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1. はじめに

近年の IT 分野の技術の発展により、第二言語教育、第二言語学習の分野では

これまでに無かった大きな変化が訪れつつある。日本語教育、日本語学習におい

ても従来の紙を媒体とした学習教材だけではなく、デジタル媒体を介して使用で

きる様々な学習ツールが学習者にとって使用可能な状況になってきている。本稿

では、Google 翻訳等のオンライン上でアクセス可能な機械翻訳サイトに着目し、

日本語教育のための支援ツールとしてのオンライン翻訳サイトの有用性について

検証した。 

2. 近年における第二言語学習環境の変化

1990 年代後半からのインターネットの普及は言語学習の環境にも大きな変化

をもたらしている。インターネットの普及以前は言語学習において学習者が使用

する教材は紙媒体の物が中心であり、教科書、ワークブック等を購入した上で教

材として用いるという形がほとんどであった。また、インターネットが一般的に

普及する以前の段階においても、いわゆる CALL(Computer-Assisted Language 

Learning)に分類されるコンピューター上で学習者が使用するタイプの教材は存在

したが、それらは Warschauer & Healey(1998)の 1990 年代後半時点での CALL を

取り巻く状況のまとめに見られるように、CALL は学習用の専用ソフトウェアを

教育機関、あるいは個人が購入した上で、そのソフトウェアを学習者が使用する

という形が主流であった。また、Dunkell(1987)が言及していたように以前はコン

ピューターの購入そのものにかかる費用が CALLを実践していくための大きな障

壁であったが、2010 年代後半である本稿の執筆時点では比較的安価に個人でコ

ンピューター、タブレット、スマートフォンの購入が可能であり、伊藤他（2016）

の調査で示されているように世界各地の日本語学習者の大半が日常的にインター

ネットにアクセスしているという状況にある。

そしてインターネットの普及により言語の学習者は学習目的で作成された教材

だけではなく、母語話者向けのウェブサイト、動画等にも容易に、しかも無料で

アクセスできるようになってきており、Brook(2011)、Watkins & Wilkins(2011)等

で議論されているように母語話者向けの題材を第二言語教育の際にも活用しよう

という試みは多数報告されている。また、学習者は多数のオンライン辞書、機械

翻訳サイト、音声読み上げツール等にもインターネット上で無料でアクセス可能
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な状況にあり、それらを学習支援ツールとして活用することも学習者にとって学

習の効率化のために有効であると考えられる。 

 

3. 学習支援ツールとしての機械翻訳サイトの有用性 

本稿ではまずインターネット上の機械翻訳サイトの日本語学習の際の有用性に

ついて論じたい。現代社会では日常生活のあらゆる分野で電子媒体の活用が進ん

でいるが、学校教育という枠組みの中ではテクノロジーの活用が進んでいるとは

言い難い。言語教育の分野においてもそれは同様で、Garrett(2009)が指摘してい

るように学校内での言語教育ではどのように新規のテクノロジーを有効活用する

かについては重視されていない場合が多い。従って、オンライン機械翻訳サイト

の使用についても学校教育機関の授業内では特に明確な形で指導が行われていな

いのが一般的な現状である。 

 

3.1. 日英機械翻訳サイトの正確性 

オンライン機械翻訳サイトを日本語教育のための教材、学習支援ツールとして

使用する場合に、大きな問題となるのが翻訳の正確性である。インターネット上

に は 2018 年 現 在 、 Google 翻 訳 (https://translate.google.com/) 、 Bing 翻 訳

(https://www.bing.com/translator/) 、Weblio翻訳(https://translate.weblio.jp/)、Excite翻

訳(https://www.excite.co.jp/world/english_japanese/)等の無料で日英機械翻訳が使用

可能なサイトが多数存在するが、本稿では Google 翻訳に焦点を置いて機械翻訳

の正確性を検証した。Google 翻訳では様々な言語間での双方向の機械翻訳が利

用可能であるが、言語学習のための支援ツールとして使用するためには翻訳の正

確性について把握しておくことは重要である。まず最初に本稿では、Google 翻

訳での日英間の単語、フレーズレベルでの翻訳についての検証を報告する。なお、

本稿の検証で翻訳する単語、文は、日本語初級教科書である「げんき１」

（Banno et al., 2011a）、「げんき 2」（Banno et al., 2011b）の本体、あるいは付

随のワークブックの中から抜粋したものを使用することとした。 

Google 翻訳では日本語から英語、英語から日本語の単語、フレーズレベルの

翻訳においては高いレベルでの正確性が観察されたが、語感、ニュアンスの点で

は若干相違した語句が表示される場合があった。例えば日本語の「勤める」は英

訳後は「serve」という語に翻訳され、これは誤訳ではないが両者が意味するも

のは完全に同一であるとは言い難い。ただ、このような細かい意味の相違が発生

するのは辞書全般にみられる傾向であり、オンライン翻訳サイトを単語の理解の

ための辞書として活用する際にはある程度は受け入れなければならない現象であ

ると考えられる。また、英語から日本語に翻訳する際は、翻訳後の日本語の単語、

表現が教科書内で導入されている表現と相違した物が表示されることがあるとい

うことについては注意が必要である。例えば英語の「withdraw money」を Google

翻訳で日本語に翻訳すると「お金を引き出す」という訳が表示され、「お金をお

ろす」という「げんき」の教科書内で導入されている語句とは相違した物が表示

される。勿論この例は誤訳というわけではなく、学習者にとっても同義語を学ぶ
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ための学習の機会ではあるが、学習者の発話を他の学習者が理解することが関与

しているタイプの学習活動においては注意が必要である。 

 では次に、文単位での翻訳においての正確性はどうだろうか。文単位での翻訳

の際は、単語、フレーズレベルでの翻訳とは違い明らかに誤訳と思われる例が散

見され、文が長く複雑になればなるほど誤訳の発生が多くなる傾向が観察された。

以下の表 1 に Google 翻訳での日本語から英語への翻訳の例を示す。翻訳後の文

に下線がある部分は誤訳になっている部分である。 

 

表 1: Google翻訳での日本語から英語への翻訳例 

例 翻訳前 翻訳後 

(1) これはわたしのペンです。 This is my pen.  

(2) あなたの町に何がありますか。 What is in your town? 

(3) 大学は新しくてきれいです。 The university is new and beautiful. 

(4) いい漢字の辞書がほしいです。 I want a good kanji dictionary. 

(5) 学校でたばこを吸ってはいけません。 You must not smoke at school. 

(6) 今日は日曜日だから、銀行は閉まって

いるはずです。 

Since today is Sunday, banks should be closed. 

(7) 山下先生は昨日何を食べたか覚えてい

ません。 

Professor Yamashita does not remember what 

he ate yesterday. 

(8) あなたと日本語の先生とどっちのほう

が背が高いですか。 

*Which is taller, with you and the Japanese 

teacher. 

(9) ひろしさんはみちこさんに荷物を持た

されます。 

*Hiroshi is given a luggage for Mr. Michiko. 

(10) この調査では、日本人の大学生とアメ

リカから来ている留学生に写真を見せ

て、それがどんな感情を表している写

真か答えてもらいました。 

*In this survey, I showed pictures of Japanese 

college students and international students from 

the USA and asked them what kind of emotions 

they represent. 

 

表 1に示されているように、日本語から英語への翻訳においては大部分は概ね正

しい訳が表示されたが、例(8)～(10)で見られるように細かい部分では誤訳が発生

するという結果になった。例えば例(8)では本来なら意味に無いはずの「with」と

いう語が含まれており、例(9)では日本語の「荷物を持つ」という語句は「荷物

を運ぶ」という解釈になるが、「与えられる」という意味の「given」に誤訳さ

れている。また、例(10)では本来は英訳後は「to」となるべき部分が「of」と誤

訳された。なお、Google 翻訳では第一に表示される訳とは別に、第二の訳の候

補の文が表示されるが、第二の訳の候補では明らかに誤訳という例が大半であっ

たので、今回の検証の対象からは外すことにした。 

 例(8)～(10)の日本語から英語への誤訳例に示されているように、完全に機械翻

訳を正確な訳として信頼できる段階には達していないというのが今現在の実情で

あり、日本語学習という観点から見ても訳の模範例として機械翻訳を参照にする

ためには正確性の面で難があることは否定できない。ただ、例(1)～(7)のように

比較的単純な構造の文を機械翻訳する際は正確な訳が表示される場合が多く、日
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本語学習の初期の段階であれば誤訳の可能性もあると認識した上で参考例として

活用することも可能であると考えられる。 

 次に、Google 翻訳での英語から日本語への翻訳について検証する。この検証

で使用されている英語の文は、日本語から英語の翻訳例と同様に「げんき 1」、

「げんき 2」教科書本体、ワークブックから抜粋されたものである。 

 

表 2: Google翻訳での英語から日本語への翻訳例 

例 翻訳前 翻訳後 

(11) Mr. Takeda is a teacher.  武田さんは先生です。 

(12) I speak Japanese at home. 私は自宅で日本語を話す。 

(13) I live in a small town. 私は小さな街に住んでいる。 

(14) Mary can swim very well, just like a fish. メアリーは魚のように泳ぐことができま

す。 

(15) The department manager made Mr. Yamada 

work overtime. 
部長は山田さんに残業をさせました。 

(16) You had better memorize kanji.  *あなたは漢字をよく覚えていた。 

(17) My friend made me wait for one hour at the 

station.  
*私の友人は駅で一時間待たせました。 

(18) I think I will let my children do what they 

love. 
*私は子供たちが自分の好きなことをやり

遂げることができると思う。 

 

表 2 の例(11)～(18)に見られるように、英語から日本語への翻訳では日本語から

英語の翻訳と同様に単純な文では比較的正確さが保たれたが、文の構造が複雑な

場合は誤訳例が多く見られた。例えば(16)においては、本来なら英語の「had 

better」は「～ほうがいい」といった表現に翻訳されるべきであるが、翻訳後は

「覚えていた」と単なる過去形に誤訳されている。なお、(16)の英文は Bing翻訳

を使用した場合は、「あなたは漢字を覚えた方がよい。」と正しい訳が表示され

た。また、(17)、(18)においても日本語訳の意味が元の英語とは違ったものにな

っており、誤訳が生じるという結果になった。 

 日本語教育という環境においては、日本語から英語での機械翻訳では翻訳後の

英語を英語学習のために参考にするという状況はあまり考えられないが、英語か

ら日本語への翻訳では学習者が翻訳後の日本語を学習の参考にしようとすること

は起こり得ると考えられる。しかしながら、表 2 の例(16)～(18)で見られたよう

に誤訳が表示される可能性は十分に考えられるので、英語から日本語への機械翻

訳を学習者の支援ツールとして全面的に推奨するということは現時点では難しい

と思われる。このような現状を鑑みた場合、日本語教師の立場から学習者に機械

翻訳の有用性について情報を提供するのであれば、英語から日本語の翻訳につい

ては単語、フレーズレベル、あるいは比較的単純な文の場合に限定される形で有

用であると述べるのが最も適切であると考えられる。ただ、表 2の正しい訳の例、

誤訳例の双方で観察されるように、仮に意味的な誤訳が表示される場合であって

も単語の活用形、語と語の接続のような機械的に処理できる部分については機械

翻訳は概ね正確であり、結果的に生成される文も完全に文法的な非文にはなって
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いない。従って、現時点での機械翻訳は文全体としての意味の正確さは学習支援

ツールとして信頼できるレベルにあるとは言い難いが、形式的、形態的な正確さ

は比較的高いレベルにあり、このことを留意しておくことも学習上は有用である

と思われる。 

 

3.2. 機械翻訳サイトの使用と学生のパフォーマンスの評価 

 日本語教育において学習者が機械翻訳サイトを使用した場合、大きな問題とな

る可能性があるのは学習者のパフォーマンス評価である。授業内での対面形式で

の会話練習、口頭試験のような課題においては学習者が機械翻訳をその場で使用

するという状況は考えにくいが、ワークブック課題、作文のような学習者が教室

外で取り組むタイプの課題においては、学生が機械翻訳サイトを使用した場合に

パフォーマンス評価の際にどのように考慮すべきかという点は、明確な形で答え

を出すことは容易ではない。 

 まず第一に問題になるのは、学習者が機械翻訳サイトを作文等の課題で使用し

た場合に、評価者である教員が課題の評価の際に機械翻訳サイトの使用の有無を

判断できるかどうかである。Somers 他(2006)はスペイン語、ドイツ語、イタリア

語と英語間での翻訳課題において、学生が機械翻訳を使用したかどうかの判断を

数学的モデルを使用して試みているが、日々の授業において教員が数式を用いて

それぞれの課題について判断を下すというのは現実的ではない。また、Somers

他(2006)は学習者が課題に完全に自力で取り組んだ結果発生した誤訳と、機械翻

訳によって生成された誤訳が類似する傾向についても言及しており、単純にどの

ような種類の誤訳が発生しているかを基準にして機械翻訳の使用の有無を判断す

ることも難しい。そして初級の学習者が提出した課題の中で上級レベルの単語、

文法が多数使用されている場合は翻訳サイトの使用が疑われると推測することは

ある程度は可能だが、学習者の学習段階が既に中級、上級レベルに達している場

合は、使用されている単語、文法のレベルを基準にして翻訳サイトの使用につい

て判断することは現実的ではないと思われる。更に、学習者がワークブック、作

文等の課題で機械翻訳を使用する場合は、課題の全ての部分で機械翻訳を使用す

るというよりも、学習者が自力で取り組んだ部分と機械翻訳が使われた部分が混

在しているというケースも十分に考えられる。従って、学習者が提出した課題の

内容を根拠にして教員側が明確な形で自信を持って学習者の機械翻訳の使用を判

断することは困難であると認識せざるを得ない。 

 学習者の機械翻訳サイトの使用に関して日本語教育の現場でもう一つの問題と

なる可能性がある点は、そもそも翻訳サイトの使用自体を教員が学習者に許可す

るかどうかという点である。まず学習者の翻訳サイトの使用を完全に禁止する場

合についてであるが、言語の習得という教育的な観点から見れば、機械翻訳に依

存する形ではなく自力で課題に取り組むべきであるという考え方は十分に理解で

きるものである。ただここで問題となる点は、先ほどの議論にも見られるように

教員の立場から見て学習者が翻訳サイトを使用したかの判断が決して容易ではな

いということであり、教員が翻訳サイトの使用を禁止すると表明した場合でも、
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実際に学習者がそれに従うかについては疑問が残る。では、学習者に機械翻訳サ

イトを許可する場合はどのような使用法が考えられるだろうか。 Jolley & 

Maimone(2015)は言語の学習者は機械翻訳の正確性を過大評価する傾向にあると

いう現象を報告しており、このような学習者の誤認を是正するためには、

Niño(2008)が英語母語話者向けのスペイン語教育での実践として紹介しているよ

うな「機械翻訳の間違いを修正する」という内容のタスクを学習活動の一環とし

て取り組ませるということも有効であると考えられる。また、 Jolley & 

Maimone(2015)が指摘しているように、機械翻訳サイトを多用する学習者であっ

ても機械翻訳の使用についてのトレーニングを一切受けていない場合が大半であ

り、その現状を反映すると言語教育のカリキュラムに翻訳サイトの有効的な使用

方法についても指導項目として含めるということも一つの現実的な策であると考

えらえる。 

 

4. 音声読み上げ機能の有用性 

 本稿では機械翻訳サイト付随の音声読み上げ機能の正確性、日本語教育への有

用性についても検証する。本稿で紹介した Google 翻訳等のオンライン翻訳機械

翻訳サイトの多くには音声読み上げ機能もシステムの一部として組み込まれてお

り、翻訳目的で使用しない場合であっても、任意の文を入力してその文を音声と

して再生することが可能である。また、ウェブサイト上での音声読み上げだけで

はなく、有料の物が主流ではあるがパソコンにインストールして使用するタイプ

の音声読み上げソフトウェアも数多く市販されている。では、このような音声読

み上げ機能を日本語教育において有効活用することは可能であるだろうか。 

 日本語では単語が単独で発話される時と、文の中の一部として発話される時に

アクセントが変化することがあることが知られているが(Tsujimura, 2013 等)、日

本語学習者にとっては文単位の発話を正確なアクセント用いて発話することは決

して容易なタスクではない。対面形式での授業中であれば学生のアクセントの間

違いを教員がその場で訂正することは可能であるが、教師が授業内で学生の全て

の発話のアクセントの間違いをその場で訂正指導することは現実的ではない。ま

た、スピーチの指導、プレゼンテーションの指導の際においても、教員が担当学

生一人ひとりのスピーチ原稿、プレゼンテーション原稿を音読して模範を示すと

いうのは非常に労力を要する作業であり、その代わりにインターネット上でアク

セスできる音声読み上げ機能を学習者に参照させることが現実的に可能であれば、

音声読み上げ機能を教員の負担削減のために利用することも有益であると考えら

れる。ただ、これは音声自動読み上げの正確性が実用に耐えるレベルに達してい

ることが前提であり、自動的に作成された音声がアクセントの間違いを多く含ん

でいる場合は教育支援ツールとしての使用は困難である。 

 本稿では日英間機械翻訳の正確性の検証に引き続き、音声読み上げについても

Google翻訳での音声読み上げ機能を対象として、正確性の検証を行った。表 3は

本稿で行った音声読み上げ機能の正確性の検証の例である。なお、この検証で使

用された文は、中上級日本語学習者を対象とした教科書である「Tobira: Gateway 
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to Advanced Japanese」(Oka et al.,. 2009)から抜粋されたものである。表 3の文の中

で下線がある部分は、アクセントの間違いが確認された部分である。 

 

表 3: Google翻訳での日本語音声読み上げ機能の正確性 

例 音声読み上げに使用した文 

(19) 日本はロボットの技術が発達していることで有名だ。 

(20) 高橋くん、ちょっと相談したいことがあるんだけど。 

(21) 和紙の第一の特徴は、薄くて強いことです。 

(22) 現代の日本人は、野球、サッカー、ゴルフ、スキーなど、色々なスポーツを楽しん

でいる。 

(23) 日本を訪れた外国人は自動販売機が街中にある風景に驚くらしい。 

(24) そして、どんな物にも動物やマンガ的なかわいいシンボルキャラクターを作って楽

しみます。 

 

表 3で示されているように、Google翻訳の音声読み上げ機能は正確性については

高いレベルにあり、例(19)～(22)の文中ではアクセントが明確に間違った形で発

音された語は含まれていなかった。従って、今回の検証の結果を基にすると、    

Google 翻訳の音声読み上げ機能は日本語学習のための支援ツールとして現実的

に実用が検討できるレベルに達していると考えられる。ただ、アクセントの間違

いが完全に無かったわけではなく、Google 翻訳の音声読み上げを完全に信頼で

きるという前提で使用することはリスクを伴う。例えば例(23)では文中の「街中: 

まちじゅう」という語の中の 4つのモーラのアクセントは本来は Low-High-High-

High であるべきだが、Google 翻訳では Low-Low-High-High という形で発音され、

不自然に聞こえる音声が生成されるという結果になった。また、例(24)では「シ

ンボルキャラクター」の「シンボル」は「キャラクター」という語が直後に現れ

る場合は Low-High-High-High のアクセントで発話されるのが自然であるが、

Google翻訳ではHigh-Low-Low-Lowという形で発音された。このようにある程度

のアクセントの間違いは散見されるが、総合的に見て正確性は高いレベルに達し

ていると考えられ、Google 翻訳の音声読み上げ機能を日本語教育のための学習

支援ツールとして利用することは現実的に可能であると考えられる。 

 

5. 結論と今後の課題 

本稿ではオンライン機械翻訳サイト、そしてサイト付随の音声読み上げ機能に

ついて正確性を検証した上で、日本語教育のための学習支援ツールとしての有用

性について論じた。Google 翻訳を主とした検証の結果、翻訳機能については単

純な構造の文の場合は概ね正確であったが複雑な文では誤訳となる場合が多く、

複雑な文の場合は学習のための参考とするには正確性の面で難があることがわか

った。ただ、単純な構造の文の場合、翻訳サイトを単語、フレーズのための辞書

として使用する場合は正確性は高く、そういった使用法に限定されていれば学習

のためのツールとしての使用は可能であるという結論に至った。また、Google

翻訳の音声読み上げ機能のアクセントの正確性については翻訳機能よりも高いレ
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ベルでの正確性が観察され、完全に信頼できるレベルとは言えないが学習支援ツ

ールとしての使用が可能であるという結論に至った。 

本稿での検証から考えられる今後の課題としては、日本語学習者のオンライン

翻訳サイトの使用の実態把握が挙げられる。Jolley & Maimone(2015)はスペイン

語学習者の大半が何らかの形でオンライン翻訳サイトを使用していることを報告

しているが、日本語教育の領域においては学習者のオンライン機械翻訳サイト使

用の実態の把握が進んでいるとは言い難い。アンケート調査、インタビュー調査

等を通して、日本語学習者のオンライン翻訳サイトの使用の実態を調査すること

は、今後の日本語教育におけるオンライン翻訳サイトの効率的な使用のために有

益であると思われる。また、大学等の教育機関に所属している学習者に限らず、

実社会の中での日常的な業務の中で第二言語として日本語を使用する話者達が、

どのように機械翻訳サイトを利用しているかを把握することも今後のために有益

であると考えられる。 
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