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はじめに

ある県の歯科医師会の研修会に講師として招かれ
た際，参加者の方からいただいた質問の中に「お薦
めの翻訳アプリを教えてください。」というものが
あった。そのことが私が今回のテーマを思いついた
きっかけである。それまで私が知っていた翻訳アプ
リと言えば，せいぜいGoogle 翻訳かWeblio 翻訳
くらいのものであった。しかもその精度というと，
例えば日本語から英語へと翻訳された英文は，だい
たいの内容は伝わりそうではあるが，まだまだいろ
いろな誤
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があったように記憶している。
しかし，最近の翻訳アプリ・翻訳機の進化には目

を見張るものがある。特に２０２０年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催が決定してからは，さら
にその進化の速度を増している。私自身は英語教師
という職業柄，翻訳アプリとか翻訳機は，自らは取
り扱ってはならないものとして認識していた，いや
そう思おうとしていたのかもしれない。しかしなが
ら，どうやらその進歩は私が気が付かないうちに，
想像をはるかに超えるレベルにまで達していたよう
で，もしかしたら今後の英語教育にも何らかの影響
を及ぼす可能性もあるように感じる。
ポケトークという翻訳機がある。明石家さんま氏

が登場するTVコマーシャルでも紹介されているの
で，ご存じの方も多いことだろう。このポケトーク
の売り上げは２０２０年時点で累計出荷台数は７０万台を
突破（初代，「ポケトークW」，および「ポケトーク
S」を含む（サンプル等を除く））したそうである。

まさに爆発的な売れ行きである。そのポケトークの
謳い文句は，
「ソースネクストの『POCKETALK（ポケトー
ク）』は，互いに相手の言葉を話せない人同士が
自国語のままで，簡単に対話できるAI 通訳機で
す。」 （ソースネクストのホームページより）

とある。もし，このとおりだとしたら，今まで日本
人の多くが苦労を強いられてきた英語学習も，ぐっ
と楽になるかもしれない。
今回私は，私にとってある意味「禁断の果実」で

あるポケトークを通して，果たしてそれがどれくら
いの実力があるのか，ポケトークを使ってどのよう
なことができるのか等について検証してみると同時
に，ポケトークの新たな使い方や活用法を探ってみ
たいと思う。さらには，このような翻訳アプリや翻
訳機が今後どのように進化し，またこれからの英語
教育にどんな影響を与えていくのかについても考察
してみることにする。
＊翻訳結果は２０１９年９月現在，初代ポケトークを
利用したものである。したがって，翻訳結果
は，翻訳エンジンが日々進化しているため，掲
載時と現時点では異なる場合があります。

ポケトークについて

まずは『POCKETALK（ポケトーク）』に関する
ことを述べたい。ポケトークは前述のように「ソー
スネクストの『POCKETALK（ポケトーク）』は，
夢のAI 通訳機。互いに自国語のまま対話できる双
方向の音声翻訳機です。」との触れ込みで，世に紹
介された（図１）。販売開始以来爆発的な勢いで売り
上げを伸ばしているようである。具体的には，成田
空港内の６１の免税店で接客ツールとして，ルートイ
ンホテルズ国内全３０５施設で，静岡県袋井市の小学
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校 全１２校で利用を開始したということである（た
だし，小学校等での活用は英語に限ったことではな
く，様々な言語を話す保護者等の増加に伴い，その
ためのツールとしての活用が主な理由だと思われ
る）。いずれにしても，その活用範囲は多岐にわ
たっている。
まず基本的な使い方を紹介してみると，
「おはようございます。語学研究室の森田と申し

ます。どうぞよろしくおねがいいたします。」とポ
ケトークに向かって話しかけてみると，

Good morning, my name is Morita from the
Language Laboratory.

という翻訳文が示された。まったく問題ない英文と
して翻訳できている。

［参考］
今回ポケトークとは別に参考にしたVoiceTra（ボイス
トラ）という，スマートフォン用の翻訳アプリがあ
る。これも併せて試してみたのでご紹介する。
＊VoiceTra（ボ イ ス ト ラ）はNICT（エ ヌ ア イ シ ー
ティー：国立研究開発法人情報通信機構）が，言葉の
壁の克服を目指して開発したスマートフォン用の多言
語音声翻訳アプリ

［VoiceTra の翻訳］
Good morning, my name is Morita from the lan-

guage laboratory．
I’m glad to meet you．
この翻訳文も問題ないことはもちろん，I’m glad

to meet you．と一言添えてあることに非常に驚か

された。ということで，ポケトークを含めた現在の
翻訳機（翻訳アプリ）の概略をご紹介したところで，
これから具体的な内容に入っていくことにする。

ポケトークはどこまでできるか

１．普通の会話
初めにご紹介したとおり，次のような一般的な会

話を英語に翻訳することは，かなりの精度がある。
例えば，
○この電車は舞浜駅には停まりません。
This train does not stop at Maihama Station．

○御茶ノ水行きの電車は，１番線か２番線から出
発します。赤い電車です。
The train bound for Ochanomizu is a red
train that departs form line１or２．

「何番線」の部分は，「線」という日本語の影響
を受けて line になっているが，会話の流れに沿っ
て使われていれば，十分理解できる英語である。ち
なみに JRのアナウンスでは line ではなく，“Track
No．～”という表現を用いており，電車の場合に
は，track や platform が一般的に用いられる。

２．長い文章
次に長い日本文の翻訳にどのくらい対応できるか

確かめてみた。
例１：「２０２０年に創立１３０周年を迎える東京歯科大
学が求めるのは，歯科医師としての豊富な知識と高
度な技術はもちろんのこと，医療人としての倫理観
を備え，そして，まわりの人たちを尊重しながら共

図１－a ソースネクストのポケトーク （㈱ソースネクストHPより掲載）

図１－b 自国語のまま対話可能
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に前に進むことができる，豊かな人間性を兼ね備え
た歯科医師となる人材です。」
（東京歯科大学井出学長の今年度入学式の訓示より）
Tokyo Dental College, which celebrates its １３０th
anniversary in ２０２０, is looking for a wealth of
knowledge and advanced technology as a dentist,
as well as ethics as a medical person, and respect-
ing the people around you It is a human resource
who becomes a dentist with rich humanity that
can move forward
式典のあいさつ等で使われる日本語は，定型文と

いうか，いかにも日本語らしい言い回しが多いもの
である。ふだんは非常に分かりやすい言葉で話をさ
れる井出学長も，ある程度型通りの内容と言葉を用
いて話をしている。その翻訳文というと，多少単語
の選択だとか，並び方でおかしい部分はあるが，何
となく伝えようとしていることは理解できる。日本
語を習い始めた外国人が話す日本語も同様なことが
言えるのではないだろうか。
ここで実験的に，このポケトークが翻訳した英文

を逆にGoogle 翻訳で日本語にしてみた。すると，
次のような結果を得た。
「２０２０年に創立１３０周年を迎える東京歯科大学

は，歯科医としての豊富な知識と高度な技術，医療
従事者としての倫理を求め，周囲の人々を尊重しま
す。歯科医になる人材です。前進できる豊かで豊か
な人間性を持つ」
これも日本語としてかなり不自然ではあるが，言

わんとする内容は何となく伝えられているのではな
いだろうか。
例２：同様に長文の翻訳例として，次の文の英訳を
行ってみた。
「安倍晋三総理大臣は，来年の消費税率の引き上

げを実施する考えを明確にし，増税に伴う影響を軽
減する対策をとるよう閣僚に対して指示しまし
た。」
Prime Minister Shinzo Abe clarified the idea of
raising the consumption tax rate next year and in-
structed the ministers to take measures to reduce
the impact of the tax increase．
これもかなり正確に翻訳されているし，先ほどの

入学式の挨拶のような日本語よりも，新聞記事のよ

うな英文のほうが翻訳しやすいのではないだろう
か。

ところで，元の英文は次のようになっている。
Prime Minister Shinzo Abe has made it clear he
plans to go ahead with a consumption tax hike
next year. He told Cabinet ministers to take steps
to ease its impact.
私が注目した部分はmade it clear というところ

で，make it clear という表現を使うことによっ
て，身分的に首相のほうが上であると読み取れる。
ポケトークの訳中の clarify よりも「やや命令調
で，上から目線的な表現」で安倍首相が部下である
閣僚に対して指示した，という意味合いが表せるよ
うである。この点においては，まだ人間の経験値の
ほうが一枚上なのかもしれない。

３．歯科に関する単語＆歯科診療の会話
ここでは歯科に関する単語や，歯科診療における

表現の翻訳について調査をしてみた。まずは私が考
える一般的な歯科に関する言葉である。

歯科医師 dentist
歯科衛生士 dental hygienist
歯科助手 dental assistant
主訴 chief complaint
歯周病 periodontal disease
齲蝕 caries

すべての単語を問題なく英語に直すことができ
た。この中の語彙を見ると，「主訴」や「齲蝕」と
いう言葉は専門用語に近い語であり，普通の人に
とっては，ほとんど使ったことがないだろう。「齲
蝕」にいたっては，読むことさえできないのではな
いか。
さらに専門的な歯科用語を調べてみると，

エナメル質 enamel
不正咬合 malocclusion
第一大臼歯 first molar
側切歯 side incisors
歯槽骨 alveolar bone
頰粘膜 buccal mucosa

すべてが専門用語であるが，単語レベルであれば
かなり翻訳可能なようである。
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１）歯科診療における会話の翻訳
【歯科診療の会話例】
＊（J〇）は日本文，（E〇）はそれに対応した英語
の翻訳文を表す。
＊［ ］内の英語は，『丸ごと覚える歯科臨床英会
話フレーズ集：クインテックス出版』のオリジ
ナルの英文である。
（J１）初診ですか。
（E１）Is this your first visit？［Are you a
new patient？］

（J２）日本の健康保険に入っていますか。
（E２）Do you have Japanese health insur-
ance？
［Do you have a Japanese health insur-
ance？］

（J３）今日は予約でいっぱいです。
（E３）Today is full of reservations［We are
fully booked today．］

概ね正しい（理解可能な）文であるが，「予約」と
いう単語に関して，reservation はここでは適さな
い。歯科医院の予約には，appointment をふつうは
用いる。オリジナルのWe are fully booked today.
は使い慣れていないと難しい。
２）さらに別の例文で試す
（J４）待合室でお待ちください。
（E４）Please wait in the waiting room

［Please wait in the waiting room．］
（J５）今，先生は診療中です。
（E５）The teacher is being examined

［The doctor is now with a patient．］
（J６）エプロンをかけます。
（E６）Put on the apron

［I’ll place an apron on you．］
（E４）はオリジナルの英文と全く同じ結果を得
た。（E５）の文は「先生の体は診察されているとこ
ろ」と受身形になってしまっている。また，日本語
の「先生」という言葉は，使う場面に応じて使い分
ける必要がある。（E６）の文は「エプロンを着けな
さい。」という命令文になってしまっていて，なぜ
この英語になったのか，その理由は分からない。
３）さらに歯科診療における特徴的な文
（J７）奥歯でカチカチ噛んでください。

（E７）Tick with your back teeth
［Tap your back teeth together．］

（J８）痛かったら手をあげてください。
（E８）Raise your hand if it hurts

［Please raise your hand if you feel
pain．］

（J９）特定の薬にアレルギーがありますか。
（E９）Are you allergic to certain drugs？

［Are you allergic to any particular medi-
cine？］

（E７）で「カチカチ」を tick と訳しているが，こ
れは時計の音を表す tick の影響を受けたための翻
訳になったのだろう。残りの２つはほぼ問題なさそ
うである。

４．その他
【日本語特有の表現】
その他としてまずやってみたのは，日本語特有の

表現の翻訳である。
☆いただきます。 ごちそうさまでした。
I will receive． Thank you for the meal.

☆お先に失礼します。
Pardon me, I have to go now．

☆一緒に頑張りましょう。
Let’s work hard together．

「いただきます」が receive を用いることになっ
てしまったのは，「いただく」＝ receive（受け
る，受領する）と認識したのだろう。もちろんこの
翻訳では通じない。残りの２つの訳は見事である。
特に「頑張る」という日本語のニュアンスをうまく
翻訳している。
【和製英語】
いわゆる和製英語と呼ばれる語の翻訳をしてみ

た。
ノートパソコン laptop
コンセント outlet
ダンボール cardboard
トレーナー trainer
ハイテンション high tension
フロント front

最初の３つについては典型的な和製英語で，英語
では全く違う単語を用いる。残りの３つは，一見日

３８ 森田：ポケトークの実力とこれからの英語教育
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本語と同じ単語のように思えるが，英語では異なる
内容として存在している。それぞれの意味は，
trainer「訓練師，コーチ」，high tension「強い緊
張状態（国同士などが）」，front「前部，前の方」が
本来の意味であり，日本語で用いるそれぞれの意味
とは異なる。
【方言】
ここでは方言の代表として大阪弁（関西弁？）を試

すことにした。余談だが，大阪弁（関西弁？）は非常
に影響力のある言葉だと個人的に思っている。関西
人と話をしていると，自分もいつのまにか関西弁も

�

ど
�

き
�

になっていた，という経験はないだろうか？な
ぜそうなってしまうのか，それが関西弁という言葉
そのものがもつ言語としての力なのか，あるいは関
西人の性格や文化に起因するものかは定かではない
が，他の方言と比べると影響力が非常に強い（らし
い）ことだけは確かである。言語学的な見地から関
西弁を研究している研究者がいると聞いたことさえ
ある。
それはさておき，
☆ほんまや！ Honmaya（VoiceTra の訳：Re-
ally）

☆なんでやねん！ Why（VoiceTra の訳：No
way）

☆儲かりまっか？ぼちぼちでんな。
Already Messy
（VoiceTra の訳：How’s your business go-
ing？ Not too bad.）

「ほんまや」という典型的な関西弁の翻訳は，ポ
ケトークではできなかった。しかし，VoiceTra は
Really とかなりそのニュアンスを捉えた訳をして
きた。「なんでやねん」もそれぞれWhyと No way
でいい線をいっている。「儲かりまっか？」「ぼちぼ
ちでんな。」のポケトークの訳は完全にアウト。と
ころがVoiceTra の訳は見事に翻訳されている。
もっとも，そもそもこの二つの表現は，関西人でも
今はほとんど使わないようである。興味本位で試し
たことだが，私としてはたいへん興味深い結果を得
られた。

翻訳機（アプリ）の活用法

１．通常の使い方
［単語を調べる］
（例）臨時国会 extraordinary Diet

軽減税率 reduced tax rate
健康寿命 healthy life expectancy

［言いたい表現を調べる］
（例）☆このセーターの色違いはありますか。

Is there a different color for this sweater？
☆この近くで両替できる一番近いところはど
こですか。
Where is the nearest place where I can
exchange money？

☆JR水道橋駅の近くには，東京で最も有名
な野球場である東京ドームがあります。
Tokyo Dome, the most famous baseball
stadium in Tokyo, is located near JR Sui-
dobashi Station．

何か調べたい単語や表現があった時に，和英辞書
の代わりに使ってみる方法である。見てのとおり，
英文は完璧に翻訳されている。この基本的な使い方
を，さらに効果的にするために，次のような活用方
法もあるだろう。
☆日本語のボタンを押して

日本語（自分の調べたい単語，表現）

⇒

英 語

⇒

その英語を繰り返す
（First Step）文字を見て言う
（Second Step）文字を見ないで言う
＊この手法は英語教育で用いられる Read &
Look upという手法である。

２．発音練習用として
ここでは，発音練習のためにポケトークを使って

みた。自分の発音が正しければ（ポケトークに通じ
れば），それに対応する日本語が出てくるという前
提である。

☆English のボタンを押しながら発音する
apple りんご

歯科学報 Vol．１２０，No．１（２０２０） ３９
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money お金
turn right 右に曲がる
have a cold 風邪をひく
What is your favorite Japanese food？ →
好きな日本食は何ですか。

How was your vacation？ → 休暇はどう
でしたか。

I’d like a table by the window, please. →
窓際のテーブルをお願いしたいのです
が。

ただし，日本語で話しかけてもポケトークが誤っ
た聞き取り（私の日本語の発音が悪い？）をすること
もあるので，正しい結果が出なくても，がっかりし
ないでもらいたい。

３．自分に必要な単語，表現を増やす
①自分の専門，興味あることに関係する単語や
表現を増やす。（単語集として活用）
※いつも翻訳機を手元に置いておく
（例）第二言語習得，教育実習，学習指導要

領，教員採用試験，イマージョン教育
（言語学の関係者であれば知っておか
なければならない語彙の例）

②自分が言えなかった単語や表現をまとめる。
（表現集として活用）
（例）念のため！

御茶ノ水駅で落ち合うのはどうです
か。
今日は下の奥歯の治療をします。

翻訳機（アプリ）の未来とこれからの英語教育

１．これからの翻訳機に求められるもの
これまでに見てきたように，現在の翻訳機（アプ

リ）は一昔前とは比べ物にならないくらい性能が上
がっている。さらに今後の翻訳機（アプリ）にはどの
ようなことが求められるのであろうか。考えられる
幾つかを列挙してみると，

☆翻訳速度の速さ⇒同時通訳に近い翻訳機
☆翻訳精度
☆対応言語数の多さ
☆話し言葉，書き言葉への対応
☆ある分野に特化した翻訳機 → より専門性の

高い翻訳機の必要性
（例）介護職，医療分野，警察

まずは，何と言っても翻訳速度の速さが求められ
る。そしてその理想形としては，同時通訳と同じく
らいの速さということになるのだろう。しかし，だ
からといって翻訳の精度が下がってしまってはどう
しようもない。この２つは同時進行で進化すること
が求められる。
次に使用者として魅力的に映るのは，対応言語数

の多さだろう。しかし，私個人としては，この対応
言語数の多さはあまり重要視していない。実際にポ
ケトークの対応言語を見ても，おそらく私が一生使
うことがないだろうと思われる言語も多く含まれて
いる。それよりは自分が必要とする言語だけが選
べ，カスタマイズできるようなサービスのほうが必
要だろう。
それ以上に私が考える今後の翻訳機（アプリ）に必

要な機能というのは，話し言葉や書き言葉に対応し
たもの，また，より専門性の高い特定の分野に特化
した翻訳機（アプリ）である。例えば介護，医療，警
察等で使用する翻訳機（アプリ）である。この翻訳機
（アプリ）では，当然その分野で多用される専門的な
言葉，表現がより多く求められる。
いずれにしても，大学入試のリスニングテスト，

あるいは最近の入試改革で問題になった「英語試験
の民間委託」といったことに莫大な予算を使うよ
り，より優れた自動翻訳機の開発や研究にお金を
使ったほうがいいのかもしれない。（あくまで森田
の意見です！）

２．英語教育は必要ないか？無くなってしまう
か？

これまで見てきたように，現在の翻訳機（アプリ）
の能力は非常に高いものがある。また，今後も更な
る可能性を秘めているのも確かである。それでは今
までのような英語教育は全く必要なくなってしまう
のだろうか？私の答えは，NO！である。これから
も必要最低限（「最低限」の定義をすることが必要
だが）の英語教育，具体的にはやはり中学校レベル
の英語の習得は絶対に必要である。基本的な文法や
発音の仕方を学習しなければ，例えば，その翻訳機
（アプリ）で訳された文が正しい英語なのかどうか，

４０ 森田：ポケトークの実力とこれからの英語教育
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本当に自分の意志を伝えられる英語なのかどうかを
自分で判断できず，相手に誤ったメッセージを送る
危険性があるからである。このことを踏まえた上
で，これからの英語教育（学習）の場では，積極的に
翻訳機（アプリ）を使ってもいいのかもしれない。
私としては翻訳機（アプリ）をうまく補助として活

用しつつ，自分の必要に応じて語学（英語に限らず）
の勉強を続けていけばいいのではないかと思ってい
る。そして語学の最終的なゴールは，やはり自分の
言葉で，人間対人間のコミュニケーションが図れる
こと，このことを目標とした語学教育であってほし
いと願っている。

終わりに

今回の内容で２０１９年１０月２０日（日）に特別講演とし
てお話させていただいてから数か月が経った。その
間も翻訳機（アプリ）は進化を続けている。ポケトー
クも最新機器では，従来の音声翻訳機能のほかに，
文字対応の機能も追加されたようである。この機能
によって，例えば英字新聞やレストランのメニュー

を画像として取り込めば，その意味が分かるように
なっている。今後ますます，その機能の向上が期待
できるだろう。
最後に東京歯科大学で１４年間勤めさせていただ

き，様々な経験をさせていただいた。本学に勤務を
することになった当時の故井上 裕理事長，金子
譲学長，そして現理事長・学長の井出吉信先生はじ
め，お世話になったすべての先生方にお礼を申し上
げて本稿を閉じさせていただく。

本稿の内容は第３０８回東京歯科大学学会（２０１９年１０月２０
日，東京都）における特別講演で発表した。
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