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① 「オリ･パラって？」の解消自己紹介・経歴

２００７年 入庁 高齢者福祉課にて高齢クラブ等を担当。

２０１０年 小平市中央公民館にて約800コマの事業を担当。社会教育主事資格取得。
国立教育政策研究所講師や公民館活動をテーマとした講演、専門誌への執筆な
ど、全国的に注目を受ける

２０１５年 東京都オリンピック・パラリンピック準備局に派遣。多言語対応を担当。
小売業界の多言語対応プロジェクトチーム発足。
やさしい日本語の普及（多言語対応・ＩＣＴ化推進フォーラムや多言語対応協議会
ポータルサイト）
ＶｏｉｃｅＴｒａをはじめとするＩＣＴ普及等

２０１６年 リオデジャネイロ２０１６パラリンピック視察。約400人の外国人と交流。

２０１７年 小平市文化スポーツ課にて東京2020大会、文化振興、多文化共生などに
取り組む。
「やさしい日本語」と「VoiceTra」を全国で初めて掛け合わせた取組などを実施。
また、プライベートの領域にて、東京2020大会に向けた地域活性化をテーマとし
た各地での講演や専門誌『社会教育』への連載（現在23回）に取り組む

２０１８年 平昌２０１８パラリンピック視察。
全米で最も住みたいまち１位のオレゴン州ポートランド市視察
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JAPAN HOUSEにてNICTと共に

VoiceTraのプロモーション

① 「オリ･パラって？」の解消リオ2016大会でのVoiceTra体験











新装ブラジルポルトガル語

での音声翻訳

① 「オリ･パラって？」の解消リオ2016大会でのVoiceTra体験

約400人の外国人と話す中で、

VoiceTraとやさしい日本語の

親和性に気づいた



① 「オリ･パラって？」の解消2018年度にリオでの着想を具体化

２０１８年１０月２０日（土）～２０１９年３月まで （全６コマ）
対象：２０２０年に向けて取り組む個人または団体
主催：小平市

共催：小平市国際交流協会 こだいら観光まちづくり協会



① 「オリ･パラって？」の解消【参考】事業スケジュール
回
数

日付
学習の
形態 テーマ 学習支援者、内容など

ステップ１

小平で
おもてなし
体験学習

１
10/20
（土）

講演
「やさしい日本語」×VoiceTraでおもてなし

～多言語音声翻訳アプリで外国人と交流しよう～

①講演 やさしい日本語ツーリズム研究会
事務局長 吉開 章 様（株式会社電通）

②講演 国立研究開発法人情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター 企画室
藤田 智子 様

③VoiceTra体験（訪日外国人役を演じる在住外国人
１０名との交流）

２
10/27
（土）

ＷＳ おもてなし活動の実践に向けて
第１回目のふりかえりと、次回以降のおもてなし体験に向
けての準備を行いました。グローバルなツールとして
Google®翻訳のアプリの使い方も学びました。

３
11/3
11/4

(土・日)
体験

11/3「平櫛田中彫刻美術館 秋のお茶会」での
おもてなし活動の見学（※ 希望者のみ）
～昨年度受講者のおもてなし活動を見学しよう～

11/4「中央公民館サークルフェア」でおもてなし活動
～外国人の文化体験を案内しよう～

２０２０年の文化プログラム会場を想定して、訪日外国人
役を演じる在住外国人が「サークルフェア（サークル体験
会）」を楽しんで回れるよう、受講者がおもてなし体験をし
ました。
そのために、昨年度の受講者が実践している「やさしい日
本語」を活用した美術館ガイドの見学も行いました。

４
12/15
12/16
（土・日）

体験
「東京2020オリンピック・パラリンピックを感じるスタンプラリー
食・農・文化めぐりん小平」文化施設でおもてなしツアー
（ガスミュージアム、多摩六都科学館ほか）

２つの文化施設（観光施設）と商店街において、訪日外国
人役を演じる在住外国人を受講者がおもてなしする体験
学習を行いました。

ステップ２

新宿で
案内体験

５ 3月 ＷＳ
「新宿訪日ゲストヒアリング体験」に向けて
「ようこそ言葉」を英語・中国語・韓国語で学ぼう （予定） 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会の学習

支援のもと、実際に新宿などの観光地で訪日外国人との
コミュニケーションを体験学習する予定です。

６ 3月 体験 新宿で訪日ゲストヒアリング体験（予定）

ステップ３ ― 小平でできるおもてなしを考えよう ※活動先の紹介等 ⇒次年度の企画につなげていく



「やさしい日本語」
現状と、その未来
「やさしい日本語」
現状と、その未来

プログラム２プログラム２



日本語初学者にも

わかりやすいように

語彙や文法を

調整した日本語

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」とは



高台に避難してください。

→高いところに逃げてください。

お召し上がりになりますか？

→食べますか？

定刻10分前に集合して下さい。

→9時50分に来てください。

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」の例



はっきり言う

さいごまで言う

みじかく言う

① 「オリ･パラって？」の解消やさしい日本語「はさみの法則」
東京外国語大学荒川洋平教授提唱



減災のための「やさしい日本語」

（弘前大学 佐藤和之教授）

平時における情報提供の手段

（一橋大学 庵功雄教授）

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」の主な役割①



行政の広報ための「やさしい日本語」

（横浜市など）

報道における情報提供の手段

（NHK「NEWS WEB EASY」など）

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」の主な役割②



① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」の発展

観光ツールとしての「やさしい日本語」

（やさしい日本語ツーリズム研究会）



① 「オリ･パラって？」の解消
2016年8月、福岡県柳川市

「やさしい日本語ツーリズム」事業と連携
内閣府地方創生加速化交付金事業

金子健次柳川市長（左）と、

戎義俊元台北駐福岡文化弁事処長

や
さ
し
い
日
本
語
バ
ッ
ジ

外国人向け

日本人向け



やさしい日本語ツーリズム研究会
事務局長 吉開章氏



① 「オリ･パラって？」の解消
多言語対応協議会も多言語対応の

１手段として「やさしい日本語」に注目

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/references/easyjpn.html



① 「オリ･パラって？」の解消
2016年12月20日「多言語対応･ＩＣＴ化推進フォーラム」
で90分の「やさしい日本語」パネルディスカッション

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/meeting_05/reference31.pdf

多



① 「オリ･パラって？」の解消メディアも「やさしい日本語」に注目



(1)敬語を使わず短く区切る話し方に
慣れるのは簡単ではない

(2)相手が本当に理解したかどうか、
その場で検証する方法が困難

(3)そもそも日本語がゼロの外国人には、
「やさしい日本語」でも通じない

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」普及の壁



音声翻訳との連携

① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」の壁を破る

→音声翻訳に認識されやすい話し方は、

「やさしい日本語」に通じる部分がある

→日本語が少し話せる人にも、ゼロの人にも

日本人が「やさしい日本語」を使う意義





① 「オリ･パラって？」の解消「やさしい日本語」のこれから

世界と交流するために
日本人が

心得るべき話し方

多少日本語を話す外国人のために、
一部の日本人が必要に応じて心得る話し方

音声翻訳
の発展

在住外国人・
訪日外国人の増加

言葉の壁は乗り越えて
当たり前の時代



多言語音声翻訳多言語音声翻訳

プログラム３プログラム３



入力
した文

翻訳
結果

逆翻訳
結果

• 31言語間の翻訳、18言語の音声入力、
15言語の音声出力が可能

• 短文の旅行会話を中心とした生活会
話が得意

• iOS、Androidのスマートフォンやタブ
レットに対応

※利用無料、インターネット接続必要

多言語音声翻訳アプリ
※情報通信研究機構資料より引用

NICTの音声翻訳技術を
実証実験の一環として公開

サポートサイト
http://voicetra.nict.go.jp/

®
ボ イ ス ト ラ

翻訳結果を
自分の言語
で確認！

15



VoiceTraをうまく使うコツ
※情報通信研究機構資料より引用

(2)翻訳がうまくいかないとき

・翻訳がうまくいかなければ、言い方を変える。

・場所、物の名称、人名など、

翻訳できない固有名詞もあります。

２センチぐらい。２センチぐらい。

押したらすぐ話す。
文章は簡潔に。

押したらすぐ話す。
文章は簡潔に。

(1)話しかけるとき

・マイクと口の距離は、2センチぐらい。

・マイクボタンを押したら、すぐに話し始める。

・文章は簡潔に、途中で詰まったら最初から。

最初の声掛けを自分からすると、翻訳機だと分かってもらえます。

例えば、
主語や述語を入れる。

例えば、
主語や述語を入れる。

http://voicetra.nict.go.jp/manual.html 「VoiceTraをうまく使うには」



アプリ・ツール
の利用

音声翻訳アプリ・機器
旅行会話中心の短い会話

気づきを伝える／気軽な会話

多言語音声翻訳の位置づけ
※情報通信研究機構資料より引用

直接対話

人による通訳

なんとかする

外国語に堪能になる／
堪能な社員を雇う

通訳

片言、身振り・手振り、筆談

自社の業務に完全に対応
契約締結、トラブル処理も可能

状況に応じた柔軟な対応
コンシェルジュ的な対応

アプリ・ツール
の利用

アプリ・ツール
の利用

音声翻訳サービス・機器音声翻訳サービス・機器
旅行会話中心の短い会話
気づきを伝える／気軽な会話
旅行会話中心の短い会話
気づきを伝える／気軽な会話

最低限の情報伝達

電話通訳サービス

指差し会話シート
必要な会話に限定した意思疎通
（タクシー、ショッピング、病院等）

２４時間・３６５日対応。
５言語程度の対応。

短所： 翻訳精度や使い勝手が発展途上。あくまで「道具」として、習熟が必要。
長所： 気軽に使え、人による通訳と比べ、多数の言語に対応可能。

→ 多言語音声翻訳を適切なコミュニケーションに組み込む工夫 「適材適所」

対応手段 解決できる内容



小平市の取組小平市の取組

プログラム４プログラム４



























＜良かったこと・うまくできたこと＞

・意思疎通でき、文化体験を楽しめた

・外国人1人に対して日本人2人だと助け合える

・多言語音声翻訳に頼りきらずに気持ちをいれる
とより伝わる

・難しい言葉のフリップは効果的

・体験的なことは、言語に頼らずに楽しめること

が多いので仲良くなれた

・おせっかいくらいの関わり方で良かった

① 「オリ･パラって？」の解消サークルフェアでのふりかえり①



＜改善点＞

・イベントでおもてなしする時には予習が必要

・特に2020年の文化プログラムでは、初めて体
験することが多いため、このやり方の練習を積ん
でおくことが大事と痛感した

・施設の案内とは違ってイベントの案内では格段
に難しいため、よりやさしい日本語を意識して多
言語音声翻訳する必要があった

・単語でもいいから伝えようとする気持ちが大事

① 「オリ･パラって？」の解消サークルフェアでのふりかえり②







まとめまとめ

プログラム５プログラム５



①やさしい日本語

②多言語音声翻訳

それぞれが多言語対応に
欠かせない手段の１つ

① 「オリ･パラって？」の解消多言語対応の手段



① 「オリ･パラって？」の解消やさしい日本語×多言語音声翻訳の実用性

ユーザー やさしい日本語 多言語音声翻訳

性格
在住外国人向けの手段
⇒多文化共生

訪日外国人向けの手段
⇒観光・おもてなし

課題
日本語を理解しない外国人への
対応ができない

①翻訳しづらい発話
②ある程度日本語が分かる外国
人や日本語で話したい外国人の
対応が難しい

解決方法 多言語音声翻訳の活用 やさしい日本語を学習

実用性
訪日外国人対応が可能となる
⇒観光・おもてなし

①翻訳効率の向上
②在住外国人対応が可能となる
⇒多文化共生



① 「オリ･パラって？」の解消注目① 多言語対応・ＩＣＴ化推進フォーラム
※2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会ポータルサイトへ掲載



① 「オリ･パラって？」の解消注目② beyond2020プログラム認証事例集
※優良事例として約１００００件の中から選定



① 「オリ･パラって？」の解消注目③ 毎日新聞



① 「オリ･パラって？」の解消注目④ 他市での講演

人口に対する
在住外国人比率
１位(多摩地域)
の福生市にて
講演予定



やさしい日本語ユーザー
⇒多言語音声翻訳ユーザーへ

① 「オリ･パラって？」の解消まとめ①

多言語音声翻訳ユーザー
⇒やさしい日本語ユーザーへ



「観光・おもてなし」

「多文化共生」

両側面への寄与

① 「オリ･パラって？」の解消まとめ②



だれでも３１言語対応

① 「オリ･パラって？」の解消まとめ③

多言語対応人口の増大



やさしい日本語
×

多言語音声翻訳
だれでもできる
多言語対応のうち
最も効率的手段

＝



やさしい日本語
×

多言語音声翻訳
全国各地で
東京２０２０大会の
レガシーに！

⇒

やさしい日本語
×

多言語音声翻訳



どうもありがとう
ございました。


