べたことを受けて
います。旅行，旅行業界は外的要素
の影響を特に受けやすいということで
す。ん。あー，それからそれ，次は研
究目的を見ます。

195 ん，はい，じゃあ，そこからいきますか。

196 p.184 2 ．研究の目的

197 p.184 2−1 ．多様化する旅行需要と市場形成 嗯-。旅行需要と市场形成，新た
な观光分野の开拓，ツーリズムと
いう［つぶやく］，あああ［閃
く］，因为刚才那些研究背景讲了
那么多，大家都众所周知的事情。
啊，就是很多人都知道的那些事
情。就想说旅行业，旅行业界实际
是不稳定，特别容易受到外界因素
的影响。那，所以这篇文章是不是
要推出一些作者的观点，就是，啊
-，怎样推进旅行业界的发展。所
以它的，它的目的的话就两个。

んー。旅行需要と市場形成，新たな
観光分野の開拓，ツーリズムという
［つぶやく］，あああ［閃く］，先程それ
らの研究背景をあんなに沢山話した
ので，みなさん全て周知のことです。
あ，つまり沢山の人が皆それらのこと
を知っています。旅行業，旅行業界は
実際は不安定で，特に外的要素の影
響を受けやすいのだと言いたいので
す。ならば，だからこの文章は少し作
者の観点を出したいのではないでしょ
うか。つまり，あー，どのように旅行業
界の発展を推し進めるか。だからそ
の，その目的ならば二つです。

198 p.184 旅行の市場が多様化している。 啊-，一个就是，啊-，啊-，多样
化的旅行新［言い間違える］，需
求和市场的形成。另外一个就是，
啊-，观光领域，啊-，新的拓，拓
展。

あー，一つ目は，あー，あー，多様化
する旅行新［言い間違える］，需要と
市場の形成。もう一つは，あー，観光
分野，あー，新しい開，開拓。

199 ん，あ，2-2.のとこですねー。はい。

200 嗯，是的。

201 ん，はい，じゃあ，「ここ」んとこーいって
みますか，少しだけでも。

202 啊，一句一句读吗？一句一句翻
吗？

あ，一文ずつ読みますか？一文ずつ
訳しますか？

203 あっ，自分によってというか，まあ，そう
ですね。こう，読んだ順に少しずつ話し
てってくれれば，いいです。　はい。

204 ああ。旅行の市场が多样化してい
る［つぶやく］，旅行市场多样
化。

ああ。旅行の市場が多様化している
［つぶやく］，旅行市場の多様化。

205 p.184 かつての「マス」の時代から「個」の時代へと消費者志向は移行
している。

啊-，かつての「マス」の時代か
ら「個」の時代へと，啊啊，啊-
，旅行市，啊-，旅行，消费者的
消费动向从那，啊-，「マス」就
是，啊-，团体旅行，跟团旅行到
个人旅行

あー，かつての「マス」の時代から
「個」の時代へと，ああ，あー，旅行
市，あー，旅行，消費者の消費動向
がその，あー，「マス」という，あー，団
体旅行，ツアー旅行から個人旅行に
なりました。

206 ん，あ，「マス」はどうして団体だと思い
ました？

207 「マス」，かつての「マス」の時
代から，か，「個」の時代，嗯-
，实际「マス」我不知道它省略的
是哪个词。但是这两个应该是意思
相反的词嘛。

「マス」，かつての「マス」の時代から，
か，「個」の時代，んー，実際「マス」は
それを省略したのがどの言葉なのか
は分からないです。だけどこの二つは
逆の意味の言葉だと思いました。

208 んー，あーなるほどねー。

209 嗯，所以后面应该是个人旅行，前
面是不是应该是团体旅行。

ん，だから後ろが個人旅行なので，前
にあるのは団体旅行ではないだろう
かと思いました。

210 ん，ん，あー。



211 而且前面不是读到的有一个，啊-
，団体旅行から個人旅行へ。

そのうえ前に読んだところに，あー，
団体旅行から個人旅行へとあったの
で。

212 んー。

213 ああ。 ああ。

214 183ページの後ろにね。

215 はい。 はい。 はい。［発話者と同時に言う。］

216 那这个「マス」应该就是团体旅行
吧。啊，「マス」应该是这个单
词，MASS？就是大量。

なのでこの「マス」は団体旅行でしょ
う。あ，「マス」はこの単語です，
MASS？大量という意味の。

217 あーM，A，S，S。

218 嗯，嗯。 ん，ん。

219 はーい，わかりました。じゃ，続けましょ
う。

220 p.184 これは旅行に限らずあらゆることにも共通している動きである。 啊-，这个不仅是限于旅行方面，
在其他一些方面也是共通的。就是
人们对个性化的需求越来越强了。
个性化。嗯。

あー，これは旅行面に限らず，他の面
でも共通しています。人々の個性化
へのニーズがだんだん強くなりまし
た。個性化。ん。

221 p.184 マス文化の成熟期あるいは衰退期と捉えるべきなのかもしれな
い。

これは旅行に，マス文化の成熟期
あるいは衰退期と捉えるべきなの
かもしれない。［つぶやきながら
読む］，お，大众。「マス」应该
翻成大众，大众时代到个人时代。
［暫く無言］，かもしれない［つ
ぶやく］，就是从大众文化成熟
期，［4秒無言］，「あるいは」
是或者？或者衰退期。就是捕捉到
大众文化的成熟期，或者说是衰退

これは旅行に，マス文化の成熟期あ
るいは衰退期と捉えるべきなのかもし
れない。［つぶやきながら読む］，お，
大衆。「マス」は大衆と訳すべきです。
大衆の時代から個人の時代へ。［暫く
無言］，かもしれない［つぶやく］，大衆
文化の成熟期から，［4秒無言］，「あ
るいは」はあるいは？あるいは衰退
期。大衆文化の成熟期あるいは衰退
期をとらえた。ん。

222 p.184 かつてあった発行部数何十万部という雑誌がどんどん減少して
いる。

かつてあった発行部数［つぶや
く］，ああ？［「ああ？」のあと
もつぶやくが聞き取り不能］，就
是过去发行部数超过，啊-，十万
的那些杂志也逐渐减少了。

かつてあった発行部数［つぶやく］，あ
あ？［「ああ？」のあともつぶやくが聞
き取り不能］，過去に発行部数が，
あー，十万を超えたそれらの雑誌も
徐々に減少しています。

223 p.184 テレビもかつてのような高視聴率がとれない時代である。 テレビもかつてのような高視聴率
がとれない時代である。［つぶや
きながら読む］，啊啊，然后，啊
-，电视方面，啊-，有原来的高收
视，とれない時代である，啊，
也，也，也达不到以前那种高收
视，高，高收视率了。かつての
［つぶやく］，啊-。

テレビもかつてのような高視聴率がと
れない時代である。［つぶやきながら
読む］，ああ，それから，あー，テレビ
で，あー，元々あった高視聴率が，と
れない時代である，あ，また，また，ま
た以前のような高視聴，高，高視聴率
に達しないです。かつての［つぶや
く］，あー。

224 p.184 旅行市場も，物見遊山型観光旅行は一時の勢いはもはや無
く，スキー人口の大幅減少は社会問題化にまで至った。

［4秒無言］，スキー人口の大幅
減少は社会问题化にまで至った。
［つぶやきながら読む］，然后旅
行市场也见不到那种，啊-，走马
观花游山玩水型的旅行。嗯。嗯。
［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話であ
る。］，这种，啊-，啊，这种势
头也没有了。啊啊。就是有原来游
山玩水的这种观光旅行的，啊，这
种趋势也没有了。嗯。然后滑雪人
数的减少甚至引 引起了 些社会

［4秒無言］，スキー人口の大幅減少
は社会問題化にまで至った。［つぶや
きながら読む］，そして旅行市場もそ
のような，あー，大ざっぱに物見遊山
をするような旅行は見られなくなりまし
た。ん。ん。［通訳者が協力者の発話
内容を確認するために，再度言っても
らう。以下は2回目の発話である。］，
このような，あー，あ，このような勢い
も無くなりました。ああ。つまり元々
あった物見遊山的なこのような観光旅
行は，あ，このような傾向は見られなく
なりました。ん。そしてスキー人口の
減少は社会問題まで引き 引き起こし

225 ん，はい，ちょっと確認していいですか。
ここ［「もはやなく」の部分を指さして］なんで
すけど，ここはー，もう一度ここ［「もはやな
く」の部分を指さして］，意味言ってもらって
いいですか。

226 は，啊-，は，もはや無く［つぶ
やく］，就是-，嗯-，这样的一种
趋势也，也渐渐没有了。

は，あー，は，もはや無く［つぶやく］，
つまりー，んー，このような傾向も，も
徐々になくなりました。

227 ん，はい，わかりました。

228 嗯。［暫く無言で読む。］ ん。［暫く無言で読む。］

229 はい。

230 p.184 大局的に多様化・個性化の傾向にあり，「マスマーケットの最大
公約数」というかたちでの把握が難しくなっている。

从大局方面来看，啊-，有了多样
化，个性化的趋势。「マスマー
ケットの最大公约数」［つぶや
く］，かたちでの把握が難しく
なっている［つぶやきながら読
む］，啊-，「マスマーケットの
最大公约数」というかたちでの
［つぶやく］，要把握，啊-，这
个大众市场的最大公约数，啊-，
变得困难。

大局的に見ると，あー，多様化，個性
化の傾向にあります。「マスマーケット
の最大公約数」［つぶやく］，かたちで
の把握が難しくなっている［つぶやき
ながら読む］，あー，「マスマーケット
の最大公約数」というかたちでの［つ
ぶやく］，あー，この大衆市場の最大
公約数を把握することが，あー，難しく
なっています。

231 ん，あ，ちょ，ちょっと確認ですね。
えーっと，「これ」はつまりどんなことな
んでしょうか。「マスマーケットの」から次
のとこまでですね。つまり，詳しく言うと，
どういうことですか？

232 啊-，需要と市场的形成，嗯-，就
是大家越来越追求个YIN［言い間
違える］，个性化了。所以这种大
众市场的消费，比如说消费的数
量，要掌握这些好像变得困难了。
多样化する旅行需要と。［つぶや
きながら読む。］

あー，需要と市場的形成，んー，みん
ながだんだんと個いん［言い間違え
る］，個性化を追求するようになりまし
た。だからこのような大衆市場の消
費，例えば消費の量，これらを把握す
るのは困難になりました。多様化する
旅行需要と。［つぶやきながら読む。］

233 ん。「これ」何なんですか。「これ」。

234 嗯-，最大公约数，这跟中文完
全，完全是个数学的那个，数学的
那个。但是它这地儿用最大公约
数，啊-，「マスマーケットの最
大公约数」，最大公约数，就是-
，比如说最大公约数就比如说两个
集合中，就是它俩一样的那个数，
最大的数。嗯，但是，比如说这个
铅笔是一，二，三，这个是一，
二，三，四的话它们最大公约数就
是三。

んー，最大公約数は，これは中国語と
完全に，完全に数学のそれです。数
学のそれ。だけどそれはここで最大公
約数と用いています，あー，「マス
マーケットの最大公約数」，最大公約
数，つまりー，例えば最大公約数は例
えば二つの集合の中で，それらは同
じその数の，最大の数です。ん，だけ
ど，例えばこの鉛筆は一，二，三で
す。これが一，二，三，四ならばそれ
らの最大公約数は三になります。

235 ん，ん，あー，なるほど。

236 嗯。 ん。

237 はい，わかりました。はい，えーっと
じゃあ　今ここまで終わりましたよね。

238 嗯。 ん。

239 はい，えーっと，次どうしますか。読むと
したら，どこ読みますか？

240 拓展［つぶやく］，［4秒無
言］，嗯-，这点儿我还是不是看
一下吧，因为观光，观光业的拓展
的话，我想看看它是通过什么样的
方法拓展的。

開拓［つぶやく］，［4秒無言］，んー，こ
れはやはりちょっと読んでみましょう
か。観光，観光業の開拓ならば，それ
がどのような方法で開拓したのかを
ちょっと読んでみたいです。

241 ん，ん，はい，じゃあいきましょうか。

242 嗯-。嗯。［3秒無言］，但是我不
会从头开始读。

んー。ん。［3秒無言］，でも最初から
読むことはできないです。

243 んー，はい，［「はい」のあとは協力者と
発話が重なり聞き取り不能。］



244 就是找几个关键词，比如说大量送
客集客，然后就是，因为它有提示
词，比如说「もはや」，然后「ま
た」，然后一部分富裕的人到大
众。

つまりいくつかキーワードを探して，例
えば大量送客や集客，そして，それは
ヒントとなる言葉があるので，例えば
「もはや」，それから「また」，そして一
部分の富裕の人から大衆へとか。

245 ん，［「ん」のあとは協力者と発話が重な
り聞き取り不能。］，どんな意味なんで
すか246 啊-，［「啊-」のあとはデータ収

集者と発話が重なり聞き取り不
能 ］

あー，［「あー」のあとはデータ収集者
と発話が重なり聞き取り不能。］

247 大量集客，送客の前。

248 啊，啊-。 あ，あー。

249 どんな意味でしょう。

250 もはや，もはや大量［つぶや
く］，［小声でつぶやくが聞き取
り不能］，啊-，もはや就是还是
［つぶやく］，还是的意思，啊。
嗯-。就是还是会受大量，啊-，还
是受大量送客集客，交通，交通工
具的影响。

もはや，もはや大量［つぶやく］，［小
声でつぶやくが聞き取り不能］，あー，
「もはや」は「やはり」です［つぶやく］，
やはりの意味，あ。んー。やはり大
量，あー，やはり大量送客と集客，交
通，交通手段の影響を受けている。

251 ん，んーなるほど。

252 嗯。 ん。

253 はい，わかりました。はい。じゃ，どんど
ん続けましょう。

254 p.184 これに携帯電話とインターネットの急速な普及が拍車をかけ，
若年層は新聞も読まなくなっている。

255 p.184 2−2 ．求められる新たな観光分野の開拓［とばしながら，つまみ
食い的に読む。ところどころマークする。］

市场需，需求的变化。因为市场需
求变化了，所以，所以它催生了观
光，观光业的新的拓展。然后又看
到了宿泊［［「宿泊」という表現
は中国語で普通使用しない］业这
几个关键词。［通訳者が協力者の
発話内容を確認するために，再度
言ってもらう。以下は2回目の発
話である］，宿泊业。［暫く無
言，その後小声でつぶやきながら
読むが聞き取り不能。］，啊-，
然后，就是，这一段大概是讲宿泊
业的一些变化。嗯。然后最后看到
了一个特别观光立国，嗯。

市場ニ，ニーズの変化。市場ニーズ
が変化したので，だから，だからそれ
は観光，観光業の新しい開拓を促進
させました。それからまた宿泊業とい
うこの数個のキーワードが目に入りま
した。［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である］，宿泊
業。［暫く無言，その後小声でつぶや
きながら読むが聞き取り不能。］，
あー，それから，つまり，ここには大体
宿泊業のちょっとした変化が述べられ
ています。ん。そして最後に特別観光
立国が目に入りました。ん。

256 んー，2-2.の最後の段落ですね。

257 嗯，是。 ん。そうです。

258 はい。ん。

259 因为出，出现了观光立国政策，所
以需要开拓新的，那个旅游市场。

観光立国政策が出，出たので，新し
い，その旅行市場を開拓する必要が
あります。

260 ん，なるほど。

261 因为日本的那个观光立国政策当时
在中国我也听，中国的时候也都听
说过，嗯，所以可能这个，这项政
策对，啊-，市场的新，新的发展
有影响。

日本のその観光立国政策は当時中
国でも私は聞，中国に居た時でも聞
いたことがあったので，ん，だから多
分この，この政策は，あー，市場の新
しい，新しい発展に影響を与えまし
た。

262 ん。

263 p.184 3 ．ツーリズムというビジネス［「論文の中心ではない」と言い，
飛ばし読み］

然后下面看三的话就是， それから次は3の，

264 3の，

265 啊-，啊，他［論文筆者のこと］
是想讲旅行这种，这种那，商业模
式。嗯。［3秒無言］，就是怎样
把旅行产业商业化，嗯。ツーリズ
ムビジネスの目的。［無言の後小
声でつぶやくが聞き取り不能］，
但是这一段，啊-，讲得比较多，
所以不会，不会一点儿一点儿读。

あー，あ，彼［論文筆者のこと］は旅行
のこのような，このようなその，ビジネ
スモデルを述べたいのです。ん。［3秒
無言］，つまりどのように旅行産業をビ
ジネス化するか，ん。ツーリズムビジ
ネスの目的［無言のあと小声でつぶ
やくが聞き取り不能］。でもこの段は，
あー，わりと多いですね，だから少し
づつは読むことができ，できないで
す。

266 ん。

267 因为它毕竟是讲的是一个概念。 述べているのは結局概念だからで
す。

268 んー。

269 嗯。［4秒無言］，嗯，因为一篇
论，论文的核心倒不是，最重要的
倒不是这，讲的这些概念或者是背
景。因为还是想，想看作者自己的
观点。

ん。［4秒無言］，ん，論，論文の核心
で，もっとも重要なのはこの，述べて
いるこれらの概念あるいは背景では
ないので。やはり作者自身の観点を
見，見たいからです。

270 んー。

271 p.184 3−1．ツーリズムビジネスの目的　［とばし読み］ 嗯，所以这点的话我大概，会稍微
看一下，嗯。ビジネス目的［つぶ
やく］，［2秒無言］，目的，［3
秒無言］，目的的话，［2秒無
言］，啊，这种「たとえば」什么
的话就大概读一读就好了，是他
［論文筆者のこと］举的例子。

ん，だからこれだけならば大体，ちょっ
と読むことができます，ん。ビジネス目
的［つぶやく］，［2秒無言］，目的，［3
秒無言］，目的ならば，［2秒無言］，
あ，このような「たとえば」とかならば
大体ちょっと読めばいいです。彼［論
文筆者のこと］が挙げた例をです。

272 んー。

273 嗯。 ん。

274 ん。あっ　184ページの後ろから，

275 嗯。 ん。

276 p.185 3−2 ．ツーリズムビジネスの特徴［とばし読み］ 3行目ですね。

277 对。例えば是他［論文筆者のこ
と］，作者举的一个例子，［7秒
無言］，［小声でつぶやきながら
読む，途中「することに」と聞こ
えるがその前後は聞き取り不
能］，嗯。［8秒無言］，啊，这
个可能会稍微看一下。毕竟是特征
嘛。

はい。例えば彼［論文筆者のこと］が，
筆者が挙げた一つの例です。［7秒無
言］，［小声でつぶやきながら読みだ
す。途中「することに」と聞こえるがそ
の前後は聞き取り不能］，ん。［8秒無
言］，あ，これはおそらく少し読むこと
ができます。なんといっても特徴なの
で。

278 3-2.，3-2.のツーリズムビジネスの特
徴。

279 对。特征的话，［暫く無言で読
む，途中「啊」とつぶやく。］，
特征［つぶやく］，嗯-，［3秒無
言］，这一段还是讲的挺理论的，
嗯-，［2秒無言］，讲的经济学的
一些理论。所以，嗯-，「従っ
て」是有关键词。

はい。特徴ならば，［暫く無言で読む，
途中「あ」とつぶやく。］，特徴［つぶや
く］，んー，［3秒無言］，この段落もや
はり理論ですね。んー，［2秒無言］，
経済学の理論を述べています。だか
ら，んー，「従って」はキーワードで
す。

280 あっ，2段落目のね。

281 嗯。 ん。

282 はい。

283 就是逻辑性很强。［通訳者が協力
者の発話内容を確認するために，
再度言ってもらう。以下は2回目
の発話である］，逻辑性很强这一
段。「このような現象は」什么什
么。

論理性が高いです。［通訳者が協力
者の発話内容を確認するために，再
度言ってもらう。以下は2回目の発話
である］，論理性が高いです，この段
落は。「このような現象は」とかです。

284 あー。

285 嗯。 ん。

286 えっと3段落目ですね。

287 嗯。 ん。



288 そうですね。

289 ［暫く無言］，嗯-［つぶや
く］，［暫く無言］，但是因为3-
3.是讲新的一种，啊-，商业模式
的探索，为了理解它可能要了解一
下过去的这个-，啊-，过去的是怎
么样的。所以还是想读一读这一
段。嗯。

［暫く無言］，んー［つぶやく］，［暫く無
言］，でも3-3.は新しい一種の，あー，
ビジネスモデルの模索を述べている
ので，それを理解する為に過去のこ
のー，あー，過去がどうだったかをお
そらく調べなければならないです。だ
からやはりここをちょっと読んでみた
いです。ん。

290 ん。

291 p.185 （中略）。旅行業は，旅行に必要な財・サービスの手配，仲介の
他に旅行に必要ないくつかのサービス商品を個別に購入し，そ
れらを組み合わせ旅行商品として造成し販売する企業である
が，旅行商品は一般に価格競争にさらされやすい商品である。

［小声でつぶやきながら読む，途
中「レストラン，テーマパーク，
そして」とつぶやくが前後は聞き
取り不能］，啊-，旅行商业，比
如，啊-，航空公，公司，旅行代
理店，啊，然后就是这些各种各样
的职，这种各种各样的产业。啊-
，旅行には，な，サービスの［つ
ぶやきながら読む「サービスの」
からは無言で読む，たまにつぶや
くが聞き取り不能］，价格竞争に
さら［つぶやく］，啊啊［閃
く］，然后这句话可能比较重要，
因为旅行商品会受价格影响因素比
较大，啊，旅行商品の，这个。

［小声でつぶやきながら読む，途中
「レストラン，テーマパーク，そして」と
つぶやくが前後は聞き取り不能］，
あー，旅行ビジネス，例えば，あー，
航空会，会社，旅行代理店。あ，それ
からこれらの様々な職，このような
様々な産業。あー，旅行には，な，
サービスの［つぶやきながら読む。
「サービスの」からは無言で読む。た
まにつぶやくが聞き取り不能］，価格
競争にさら［つぶやく］，ああ［閃く］，そ
してこの言葉はわりと重要です。なぜ
なら旅行商品は価格の影響を受ける
要素がわりと大きいからです。あ，旅
行商品の，この。［「この」のあとにつ
ぶやくが聞き取り不能。］

292 あっ，えっと，一段落目の後ろから1，2，
3，4，5行目のところですね。

293 嗯-，对。 んー，はい。

294 旅行商品は，はい。

295 啊-，因为它这是它的一个特性。
［通訳者の「この言葉はどうです
か，どう思いますか」の問いに答
える。］，嗯。因为下面讲的是随
着价格的变化。

あー，なぜならそれはこれはその一つ
の特性だからです。［通訳者の「この
言葉はどうですか，どう思いますか」
の問いに答える。］，ん。次に価格の
変化につれてと述べているので。

296 んー，はい。

297 嗯。［暫く無言で読む，たまにつ
ぶやくが聞き取り不能］，价格竞
争的であると言える［つぶや
く］，嗯-，因为这个价格呢，还
会影响到航空公司的一些服务。就
是，啊-，增加国内航线啊，还是
国际线。就是旅行产品竞争还是会
受价格竞争的影响。

ん。［暫く無言で読む，たまにつぶやく
が聞き取り不能］，価格競争的である
と言える［つぶやく］，んー，なぜならこ
の価格は，また航空会社のいくつか
のサービスに影響するからです。つま
り，あー，国内路線の増加とか，また
は国際線。旅行商品の競争はやはり
価格競争の影響を受けます。

298 んー，えっと，それはー，えっとー，一
番，2段落目のとこですね。

299 嗯。 ん。

300 2段落目の，今「この辺」を言ったんです
か？

301 是。 そうです。

302 国際線では。

303 嗯。 ん。

304 とか同一路線。

305 嗯。就是价格这个因素还会影响
到，啊-，航空公司。

ん。価格というこの要素はまた，
あー，航空会社に影響します。

306 ん。

307 嗯。 ん。

308 はい。

309 嗯。［3秒無言］，然后实际原来
的那种旅行，旅行商业的特征就是
跟价格关系很，很多。

ん。［3秒無言］，そして実際元々のそ
のような旅行，旅行ビジネスの特徴は
価格との関係がとても，とても多いで
す。

310 ん，あ，今3段落目ですね。

311 就是各个旅行社为了获得顾客的青
睐，肯定是在价格上，嗯，来实现
利润的最大化。［「最大化」のあ
とはつぶやきながら読むが聞き取
り不能，その後無言］，价格の差
別化である［囁く］，その代表的
な价格の決定方法は价格の差別化
や最大利益の，あ，确保を目指し
たイールドマネジメントでありこ
れは一種の価格の差別化である。
［つぶやきながら読む。］，啊-
，这，最后一句话也是要看一下。

つまり各旅行社が顧客の人気を得る
為に，絶対に価格面で，ん，利益の最
大化を実現します。［「最大化」のあと
はつぶやきながら読むが聞き取り不
能，その後無言］，価格の差別化であ
る［囁く］，その代表的な価格の決定
方法は価格の差別化や最大利益の，
あ，確保を目指したイールドマネジメ
ントでありこれは一種の価格の差別
化である。［つぶやきながら読む。］，
あー，ここ，最後の一文も読まなけれ
ばなりません。

312 ん。

313 嗯。 ん。

314 えっと，

315 因为那， なぜならそれは，

316 後ろから3，4行目の。

317 嗯。 ん。

318 ですかね。その代表的な，

319 因为它讲的是一种价格决定手法。
然后因为后面「注)」的，我，也
讲点讲点什么叫「イールドマネジ
メント」。

なぜならそれは価格決定のやり方を
述べているからです。そして後ろに
「注)」があって，私は，また何て何だっ
け「イールドマネジメント」という。

320 ん。

321 3 −3．新たなビジネスモデルの模索［飛ばし読み］ 观光［つぶやく，「观光」のあと
は聞き取り不能］が顾客に対して
［つぶやく］，おー，啊啊，就是
往届的那种旅行，旅行商业的特征
还是通过价格，价格来吸引观光，
观光客，价格，通过价格来吸引顾
客。嗯-，［暫く無言］，然后呢
就来看新的那种商业模式是怎样的
了。嗯，嗯-。［つぶやく。］

観光［つぶやく，「観光」のあとは聞き
取り不能］が顧客に対して［つぶや
く］，おー，ああ，つまり前のそのような
旅行，旅行ビジネスの特徴はやはり
価格によって，価格で観光客を集めま
した，観光客，価格，価格で顧客を集
めました。んー，［暫く無言］，そして新
しいそのようなビジネスモデルはどの
ようなものかを見てみます。ん，んー。
［つぶやく。］

322 3-3.ですね。

323 嗯。 ん。

324 はい。

325 ［つぶやきながら読むが聞き取り
不能，その後暫く無言］

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能，その後暫く無言］

326 はい，

327 嗯-。 んー。

328 じゃあ，最初からどうですか。



329 p.185 ［暫く無言］，それぞれの企业が
彼らの顾客に対してそれぞれの价
值を创造することで［つぶやきな
がら読む］，就是-，嗯-，成功的
企业，啊-，试验企业独自，啊-，
［暫く無言で読む，たまにつぶや
くが聞き取り不能］，嗯-，就是
对顾客采用各种的价值创造手段。
企业が独自の手法を顧客に［つぶ
やきながら読むが「顧客に」のあ
とは聞き取り不能］，就是通过控
制，嗯-，价格，就，就是给顾客
最大的优惠怎样能，怎样能得到顾
客的青睐。嗯-，就是成功企业的
一些经验。それらのパッケージを
組み合わせて商品化し個別に［小
声でつぶやく，「個別に」のあと
は無言］，嗯-，然后举，举了一
个例子，实际这点事啊。嗯-，就
是还是顾客啊，个别购入提供一种
新的价格选择给顾客。［「顾客」
のあとはつぶやくが聞き取り不
能］，嗯-，Carrierと呼ばれる，

［暫く無言］，それぞれの企業が彼ら
の顧客に対してそれぞれの価値を創
造することで［つぶやきながら読む］，
つまりー，んー，成功している企業
は，あー，企業が独自に，あー，［暫く
無言で読む，たまにつぶやくが聞き取
り不能］，んー，顧客に対して様々な
価値創造手段を試みています。企業
が独自の手法を顧客に［つぶやきな
がら読むが「顧客に」のあとは聞き取
り不能］，価格を，んー，抑えることに
よって，つ，つまり顧客に最大のサー
ビスをしてどのように，どのように顧客
の人気を得るか。んー，これが成功し
ている企業の経験です。それらのパッ
ケージを組み合わせて商品化し個別
に［小声でつぶやく，「個別に」のあと
は無言］，んー，それから例を挙げ，
挙げています。実際はこういう事です
よと。んー，つまりやはり顧客は，個
別購入は一種の新しい価格選択を顧
客に与えました。［「顧客」のあとはつ
ぶやくが聞き取り不能］，んー，
Carrierと呼ばれる，とCost　Carrierと
呼ば航空会社の［つぶやく。］

330 あ，ちょ，ちょっと戻ってもいいですか。

331 嗯。 ん。

332 ここの段落ですけど片仮名の，えーっ
と，あ，えーっと，ひとつ前か，「その昔
は」の段落ですけど，この辺はちょっと
どんな意味なんでしょうかね。

333 p.185 （中略）その昔は，旅行業の先駆者といわれるトーマス・クックが
考案した旅客輸送業や宿泊業との価格交渉によって，それらの
パーツを組み合わせて商品化し，顧客が個別に購入するよりも
安価な価格で提供することで，新たな価値を顧客に提供したの
である。

くる者［「くるもの」と言う，
「先駆者」のことかと思われる］
といわれるトー，トーマス・クッ
クが考察［「考案」を読み間違え
る］した，啊-，旅行，

くる者［「くるもの」と言う，「先駆者」の
ことかと思われる］といわれるトー，
トーマス・クックが考察［「考案」を読み
間違える］した，あー，旅行，

334 この辺のとこかな。

335 ちょっと待って［つぶやく］，
［3秒無言］，嗯？，就是这个-，
啊-，旅行业这个先驱者，［「先
驱者」のあとは聞き取り不能］
就这个，这个，这个人。

ちょっと待って［つぶやく］，［3秒無
言］，ん？，つまりこのー，あー，旅行
業この先駆者です。［「先駆者」のあと
は聞き取り不能］ これ，これ，この人。

336 ん。えーっと，もっと詳しく言うと？

337 啊-，トーマス・クック，他考察了
旅，啊-，旅客运送，运，运输业
还有那个宿泊［［「宿泊」という
表現は中国語で普通使用しない］
业的价格，价格交涉，嗯-。［6秒
無言］，然后各种旅行，［3秒無
言］，啊啊，啊-，それらのパー
ツを組み合わせて商品，お，啊-
［閃く］，把这些部分组合商品
化。是顾客能购物到更加便宜的产
品。啊-，也就是说，啊-，旅客运
输，运输是会有一个价格。然后再
加上宿泊的这个价格，就这两个部
分把它组合，排列组合，给顾客提
供一种最最实惠的。嗯。因为现在
JTB旅行社也会给你推出各种，比
如说你们走新干线啊，还是坐飞机
啊，去另外一个地方。然后你住
的，对住宿是想住便宜的还是贵
的。所以这两个就可以价格互相组
合，给顾客提供一个新的价格，价

あー，トーマス・クック，彼は旅，あー，
旅客運送，運，運送業とその宿泊業
の価格を調査して，価格交渉をしまし
た。んー。［6秒無言］，そして各種の
旅行，［3秒無言］，ああ，あー，それら
のパーツを組み合わせて商品，お，
あー［閃く］，これらの部分を組み合わ
せて商品化しました。顧客が更に安い
商品を購入できるようにしました。
あー，つまり，あー，旅客運送，運送
も価格があります。そして更にプラス
して宿泊のこの価格，この二つの部
分を組み合わせて，並べて組み合わ
せて，顧客に最も最も実利的なものを
提供しました。ん。今はJTB旅行社も
色々なものを出しています。例えば新
幹線で行くのか，飛行機に乗るのか，
また他の場所へ行くのか。そして泊ま
るところも，宿泊は安いところがいい
のか高いところがいいのか。だからこ
の二つは価格をお互いに組み合わせ
ることができ，顧客に新しい価格，価
格の選択を提供しています。ん。ん。

338 ふーん，じゃあ，これ［「トーマス・クック」の
部分を指さして］何ですかね，ここ［「トーマ
ス・クック」の部分を指さして］は。

339 あー，といわれるトーマス・クッ
ク［つぶやく］，トーマス・クッ
ク，トーマス・クック，我以为是
人名吧，或者是一个公司。先驱者
嘛。啊，［「啊」のあとは聞き取
り不能］，有可能。反正是人或者

あー，といわれるトーマス・クック［つ
ぶやく］，トーマス・クック，トーマス・
クック，私は人名だと思います，ある
いは会社。先駆者でしょ。あ，［「あ」の
あとは聞き取り不能］，おそらく。いず
れにせよ人か会社です。

340 あっ，人か会社の名前。

341 トーマス・クック，トーマス・クッ
ク，トーマス・クック。

トーマス・クック，トーマス・クック，トー
マス・クック。

342 はい，わかりました。はい。

343 嗯。 ん。

344 えっとー，今ここまで来ましたね，はい，
それじゃ，結構，沢山，話して，ちょっ
とー，休憩しましょうか。

345 啊啊，好的。 ああ。はい。

346 そ，そうですね。はい。じゃーちょっとここ
で休憩しましょう。お疲れ［音声終了］。

347 ［音声開始］はい，じゃあ，さっきー，ここ
まで読んでじゃあ次ー，どうしますか
ね？次はどのへんから読みましょうか。

348 嗯-。 んー。

349 まあ，時間もねー，ちょっと限られてきた
んでねー，

350 はい。 はい。

351 大事なところだけ。

352 p.185 3−4．観光は21世紀をリードできる産業［飛ばし読み］ 3-4.［「さんのよん」と日本語で
言う］，啊-，观光产业是21世纪
的，啊-，领导产业，嗯。嗯，但
是这一点应该不用仔细读。因为它
就是大概跟观光立国那种政策差不
多，嗯。就阐述一下它为什么重
要，嗯。嗯。所以这个部分跳过
去。

3-4.，あー，観光産業は21世紀を，
あー，リードする産業です。ん。ん，で
もここは詳しく読まなくてもいいと思い
ます。なぜならそれは大体観光立国
それらの政策とほとんど同じだからで
す。ん。それがどうして重要なのかを
詳しく述べています。ん。ん。だからこ
の部分は飛ばします。

353 はい。

354 p.186 4 ．スポーツツーリズム 但是4是，啊-，体，体育，体育观
光。

だけど4は，あー，ス，スポーツ，ス
ポーツツーリズム。

355 はい。

356 p.186 ツーリズムには様々な形態が存在する。

357 p.186 生態系や地域固有の文化など地域資源を守りながら観光を推
進し，地域活性化を図ることを目推す「エコツーリズム」，過疎化
する農村の振興対策や農村景観の保全などを目的にした農村
観光，農業観光を「グリーンツーリズム」，高度な医療と多様な
健康法を求める「メディカルツーリズム」・「ヘルスツーリズム」，
学習を目的にする「スタディツーリズム」，世界遺産，文化，自然
などを継承・保存することを「ヘリテージツーリズム」などなど多
種にわたるッーリズムの中で，次の旅行産業の成長過程に大き
な効果と期待がもてる「スポーツツーリズム」について探ってみ
たい。

啊，这个［「这个」のあとは聞き
取り不能］ 看一下，因为毕竟本
文的题目就是体育观光。［「观
光」のあとにつぶやくが聞き取り
不能］，［2秒無言］，嗯-，［暫
く無言］，但是因为前面这几段还
是定义值，嗯-，定义的感觉。比
如写是什么叫ツーリズム。嗯-，
［3秒無言］，啊-，保存すること
ツーリズム［つぶやく］，［無言
のあとつぶやきながら読むが聞き
取り不能］ 嗯 啊 这点开始

あ，これ［「これ」のあとは聞き取り不
能］は読んでみます。さすがに本文の
テーマがスポーツツーリズムだからで
す。［「ツーリズム」のあとにつぶやく
が聞き取り不能］，［2秒無言］，んー，
［暫く無言］，でも前のこの何段落かは
やはり定義値なので，んー，定義の
感じがします。例えば何をツーリズム
というのかとか。んー，［3秒無言］，
あー，保存することツーリズム［つぶ
やく］，［無言のあとつぶやきながら読
むが聞き取り不能］，ん，あ，ここから
始めます

358 はい。

359 因为他［論文筆者のこと］说，本
文，

なぜなら彼［論文筆者のこと］は言っ
ているので，本文で，

360 「ここでいう」ですね。

361 p.186 ここでいう「スポーツツーリズム」とは，世界観光機構（WTO ）の
定義を採用し，「スポーツやスポーツベントへの参加・観戦・応
援を主目的にして目的地を訪れ，少なくても24時間以上その目
的地に滞在する旅行」のことを指す。

嗯，本文说的スポーツツーリズム
指的是，

ん，本文で言うスポーツツーリズムと
いうのは，

362 はい，2段落目ね。はい。



363 啊-，嗯。WTO的，啊-，采用了WTO
的定义，嗯。就是体育和体育，嗯
-，体育比赛的参加，啊-，观战，
支援，嗯-，为目的，啊-，到那个
举办这场，啊-，体，体育，啊-，
体育比赛的地方。至少24小时以上
在此地停留旅行，嗯。

あー，ん。WTOの，あー，WTOの定義
を採用しました，ん。つまりスポーツや
スポーツ，んー，スポーツ大会への参
加，あー，観戦，応援，んー，を目的と
し，あー，その行われている場所を，
あー，ス，スポーツ，あー，スポーツ大
会の場所を訪れる。少なくとも24時間
以上はこの地に留まる旅行，ん。

364 p.186 また，旅行スタイルによって，スポーツを主目的とするスポーツ・
ツーリスムと観光が主目的のツーリズム・スポーツに二分するこ
とができる。

［つぶやくが聞き取り不能］，
嗯，嗯嗯嗯［小声でつぶやく］，
啊，然后讲了，啊-，スポ，啊-就
是体育观光的分，分类。［「分
类」のあとにつぶやくが聞き取り
不能］，就是-，啊-，以体育为主
要目的的，嗯-，的体育观光，
［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である］
啊-，体，啊啊，体育观光，以观
光为目的的体育观光。分成这两
个。以体育为目的［通訳者の「一
つ目は」に対する回答］，啊，
嗯，是以观光为主要目的。［通訳
者の「二つ目は」に対する回
答。］

［つぶやくが聞き取り不能］，ん，んん
ん［小声でつぶやく］，あ，それから，
あー，スポ，あースポーツツーリズム
の分，分類を述べています。［「分类」
のあとにつぶやくが聞き取り不能］，
つまりー，あー，スポーツを主な目的
とした，んー，スポーツツーリズム，
［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である］あー，ス，あ
あ，スポーツツーリズム，観光を目的
とするスポーツツーリズム。この二つ
に分かれます。スポーツを目的とした
［通訳者の「一つ目は」に対する回
答］，あ，ん，観光を主な目的としたも
のです［通訳者の「二つ目は」に対す
る回答。］。

365 p.186 さらに前者は，直接スポーツ競技イベントに参加するハードな定
義と，レクレーショナル・スポーツイベントへの参加やスポーツ
観戦を主目的とするソフトな定義に分けられる。

［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，とらえて差し支えないだ
ろう［小声でつぶやく］，那前者
就是会直接去，啊-，参加这些体
育比赛啊，或者就是，啊-，或者
就是观看这些体育比赛。

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，とらえて差し支えないだろう［小
声でつぶやく］，ならば前者は直接
行って，あー，これらのスポーツ競技
に参加したり，あるいは，あー，あるい
はこれらのスポーツ競技を観覧する。

366 p.186 後者もまたスポーツツーリズムの範疇ととらえて差支えないだろ
う。

またスポーツツーリズムのとらえ
て［小声でつぶやく］，後者もま
たスポーツツーリズムの範囲
［「範疇」を言い間違える］とと
らえて差し［つぶやく］，啊啊，
［「啊啊」のあとに小声でつぶや
くが聞き取り不能］，嗯-，后者
也可以定，就是以观光为，为目的
的，嗯，也，嗯，也无可否定吧。
差しえない［「差し支えない」を
言い間違える］，就，嗯-，就是
也无可否。［「定」と言う前に
データ収集者の発話が入る。］

またスポーツツーリズムのとらえて
［小声でつぶやく］，後者もまたスポー
ツツーリズムの範囲［「範疇」を言い間
違える］ととらえて差し［つぶやく］，あ
あ，［「ああ」のあとに小声でつぶやく
が聞き取り不能］，んー，後者も，つま
り観光を目的，目的としてもいいで
す。ん，また，ん，また否定できないで
しょう。差しえない［「差し支えない」を
言い間違える］，つまり，んー，つまり
また否［「定」と言う前にデータ収集者
の発話が入る。］できないです。

367 あっ，否定できないという意味ですね。

368 嗯。とらえて差しえないだろう，
嗯

ん。とらえて差しえないだろう，ん。

369 あっ，じゃ，ちょっと確認ですね。えっ
とー，「こう」ありますよね。上から2行目
の「二分」何何。これ，もうちょっと詳しく
教えて下さい。

370 啊-，就是分成这两个部分。因为
它不是体育观光嘛，也是，也，可
以分成也，主要，啊-，参加，
啊，看这个体育赛事为目的。或者
你的主要目的是实际是想去这个地
方来玩，观光。然后顺便它又举行
了体育，啊-，体育比赛。所以你
要去看看这个体育比赛。是重点是
观光还是体育。是观光，嗯，嗯。

あー，つまりこの二つの部分に分かれ
ます。それはスポーツツーリズムです
よね，また，また，主に，あー，このス
ポーツ競技を見るのが目的で，あ，参
加するのに分けることができます。あ
るいは主な目的が実際この場所に遊
びにいきたい，観光であるもの。そし
てついでにそれはスポーツ，あー，ス
ポーツ競技を開催する。だからこのス
ポーツ競技をちょっと見に行きたいと。
重要なのは観光かスポーツかです。
観光かです，ん，ん。

371 んーなるほど，はい，えーっと，もう一つ
いいですかね。えーっと，「これ」です
ね。2行目の「前者」っていうのとね，

372 ぜ，前者は， ぜ，前者は，

373 「これ」はーなんでしょうか。

374 那就是-前面讲的以这个スポーツ
为主要目的的，啊啊。

それはつまりー前に述べたこのス
ポーツを主な目的としたものです，あ
あ。

375 んー。

376 啊，以体育为主要目的的观光，体
育观光。

あ，スポーツを主な目的とした観光，
スポーツツーリズム。

377 んー。あっ，どうしてそう思いましたか。

378 嗯-，因为它不是分成了两个嘛，
那前者就是他［論文筆者のこと］
讲的スポーツを主目的とするス
ポーツツーリズム和观光，嗯。

んー，それは二つに分かれています
よね，ならば前者はつまり彼［論文筆
者のこと］が述べているスポーツを主
目的とするスポーツツーリズムと観
光，ん。

379 んー，なるほど，はい。じゃあもう一つな
んですけど，えーっとこの上から1，2，
3，「この辺」ですかね，えーっと，「この
辺」ちょっともうちょっとこうー，「この辺」
ですね。「ここ」のとこちょっと，あのー，
意味を教えて下さい。

380 好的。 はい。

381 「さらに」，からですね。

382 ［3秒無言］，ハードな定義とレ
クレーショ，ショナル・スポーツ
イベントへの参加やスポーツ観戦
を主目的とするソフトな定義に分
けられる［つぶやきながら読
む］，啊啊，就是说前者不是以体
育观，体育为重点的体育观光。但
是它的定义呢，能分两个。一个是
这种硬的，啊-，对，就是稍微，
稍微书面化一点儿的定义。然后后
面一个就是-，啊-，嗯-，ソフト
な定义就是，啊啊，嗯-，啊，
ハードの定義とソフトの定義，嗯
-，［「嗯-」のあとつぶやくが聞
き取り不能］な定義とレクレー
ショナル・スポーツイベントへの
参加やスポーツ観戦を目的とする
ソフトな定義［つぶやきながら読
む］，啊啊［閃く］，啊-，广义
吧，应该这个是ハード也有，就是
特别，至于字面的，至于字面。
［通訳者が協力者の発話内容を確
認す ため 再度言 も

［3秒無言］，ハードな定義とレクレー
ショ，ショナル・スポーツイベントへの
参加やスポーツ観戦を主目的とする
ソフトな定義に分けられる［つぶやき
ながら読む］，ああ，つまり前者はス
ポーツツ，スポーツに重点を置いたス
ポーツツーリズムじゃないですか。で
もその定義は，二つに分けることがで
きます。一つはこのようなハードの，
あー，そう，少し，少し書面語的な定
義です。そして後者はつまりー，
あー，んー，ソフトな定義つまり，あ
あ，んー，あ，ハードの定義とソフトの
定義，んー，［「んー」のあとつぶやく
が聞き取り不能］な定義とレクレーショ
ナル・スポーツイベントへの参加やス
ポーツ観戦を目的とするソフトな定義
［つぶやきながら読む］，ああ［閃く］，
あー，広義でしょう，これはハードでま
た，特に，字面の，字面だけのです。
［通訳者が協力者の発話内容を確認
する。］んー，つまり。ん。ん。［通訳者
の「狭い意味」「狭義の定義］の訳に
同意する。］ソフトは広い，広義。ん，
ん

383 あっ，どうしてそのように考えましたか。

384 嗯-，ハードの定義［つぶや
く］，因为，啊-，嗯，前者说是
ハードの定義是就直接参加到比赛
中了。因为说是体育观光。但是实
际游客来的时候不可能，很少有直
接参加这些体育比赛的。 除了运
动选手，嗯。所以一般都是来观看
比赛的。レクレーショナル。［つ
ぶやく］。

んー，ハードの定義［つぶやく］，なぜ
なら，あー，ん，前者の言うハードの
定義というのは直接試合に参加する
ことです。スポーツツーリズムと言って
いるので。でも実際に観光客が来た
時直接これらのスポーツ競技に参加
することは少ないし，ありえないです。
アスリート以外は，ん。だから普通は
試合を見に来るのです。レクレーショ
ナル。［つぶやく］。

385 あ，そちらはどっちですか。そのー観戦
に行くのが？

386 観戦に，啊-，去，来观战的就是-
广义的定义。

観戦に，あー，行く，観戦に来るのは
つまりー広義の定義。

387 あ，広義の定義。んー，はい。じゃ，そ
のーハードな定義とソフトな定義ってい
うのは簡単に言うと，どういう意味か，も
う一度，教えてください。



388 啊-，ハード，啊-，简单来说就
是，嗯-，狭い定義。

あー，ハード，あー，簡単に言うと，
んー，狭い定義。

389 狭い定義。

390 と広い正義。［「定義」を言い間
違える。］

と広い正義［「定義」を言い間違え
る。］。

391 広い，

392 広い定義。 広い定義。

393 はい，ハードが狭くて，

394 嗯。 ん。

395 ソフトが広い。

396 嗯。 ん。

397 はい，わかりました。はい，じゃ，続けて
いきましょうか。

398 p.186 日本生産性本部「2011年レジャー白書」によると，日本の余暇
市場は約68兆円，内スポーツ関連が4 兆円，観光関連が10兆
円に及ぶ市場規模（合わせると20％ 以上） を占め，スポーツと
ツーリズムは共に大衆的なレジャー活動として多くの入に享受
されている。

好的。［暫く無言］，嗯-，［3秒
無言］，下面一段的话，最重要的
一句话就是，ス，スポーツとツー
リズムは，啊-，共に大衆的なレ
ジャー活動として多くの人に，

はい。［暫く無言］，んー，［3秒無言］，
下の段で，最も重要な一言は，ス，ス
ポーツとツーリズムは，あー，共に大
衆的なレジャー活動として多くの人
に，

399 んー，はい。2段落目の1，2，3，4，5行
目ですね。

400 p.186  したがって，個々のマーケットにアプローチをかけるよりも，そ
れらを包括的に結び付けることによって，より大きな相乗効果を
期待するほうが理にかなった方法論とも言えるであろう。

401 p.186 スポーツツーリズムは，スポーツ産業と旅行産業が結び付いた
ものであり，今後国内外での事業・産業は，以下に列挙したスタ
イルをはじめとして飛躍的に拡大していくと思われる。

嗯，就是说体育和观光，啊-，
对，作为一项重要的大众活动，
很，很多人都在享受。所以才有最
后一段的结论。啊-，スポーツ
ツーリズム就是，啊-，所谓的体
育产业就是，体育观光就是体育产
业和旅行产业结合起来。［「结合
起来」のあとはつぶやきながら読
むが聞き取り不能］，列挙
［「れっじゅ」と言う］したスタ
イルをはじめとして，［「とし
て」のあとはつぶやくが聞き取り
不能］，啊-，今后，啊-，国内外
的事业・产业，［「产业」のあと
はつぶやくが聞き取り不能］，啊
-，スタイルをはじめと［つぶや
く］，啊-，以，以下列举的，啊-
，形，形式，啊-，か，啊-，会得
到一个飞跃的，啊-，发展和扩
大 嗯 ［5秒無言 ］

ん，つまりスポーツとツーリズムは，
あー，そう，重要な大衆活動として，と
て，とても多くの人が皆享受していま
す。だから最後に結論があります。
あー，スポーツツーリズムはつまり，
あー，いわゆるスポーツ産業つまり，
スポーツツーリズムはスポーツ産業と
旅行産業が結びついたものです。
［「結びついたもの」のあとはつぶやき
ながら読むが聞き取り不能］，列挙
［「れっじゅ」と言う］したスタイルをはじ
めとして，［「として」のあとはつぶやく
が聞き取り不能］，あー，今後は，
あー，国内外の事業・産業は，［「産
業」のあとはつぶやくが聞き取り不
能］，あー，スタイルをはじめと［つぶ
やく］，あー，以，以下に列挙した，
あー，形，形式が，あー，か，あー，飛
躍的に，あー，発展をし拡大します。
ん。［5秒無言。］

402 じゃあ次はどういう風に読みますか？

403 p.186 4 −1 ．イベントとしてのスポーツツーリズム［重要な言葉にマー
クしながらざっと読み飛ばす］

［つぶやきながら読むが聞き取り
不能］，としてのスポーツツーリ
ズム［つぶやく］，啊-，下面它
就讲了一个，啊，啊-，スポーツ
ツーリズム的分类。嗯。一个是，
啊-，「体育活动として」。然
后，啊-。

［つぶやきながら読むが聞き取り不
能］，としてのスポーツツーリズム［つ
ぶやく］，あー，次にそれが述べてい
るのは，あ，あー，スポーツツーリズ
ムの分類です。ん。一つ目は，あー，
「体育活動として」です。それから，
あー。

404 あ，4-1.ですね。

405 嗯。然后是旅行。然-。 ん。それから旅行です。それー。

406 4-2.ですね。

407 ［つぶやくが聞き取り不能］，然
后是，啊-，啊-，地域发展。［暫
く無言］，啊啊［閃く］，不是，
刚才不是种类，不是分类。因为4-
4.讲的才是种类。

［つぶやくが聞き取り不能］，それか
ら，あー，あー，地域の発展です。［暫
く無言］，ああ［閃く］，違います。先程
のは種類ではないです。分類ではな
いです。なぜなら4-4.で述べているの
が種類だからです。

408 あー。

409 ふーふーふーふ［鼻歌］，看一下
［つぶやく］，［暫く見てい
る］，这点儿讲的是讲，讲什么呢
［つぶやく］，［3秒無言］，
啊，还是对它一个定义的解释。因
为它还是在スポーツツーリズム底
下的小标题。嗯。啊-，［3秒無
言］，就是-，这样一个体育，体
育，啊-，比赛，作为的一个，啊-
，那个体育观光。

ふーふーふーふ［鼻歌］，見てみま
しょう［つぶやく］，［暫く見ている］，こ
こで話しているのは，何を話，話して
いるのかな［つぶやく］，［3秒無言］，
あ，やはりそれに対する定義の説明
です。なぜならそれはやはりスポーツ
ツーリズムの下にあるサブタイトルな
ので。ん。あー，［3秒無言］，つま
りー，このようなスポーツ，スポーツ，
あー，競技，としての，あー，そのス
ポーツツーリズム。

410 ん，あ，4-1.ですね。

411 嗯。 ん。

412 はい。

413 p.186 オリンピック，サッカーワールドカップなどスポーッの国際大会で
は海外からも含めてたくさんの人々が開催地を訪れる。

414 p.186 各種の博覧会，祭りと同じく集客力の非常に高いイベントツーリ
ズムの一つとして位置づけられる。

415 p.186 2008年に新設された観光庁も2010年に「スポーツツーリズム推
進連絡会議」を組織して，「観るスポーツ」，「するスポーツ」はも
ちろん，国際スポーツイベントの誘致・開催などの「支えるス
ポーツ」も含めた，総合的なスポーッ観光の推進により，インバ
ウンド拡大および「国内観光振興を図ること」も目指している。

那当然比方，啊-，就是比如说，
啊-，スポーツの国際［「こくさ
い」と日本語で言う］大会，国际
的，那些体育比赛。［暫く無
言］，嗯，嗯，然后，い，啊-，
観るスポーツ，啊-，するスポー

ならば当然例えば，あー，例えば，
あー，スポーツの国際大会，国際の，
それらのスポーツ競技です。［暫く無
言］，ん，ん，それから，い，あー，観
るスポーツ，あー，するスポーツ，国
際スポーツ。

416 ん，あ，2段落目のね。

417 嗯。啊啊［閃く］，スポーツイベ
ントの誘致・開催などの「支える
スポーツ」，啊，就是通过举办，
这些体育盛，盛会来促进那个-，
嗯，体育观光。［通訳者が協力者
の発話内容を確認するために，再
度言ってもらう。以下は2回目の
発話である］啊-，啊，促进体育
观光

ん。ああ［閃く］，スポーツイベントの誘
致・開催などの「支えるスポーツ」，
あ，つまりこれらのスポーツイベ，イベ
ントを行うことによりそのー，ん，ス
ポーツツーリズムを促進する。［通訳
者が協力者の発話内容を確認するた
めに，再度言ってもらう。以下は2回目
の発話である］あー，あ，スポーツ
ツーリズムを促進する。

418 はい。

419 p.186 4−2．旅行モチベーションとしてのスポーツ［ここもざっと読み飛
ばす。一番最後の段落を読んで終わろうとしたので，２段落目
に戻って詳しく読んでもらった。］

嗯-，［2秒無言］，旅［日本語で
「りょ」と言う］，然后下面是モ
チベーション？

んー，［2秒無言］，旅［日本語で「りょ」
と言う］，それから次はモチベーション
です？

旅行商品は，は

420 4-2.，はい。

421 嗯-，モチベーション是一种动
力，就是作为一种旅行，旅行动力
的。动力。动力，啊-，嗯。
［「嗯」のあとは少しつぶやきな
がら読むが聞き取り不能］，［暫
く無言］，［つぶやくが聞き取り
不能］，嗯-，観光は「非日常」
と言われてきた［つぶやく］，
［暫く無言，たまにつぶやくが聞
き取り不能］，就是-，啊-，人们
都会有各自的爱好和兴趣。啊-，
所以这种观光也是作为，啊-，一
种，一种人们平时休闲的兴趣，爱
好。嗯-。観光は「非日常」と言
われてきた。だからといってこれ
ら，それで［つぶやく］，［暫く
無言］，嗯-，［暫く無言］，下
面因为比较长，举的一些例，例
子。所以我，我可能会直接看最后
一段了，嗯。スポーツを愛する人
は ［「人は」のあとつぶやくが

んー，モチベーションは一種の原動力
です。つまり一種の旅行，旅行の原動
力としての。動力。動力，あー，ん。
［「ん」のあとは少しつぶやきながら読
むが聞き取り不能］，［暫く無言］，［つ
ぶやくが聞き取り不能］，んー，観光
は「非日常」と言われてきた［つぶや
く］，［暫く無言，たまにつぶやくが聞き
取り不能］，つまりー，あー，人々は皆
各自の趣味と興味をもっています。
あー，だからこのような観光もまた，
あー，一種の，一種の人々が普段レ
ジャーの興味，趣味としてです。
んー。観光は「非日常」と言われてき
た。だからといってこれら，それで［つ
ぶやく］，［暫く無言］，んー，［暫く無
言］，次はわりと長いので，いくらか
例，例が挙げてあります。だから私
は，私はおそらく直接最後の段落を読
みます。ん。スポーツを愛する人は，
［「人は」のあとつぶやくが聞き取り不
能］，ああ［閃く］，スポーツが好きな人
です。

422 4-3.の一つ前の段落ですね。

423 嗯，是。 ん，はい。

424 スポーツを。



425 就是喜欢体育的人，［暫く無言，
たまにつぶやきながら読むが聞き
取り不能］，人気を集めているわ
けではない，若者の人口は減って
いるし増え続けて［つぶやく］，
［3秒無言］，啊-，ブームも手
伝って確かに［つぶやく］，啊啊
［閃く］，［「啊啊」のあとにつ
ぶやくが聞き取り不能］，这是，
啊-，随着，啊，健康理念的普
及，嗯，健康，所以爱好体育的人
越来越多了。嗯-，［つぶやきな
がら読むが聞き取り不能］，啊啊
［閃く］，但是因为，嗯-，比如
说原来有很多人喜欢滑雪，但是现
在可能就减少了。

スポーツが好きな人は，［暫く無言，た
まにつぶやきながら読むが聞き取り
不能］，人気を集めているわけではな
い。若者の人口は減っているし増え続
けて［つぶやく］，［3秒無言］，あー，
ブームも手伝って確かに［つぶやく］，
ああ［閃く］，［「ああ」のあとにつぶやく
が聞き取り不能］，これは，あー，あ，
健康理念の普及に伴って，ん，健康，
だからスポーツを愛好する人はだん
だん多くなってきました。んー，［つぶ
やきながら読むが聞き取り不能］，あ
あ［閃く］，だけど，んー，例えば元々
多くの人はスキーが好きでしたが，現
在はおそらく減少しました。

426 所以他［論文筆者のこと］这一段
想表达的，就是-，啊-，啊，体育
观光的话，［4秒無言］，要发展
体育观光这个产业的话，就是还是
要把握，啊-，运动，运动发展的
动向。比如说现在最流行什么？哪
一种体育是，嗯-，比如说原来滑
雪的很多，但是现在就不是了。
嗯。比如说在日本野球［「やきゅ
う」と日本語で言う］就比较流
行，嗯。所以要把握这个体育，体
育哪一方面比较有人气。嗯。这样
才能促进体育观光商业的发展。
嗯。

だから彼［論文筆者のこと］がここで表
現したいのは，つまりー，あー，あ，ス
ポーツツーリズムならば，［4秒無
言］，スポーツツーリズムこの産業を
発展させたいならば，やはり，あー，
スポーツ，スポーツ発展の動向を把
握しなければなりません。例えば現在
最も流行しているのは何か？どのス
ポーツが，んー，例えば元々スキーが
とても多かったけど，今はそうではな
いです。ん。例えば日本では野球が
わりと流行しています。ん。だからこの
スポーツ，スポーツのどれがわりと人
気があるのかを把握しなければなりま
せん。ん。こうしてこそスポーツツーリ
ズムビジネスの発展を促進することが

427 ん，はい，じゃごめんなさいね。さっき
「この辺」ちょっと長くてって言ってました
けど，えっと，ちょっとだけ確認したいん
ですけど，この2段落目の「観光は」って
ありますよね。えっとー，このあたりから
ちょっとだけー，意味を言ってもらっても
いいですか？

428 p.186 観光は「非日常」と言われてきた。 好。观光は「非日常」と言われて
きた，嗯-，观光这件事是非日
常。就比如说我们平时工作学习的
时候肯定没有时间观光。所以它指
的是休闲的时候才会有这种行为，
所以叫非日常。不像我们平时，啊
-，啊，吃饭休息是每天都要做的
事情，休息，嗯。

はい。観光は「非日常」と言われてき
た。んー，観光この事は非日常です。
例えば私たちは普段仕事や勉強の時
は絶対に観光する時間はありませ
ん。だからそれが指しているのは休み
のときにこのような行いをします。だか
ら非日常と言います。私たちが普段，
あー，あ，食事や眠るように毎日やら
なければならないようなことではない
です。眠る，ん。

429 p.186 だからといって，これら大事な趣味や生き甲斐とはまったく関係
の無いことまでが，「非日常」的経験を味わえる観光といった意
味づけだけで魅力的になるのかと問うと，そうではないだろう。

だからといって，これら大事な趣
味や生き甲斐とはまったく関係の
無いことまでが，「非日常」的経
験を味わえる観光といった意味づ
けだけで魅力的になるのかと問う
と，そうではない，そうではない
だろう［つぶやきながら読む］，
［暫く無言］，嗯，［3秒無
言］，啊-，だからといって，所
以，啊-，大事な趣味や生き甲斐
とはまったく関係の無いことまで
が，所以，啊-，これら大事な趣
味や生き甲斐とはまったく［つぶ
やきながら読む］，这不能称上是
非常重要的，啊-，爱好或者是与
生活价值有很大的关系。倒是，因
为它是非日常的事情

だからといって，これら大事な趣味や
生き甲斐とはまったく関係の無いこと
までが，「非日常」的経験を味わえる
観光といった意味づけだけで魅力的
になるのかと問うと，そうではない，そ
うではないだろう［つぶやきながら読
む］，［暫く無言］。ん，［3秒無言］，
あー，だからといって，だから，あー，
大事な趣味や生き甲斐とはまったく関
係の無いことまでが，だから，あー，こ
れら大事な趣味や生き甲斐とはまっ
たく［つぶやきながら読む］，これは非
常に重要な，あー，趣味あるいは生き
甲斐ととても大きな関係があるとは言
えないです。なぜならそれは非日常
的な事だからです。

430 ［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である］
啊-，就是因为它不是，观光是非
日常，所以，嗯-，这个，这，这
种，这些事情呢，これら大事な趣
味，とはまったく関係の無いがこ
とまでが［つぶやく］，嗯-，称
不上是生活中非常重要的，啊-，
啊-，啊-，趣味爱好或者是有重大
的，啊-，是，意义。嗯。
［「嗯」のあとはつぶやきながら
読むが聞き取り不能］，になるの
かと問うと［つぶやく］，啊-，
そうではないだろう，「非日常」
的経験を味わえる観光といった
［つぶやく］，啊-，为了体验非

［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である］あー，つまりそ
れはそうじゃないです。観光は非日常
です。だから，んー，この，この，この
ような，これらの事は，これら大事な
趣味，とはまったく関係の無いがこと
［「無いこと」の言い間違え］までが［つ
ぶやく］，んー，生活の中で非常に重
要な，あー，あー，あー，興味や趣味
あるいは重大な，あー，意義とは言え
ないです。ん。［「ん」のあとはつぶや
きながら読むが聞き取り不能］，にな
るのかと問うと［つぶやく］，あー，そう
ではないだろう，「非日常」的経験を味
わえる観光といった［つぶやく］，
あー，非日常な経験の観光をする為
に，この点で言えば観光はそのもの
の 観光はそのものの魅力があり あ

431 p.186 人々が「（どこへ行くのでも何をするのでも良いから） 観光旅行
が生き甲斐」などといえる時代は，言い換えると，有名な自然景
観，歴史遺産，美術館，博物館への訪問なら誰でも魅力的な経
験になると思っても良い時代は，既に終わっているのではない
だろうか。

［つぶやくが聞き取り不能］，が
「（どこへ行くのでも何をするの
でも良いから）観光旅行が生き甲
斐」などといえる時代は，言い換
えると，有名な自然景观［つぶや
きながら読む］，［無言で読
む］，良い時代は既に終わってい
るのではないだろうか［つぶやき
ながら読む］，［2秒無言］，な
いだろう［つぶやく］，［2秒無
言］，嗯-，就是人们不管去哪里
都觉得观光有价值的时代，换言
之，之-，啊-，就是，［3秒無
言］，啊-，去的那些美术馆或者
自然风景，去那些地方，对谁都有

［つぶやくが聞き取り不能］，が「（どこ
へ行くのでも何をするのでも良いか
ら）観光旅行が生き甲斐」などといえ
る時代は，言い換えると，有名な自然
景観［つぶやきながら読む］，［無言で
読む］，良い時代は既に終わっている
のではないだろうか［つぶやきながら
読む］，［2秒無言］，ないだろう［つぶ
やく］，［2秒無言］。んー，つまり人々
がどこへ行くにしても観光に価値があ
ると思っていた時代は，言い換えれ
ば，ばー，あー，つまり，［3秒無言］，
あー，それらの美術館あるいは自然
の景色があるところへ行って，そのよ
うな場所に行って，誰でも皆魅力的な
経験になる時代は既に終わりました。

432 p.186 「観るスポーツ」が趣味の人であれ，「するスポーツ」が生き甲斐
の人であれ，国際大会の会場は自分の趣味・生き甲斐と確か
に結びついた憧れの・夢の「非日常」だと言えるし，だからこそ
多くの人を引き付けるのである。

であれ，「するスポーツ」が生き
甲斐の人であれ［つぶやきながら
読む，「あれ」のあとは聞き取り
不能］，憧れの，だからこそ多く
の人を［つぶやきながら読む］，
啊啊，然后这些，啊-，观看体育
赛事，然后参与体育赛事，参与，
嗯-，这些和自己的兴趣还有生活
价值已经结合起来了。虽然，虽然
叫做非日常，但是却能吸引很多
人。

であれ，「するスポーツ」が生き甲斐
の人であれ［つぶやきながら読む，
「あれ」のあとは聞き取り不能］，憧れ
の，だからこそ多くの人を［つぶやきな
がら読む］，ああ，それからこれら，
あー，スポーツ競技を見る，それから
スポーツ競技に参加する，参加する，
んー，これらと自分の興味や生き甲斐
は既に結びついています。非日常と
言うけど，けども，多くの人を引き付け
ます。

433 ん，あっ，はい。ええっと，ちょっとだけ
確認させてください。えーっと，「ここ」で
すねー，なんとか人であれ国際何何何
何ですね。「ここ」のところもうちょっとだ
け，あの，詳しく教えてください。

434 国際大会の会場は自分の趣味・生
き甲斐と確かに［「たしかに」で
はなく「かくかに」と言う］，
啊，就是-，啊-，国际大会会场，
比如说参加这些比赛或者看这些体
育比赛和自己的兴趣和生活价值，
啊啊，结合在了一起，的确结合在
了一起。その，ああ，あこがれ就
是，嗯-，向往，对这种的向往，
［少し無言］，隔过去这一段，还
真有点儿难理解。

国際大会の会場は自分の趣味・生き
甲斐と確かに［「たしかに」ではなく「か
くかに」と言う］，あ，つまりー，あー，
国際大会の会場，例えばこれらの競
技に参加するあるいはこれらのス
ポーツ競技や自分の興味と生き甲斐
を見ることは，ああ，一緒に結びつき
ました，確かに一緒に結びつきまし
た。その，ああ，憧れつまり，んー，憧
れ，これに対する憧れ，［少し無言］，
ここは放っておきます，やはり本当に
ちょっと理解しにくいです。

435 あー，そうですか。はい。

436 嗯，嗯，有一点。因为他［論文筆
者のこと］想，想介绍一个非日常
的概念，すー［息を吸う］，嗯-
，有点难懂这个概念。

ん，ん，ちょっとです。なぜなら彼は
［論文筆者のこと］非日常の概念を紹
介し，したいからです。すー［息を吸
う］，んー，この概念はちょっと理解す
るのが難しいです。

437 んー，はい。

438 嗯，而且有，有，这，这一段中影
响理解的有几个词。嗯-，比如说
「そうではないだろう」它到底
是，

ん，さらに，この，この中で理解に影
響している言葉がいくつかあり，あり
ます。んー，例えば「そうではないだろ
う」それはそもそも，

439 あー，［「あー」のあとは協力者と発話が
重なり聞き取り不能］ね。

440 想肯定还是想表达否定的观点。 肯定したいのかそれとも否定の観点
を表現したいのか。

441 おー。



442 啊-。［「啊-。」のあとつぶやく
が聞き取り不能。］

あー。［「あー。」のあとつぶやくが聞き
取り不能。］

443 どっちだと思いますか？

444 「そうではない」，肯定。 「そうではない」，肯定だと思います。

445 ああ，肯定だと。

446 嗯。 ん。

447 えーっと，じゃあ，「魅力的だろう」という
ことですかね。

448 嗯。 ん。

449 はい，わかりました。

450 ［若干つぶやくが聞き取り不
能］，啊，后面又有了「ではない
だろうか」。

［若干つぶやくが聞き取り不能］，あ，
後ろにまた「ではないだろうか」があり
ましたね。

451 んー。

452 嗯。 ん。

453 「ではないだろうか」，えっとどこですか
ね

454 也是肯定的感觉。嗯。 これも肯定だと思います。ん。

455 あっ。

456 嗯。 ん。

457 「既に終わっているのではないだろう
か 」

458 嗯。 ん。

459 えーっと，既に，あっ，えっと，「ここ」
も？肯定でいいですか？

460 嗯，是。肯定。 ん，そうです。肯定。

461 はい，じゃあ，「既に」，

462 嗯。 ん。

463 じゃ，えっとー，「ここ」ですね。「既に」，
あっ，「ここ」ですね。

464 嗯。 ん。

465 じゃ「ここ」の意味もう一度確認で言って
ください。

466 啊-，魅力的，なると思っても良
い時代は既に［つぶやきながら一
部飛ばして読む］，啊啊，就是-
，之前的说到观光就是去自然风
景。之前说到观光，自然。或者是
去历史遗址的地方，美术馆。去这
些地方呢，会有一种，啊-，觉得
有了魅力的经验，嗯。那是过去的
那个时代。这种时代已经完结了。
现在新的一，一种兴趣，观光，观
光的那种，是这种体育观光，嗯。

あー，魅力的，なると思っても良い時
代は既に［つぶやきながら一部飛ばし
て読む］，ああ，つまりー，以前は観光
というと自然の景色を見に行くことでし
た。以前は観光というと，自然。あるい
は歴史の遺跡や美術館に行くことでし
た。これらの場所に行くことが，一種
の，あー，魅力的な経験になると思い
ます。ん。それは過去のその時代の
です。このような時代はもう終わりまし
た。今は新しい一，一種の興味，観
光，観光のような，このようなスポーツ
ツーリズムです，ん。

467 ん，はい，わかりました。はい，じゃ，続
けましょうかね。「例えば」からいきます
か，じゃあ，ここの，はい。

468 p.186 例えば，日ごろのジョギングの先にある「非日常」としてのホノル
ルマラソンやニューヨークマラソンへの参加，それこそが観光全
体の中でも今や最も理想に近い経験かもしれない。

あ，日ごろのジョギングの先にあ
る「非日常」としてのホノルルマ
ラソンやニューヨークマラソンへ
の参加，それこそが観光全体の中
でも，最も理想に近い経験かもし
れない［つぶやきながら読む］，
ジョギングの先にある［小声でつ
ぶやく］，［3秒無言］，ホノル
ルマラソンやニューヨークマラソ
ンへの参加［小声でつぶやく］，
比如说日常生活中，啊-，比如
说，啊-，慢跑，慢跑，啊-那个-
，啊-，非，啊-，作为一种非日常
的，啊-，人们参与マラソン。这
是不是。这应该就是观光中最理想
的一种，啊-，离我们最近的，啊-

あ，日ごろのジョギングの先にある
「非日常」としてのホノルルマラソンや
ニューヨークマラソンへの参加，それ
こそが観光全体の中でも，最も理想
に近い経験かもしれない［つぶやきな
がら読む］，ジョギングの先にある［小
声でつぶやく］，［3秒無言］，ホノルル
マラソンやニューヨークマラソンへの
参加［小声でつぶやく］，例えば日常
生活の中で，あー，例えば，あー，
ジョギング，ジョギング，あーそのー，
あー，非，あー，非日常として，あー，
人々がマラソンに参加する。これは。
これは観光の中で最も理想的な，
あー，私たちから最も近い，あー，体
験ではないでしょうか。

469 ん，なるほど。はい，じゃ，ちょっと確認
していいですか。

470 嗯。 ん。

471 えっとー，「ここ」は，「日ごろの」から，
「この辺」はどんな意味なんでしょうか。

472 日ごろのジョギングの先にある，
日ごろ，日常的ジョギングの先に
ある，这个「先」［「さき」と日
本語で言う］的意思不是很好理
解

日ごろのジョギングの先にある，日ご
ろ，日常的ジョギングの先にある，こ
の「先」の意味がよくわかりません。

473 んー。

474 日ごろのジョギング，日常的慢跑
的「先にある」，啊-，「先」？
怎么理解呢。最具代表性。

日ごろのジョギング，日常的なジョギ
ングの「先にある」，あー，「先」？どう
理解するのか。最も代表的な。

475 どんな推測。

476 ［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である］
最具代表性。最具代表性。嗯。

［通訳者が協力者の発話内容を確認
するために，再度言ってもらう。以下
は2回目の発話である］最も代表的
な。最も代表的な。ん。

477 ん。はい。代，代表的な。

478 嗯。 ん。

479 はい，どうしてそう考えましたか。

480 嗯-，先にある［つぶやく］，因
为「先」［「さき」と日本語で言
う］这个词，原来学的时候也有很
多意思。比如说「宛先」，「手の
先」，还有「お先に」，所以这个
「先」［「さき」と日本語で言
う］是在这点儿，这点儿还是第一
次见。放在这里。嗯-。

んー，先にある［つぶやく］，なぜなら
「先」というこの言葉は，元々勉強した
時にはまた多くの意味がありました。
例えば「宛先」，「手の先」，または「お
先に」，だからこの「先」はここでは，こ
こではやはり初めて見ました。ここに
置くのは。んー。

481 んー，はい。あ，でも色々「先」にはいろ
んな意味があると勉強したんですね。

482 はい。嗯-。 はい。んー。

483 はい。

484 或者它是「なか」，就ジョギング
のなか。

あるいはそれは「なか」です，ジョギン
グのなか。

485 なか。

486 嗯。 ん。

487 はーい。

488 举一个例子，嗯。 例を挙げると，ん。

489 ん。

490 嗯。 ん。

491 んー。はい。で，もう一個なんですけど，
えっとー，「ここ」ですよね，マラソンのと
こですね［協力者が笑う］，「これ」，「こ
れ」何ですかね。

492 としてのホノルルマラソンや
ニューヨークマラソンへの参加，
ニューヨークマラソン就是ニュー
ヨーク，纽约市举行的那个马拉
松。ホノルル，としての，ホノ，
ホノルルマラソン应该也是哪个城
市的吧 ホノルル ホノルル ホ

としてのホノルルマラソンやニューヨー
クマラソンへの参加，ニューヨークマラ
ソンはニューヨーク，ニューヨーク市で
行われるマラソンです。ホノルル，とし
ての，ホノ，ホノルルマラソンもどこか
の都市のでしょう，ホノルル，ホノル
ル，ホノルル，ホ。

493 んー，どうして都市の名前だと思いまし
たか。

494 因为后面这个是纽约。 後ろのこれがニューヨークだからで
す。



495 んーなるほど。

496 ホノルルマラソン，嗯-，あっ
［閃く］，ホノルル会不会是全程
马拉松「FULL」的发音？英语，
「FULL」，全部［「ぜんぶ」と日
本語で言う］，啊啊。

ホノルルマラソン，んー，あっ［閃く］，
ホノルルはフルマラソン「FULL」の発
音ではないですか？英語，「FULL」，
全部，ああ。

497 あーなるほど。

498 ホノルルマラソン。 ホノルルマラソン。

499 ん，はい。ん，なるほど。はい。はい，
じゃ，次いきましょうかね。

500 嗯。 ん。

501 はい，えっと，まあ，じゃここまでやりまし
たね。

502 嗯。 ん。

503 はい，じゃあ，次どんな風に読みます
か？

504 啊-。 あー。

505 あともうちょっとだけですね。10分ぐらい
かな。ん。だいぶ読みましたけどね。

506 ［つぶやくが聞き取り不能］，
［暫く無言］，但是这篇文章的重
点是应该在后面。

［つぶやくが聞き取り不能］，［暫く無
言］，でもこの文章の重点は後ろにあ
ると思います。

507 あ，はい。

508 嗯，对。因为最重要的还是阐述了
スポーツツーリズム的可能性，因
为标题就是跟这个可能性。

ん，そう。なぜならもっとも重要なのは
やはりスポーツツーリズムの可能性を
詳しく述べることなので，標題もこの可
能性だからです。

509 おー。

510 所以在前面，如果读太多的话可
能，前面都是一种铺垫，背景阐
述，嗯。但是到这个，啊-，3的时
候终于开始讲进入正题了。スポ，
啊，4，4，4。嗯，スポーツツー
リズム。

だから前で，もし沢山読んだらおそら
く，前は皆前置きです。背景を詳しく述
べています。ん。でもここまでくると，
あー，3の時についに本題に入りまし
た。スポ，あ，4，4，4。ん，スポーツ
ツーリズム。

511 はい，はい，じゃあ，どうやって読みま
しょうね。あと10，10分くらいですね。は
い。15分ぐらいですね。

512 啊，10［「じゅ」と日本語で言
う］，如果就剩10分钟的话，

あ，10，もしあと10分ならば，

513 ん。

514 p.186 スポーツを愛好する人は，健康ブームも手伝って確実にその人
口は増えている。

515 p.186 ただし，すべてのスポーツが同様に人気を集めているわけでは
ない。

516 p.186 スキー人口はピーク時の半分に減っているし，スキーに限らず
そのスポーツの動向の確実な把握こそが，観光業界にとっては
ビジネスとして成り立つかの判断にもなる重要な問題である。

517 p.186 4 −3．地域づくりとしてのスポーツとスポーツツーリズム［読まな
い］

啊-，那我4-3.只看一个题目了。
就是-，嗯。

あー，それなら4-3.はタイトルだけを
見ます。つまりー，ん。

518 はい。はーい。

519 因为，因为，啊，啊-，就，就光
看题目就可能不读底下的，嗯。因
为比较好懂。肯定，肯定在哪儿举
办这种スポーツイベント就是-体
育事件的话，肯定就会促进当地经
济的发展。就是它那个写的「支え
るスポーツ」。

なぜなら，なぜなら，あ，あー，タイト
ルだけを見ておそらくそのあとは読ま
ないです.，ん。なぜならわりと分かり
やすいからです。必ず，必ずどこかで
このようなスポーツイベントつまりー，
スポーツのイベントが行われるのなら
ば，必ず現地の経済の発展を促進す
るからです。つまりそこには「支えるス
ポーツ」と書いてあります。

520 ん，はーい。

521 p.187 4−4 ．スポーツツーリズムの種類［読まない］ 嗯。然后讲スポーツツーリズム的
种类。

ん。それからスポーツツーリズムの種
類を述べています。

522 種類ね。

523 嗯。スポーツインフラ［つぶや
く］，嗯-，参加型还有观战型。
刚才已经前面也写过了，所以就不
用再读了。

ん。スポーツインフラ［つぶやく］，
んー，参加型または観戦型。先程既
に前でも書いてあったので，再度読ま
なくてもいいです。

524 はい，4-4-2.ですね。

525 嗯。但是这个スポーツインフラ，
我再看一下。

ん。だけどこのスポーツインフラは，も
う一度ちょっと見てみます。

526 ん，はい。

527 啊，因为它这个インフラ已经结束
了，就是设施。啊啊，スポーツイ
ンフラ实际就不只是观看比赛了，
可能就是看这些，啊-，场所。啊-
，体育场馆。比如说北京的鸟巢。
嗯-，就算结束了以后也照样有观
光客去。因为作为社会见学［「见
学」という表現は中国語で普通使
用しない］的一［「一」のあと
「guan」と言う，环「huan］の発
音を言い間違える］，嗯，学生，
嗯，会来。嗯。

あ，なぜならそのこのインフラは既に
終わったからです。つまり施設は。あ
あ，スポーツインフラは実際試合を観
覧するだけでなく，おそらくこれらの，
あー，場所を見ます。あー，体育館と
か。例えば北京の鳥の巣。んー，つま
り終わってからも相変わらず観光客で
行く人がいます。なぜなら社会見学の
一環として，ん，学生が，ん，来ます。
ん。

528 p.187 4−5．我が国のスポーツツーリズムへの期待　［読まない。一部
重要な語をマーク］

然后4-5.要看一下，因为是讲的是
日本的，我が国，日本的，日本的
期待。

それから4-5.はちょっと見てみます。
なぜなら述べているのが日本のことだ
からです。我が国，日本の，日本の期
待。

529 ん，ん。

530 嗯-，首先说日本因为，啊-，地形
多样，地形。所以可以开展，国际
的这种，拥有这种自然的举办体育
盛会的条件。

んー，まず日本は，あー，地形が多様
なので，地形が。だから国際的にこの
ような，このように自然とスポーツイベ
ントを開催できる条件が整っていま
す。

531 あっ，国際的な大会というのはどこを読
んで，あ，ここですかね。

532 国际，国际化，体育比赛可以承
办。

国際，国際化，スポーツ競技を引き受
けることができる。

533 あ，はい，わかりました。

534 ［暫く無言］，然后这一段也挺，
这一段比较重要吧。有点。嗯。因
为他［論文筆者のこと］说怎么
样，啊，因为，啊-，怎样发展这
个ス，啊-，体育观光。一个是利
用它自然的多样性。

［暫く無言］，それからこの段落もとて
も，この段落はわりと重要でしょう。少
し。ん。なぜなら彼［論文筆者のこと］
はどのように，あ，なぜなら，あー，ど
のようにこのス，あー，スポーツツーリ
ズムを発展させるかを述べているから
です。一つ目はその自然の多様性を
利用する。

535 はい，4，4-5.の2段，あ，3段落目です
ね。

536 嗯。对。 ん。そうです。

537 はい。

538 然后，然后就是还有要得到日本民
众的支持，让大家积极参与这个体
育。比如说，日，啊-，东京申办
奥运会的时候要得到东京市民的支
持。不仅光是政府的事情，这样才
能。

それから，それからまた日本の人々
の支持を得なければなりません。み
んなを積極的にこのスポーツに参加さ
せる。例えば，日，あー，東京オリン
ピックを申請する時には東京都民の
支持を得なければならないです。政府
のことだけではなく，こうしてこそ。



539 それはどこに書いてますか？

540 モチベーション。 モチベーション。

541 あー。はいはい。その東京都民の支持
が必要。

542 嗯。 ん。

543 どのへんに。

544 とに，また，啊啊，访日だけでな
く，国内における，観光旅行にお
ける，需要的唤起，这个旅行社を
取り込んでいくだけでなく，ス
ポーツという新たなモチベーショ
ンを持った外国人，国内观光旅游
における旅行消费的扩大［つぶや
きながら読む］，国内观光，旅行
消费的扩大，应该指的是国内的
吧。因为刚才是访日的，是外国
人，嗯。

とに，また，ああ，訪日だけでなく，国
内における，観光旅行における，需要
の喚起，この旅行社を取り込んでいく
だけでなく，スポーツという新たなモチ
ベーションを持った外国人，国内観光
旅行における旅行消費の拡大［つぶ
やきながら読む］，国内観光，旅行消
費の拡大，国内を指しているのだと思
います。なぜなら先程は訪日のことで
す，外国人のことです，ん。

545 んー，はい，わかりました。はい，続けま
しょうか。

546 p.187 4−6 ，スポーツとツーリズムの融合で目指すべき姿［読まない。
一部重要な語をマーク］

［3秒無言］，嗯，［2秒無言］，
［つぶやくが聞き取り不能］，
嗯，［3秒無言］，とツーリズム
融合で目指す。［つぶやきながら
読む ］

［3秒無言］，ん，［2秒無言］，［つぶや
くが聞き取り不能］，ん，［3秒無言］，
とツーリズム融合で目指す。［つぶや
きながら読む。］

547 あ，今どこを読んでいますか。

548 下面应该就读这个了。 次はここを読まないといけません。

549 あっ，4-6.。

550 嗯，因为后面还有一些内容嘛，如
果，想不到作者到底想表达的最后
的观点，嗯。

ん，なぜなら後ろにはまだ少し内容が
あるので，もしも，作者が一体何を表
現したいのか最後の観点が考え付か
ないのならば，ん。

551 んー，はい，続けましょうかね。

552 嗯，嗯，嗯，融合？先看一看。哪
一点儿是重点。嗯-，可能性，观
光立国［つぶやく］，［暫く無
言］，スポーツとツーリズムの融
合目指すべき姿［つぶやく］，嗯
-，我想知道スポーツ和这个ツー
リズム怎样融合。嗯，想，对，所
以还是再读一读。嗯-。［暫く無
言］，啊-，这个就是第一段主要
想说，啊-，全国各地这种自然，
自然，自然多样，啊-，然后，
啊，啊-，可以举办，比如说滑雪
啊，还有各种，各种体育赛事。
这，这种自然条件。然后国民也都
比较积极参与体，体育，市民マラ
ソン，嗯。

ん，ん，ん，融合？まずちょっと見てみ
ます。どこが重点なのかを。んー，可
能性，観光立国［つぶやく］，［暫く無
言］，スポーツとツーリズムの融合目
指すべき姿［つぶやく］，んー，私はス
ポーツとこのツーリズムがどのように
融合するかを知りたいです。ん，思い
ます。はい，だからやはりもう一度読
んでみます。んー。［暫く無言］，
あー，このつまり一段目で主に言いた
いのは，あー，全国各地でこのような
自然，自然，自然が多様な，あー，そ
して，あ，あー，例えばスキーや，また
色々な，色々なスポーツイベントを開
催することができます。この，このよう
な自然条件で。そして国民も皆わりと
積極的にス，スポーツ，市民マラソン
に参加します，ん。

553 所以有这样的一个基础。然后さら
に，有支持的，有地域的支持，地
域团体组织的支持。这是另外一个
条件。第一是国民，国民支持。有
这个国民的基础。［通訳者の「も
う一つは」に呼応して以下発言す
る］地域，团体组织。嗯。然后，
［3秒無言］，嗯-，然后这边就是
它的一个優位［「ゆうい」と日本
語で言う］，嗯，スポーツツーリ
ズムはスポーツを「観る」，「す
る」ための旅行そのものや周辺地
域観光に加え，スポーツを「支え
る」人々との交流，あるいは生涯
［つぶやきながら読む］，そし
て，となる国際競技大会の招致
［つぶやく］，嗯，下面读这一

だからこのような基礎があります。そ
してさらに，支持があります。地域の
支持や，地域団体組織の支持があり
ます。これはまた別の条件です。第一
は国民，国民の支持です。この国民
の基礎があります。［通訳者の「もう一
つは」に呼応して以下発言する］地
域，団体組織。ん。そして，［3秒無
言］，んー，そしてこちらはつまりその
優位です，ん。スポーツツーリズムは
スポーツを「観る」，「する」ための旅行
そのものや周辺地域観光に加え，ス
ポーツを「支える」人々との交流，ある
いは生涯［つぶやきながら読む］，そし
て，～となる国際競技大会の招致［つ
ぶやく］，ん，次はこれを読みます。
ん。［「ん」のあとはつぶやくが聞き取
り不能］，あー，だからそれが目指す
のは，つまりこの豊富な旅行スタイ

554 あ，はい，それが188ページの2行目で
すね。

555 嗯。然后什么是豊か［「ゆたか」
と日本語で言う］的，就是前，这
一段解释的，啊啊，周边地域，观
光に加え，就是这个加上，プラ
ス，这个，啊-，啊-，支持体育的
人们的活动。嗯。就是，是一个复
合的概念。嗯。

ん。そして何が豊かなのか，つまり
前，この段落で説明している，ああ，
周辺地域，観光に加え，つまりこれプ
ラス，プラス，この，あー，あー，ス
ポーツを支える人々の活動。ん。つま
り複合的な概念です。ん。

556 はい。187ページの一番最後の段落で
すね，今ね。

557 嗯。 ん。

558 話したのは。はい。

559 嗯。就是融合。［たまにつぶやき
ながら読むが聞き取り不能］，然
后因为这样可以创造出，新，新的
感动，新的价值。啊-，创，啊-，
使，不仅是，是，啊-，体育产
业，观光产业，都能取得新的收
益。［暫く無言］，但是想让它们
融合有一个是必要的，就读最后一
段了。啊-，就是这个协力，协力
创造这种推进的环境。

ん。つまり融合です。［たまにつぶやき
ながら読むが聞き取り不能］，それか
らこのように新しい，新しい感動，新し
い価値を生み出すことができるので。
あー，生み，あー，あー，スポーツ産
業だけでなく，観光産業も皆新しい収
益を得ることができます。［暫く無言］，
しかしそれらを融合させるのに必要な
事があります，最後の段落を読みま
す。あー，つまりこの協力，協力がこ
のような推進の環境を作り出します。

560 はい，えっと，4-6.の一番最後の段落で
すね。

561 嗯，是。 ん，はい。

562 4 −7 ．スポーツツーリズムの可能性 はい。はい。じゃあ，あともうちょっとな
ので4-7.のところはちょっと丁寧に，じゃ
あ，そこだけ教えてもらいましょうかね。
はい。

563 因为这终于，这个，很重要嘛，可
能性，就是作者要嘱咐自己的观点
了。

これはついに，この，重要なので，可
能性，つまり作者が自分の観点を述
べたいです。

564 はい。

565 p.188 4−7−1．観光立国推進基本計画の目標［まずは，a,b,cの見出し
順をざっと読む］

566 p.188 スポーツツーリズムは，観光立国推進基本法に基づく観光立国
推進基本計画の観光立国の実現に関する各目標について，次
のような効果が期待できる。

嗯。大的方面的话就是还是观光立
国政策，然后，啊啊，［3秒無
言］，目标，啊啊，他［論文筆者
のこと］讲一个目标，然后还有一
个效果。嗯-，观光立国推进基本
的目标，嗯嗯-，观光立国推进基
本法に基づく。

ん。大きな面ではやはり観光立国政
策です，そして，ああ，［3秒無言］，目
標，ああ，彼［論文筆者のこと］は目標
を述べています。それからあと効果
と。んー，観光立国推進基本の目標，
んんー，観光立国推進基本法に基づ
く。

567 ん，じゃあここちょっとじゃあ順番に
ちょっとづつ言ってください。



568 好的。然后，啊-，嗯-，体育观
光，ス，指的是，啊-，基于观光
立国法，基于观光，嗯，啊-，
［「啊-」のあとはつぶやきなが
ら読むが聞き取り不能］，啊-，
为了实现观光立国这一政策，各个
目标，嗯-，啊-，期待以下，以下
的效果。［「效果」のあとにつぶ
やくが聞き取り不能］，啊-，一
个是访日外国人数的增加，然后第
二个是国际赛事，举办国际赛事的
增加。然后是国内观光旅行，啊啊
［閃く］，宿泊［［「宿泊」とい
う表現は中国語で普通使用しな
い］数和消费额的增加。啊-，外
国人旅行者的增加这点事，［5秒
無言］，［つぶやきながら読むが
聞き取り不能］ 嗯 可以期待

はい。それから，あー，んー，スポー
ツツーリズム，ス，が指すのは，あー，
観光立国法に基づいて，観光に基づ
いて，ん，あー，［「あー」のあとはつぶ
やきながら読むが聞き取り不能］，
あー，観光立国この政策を実現する
為の，それぞれの目標，んー，あー，
以下の，以下の效果を期待します。
［「效果」のあとにつぶやくが聞き取り
不能］，あー，一つ目は訪日外国人数
の増加です。それから二つ目は国際
イベント，国際イベント開催の増加で
す。そして国内観光旅行です。ああ
［閃く］，宿泊数と消費額の増加。
あー，外国人旅行者の増加というこの
事は，［5秒無言］，［つぶやきながら
読むが聞き取り不能］，んー，期待で
きるのは，ああ，この三つの文の最後
の部分は全て期待できるのは何何で
あると書いてあります だから言うとき569 p.188 a ．訪日外国人旅行者の増加

571 p.188 b ．国際イベントの開催件数増加

572 p.188 オリンピックやサッカーワールドカップなどのメガイベントの招
致・開催だけではなく，単一競技の国際大会や地方公共団体等
が主催する中小規模のスポーツ交流イベント，さらに，国際オリ
ンピック委員会（IOC）や国際競技団体（IF）が主催するスポーツ
関連の国際会議を積極的に開催することにより，国際イベント
の開催件数増加が期待できる。

［無言で読む］，啊-，メガイベ
ントの「つぶやいたあとは少し無
言」，不仅是奥林匹克或者足球世
界杯这样的大型的赛事，就是，啊
-，一些地方团体举，举办的中小
规模的体育交流会。啊-，甚至
于，啊-，国际奥林匹克委员会，
国际竞技体［「团体」の「团」を
言わない］，啊啊，举办了一些，
啊-，国际赛事。所以，所以可以
期待这些赛事的增加。所以他［論
文筆者のこと］说第二条是增加国
际赛事。不仅是大的赛事，国际大
会，也有一些，啊-，小，小的，
啊啊，中小规模的也要举行。因为
要增加这个回数［「かいすう」と
日本語で言う］，啊-，这些件数
嘛。嗯。［通訳者が協力者の発話
内容を確認するために，再度言っ
てもらう。以下は2回目の発話で
ある］件 件数 嗯 然后第三个

［無言で読む］，あー，メガイベントの
［つぶやいたあとは少し無言］，オリン
ピックやサッカーワールドカップのよう
な大型イベントだけでなく，つまり，
あー，地方団体が開，開催する中小
規模のスポーツ交流会。あー，ひいて
は，あー，国際オリンピック委員会，
国際競技体［「団体」の「団」を言わな
い］が，ああ，主催する，あー，国際イ
ベント。だから，だからこれらのイベン
トの増加を期待することができます。
だから彼［論文筆者のこと］は二つ目
に国際イベントの増加について述べて
います。大きなイベントだけでなく，国
際大会，もいくつかの，あー，小，小さ
な，ああ，中小規模のも開催しなけれ
ばならないです。なぜならこの回数，
あー，これらの件数を増やしたいから
です。ん。［通訳者が協力者の発話内
容を確認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である］件，件
数。ん。それから三つ目は，あー，国
内観光旅行の宿，宿泊数と消費額の

573 あ，もう一度ごめん，ちょっと今聞きそび
れちゃった。え，もう一度ー，言っても
らっていいですか。

574 嗯-。 んー。

575 c.のところ。

576 p.188 c ．国内観光旅行の宿泊数消費額の増加 嗯。国内观光旅行的宿泊［［「宿
泊」という表現は中国語で普通使
用しない］数，就是-住在宾馆
中，泊ま，啊啊，在那个，啊啊，
那个数和消费额。嗯。

ん。国内観光旅行の宿泊数，つま
りーホテルに泊まる，泊ま，ああ，そ
の，ああ，その数と消費額です。ん。

577 p.188 プロ野球やJリーグをはじめとした「観る」スポーツの観戦行動に
新たな観光の魅力を加味することや，アクティブに地域の魅力
を楽しむためのトレッキングやサイクリング，スポーツイベントへ
の参加など，「する」スポーツのコンテンツ開発，新たな旅行行
動を喚起し，宿泊数の増加，旅行消費額の拡大が期待できる。

Jリーグをはじめとした观光ス
ポーツの，观光の魅力を加味する
ことや［つぶやきながら読む］，
啊-，アクティブに［つぶやくが
このあとは無言で読む］，就是-
，啊-，体育观光可以期待的是，
嗯-，专业以，啊啊，专业棒球，
啊-，Jリーグをはじめとした「観
る」，Jリーグ，Ｊリーグ应该是
自行车？自行车的比赛，リーグ，
リーグ是什么？リーグ不知道。嗯
-。观光し。

Jリーグをはじめとした観光スポーツ
の，観光の魅力を加味することや［つ
ぶやきながら読む］，あー，アクティブ
に［つぶやくがこのあとは無言で読
む］，つまりー，あー，スポーツツーリ
ズムが期待できることは，んー，プロ
の，ああ，プロ野球，あー，Jリーグを
はじめとした「観る」，Jリーグ，Ｊリー
グは自転車ではないですか？自転車
の試合，リーグ，リーグは何ですか？
リーグが分かりません。んー。観光
し。

578 どうしてそう思いましたか。

579 啊-，リーグ，总觉得リーグ这个
字可能是自行车？Jリーグ，リー
グ。

あー，リーグ，やはりリーグこの字は
おそらく自転車？だと思います。Jリー
グ，リーグ。

580 んー，あーなるほどね。はい。

581 リーグ，リーグ，Ｊリーグ啥？啊
-。

リーグ，リーグ，Ｊリーグって何？
あー。

582 あっ，それで自転車だっていうことです
よね。

583 啊啊。 ああ。

584 はい，わかりました。はい，じゃ続けま
しょう

585 Jリーグ。啊-，观光行动，观光行
动，啊-，新たな行動を，［4秒無
言］，啊-，增加了新的观光魅
力，トレッキングや［つぶやきな
がら読む，このあとは聞き取り不
能］，啊-，地，地域の［つぶや
く］，就是参加地域的这些，比如
说TRAINING就是一些体育，体育锻
炼，トレ，トレッキング，那，那
是トレーニング？トレッキング，
嗯，トレッキング，トレッキン
グ，TREKKING，トレッキング不知
道什么意思。啊，サイクリング，
啊，这个才是，对对对，自行车。
那Jリーグ不知道是什么。

Jリーグ。あー，観光行動，観光行動，
あー，新たな行動を，［4秒無言］，
あー，增加了新的观光魅力，トレッキ
ングや［つぶやきながら読む，このあ
とは聞き取り不能］，あー，地，地域の
［つぶやく］，地域のこれらの参加す
る，例えばTRAININGつまりスポーツ，
スポーツトレーニング，トレ，トレッキン
グ，それ，それはトレーニング？トレッ
キング，ん，トレッキング，トレッキン
グ，TREKKING，トレッキングがどうい
う意味か分からないです。あ，サイク
リング，あ，これが，そうそうそう，自転
車です。ならばJリーグが何か分から
ないです。

586 Jリーグ，啊啊，サイクリング是
自行车。然后这些体育赛事的参
加，啊-，开发一些这些体育赛，
体育比赛的内容。丰富，嗯。啊-
，唤起一些新的旅行行动。然后就
增加宿泊［［「宿泊」という表現
は中国語で普通使用しない］数和
消费额。因为你要去地，地域嘛，
地域参加这些，总要住在那里吧。
［通訳者が協力者の発話内容を確
認するために，再度言ってもら
う。以下は2回目の発話である］
住在，住在那里。然后你要参加这
些体育活动可能要有一定消费额，

Jリーグ，ああ，サイクリングは自転車
です。そしてこれらのスポーツイベント
の参加，あー，これらのスポーツイ
ベ，スポーツイベントの内容を開発す
る。豊富，ん。あー，新しい旅行行動
を喚起する。そして宿泊数と消費額が
増加する。なぜなら地，地域，地域に
行ってこれらに参加したいんですよ
ね。そこに泊まる必要がありますよ
ね。［通訳者が協力者の発話内容を
確認するために，再度言ってもらう。
以下は2回目の発話である］泊まる，
そこに泊まる。そしてこれらのスポー
ツ活動に参加したいのならばおそらく
ある程度の消費金額があるはずで
す ん だからこれらの面の増加も期587 ん，はい。あっ，ちょっと確認してもいい

ですか。

588 嗯。 ん。

570 p.188 これまでの観光で顕在化していなかったニッポンの魅力や奥深
さをスポーツという新たなテーマで伝えることにより，日本にお
いてスポーツに触れるというストーリーを創造し，新たなニッポン
の観光ブランド創出や訪日モチベーションの向上に結びつける
ことが期待できる。

啊啊，可以。啊-，观光显在化，
啊-，观光で，で，显在化してい
なかったニッポンの魅力や，奥深
さ［「おくふくさ」と言う］をス
ポーツという新たなテーマで伝え
ることにより，日本においてス
ポーツに［つぶやきながら読
む］，［無言で読む］，嗯-，就
是在ぴ［言い間違える］，普通的
观光中人们没有，没有看到的日本
的魅力。啊，不是。是在普通的一
些，啊，啊-，观光中日本没有显
现出来的み［言い間違える］，魅
力，但是你体育观光的时候也许能
发现一些平时观光看不到的日本的
魅力，深层的一些东西。通过这些
体育赛事一些新的，产生一些新的
东西。啊-。［「啊-」のあとはつ
ぶやきながら読むが聞き取り不
能］，能，啊-，日本通过这些体
育赛事，人们接触这些体育赛事创
造一些新的，ふふふふ［笑う］，
ストーリー是故事。故事，但是，
这点应该是，嗯-，这是能知道它
是什么意思，但是中文怎么说。
嗯，嗯。然后创造新的日本观光平
台，嗯，嗯，然后，啊-，创造出
访日的那种动力，人们访日的动
力。所以这就会增加访，啊-，访
日外国人旅行者的增加。嗯。因为
通过体育观光，啊-，看到了平日
普通的观光没有体会到的 些深层

ああ，そうです。あー，観光顕在化，
あー，観光で，で，顕在化していな
かったニッポンの魅力や，奥深さをス
ポーツという新たなテーマで伝えるこ
とにより，日本においてスポーツに［つ
ぶやきながら読む］，［無言で読む］，
んー，ぴ［言い間違える］，普通の観
光の中で人々がない，見る事がない
日本の魅力。あ，違います。普通の，
あ，あー，観光の中では日本が現す
ことができないみ［言い間違える］，魅
力，でもスポーツツーリズムの時には
もしかしたら普段の観光では見る事が
できない日本の魅力や奥深いものを
発見することができるかもしれないで
す。これらのスポーツイベントを通して
新しい，新しいものを産み出します。
あー。［「あー」のあとはつぶやきなが
ら読むが聞き取り不能］，できます，
あー，日本はこれらのスポーツイベン
トを通して，人々はこれらのスポーツ
イベントに触れることで新しいものを
創造します。ふふふふ［笑う］，ストー
リーはストーリーです。ストーリー，だ
けど，ここでは，んー，これはそれがど
ういう意味なのかは分かりますが，中
国語でどう言うのか。ん，ん。それか
ら新しい日本の観光プラットホームを
つくり出して，ん，ん，それから，
あー，訪日のそれらの原動力，人々
が訪日する原動力をつくり出します。
だからこれは増やします。あー，訪日
外国人旅行者を増加させます。ん。な
ぜならスポーツツーリズムを通して，
あー 普段普通の観光では感じること



589 えーっと「この辺」からどんな意味なんで
しょうねえ。「この辺」ぐらいまで，「ア
ク」，あー，１行目のとこですね。

590 アクティブティ［アクティブとは
言わない］に地域の魅力を楽しむ
ためのトレッキングやサイクリン
グ，スポーツイベントへの参加な
ど，「する」スポーツの「つぶや
きながら読むが「スポーツの」の
あとは聞き取り不能」，アクティ
ブに地域の魅力を楽しむための
「囁きながら読む」，啊啊［閃
く］，アクティブ，啊-，就是积
极地，啊啊。

アクティブティ［アクティブとは言わな
い］に地域の魅力を楽しむためのト
レッキングやサイクリング，スポーツイ
ベントへの参加など，「する」スポーツ
の［つぶやきながら読むが「スポーツ
の」のあとは聞き取り不能］，アクティ
ブに地域の魅力を楽しむための［囁き
ながら読む］，ああ［閃く］，アクティ
ブ，あー，つまり積極的な，ああ。

591 あっ，どうしてそう思いましたか。

592 还是那个英语单词ACTIVE。然后这
不是「に」嘛，那就是它是一个副
词啦。那就是积极地，嗯-，啊-，
那个-，体验地域活动的魅力，
啊，地域的魅力。

やはりその英単語のACTIVEからで
す。そしてここに「に」がついているか
ら，それは副詞でしょう。それならば積
極的に，んー，あー，そのー，地域活
動の魅力を体験する，あ，地域の魅
力を。

593 「これ」何だと思います？想像で。「ト
レ。」

594 トレ，トレッキングやサイクリン
グ，トレッキング，アクティビ
ティ［アクティブとは言わない］
に地域の魅力を楽しむためのト
レッキングやサイクリング，ス
ポーツイベントへの参加など，ト
レッキング，トレッキング，キン
グ，トーレーッキング，TRE，
TREKKING，TREKKING？ トレッキ
ング，トレッキング［つぶや
く］，我要，我拼的话估计这个
词，是这样？TREKKING？トレッキ
ング？嗯-，但是不知道，不知道
什么意思。嗯。トレッキング。

トレ，トレッキングやサイクリング，ト
レッキング，アクティビティ［アクティブ
とは言わない］に地域の魅力を楽しむ
ためのトレッキングやサイクリング，ス
ポーツイベントへの参加など，トレッキ
ング，トレッキング，キング，トーレーッ
キング，TRE，TREKKING，
TREKKING？ トレッキング，トレッキン
グ［つぶやく］，私が，私が綴るのなら
ばおそらくこの単語です，こうです
か？TREKKING？トレッキング？
んー，でもわからないです。どんな意
味なのかわからないです。ん。トレッ
キング。

595 なら，どんなものだと，じゃあ想像します
か？

596 那就是跟サイキン［サイクリング
を言い間違える］，サイクリング
一样的一种体育活动，嗯。因为是
一家连接的，嗯，嗯。

それはつまりサイキン［サイクリングを
言い間違える］，サイクリングと同じス
ポーツの活動です，ん。なぜなら一緒
に繋がっているからです，ん，ん。

597 あー，なるほどね。はい，じゃあ，あと最
後に「これ」ね。「スポーツ」，「スポーツ
イベントへの参加など何何開発」，「何
何」のかな，「ここ」のとこもう一度意味
教えてください。「スポーツイベントへの」
からね。

598 啊啊，就是参，参加这些体育活
动。然后参加活动的内容的，开发
这些参加的内容。这是开发，开发
这些。比如说，啊-，不仅是骑自
行车还有这个什么？トレッキン
グ。嗯。就是增加这些体育活动的
内容。嗯。

ああ，つまりこれらのスポーツ活動に
参，参加することです。そして参加す
る活動の内容，これらの参加する内
容を開発することです。これは開発で
す，これらを開発することです。例え
ば，あー，自転車に乗るだけでなくあ
とこの何？トレッキングをしたりとか。
ん。つまりこれらのスポーツ活動の内
容が増加することです。ん。

599 んー，はい。じゃ「この」意味は何なんで
すか？「これ」？

600 コンテンツ内容，内容。嗯。 コンテンツは内容，内容。ん。

601 内容。あー，なるほど。えーっと，それは
どうしてそう思いましたか？

602 这个词就是コンテンツ嘛。 この単語がまさにコンテンツだからで
す。

603 あーなるほど。

604 コンテンツ。

605 はい，わかりました。

606 不是目录的意思。 目録の意味ではないです。

607 んー，なるほど。はい，じゃあ，ちょ，
ちょっとだけ続けましょうか。あと5分ぐら
いですね。はい，どうしましょっかねえ。
ちょっと，どの辺読みましょうかね。
ちょっと，こう先とか，ちょっと，読みます

608 p.188 4−7−2 ．関係省庁との連携による効果［この4-7-2もa,b,cの見
出しだけ先に読む。a,bはとばし，cだけ詳しく読んでもらう。］

［つぶやくが聞き取り不能］，那
就是，啊-，和，啊-，相关，啊-
，政府部门的合作，效果。

［つぶやくが聞き取り不能］，それはつ
まり，あー，政府部門と，あー，との連
携による，あー，協力と効果。

609 ん，はい，4-7-2.ですね。

610 p.188 さらに，スポーツツーリズムの推進は，スポーツ観戦者・参加者
の拡大や国際競技大会の誘致・開催の増加による競技力向上
を含めたスポーツ振興はもちろんのこと，関係省庁との連携に
より次のような効果も期待できる。

611 p.188 a ．活力ある長寿社会づくり 那就是「a.」，「a.」，就是，啊
-，促，啊-，促进一些有活力的长
寿公司的产生。

それではつまり「a.」，「a.」です，つま
り，あー，活力のある長寿会社の誕生
を，あー，促，促進する。

612 p.188 b ．若年層の市場開拓 然后就是，啊-，开拓年轻市场，
年轻人的市场。

それからつまり，あー，若者の市場を
開拓する，若者の市場を。

613 p.188 c ．新しい産業の振興と雇用の創出 新しい［つぶやく］，然后就是，
啊-，创造新产业的振兴还有雇
用。然后就是促进国际交流。

新しい［つぶやく］，そしてつまり，
あー，新しい産業の振興と雇用を創
出する。そして国際交流を促進する。

614 はい，じゃあ，すみません。じゃあ，「c.」
のところいいですかね。「ここ」ちょっと
じゃあ詳しくやって，ちょっと今日はこれ
で終わろう，終わりましょうかね。

615 p.188 アウトドアスポーツなどの活性化により，衣料品やスポーツ用具
のメーカー及び小売・販売代理店などのスポーツ産業が，サイ
クリングやロードレースの普及によりメーカーや輸送業者が，
モータースポーツや公営競技の支援により車両メーカーをはじ
めとした自動車産業が，といった具合に幅広い産業の振興につ
ながり，新たな雇用の創出が期待できる。

好的。然后新，新兴产业的雇［言
い間違える］，啊，振兴。新产业
的振兴和，啊-，雇，雇用的创
造。アウトドアスポーツなどの
［つぶやく］，啊啊，活性化によ
り，衣料品やスポーツ用品のメー
カー及び小卖［つぶやきながら読
む，「小卖」のあとは聞き取り不
能］，サイクリングやロードレー
スの普及によりメーカーや輸送業
者が［つぶやきながら読む］，
［暫く無言］，这一段就是一句
话。所以还是再分开来看。嗯，嗯
-。

はい。それから新，新興産業の雇［言
い間違える］，あ，新興。新産業の振
興と，あー，雇，雇用の創出。アウトド
アスポーツなどの［つぶやく］，ああ，
活性化により，衣料品やスポーツ用
品のメーカー及び小売［つぶやきなが
ら読む，「小売」のあとは聞き取り不
能］，サイクリングやロードレースの普
及によりメーカーや輸送業者が［つぶ
やきながら読む］，［暫く無言］，この段
落は一文です。だからやはり再度分
けて読みます。ん，んー。

616 はい。



617 啊，啊-，［「啊-」のあとはつぶ
やくが聞き取り不能］，嗯-，
［暫く無言］，就是通过这一些手
段可以期待创造新的雇用机会。嗯
-，然后再看一看。アウトドアス
ポーツなどの活性化により［つぶ
やきながら読む］，［暫く無
言］，普及によりメーカーや输送
者［業者とは言わない］が，モー
タースポーツや公营竞技の支援に
より车辆メーカーをはじめとした
自動車産業が，といった具合に幅
広い産業の振兴につながり［つぶ
やきながら読む］，といった具合
に［つぶやく］，［暫く無言］，
啊-，就是通过，啊-，啊-，外
面，外面的体育的活性化，啊-，
啊啊［閃く］，就是，啊-，啊-，
衣物和体育用品的制造商以及，啊
-，小贩，啊-，小贩卖店，代理店
等，体育产业，サイクリングや
ロードレースの普及によりメー
カーや输送者が，啊啊，啊，比如
说自行车比赛，ロードレース，
ロードレース，啊啊，ロードレー

あ，あー，［「あー」のあとはつぶやく
が聞き取り不能］，んー，［暫く無言］，
つまりこれらの手段によって新しい雇
用機会の創出を期待することができ
ます。んー，そしてもう一度ちょっと読
んでみます。アウトドアスポーツなど
の活性化により［つぶやきながら読
む］，［暫く無言］，普及によりメーカー
や輸送業者が，モータースポーツや
公営競技の支援により車両メーカー
をはじめとした自動車産業が，といっ
た具合に幅広い産業の振興につなが
り［つぶやきながら読む］，といった具
合に［つぶやく］，［暫く無言］，あー，
あー，あー，外の，外でのスポーツの
活性化により，あー，ああ［閃く］，つま
り，あー，あー，衣料品とスポーツ用
品のメーカー及び，あー，行商，
あー，行商の売店，代理店等，スポー
ツ産業，サイクリングやロードレース
の普及によりメーカーや輸送業者が，
ああ，あ，例えば自転車の競技，ロー
ドレース，ロードレース，ああ，ロード
レースは陸，陸上，陸上競技のはず
です。陸上。これらのスポーツ活動の
普及，あー，メーカーや輸送，輸，輸
送業者。

618 タ―［「モーター」とは言わな
い］スポーツや公营竞技の支援に
より车辆メーカーをはじめとした
［つぶやきながら読む］，［2秒
無言］，モータースポーツ，嗯-
，や公营竞技の支援により，モー
タース嘛就摩托车比赛。啊-，公
营竞技的支援，支，啊-，啊，新
产这些车，车辆的，啊-，制造
商。然后，をは，啊-，以这些为
首的，啊-，自动车［「自动车」
という表現は中国語で普通使用し
ない］产业 这种情况 这种情况

タ―［「モーター」とは言わない］ス
ポーツや公営競技の支援により車両
メーカーをはじめとした［つぶやきなが
ら読む］，［2秒無言］，モータースポー
ツ，んー，や公営競技の支援により，
モータースはオートバイレースです。
あー，公営競技の支援，支，あー，
あ，これらの車を新しく生産する，車
両の，あー，メーカー。それから，を
は，あー，これらをはじめとした，
あー，自動車［「自動車」という表現は
中国語で普通使用しない］産業，これ
らの状況，これらの状況と，あー，幅
広い産業の振興と間 関係がありま

619 ん～ん。让我再想想他［論文筆者
のこと］说什么。アウトドアス
ポーツなどの活性化により衣料品
やスポーツメーカー及び小売など
のスポーツ産業が［つぶやきなが
ら読む，「産業が」のあとは聞き
取り不能］，サイクリングやロー
ドレースの普及によりメーカー
や，が，モータースポーツや支援
により車両メーカーをはじめとし
た自動車産業が［つぶやきながら
読む］，といった具合に，幅広い
［つぶやく，「幅広い」のあとは
聞き取り不能］，啊啊［閃く］，
等于说他［論文筆者のこと］讲了
几个产业。一个是，有三个「が」
嘛。就是这，这三个。

ん～ん。もう一度彼［論文筆者のこと］
が何を言っているのか考えさせてくだ
さい。アウトドアスポーツなどの活性
化により衣料品やスポーツメーカー及
び小売などのスポーツ産業が［つぶ
やきながら読む，「産業が」のあとは
聞き取り不能］，サイクリングやロード
レースの普及によりメーカーや，が，
モータースポーツや支援により車両
メーカーをはじめとした自動車産業が
［つぶやきながら読む］，といった具合
に，幅広い［つぶやく，「幅広い」のあ
とは聞き取り不能］，ああ［閃く］，彼
［論文筆者のこと］はいくつかの産業
を述べたのと同じです。一つ目は，三
つの「が」がありますよね。この，この
三つです。

620 在这种情况下，然后，啊-，啊-，
和这些，啊-，范围广的产业振兴
关连。然后创造出了新的那个，
嗯，嗯。就是，一个就是，啊-，
户外体育用品。比如说，啊-，衣
物还有用具。然后就是，啊啊，输
送这些体育用品的，输送，输送机
关，运，运输业，嗯。然后就是生
产这些车辆，比赛，比赛车辆，
嗯，这些，啊-，汽车产业。然后
在这种，啊-，举办体育赛事的情
况下，那就可以。因为这个体育赛
事的举办就可以影响到，影响到以
上，比如说这一些，这些产业的发
展。能振兴这些产业的发展。嗯。
因为它有这个需求嘛。嗯。所以也
就产业发展呢就会创造出新的就业
机会。嗯。

このような状況の下で，それから，
あー，あー，これらと，あー，範囲の広
い産業の振興は関連があります。そし
て新しいそれを創出します，ん，ん。
つまり，一つ目は，あー，アウトドアス
ポーツ用品。たとえば，あー，衣料品
や用具。それから，ああ，これらのス
ポーツ用品を輸送する，輸送，輸送機
関，運，運輸業，ん。それからこれら
の車両，レース，レース車両を生産す
る，ん，これらの，あー，自動車産業。
それからこのような，あー，スポーツイ
ベントを行う状況の下で，それは可能
です。なぜならこのスポーツイベント
の開催は上に述べたこと，例えばこれ
らの，これらの産業の発展に影響，影
響します，これらの産業の発展を振興
することができます。ん。なぜならそれ
はこのニーズがあるからです。ん。だ
から産業の発展は新しい就業機会を

621 んー，なるほどね，はい。今日ここまで
なんですけど，ここまでなんですけど，
一個だけちょっとじゃあ質問ですね。
今，こう「が」が三つあると言ってました
よね。「が」，「が」，「が」，どう，なります
か？どこにこう，続きますか？

622 嗯-，嗯-，産業が，といった具合
に，［3秒無言］，産業が，啊-，
啊-，産業がといった具合に［つ
ぶやく，「具合に」のあと少しつ
ぶやくが聞き取り不能］，産業が
期待できる。

んー，んー，産業が，といった具合
に，［3秒無言］，産業が，あー，あー，
産業がといった具合に［つぶやく，「具
合に」のあと少しつぶやくが聞き取り
不能］，産業が期待できる。

623 産業が期待できる。

624 えええ，いえいえいえ。あーそれ
は，そ，そ，雇，雇用は期待でき
る。

えええ，いえいえいえ。あーそれは，
そ，そ，雇，雇用は期待できる。

625 あっ，はい。雇用が期待できる。

626 といった具合に［つぶやく］，啊
［閃く］，つ，つながる，嗯-，
就是主语是，主语是这些自动车
［「自动车」という表現は中国語
で普通使用しない］产业，输送产
业，这些代理店。啊-，といった
具合に［つぶやく］，应该是「と
いった具合に。」，因为后面这个
つ，つながる的是广泛产业。［通
訳者が協力者の発話内容を確認す
るために，再度言ってもらう。以
下は2回目の発話である］广泛产
业。嗯。

といった具合に［つぶやく］，あ［閃く］，
つ，つながる，んー，つまり主語は，主
語はこれらの自動車［「自動車」という
表現は中国語で普通使用しない］産
業，輸送産業，これらの代理店です。
あー，といった具合に［つぶやく］，「と
いった具合に。」のはずです，なぜな
ら後ろこのつ，つながるのは幅広い産
業だからです。［通訳者が協力者の発
話内容を確認するために，再度言っ
てもらう。以下は2回目の発話である］
幅広い産業。ん。

627 ん，はい。えーっと，じゃ，あと，ごめん，
もう一回確認。この「が」，「が」，「が」
だっけ。もう一回あるのかな。「が」，
「が」，「が」，がどうなるんですか？が。

628 嗯-，就把它放出来看一下什么什
么「が」，什么什么「が」，什么
什么「が」。といった具合に
［ゆっくり言う］，幅広い，幅広
い産業にーつながるー，新たなで
きる［つぶやく］。

んー，それを出しきて何何「が」，何何
「が」，何何「が」をちょっと見てみま
す。といった具合に［ゆっくり言う］，幅
広い，幅広い産業にーつながるー，新
たなできる［つぶやく］。

629 ん，あ，はい，「ここー」，ね。こう詳しく書
いててね。じゃあ，一番簡単に言うと，
「が」どうなるんですか。えっと，

630 就是， つまり，

631 基本的な形を知りたいんですけど。

632 就是前，是，实际它是「は」，就
是「は」。这点儿应该是强调吧。
因为前面都是主语啊。

つまり前，実際それは「は」です，「は」
です。ここでは強調なのでしょう。なぜ
なら前にあるのは全部主語だからで
す。

633 ん，ん。じゃ，「この」，何何「は」，また
は，何何「が」，どうなるんですか？何何
「が」。

634 就是，前面的「は」，前面的就，
应该前面的这些东西，在这种情况
下。

つまり，前の「は」，前のはつまり，前
のこれらのは，これらの状況の下で
は。

635 といった具合に。



636 啊啊，といった具合に，［3秒無
言］，啊啊，就是-，有体育赛事
的。［暫く無言］，就是在前面这
些条件。什么什么により，の，に
より，だ，具合［「ぐあい」と日
本語で言う，以下同様］，就具合
指的是「により」前面的内容。比
如说活性化。啊-，普及。支援。
嗯。所以具合指的就是「により」
前面的这些条件。嗯。

ああ，といった具合に，［3秒無言］，あ
あ，つまりー，スポーツイベントがある
もの。［暫く無言］，つまり前のこれら
の条件です。何何により，の，により，
だ，具合，具合が指すのは「により」の
前にある内容です。たとえば活性化。
あー，普及。支援。ん。だから具合が
指すのはつまり「により」前にあるこれ
らの条件のことです。ん。

637 んー，このじゃあ，えっとー，「が」は，ご
めんなさいねなんか。どこ，どこに，こ
う，何何「が」，どうなんですか？何何
「が」，あのー，何をしますか？

638 ［暫く無言］，啊，那就是和「つ
ながり」。はー［吐息］，つなが
い［言い間違える］，つながり。

［暫く無言］，あ，それは「つながり」と
です。はー［吐息］，つながい［言い間
違える］，つながり。

639 あー，この「が」つながる，になるんです
か？あー，それはどうしてそう思いまし
た？

640 因为如果前面是主语的话，必须带
有个，后面带有个动词。现在就找
了哪个那个动词跟着它。所以，这
里就一个这个「つながる」。嗯。
然后「具合に」，又连的是「によ
る」前面的东西。「による」前面
的东西。嗯。嗯。嗯。

なぜならもし前が主語ならば，必ず後
ろには動詞がくる，こないとならないで
す。今どのその動詞がそれとセットな
のかを探しました。だから，ここではこ
の「つながる」だけです。ん。それから
「具合に」が，またつながっているのは
「による」の前のものです。「による」の
前のものです。ん。ん。ん。

641 んー，あー，なるほど。はい。この「具
合」ってのがさっき，あれ，じゃ，どんな
意味，ですか？何何。

642 就是在这个スポーツ的活性化。然
后，啊-，啊-，ロードレース这些
东西的普及，然后こ，公营竞技的
支援，这些条件，嗯。

つまりこのスポーツの活性化です。そ
れから，あー，あー，ロードレースこれ
らのものの普及，そしてこ，公営競技
の支援，これらの条件，ん。

643 ああ，条件ということで，いいんです
か？

644 嗯。 ん。

645 はい，じゃあ，「具合に」，っていうのは
条件っていうことで，

646 啊，啊-，背景。 あ，あー，背景。

647 背景。

648 嗯。 ん。

649 んー，背景。はい，わかりました。あ，
じゃ，丁度，ここで区切りがいいので，こ
れで，終わりましょうかね。
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