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概要 
著者は約 30年来，ドイツ語学習者の一人である．
同時に独和翻訳（ドイツ語から日本語への翻訳）を
計算機で行う独和機械翻訳の動向にも注目している．
2019年秋頃の時点おいては，独和機械翻訳のツール
として最も良質なツールは「Google翻訳」であった． 
しかし 2020 年頃に入るとドイツのケルンに在る

DeepL 社が提供する機械翻訳サービス「DeepL」の
ほうが，Google翻訳よりも訳出結果が自然で精度が
高いと論じる記事が目立つようになった．また
Google翻訳自体も 2022年 1月現在では 2021年 1月
時点と比べ，訳出結果に変化が生じている．よって
DeepL，Google 独和翻訳を対象とし，独和翻訳の訳
出結果において具体的にどういった差異が生じてい
るのかを被服分野のドイツ語例文により検証する． 

1 序論 

Google が提供する自動翻訳サービス「Google 翻
訳」は，世界を代表する主要言語である英語を含め
多言語に対応しており，非英語どうしにおける翻訳
にも対応している．英語は支配的言語であるから，
英語 対 非英語における翻訳のように，翻訳元ある
いは翻訳先のいずれか一方に英語を含む場合の翻訳
需要は旺盛である．よって当然ながら英語を扱う機
械翻訳は，翻訳元および翻訳先の両方が非英語であ
る場合に比べ改良発展のペースが速い[9]． 

Google 翻訳の和英訳出内容は自動翻訳特有のぎ
こちない文章であったが， 2016年 11月を境に，筋
の通った文章へと変化したことがアグラワルらによ
って指摘されている[1]．また DeepL の訳出結果が
Google翻訳に比べ，正確さの面では劣るとも不自然
さの少なさや流暢さにおいてときに Google 翻訳を
凌ぐという指摘が 2020 年頃から目立つようになっ
た[7, 8]． 
そこで非英語であるドイツ語を題材とする機械翻
訳の精度は 2022年 1月現在どのようであるかを，独

和翻訳の場合について検証する． 
本稿の著者による先行研究[9, 11]においては，ド
イツ語の文法を中心に扱う学習書[2]や，ビジネスで
使用するドイツ語の例文を収録した文献[3-5]に掲載
された比較的平易な文章を題材とした．これらの例
文は，文中で用いる語彙が特定のジャンルに依存し
ないので，翻訳ツールの辞書中に特殊な専門用語の
登録がないという事態を回避し得た． 
そこで著者は，Google翻訳や DeepLの語彙がおお
よそどの程度幅広いのかを検証すべく，比較的珍し
いジャンルである被服・服飾のウエブサイトから抽
出したドイツ語例文の訳出結果を考察する． 

2 方法 
本稿では試みとして，旧東ドイツ軍向けに製造さ
れた官給品衣類の余剰品を販売する商用ウエブサイ
ト上に掲載されているドイツ語文[12]を素材とする． 
機械翻訳ツールとして Google 社が提供する
「Google翻訳」および DeepL社が提供する「DeepL」
を用いる．またサンプルのドイツ語文いくつかを選
択することにおいて，政治的意図等は皆無である． 

3 結果 
例文を抽出し，機械翻訳に入力，実行した結果を
示す．図 1に原文のドイツ語を，図 2に Google翻訳
による訳出結果を，図 3に DeepLによる訳出結果を
示す．また例文が表す内容を読者に一層明確に伝え
る目的で，前述の商用ウエブサイトに掲載された商
品の原図[12]を図 4および図 5に示す． 
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Eine NVA Uniform Jacke für Offiziere der 
Landstreitkräfte, Neuwertig mit Zustand 1A.  Weiß 
paspelierte metallene Kragenspiegel gehören zum 
Lieferumfang dazu.  Die Jacke besteht aus 
hochwertigem Kammgarn (Gabardine), und ist an den 
Ärmeln und am Kragen weiß paspeliert. 

Oben können Sie aus den verfügbaren Größen 
auswählen! 

Schulterstücke gehören nicht dazu, den gewünschten 
Dienstgrad bitte beim Zubehör auswählen und 
mitbestellen!  Die Kragenspiegel liegen lose bei. 

Bilder sind beispielhaft! 
Auf Wunsch vernähen wir Zubehör wie 

Kragenspiegel, Ärmelbänder und Stoffabzeichen auf der 
Jacke.  Bitte buchen Sie dafür für jeden Artikel je 
einmal den "Service - Annähen von Abzeichen" mit 
dazu! 

Das gewünschte Zubehör bitte extra mit dazu 
bestellen. 

図 1 原文のドイツ語文章 
 
陸軍の将校のための NVAユニフォームジャケッ

ト。コンディション 1Aの新品同様。白いパイプの
金属カラータブが含まれています。ジャケットは高
品質の梳毛糸（ギャバジン）でできており、袖と襟
は白で配管されています。 
上記のサイズからお選びいただけます！ 
ショルダーピースは付属していませんので、アク

セサリーの中からご希望のランクをお選びいただ
き、ご注文ください！カラータブは緩く含まれてい
ます。 
写真は模範的です！ 
ご要望に応じて、襟タブ、袖バンド、生地バッジ

などのアクセサリーをジャケットに縫い付けること
ができます。 「サービス-バッジの縫製」をアイテ
ムごとに 1回予約してください！ 
必要な付属品は別途ご注文ください。 

図 2 Google翻訳による訳出結果 
 
 
 
 
 
 

陸戦隊将校用の NVA 制服ジャケット、状態 1A で新
品同様。 ホワイトパイピングのメタルカラーパッチ
が付属します。 ジャケットは上質なウーステッド
（ギャバジン）を使用し、袖と襟に白いパイピング
を施しています。 
上の写真は、用意されたサイズから選ぶことがで
きます 
肩章は付属していませんので、付属品でご希望の
ランクを選んでご注文ください  襟のパッチは緩く
同封されています。 
写真は模範的なものです 
ご要望に応じて、襟章、袖章、布製バッジなどの
アクセサリーをジャケットに縫い付けることも可能
です。 サービス-ワッペン縫い付け」を 1点につき
1回予約してください 
ご希望の付属品を別途ご注文ください。 

図 3 DeepLによる訳出結果 
 

 

図 4 図 1で紹介された商品の原図（全体像）[12] 
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図 5 図 1で紹介された商品の原図（襟回り）[12] 
 
地上軍将校用の国家人民軍制服上衣，状態 1Aの

新品同様。 白くパイプ状に刺繍された金属製の襟章
（えりしょう）が襟元に付属します。 上衣は上質な
梳毛糸（そもうし，ギャバジン）で出来ており、袖
（そで）と襟（えり）に白いパイプ状の刺繍が施さ
れています。 
上記のサイズからお選びいただけます。 
肩章（けんしょう）は付属しておりませんので、

付属品の項目からご希望の階級をお選びの上、ご注
文ください。襟章は緩めに付いています。 
写真はみほんです。 
ご要望に応じて、上衣に襟章，袖章（そでしょう）、

布バッジなどの付属品を縫い付けます。 オプション
で「サービス～徽章（きしょう）の縫い付け～」を
商品ごとに 1回お申し込みください。 
ご希望の付属品は別途ご注文ください。 

図 6 著者による人手での訳出 
 
 

4 考察 
Google翻訳や DeepLによる訳出結果について，読
解上の違和感がある表現を次の 2つに分類した． 
 
 分類 A：訳出の誤りを含むことが明確あるいは

大きな誤解を招く表現 
 分類 B：誤りではないが理解しづらい，あるい

は曖昧な表現 
 

著者は市販の独和辞典[6]やオンラインで公開さ
れている独和・和独辞典[13]も参考にし，作成した

和訳文を図 6に示す．なお著者は被服学の専門家で
はないので，訳出結果に多少の稚拙さを含む点はご
容赦願いたい． 
 
 分類 Aについては，DeepLが改良され 2021年時
点でDeepLにおいて発生した誤訳が 2022年現在で 1
件解消されていたことが分かった．図 1の第 5段落
中の文節「auf der Jacke」（英 on the jacket）の係り
先が構文上，複数の解釈を許すことに由来する問題
である．具体的には当該文節の係り先が動詞
「vernähen」（縫い付ける）または名詞「Zubehör」
（アクセサリー／付属品）のいずれかに係るのがよ
り適切かという判定である． 
もし前者の判定であれば訳出を「ジャケットに～

縫い付ける」とすべきであり，後者の判定であれば
「ジャケットのアクセサリー」となる．一般的なド
イツ語話者の人間ならば文脈上，この係り先を前者
である動詞「vernähen」と判定し，「ジャケットに
（中略）縫い付ける」とするであろう．前年 2021
年1月の時点でGoogle翻訳では当該文節の係り先を
正確に動詞「vernähen」と判定できていたが，これ
に対して同時点の DeepLでは係り先を名詞
「Zubehör」（アクセサリー）と誤って判定し，「ジ
ャケットの襟パッチや袖バンド、布バッジなどのア
クセサリー」と誤訳していた． 
なお 2022年 1月現在では，図 1の第 1段落中の文

「Die Jacke（中略）ist an den Ärmeln und am Kragen 
weiß paspeliert.」（図 6：袖（そで）と襟（えり）に
白いパイプ状の刺繍が施されています）の訳出結果
をみると，Google翻訳による「白で配管されていま
す」よりも DeepLによる「白いパイピングを施して
います．」のほうが自然で優れている．「配管され
ています」では被服分野でなく土木や建築といった
分野向けの表現になっている． 

 
 分類 Bについては，単語「Kragenspiegel」（クラ
ーゲンシュピーゲル，Kragen + Spiegel，「襟章」[6]）
の訳出結果がこれに相当する．前年 2021年の時点で
Google翻訳は「カラータブ」と訳出し，DeepLは「カ
ラーミラー」（英単語で記述すれば collar mirror）
と訳出していた．おそらく被服学の専門用語である
「襟章」に相当する語句が両ツールの辞書データ中
に存在しなかったため，「襟」を意味する「Kragen」
を苦肉の策として英語の「collar」を充当し，さらに
これを外来語扱いでカタカナ表記の「カラー」とし
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たのであろう．単語「Spiegel」（襟章）は多義語で
あり，ドイツ語話者は日常用語で「鏡」の意で用い
ているから，同様の理屈で「ミラー」となったと推
測できる．これが本稿執筆時点の 2022年 1月現在で
は Google翻訳は第 3段落で「カラータブ」と，第 5
段落で「襟タブ」と訳出し，DeepLは第 3段落で「襟
タブ」と，第 5段落で正確に「襟章」と訳出した．
よって両翻訳ツールとも前年時点に比べかなり分か
りやすい用語を出力するように仕様が改良された． 
 ただし同一単語「Kragenspigel」の訳出結果は，両
ツールとも当該単語の所在段落により表記に揺れが
生じている点が気にかかる． 
第 3段落中の単語「Schulterstücke」（肩章）は Google
翻訳が「ショルダーピース」という曖昧なカタカナ
表記による訳出にとどまったが，DeepLは的確に「肩
章」と訳出した．また同段落中の単語「Dienstgrad」
（軍隊内部の「階級」の意）は，両翻訳ツールとも
「ランク」のように外来語扱いの英語として訳出し
た．「ランク」という語句を読んで，「階級」（少
尉，中尉など）という概念を発想できる人はおそら
く少数派であろう． 
 以上のように Google翻訳， DeepLともに訳出結
果が年々改良されてきている．両者の具体的な訳出
結果も本稿に併記してツール間の結果比較も行えた． 
 両ツールとも時々刻々と訳出結果の品質が向上し
ているので，訳出結果の定期的観測を続けたい． 
今後の展望として，被服・服飾といったジャンルの
ほか，料理・製菓など他のジャンルからも例文を抽
出して機械翻訳における訳出結果考察の分類数も増
やし，より精密な分析を行いたい． 
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