
手話通訳に関する質問と回答（２０１２）

１．通訳活動をしている通訳者は何人いますか。

国名 通訳者数

カンボジア DDP（ろう者開発計画）で通訳者 6名を雇用。

中国

香港 正確な数は不明。認定された手話通訳者はいない。

インド 45 人が資格免許所持者 (現時点のトップレベル) AYJNIHH に合格、現在通

訳資格課程学習者– 43 人。ラマクリシュナ活動手話センターではおよそ 20

人。しかし皆がインドリハビリテーション会に登録されているわけではない。他

基礎レベルB（6 カ月）の通訳者およそ 80人。

インドネシア 現在ジャカルタには Gerkatin（インドネシアろう者組織）認定の手話通訳者が 5

人しかおらず、彼らが公式、非公式行事の通訳を担当。教会で通訳をする手

話通訳者は約 15名。2010 年の 20名から減少。

日本 2,600 名（国レベル） 約 4,000～5,000 名（都道府県レベル）

1,500 名（設置手話通訳者）

ヨルダン 公認通訳者がおよそ 35 人、ほかに非公認が 35 人ほど。最低限の教育を受け

ただけの CODA 通訳者がかなりの人数いる。ほとんどが学位や大学レベル。

通訳養成はろう教育機関のひとつで行われる。通訳養成を正式なものとして展

開し学位レベルにする計画が進行中。

マカオ 手話通訳者 4名がろう協で勤務。

マレーシア マレーシア手話通訳者協会（Myasli）に 50人。国内には80名の認定通訳者。

ネパール ろう協内に 15 ～20名。ボランティア通訳者 140名。教員 120名、他の障害者

団体も時々手話通訳を担う。

パレスチナ 5 名の手話通訳者が 5 つのろう団体に雇用され、12 のろう学校に 150 名の教

師がいる。現在、6 人が司法通訳者になっており、パレスチナ手話の集中コー

スを修了後にろうあ連盟及び社会基盤省の承認を得た。

フィリピン 最近 PNASLI が認定システムを実行した。特別施策（既得権条項）を通しての

認定申請は 2012 年 6 月から行われており、2013 年まで継続する。しかし、既

得権条項に適応しない通訳者のための認定手続きは 2013 年以降に始まる。

多くの通訳者が様々な機関の認定を受けており、これまでのところ PNASLI 公

認の通訳者は7人。

シンガポール ろう組織内に常勤 3名、非常勤 21名、ボランティア 25名。

韓国 手話通訳センターが 184 カ所あり、1245 名の手話通訳者（ろう、健聴含む）が

そこで勤務。

台湾 国立労働機関の試験合格者約 100名。



国名 通訳者数

タイ 30名がろう組織内におり、ほとんどが非常勤。

聴覚障害者専門の大学があり、手話通訳者 1名が常勤。

ベトナム 正確な数は不明。認定された通訳者はいない。

２．あなたの国の手話は何ですか。1つ以上ありますか。

国名 手話

カンボジア カンボジア手話 1996～（ASL）

中国

香港 香港手話。 アメリカ手話を使う人もある。

インド インド手話

インドネシア ろう者がコミュニケーションで使用する手話は唯一ビシンド（インドネシア手話）

のみ。しかし、教育場面においてろう学校教師は未だにSIBI（体系インドネシア

語）を使うことを求められる。SIBI はろう者にとって悩みの種（2010 年 9月 10日

のメール参照）である。インドネシアには18,000の島があるため、手話にも幾つ

かの方言がある。全ての方言手話のビデオ収集を始めた。ユーチューブにア

ップしている。

日本 日本手話

ヨルダン ヨルダン（アラビア）手話 東部アラブ手話の方言

マカオ マカオ手話（様々な経歴のろう者が多くマカオに移住しているので、外国の手

話や本土中国の手話など様々な手話に出会う）

マレーシア マレーシア手話

ネパール ネパール手話、独自の文化と言語があり外部からの影響はない。

パレスチナ パレスチナ手話、アラビア統一手話

フィリピン フィリピンろう者人口の半分以上がフィリピン手話を使用する一方他の手話

（ASL/MCE/ピジン）を使用する人もいる。

シンガポール 2種類 ＊シンガポール手話を構築中

韓国 韓国手話

台湾

タイ

ベトナム ベトナム手話で、現在ハノイ手話とホーチミン手話の 2つがメイン。

３．音声言語はなんですか。

国名 音声言語

カンボジア 公用語はクメール語（フランス語、英語）

中国 中国語

香港 広東語



国名 音声言語

インド 18 の公用語と 3,300 の非公用語。ヒンディー語が主要な公用語だが英語同様

に広く使用されている。

インドネシア 公用語はインドネシア語だが、地域では方言が使われる。

日本 日本語

ヨルダン アラビア語

マカオ 公用語は中国語とポルトガル語。話し言葉として英語等も使われる。

マレーシア マレーシア語、他に中国語など

ネパール ネパール語

パレスチナ 第一言語はアラビア語、第二言語は英語

フィリピン フィリピン語が公用語であるが、多くの人々が英語を理解し話すことができる。

各地域に地方言語はたくさんある。

シンガポール 多数 ＊英語、中国語、マレー語、インド言語、少数民族言語

韓国 韓国語

台湾

タイ

ベトナム ベトナム語

４． 手話通訳者に関する法律はありますか。

国名 手話に関する法律

カンボジア

中国

香港 公的にはない。

インド 手話通訳者に関する法律はない。インドは国連障害者権利条約を批准し、そ

れのみが通訳者サービスの法的根拠。1 年の手話通訳者資格コースを実施し

ているのはインドリハビリテーション協会（RCI）のみ。

インドネシア 公的にない。しかし、多くの政府、非政府機関がろう者が出席する会議などに

手話通訳を付けることを認識している。近い将来、手話通訳の提供に関する法

律の成立を願う。

日本 はい。身体障害者福祉法、障害者自立支援法。

現在、障害者福祉法の改正中。新しい法律で手話通訳派遣事業の見直し

をしている。

ヨルダン まだ手話通訳に関する特別なものはない。認められている規則は 2 人の大学

生には少なくとも一人の通訳者がいなくてはならないということである。

マカオ マカオには公的な法律はない。

マレーシア 障害者福祉法

ネパール なし。できることを望んでいる。



国名 手話に関する法律

パレスチナ 法律はない。

フィリピン 障害者のためのマグナカルタで述べられている。

下院法案 4121 と 4631 がそれぞれテレビニュースと法的場面での通訳提供に

ついて提出され、審議中である。特定の出来事などでは、ローカルテレビが特

別報道の為に、独自の手話通訳者人材をネットワーク化する。

シンガポール 法律はない。

韓国 1．障害者差別禁止・救済法（第 21 条 情報とコミュニケーション、コミュニケー

ションなど、適正な便宜を提供する義務）

2．障害者福祉法（第 22条 情報アクセス／第 23条 便宜）

台湾

タイ 手話通訳事業法

ベトナム ベトナム社会主義共和国議会で障害者に関する法律は可決されたが、ベトナ

ム手話通訳者の養成や認定については含まれていない。

５． 通訳者養成制度はありますか。養成プログラムを簡単に紹介してください。

国名 養成制度

カンボジア DDP（ろう者開発計画）

中国 障害者センターで通訳者養成を実施。

政府認定のカリキュラムがあるが、統一的には行われていない。

香港 トレーニングプログラムはある。

インド ムンバイの聴覚障害者のための Ali Yavar Jung国立学院で 2001 年に政府主

導で正式な養成プログラムが始まり、インドリハビリテーション協会が認める唯

一の資格プログラムとして広くインド中に知れ渡っている。全日制一年間でイン

ド手話通訳資格を取るまで3レベルのプログラムがある。現在インド国内7つの

地域で通訳者を養成中。

インドネシア 現在まで、ろう教師が私的に手話通訳者を教育している。宗教分野でも同様。

2010 年 9 月以降、国立インドネシア大学（言語学部）がろう協と協力して、1 年

間の 2 学期コースで手話課程（初級）を開始。ろう協は通訳を目指す人向けに

中級、上級コースの開講を予定。財政面はまだ成功とはいえない状況。

日本 入門、基礎で 80時間、上級課程で 90時間

6つの専門学校、短大、大学における教育。

ヨルダン 養成はろう教育機関のひとつ（ホリーランドろう学院）で行われる。3 つのレベル

での養成がある。政府（障害者事情のための高等議会 HCD）により認可され

る。

マカオ 3カ月と 6カ月、週に 4～6時間の養成。

マレーシア 全国ろう者協会（NDS）と大学が協同しディプロマ（認定コース）あり。大学に必

修科目があるが、ろう者学や通訳者エチケットなどに関してはNDSが担う。



国名 養成制度

ネパール なし。手話の基礎講座（6-10 カ月）あり。時々ゼイン・ヒマ氏から通訳技術指導

を受ける。

パレスチナ 現在のところ、正式な養成講座はない。講座は通訳者などに向けて実技として

はあったが、ろう者や手話についての理論や知識は含まれていなかった。

フィリピン 手話の技術訓練を提供する機関は多数あるが、手話通訳訓練は非常に少な

い。今までのところ、手話通訳者養成修了証プログラムのみで、資格・学位プロ

グラムはない。

シンガポール 正式な教育制度はない。

韓国 1．2大学に専攻課程がある。

(1)国立リハビリテーション福祉大学は１または 2年制

(2)韓国ナザレン大学は4年制

2．1大学に大学院課程がある。

(1)韓国ナザレン大学院（修士課程と博士課程）に全国手話通訳専攻課程

3．政府資本機関

(1)ソウル手話教育学院「障害者幸福事業」ろう連加盟団体であるソウル

ろう協が手話通訳者養成の運営資金を援助

台湾 ろう組織が 2つあり、それぞれが通訳者養成を実施。

タイ 2000 年より大学での教育を開始。

ベトナム 2012 年にはドンナイ州で、ギャローデット大学との恊働と日本財団の助成で、

Woody氏による養成講座が開かれる。

６． 手話通訳者の試験・認定制度はありますか。あれば、簡単に紹介してください。どのような方

法か、あるいは誰が責任をもつのかなど。

国名 認定制度

カンボジア DDP（ろう者開発計画）による。

中国 ない

香港 手話通訳者試験の導入を検討中。

インド インドリハビリテーション協会がインド手話通訳者養成コース全3レベル（A、B、

C）において 1年全日制 2年定時制の資格プログラム完了時に認定を行う。

これまでのところ手話を教える者に関する認定はない（彼らは研修を受けたろう

者）。

インドネシア ない。知る限り、制度や様式、プロの手話通訳者の質のレベルは、既存の手話

通訳者は助言者として協力し、ろう教師が決めるべきである。

日本 国レベルの認定試験 1989年～

都道府県レベルの認定試験

1970年代～ 都道府県で個別に試験を実施



国名 認定制度

2001年～ 全国手話研修センターによる統一試験開始

市町村レベルの認定試験 1970年代～

＊ 筆記試験、実技試験または面接

派遣範囲や通訳報酬の地域格差を縮めるために事業の見直し中。

ヨルダン 障害者事情のための高等議会は総理大臣に付属しており、試験をしたり通訳

者を認可したりする。フォローアップ制度は未開発。

マカオ 現時点ではない。

マレーシア 試験制度は１つ（健聴、ろう両通訳者向け）。3 種類の認定制度がある。（ろう者

への通訳、専門通訳、シニア通訳）。

ネパール 随時ろう団体と検討の上推薦。

パレスチナ パレスチナろう連盟と社会問題省が協力、または各地のろう協（現在 5 団体）を

通じて行う。どこかが公認した試験や認定制度はない。

フィリピン 現在PNASLIが一年かけて（2012年6月～2013年）Grandfather条項を通して

経験豊かな（5 年以上）通訳者のための公認システムを確立している。この後、

公認を望むものはみな PNASLI が決めた包括的な評価を受ける必要がある。

シンガポール ない。ろう者の推薦により手話通訳者になる。

韓国 国が行う認定試験とろう組織が行うものがある。

1．ろう通訳者適性試験（民間認定-協会）2004 年～

2．国家認定手話通訳者試験（民間 1997 年～国認定 2006年～）

5 年毎に資格更新。50 時間の養成を受けていることが条件。3 回更新を怠ると

再取得は不可能。

台湾

タイ

ベトナム 手話通訳者試験の導入を検討中。

７．手話通訳利用料金はいくらですか。（ろう者あるいは聴者が依頼する場合）

国名 手話通訳利用料金

カンボジア

中国

香港 １時間 250香港ドル

インド 通訳サービスの信頼性のある公認価格はない。時間による支払システムでは

なく半日、一日ベースとなる。一日では 1000－2000 インドルピー（20-40 USD）

半日で 500－1000 インドルピー（10－20USD）

インドネシア 2010 年まで手話通訳はボランティアと捉えられてきた。運が良ければ交通費を

もらえる程度。障害者権利条約の批准後、政府、非政府機関は手話通訳の必

要性を認識し始めたが、手話通訳という仕事について重きを置いておらず、手

話通訳の規則や基準を知らない。経費削減のため、終日の行事に通訳者 1名



国名 手話通訳利用料金

のみを依頼する。

手話通訳利用者を傷つけないため、行事内容（国際・国内）、平日・週末、政

府非政府主催・民間主催・障害者団体主催などにより、料金を設定。参考に、

ジャカルタの通訳者は全員本業を持っており、平日に通訳業務を行うにはその

日の収入を失う覚悟。

近隣各国と違い、料金は時間単位ではない。協力関係にある。障害者団体向

けには平均1日1人20米ドル。国際・民間機関向けには同100～300米ドル。

つまり、料金は1日1人20～300米ドルの間となる。この料金でもなお、主催者

側は経費を削減しようとする。通訳者にとって強い圧力である。

日本 ろう者が利用する際には無料。内容に応じて料金がかかる場合がある。地域に

よって異なるが、通訳者には 1時間平均約 19US ドルが支払われる。現在全日

ろう連と政府が障害者権利条約に基づいて新たな規則を検討中。日本政

府が経費負担だが、基準がないので統一したい。また、JFD、JASLI、

NRASLI は派遣範囲についての明確な整備も求めている。（例えば、政治、

個人の営利、宗教関連への公的派遣は認められない。選挙の政見放送の

手話通訳は認められている）

ヨルダン どの言語も「言語」通訳の政府料金は 1 時間 30 米ドル。手話通訳者は地域で

の値段を決めようとしているところ。

マカオ ろう者が利用する際には無料。企業、行政、公共施設が利用する場合は有

料。１時間 200 マカオパタカ（US$31）

マレーシア 自治体で違いがある。１回 30 リンギッドぐらい。

払えない人は無料。払える人は交通費を負担。行政からの依頼の場合は 1 人

1 日約 50US ドル。遠隔地の場合は宿泊希望も出す。政府にも予算がないこと

が多い。

ネパール 派遣元に資金があれば支払われる。多くの場合報酬はない。しかし最近は約

US$5～12／日もでてきた。支払い可能なろう者は約 US$1－2、最高 5／

日。金額設定はない。公的な行事でろう団体から派遣する場合は１日

500-1000 ルピー。

パレスチナ 企業、行政、公共機関が利用する場合、あるいは大学または一般向け研修で

は課金される場合がある。料金は 1 時間当たり 15～20 ドルの間。金額が通訳

の際に必要とされるサービスによって異なる場合もある。

フィリピン 手話通訳者の報酬は現時点で一時間につき 350PhP（約 8米ドル）。しかし、ほ

とんどの場合、より低い報酬あるいは無報酬の例もある。

シンガポール 料金は1時間 10 シンガポールドル、3時間 21ドル。企業等が利用する際には

有料。裁判の場合は警察が支払う。

韓国 ろう者は無料。協会は有料。その他は以下の通り。

区分 基準 賃金



国名 手話通訳利用料金

(ウォン)

外部行事 1 時間 100,000

講演やセミナー 1 時間 70,000

大学 1 時限（50 分） 30,000

警察署 1 時間 50,000

検察室 1 時間 70,000

公聴会 1 回 50,000

地方裁判所 /家庭裁
判所

一公判 50,000

高等裁判所 一公判 70,000

法廷

最高裁判所 一公判 150,000

公開選挙運動 全国大会 300,000

公開討論会 300,000

選挙放送/候補者演説 90,000

選挙

放送

CM– 1 放映分 150,000

教養 1 時間以内 200,000

ニュース 10 分毎 90,000

時事 10 分毎 150,000

放送

娯楽 1 時間 200,000

台湾

タイ

ベトナム 200,000 – 500,000 ベトナムドン/１回（3 時間） 10-25 米ドル/１回 

８．手話通訳者組織はありますか。会員は何人ですか。会費は？ 政府の援助はありますか。

国名 手話通訳組織

カンボジア ない

中国

香港 2009年に手話通訳者組織を設立。

インド 全国レベルの通訳者組織は 2つ。

ASLI:通訳者協会 会員 100人 (出所不明) 資格を持った通訳者は数名

ISLIA:インド手話通訳者協会―会員 80 人（ほとんどが通訳サービス提供の資

格を持っている。リレー通訳を担当するろう通訳者も含む）

インドネシア 去る 2010 年にフィリピンのタガイタイで開催されたアジア会議で、故市川氏か

ら、その時点ではジャカルタには 2 名しか通訳者がいなかったため、協会の設

立を待つべきだと提言を受けた。そこで私は（ろう協の承認を受け）WASLI 個

人会員になろうとしたが、これも費用が高すぎたために断念。未だにインドネシ



国名 手話通訳組織

アには団体や協会設立を支持する標準や基準はない。政府の資金援助は、

政府主催団体でない限りまずあり得ない。私たちが資金提供活動を行ってい

る段階であり、寄付も無理。

できれば 2013 年に通訳者協会を設立したい。通訳者が 6名になる予定。

日本 2 つの組織がある。全国手話通訳問題研究会（NRASLI）および手話通訳士協

会（JASLI）

＊年会費 全通研約 100US ドル 士協会約 88US ドル

ヨルダン 協会はまだないが、専門職を規定するために審議が進行中。

マカオ 現在、手話通訳者組織はない。

マレーシア 有り。50人のメンバーはすべてボランティア。

ネパール 2010年にNASLI-Nepalが設立。ろう議員の援助があった。中央委員会もある。

会員数 40名。（教師 5 名、盲ろう通訳者 1 名、ろう者 1 名、数名は新人）

年会費 100 ルピー(約 US＄1)。

パレスチナ 現在のところ手話通訳者の協会はない。

フィリピン ある。2011 年に設立されたフィリピン手話通訳者協会（PNASLI）。現在約 100

人の会員がいる。現役員が WASLI 会員申請を処理中である。PANSLI 資金の

ほとんどは会費で、組織設立初年度はフィリピンデフリソースセンター（PDRC）

からの寄付があった。

シンガポール 手話通訳者の団体はシンガポールろう者協会内にある。独立組織はない。

韓国 組織はない。2013 年に国内全通訳者が対象の通訳者会議開催の予定。

台湾 組織はない。

タイ 組織を2003 年に設立。

ベトナム ろう難聴者教育研究所（CED）が手話通訳者クラブを設立。

９.手話通訳派遣サービスの窓口はどこですか。職業として働いている通訳者はいますか。

国名 手話通訳派遣窓口

カンボジア 6名の通訳者がDDP（ろう者開発計画）で勤務している。

中国

香港 ろう組織で数名が勤務しているが、全員非常勤である。

インド ムンバイの AYJNIHH と地域センター、インドール（マドヤ・パラデシュ州）手話

部とラマクリシュナ本部(以上が通訳者養成が行われているところ)

2つの通訳者組織 - ASLI: www.signasli.org

ISLIA: www.islia.org

インドネシア ろう協またはインドネシア障害者協会（PPCI）事務所に連絡。ろう協本部にはろ

う者のみのため、SMS（ショートメッセージ）かメールで依頼。ジャカルタの手話

通訳者 5 名全員がろう協に認定されており、政府・非政府機関にもよく知られ

ている。PPCI事務所には手話通訳者はいない。



国名 手話通訳派遣窓口

日本 市役所、都道府県、聴覚障害者情報提供施設

1,500 名の通訳者が雇用されている（市役所、都道府県、情報提供施設）

ヨルダン 高等議会が通訳者を識別し、照会できる唯一の正式な団体である。他は噂や

人づてによる。

マカオ 手話通訳サービスが必要な方はだれでもデフサービスセンターに来て

依頼するか、携帯にメールして依頼することもできる。

マレーシア ろう団体が窓口。

ネパール 2つあるろう団体が窓口。

パレスチナ 通訳者への連絡は、たいていはろうあ協会、ろう連盟、最近では社会基盤省経

由で行なわれる。以前の経過の関係で直接通訳者に連絡がくる時もある。政

府機関に雇用されている通訳者はいない。

フィリピン 通訳の要請はたいてい様々な手話通訳者養成機関を通してくる。法廷通訳に

ついては、フィリピンデフリソースセンター（PDRC）から最高裁判所あてに照会

が送られる。現在はPNASLI を通じた要請も若干ある。

シンガポール

韓国 手話通訳センターが184カ所あり、それぞれ5名の手話通訳者がそこで勤務し

ている。

＊資格を持った通訳者が多いが、無資格者もいる。しかしある時から、手話通

訳センターでは2年以内に資格を取ることが韓国ろう協会の内規で義務づけら

れ、韓国保健福祉家族部は業務指示書に明示している。

台湾

タイ ろう者組織に 30名の通訳者がおり、ほとんどが非常勤。

ろう者向けの大学があり、常勤の手話通訳者が 1名いる。

ベトナム 通訳者が 3 つの団体で非常勤で勤務。ろう難聴者教育研究所（CED）、ハノイ

ろうあ協会、ろうプロジェクトのためのオープンハイスクール及び大学。


