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1.は じめに

近年、コンピュータ技術と通信技術の進歩はめざましく、これらを統合して世界中のコンピュ
ータを有機的に結合しようとするインターネットが急速な発展を遂げてきている。また、我が国
の経済 ・社会などの諸活動も著しく国際化が進展しており、まさにボーダレスの様相を呈してき
ている。このような状況において、文化や言葉の壁が諸外国との種々の交流の大きな障壁となっ
てきている。世界の言語の中で独自の位置を占める日本語の壁を取り除き、日本語と種々の言語
(特に、インターネットや国際会議などで事実上の国際語となっている英語)間 の高品質な機械

翻訳を実現することが急務となってきている。

機械翻訳の研究は、コンピュータが出現してまもない 1950年 代から行われており、 198
0年 代には日本でも日英や英日機械翻訳システムが製品化されているが、多くのユーザを満足す
るにたる十分な翻訳品質が得られていない。英仏、英独間など欧米言語間の機械翻訳に比べ、言
語間で文法 ・語彙面だけでなく、言語表現の根底にある物事の捉え方や発想法が全く異なった日
英間の機械翻訳は技術的にはるかに難しいものとなっている。また、言語には単語の語義から全
体の表現の意味を合成できない慣用表現やある単語が特定の単語と表現の中に同時に出現しやす
いという共起関係など汎用ルールでは扱いきれない様々な例外的 ・個別的表現が頻出する。この
ため、ルールベースの機械翻訳の限界が指摘されている。

このような限界を打破するものとして、用例ベースの機械翻訳 (用例翻訳)が提案されている。
い

あまり英語に堪能でない日本人が日本語文を英訳する場合、翻訳しようとする文と似た翻訳例を
見つけ、それを模倣して翻訳することが多い。用例翻訳は、このような翻訳のや り方をコンピュ
ータ上で実現しようとするものであり、翻訳例を充実していくことにより、翻訳能力を向上させ
ていくことが期待できる。用例翻訳については、既にいくつかの研究が行われているが、〕

実用
に十分耐えるシステムはいまだ実現されていない。対訳用例をいかに収集 ・蓄積 して、対訳用例
データベース (対訳コーパス)を 構築するか、入力文と類似する用例を多くの用例の中からいか
に効率よく探索するかなどが大きな課題となっている。特に、実用的な翻訳システムで対象とす
るような実際の文では、入力文を一つの用例でカバーできないことが多く、そのような場合、入
力文をどのような部分に分割し、それぞれに対して、最も類似した用例をどのように探索するか、
またそれら複数の用例をどのように組み合わせて入力文に対応する訳文を生成するかが大きなltR
題となっている。

本研究では、上記で述べたような用例翻訳の諸課題を解決するものとして、種々の観点から分
類された日本語文と英語文の対訳コーパス (マルチ対訳コーパス)を 利用し、一つの入力文に対
して、マルチ対訳コーパス内の複数の用例を適用した日英間の用例翻訳 (多段用例翻訳方式)を

実現することを目指す。翻訳対象としては、表現が多様で、原言語と目的言語間での表現の差が
大きく、 1対 1の対応づけが容易でない、会話文や電子メール文等のような人間の感情 ・意志な
どの情緒的表現に富む文をとりあげ、用例翻訳による高品質な機械翻訳の可能性を探る。

2.多 段用例翻訳方式

用例翻訳において、一つの述語 (用言)が 含まれる単文だけでなく、重文や複文といった複数
の述語 (用言)が 含まれる入力文を翻訳しようとする場合、通常、一つの入力文全体をカバーす
るような類似用例を対訳コーパスから検索できない。また、多様な英語表現に対応する名詞句や
複合名詞などのような句を翻訳するには、名詞句や複合名詞の対訳コーパスの利用が有効である。

図 1に示す
"多

段用例翻訳方式
"で

は、用例翻訳に必要な対訳コーパスの量をあまり増やさず
に重文や複文を翻訳対象とし、名詞句や複合名詞に対する質のよい翻rlkを実現することを目指し、
一つの入力文に対して、様々なレベルの対訳コーパスであるマルチ対訳コーパスを参照すること
によって多段階に翻訳を行う。辞 (文)、詞 (述語<用 言>)、 句、複合語のような文を構成す
る様々な階層に応じた日英の対訳用例を構文解析したうえで、構文解析済みの対訳コーパスとし
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てデータベース化したマルチ対訳コーパスを構築しておく。
マルチ対訳コーパスを効果的に利用するため、それぞれのレベルに応じた類似評価を行う各種

のモジュールが存在する。日本語の入力文は、まず形態素解析、構文解析が行われ、木構造の形

式で翻訳部に受け渡される。翻訳部では、この木構造から上記のモジュールを呼び出し、これら

のマルチ対訳コーパスから入力された日本語文に類似する様々な日本語類似表現素片を検索し、

そこから類似表現素片とその差分である差分表現素片、その各々に対応する英語類似表現素片と

差分表現素片を抽出する。

次に、それらを組み合わせて入力文に対応する英語文を生成する。ここで、ポインタで結ばれ

ている素片と素片を結合する際、ただ単純につなげばよいのではなく、結合する素片によっては

素片に対して、付加 ・変形 ・削除などの処理を行う必要がある。この処理は単文結合型英文生成

で行われる。最後に、語尾変化処理などの形態素調整を行い、文法的に正しい英語文を生成する。

入力文

↓
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図 1.多 段用例翻訳システムの概要

3.辞 (文)の 翻訳

3.1 主 体的表現と客体的表現の分離

人間の言語活動における過程的構造に着目した時枝誠記による言語過程説を発展的に継承した

三浦つとむの日本語文法 (三浦文法)に よれば、〕p_つ の文は主体的表現と客体的表現から構

成される。主体的表現は人間の感情、意志など主観的な判断を直接表現したものであり、客体的

表現は対象を概念として捉えて表現したものである。日本語では、主体的表現の語 (辞 :助詞、

助動詞、感動詞、接続詞など)と 客体的表現の語 (詞 t体言、用言、副詞、連体詞など)が それ

ぞれ別の単語になっているため、主体的表現と客体的表現を簡単に分離できる。宮下員二はこの

ような三浦の考えを英語文に適用し、独自の英語文法 (宮下文法)を 提案している。
〕

このような考えに基づき、三浦文法をベースとした日本語形態素解析システム のつを構築する

と共に、一般化 LR法 (富田法)を PrO10g上に実現 した拡張型の SGLRパ ーザ
ゆである

SGLR―plusり上に、三浦文法による日本語文法、宮下文法による英語文法を補強項付きDCG形

式で記述することによって、日本語文パーザ
リ、英語文パーザ

H)を
構築した。これらのパーザに

よって、日本語文や英語文を構文解析し、主体的表現と客体的表現を分離することができる。本

研究では、これらのパーザを入力文の構文解析や構文解析済みの対訳コーパス (日本語文 ・英語

文)の 構築に利用している。

3.2 辞 (文)レ ベルの対訳コーパスの検索
人間の感情 ・意志などの情緒的表現に富む文では、主体的表現を担う辞が重要な役割を果たし、

日英翻訳における目的言語である英語文の表現形式を決定づける。会話文や電子メール文等のよ

うな情緒的表現に富む文を対象とする用例翻訳を行うには、様々な主体的表現を含む文の対訳コ
ーパス、すなわち辞 (文)レ ベルの対訳コーパスを構築する必要がある。
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日本語文パーザによって作成された、詞と辞を分離した木構造を、辞をキーとして上記の辞
(文)レ ベルの対訳コーパスと照合し、入力された日本語文に類似する日本語類似表現素片を検

索し、そこから類似表現素片とその差分である差分表現素片、その各々に対応する英語類似表現

素片と差分表現素片を抽出する。

差分がある場合、差分表現素片もまた対訳コーパスと照合し、入力された差分表現素片に類似
する日本語類似表現素片を検索し、そこから類似表現素片とその差分である差分表現素片、その

各々に対応する英語類似表現素片と差分表現素片を抽出する。以上の処理を差分がなくなるまで

繰 り返す。ここで、照合すべき対訳コーパスの種別は、上位の日本語類似表現素片から差分表現

素片への継承情報 (6章 参照)に よって、辞 (文)、詞 (述語<用 言>)、 句、複合語の対訳コ
ーパスのどれかに決定される。

例えば、入力文 「新潟駅へ行く道を教えて下さいませんか」は、詞 「新潟駅へ行く道を教える」
と辞 「依頼 ・疑間 (丁重)」ヤこ分離される。次に、辞 「依頼 ・疑問 (丁重)」キーとして辞 (文)
の対訳コーパスと照合し、日本語類似表現素片 「～へ行く道を教える十依頼 ・疑問 (丁重)」と

その差分表現素片 「新潟駅J、英語類似表現素片
"could you tdi me the way to～

?"を 得る。

次に、差分表現素片 「新潟駅」を複合名詞の対訳コーパスと照合し、最終的に複合名詞 「新潟駅」
に対応する英語訳として

"Niigata Stadon"を
得る。

4.詞 (用言)の 翻訳

用言にはそれが要求する名詞と格助HHlからなる格要素があり、用言とそれが支配する格要素は
一つの意味のまとまりと考えられる格パターンを構成する。用例翻訳によって用言を翻訳するに

は、用言ごとに格パターンに相当する用例を収集 ・蓄積する必要がある。しかし、用例翻訳にお
いて、対訳コーパス量と翻訳品質の定量的関連についてはあまり明確になっていない。ここでは、

格要素として多義名詞を含む詞 (用言)の コーパスから類似文を正しく抽出し、動詞の訳語選択
を行う方法について述べる。さらに、そのような処理を行う場合の対訳コーパス量と翻訳品質の

関連を評価分析した結果を示し、対訳コーパス構築の指針を明らかにする。

4.1 詞 (用言)の 対訳コーパスの構築
用例翻訳において対訳コーパスから入力文と最も類似した文を抽出する際、名詞の類似度を判

定するため名詞シソーラスを用いる。ここでは、名詞の意味の近さを判定するために、名詞意味
属性体系

りを用いる。そのため対訳コーパスの日本語側の格要素に意味属性を付加する。しかし、

人手でコーパスの名詞の多義を絞り込んでおくことは、大量のコーパスを用意するという観点か

ら問題となる。

そこで対訳コーパスを自動収集し、人手加工を行わず利用するため、複数の意味属性を持つ場
合も、多義を絞 り込まずに全ての意味属性を付加する。ここで、「金>gold、 mOncy、一Jの よう
に日本語側では多義がある名詞を英語の対訳から意味属性を絞り込める場合、共通の意味属性に

絞 り込んでおく。

4.2 類 似文抽出法
入力文における格要素の字両 ・意味属性と、コーパスの格要素の字面 ・意味属性との類似度を

調べて、入力文と最も類似 したコーパスを抽出し、訳語選択を行う。類似文の検索は動詞をキー

にして行う。意味属性間での類似度の評価法については、通常、シソーラス_十二で近いもの同tほ

ど、高い評価値を与える。しかし、シツーラスは分類の細かさが場所によって異なるので、ここ

では単純にシツーラス上の距離を類似度とするのではなく深さを類似度とする。この評価を意味

属性の多義を絞らずに全ての多義の組合せについて行い、最も良い評価点をその2名 詞1首」の類似

度とする。

以 Lの評価を、入力文のそれぞれの格要素とコーパスのそれぞれの格要素を比較して行う。さ

らに、格ごとに重み付けを行い、入力文とそれぞれのコーパスとの類似度の評価点を求める。そ
の中で最も評価点が高いコーパスを抽出し、動詞の訳話選択を行う。

4. 3  言平価

多義動詞 「とるJ、「あがるJに ついて訳話選択の評価を行った。格の重み付けは他動詞 「と

るJで は 「を格Jに 他の格の 10倍 の記みを付けたが、自動詞 「あがる」では全ての格を同じ重

みとした。用例では対訳コーパスの名詞の多義を人手で絞 り込んだ場合と、絞り込まなかった場

合を比較した。対訳コーパスを用いる方法と格パターン (日本語語彙大系
中のパターン対辞書)
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を用いる方法との比較を表 1に示す。対rlkコーパス量に対する正解率を図 2に 示す。

対訳コーパスを自動収集することを前提に、名詞の多義を絞らずに類似度評価する方法を提案
し、その評価を行った。本評価より以下のことが明らかとなった。
・格バターンを用いる方法より良い正解率が得られた。これは格パターンの網羅性がまだ十分で

ないためと考える。
・名詞の多義を絞 り込んだ場合とそれほど変わらない正解率が得られた。
・動詞 ごとの対訳コーパスの数が 100文 を越えると、正解率は目立って上がらなかった。慣用

的な表現を狙って記述しても正解率は目立っては上がらないためと考える。

表 1.「 とる」「あがる」の訳語選択結果

正岸車(毎)   「 あがる」

と る あがる

用例 (多義の絞り込みなし) 84.0% 90.0%

用例 (多義の絞 り込みあり) 82.0% 86.7%

格パターン 70.0% 73.3%

図2.対 訳コーパス量に対する正解率
(「とる」「あがる」の訳語選択)

5.詞 (体言)の 翻訳

格要素を構成する詞 (体言)に は、 1単 語名詞である単純名詞の他に、複数の単純名詞や名詞

相当の接辞が結合して作られる複合名詞、複数の名詞 (単純名詞、複合名詞)が 助詞 「の、や、__J

を介して結合して作られる名詞句がある。日本語文には、名詞と名詞を助詞 「の」で結合した 「N

のN」 という形式の名詞句や複合名詞が頻繁に出現する。ここでは、「Nの N」 型名詞句と複合

名詞をとりあげ、用例に基づく翻訳法を提案し、評価実験によってその有効性を示すとともに、

対訳コーパス構築の指針を明らかにする。

5.1 対 訳コーパスを用いた 「Nの N」 型名詞句の日英翻訳
「Nの N」 型名詞句は、その意味構造が多様であり、また英語との対応が 1対 1でないため翻

訳規則を定式化することが困難である。そこで、用例翻訳が有効と考えられる。ここでは、「N

のN」 型の名詞句に対応する英語表現を7種類に分類し、それぞれの対訳コーパスを構築した。

入力された 「Nの N」 型名詞句と最も類似する名詞句を対訳コーパスから探索するとともに、対

訳コーパスとの差分を抽出し、それに基づいて翻訳を行う。名詞の類似度の判定には、詞 (用言)

と同様の方法を用いるが、名詞自身が翻訳対象となっているため、名詞に多義がある場合、名詞
の多義は対訳コーパス構築時に人手により絞り込んでおくこととした。

対訳コーパス量に対する正解率を図3に 示す。本評価より以下のことが明らかとなった。
・対訳コーパス量を約 500と した場合、商用の翻訳ソフトより高い88%の 正解率が得られた。
・コーパス量を増やせば正解率は向上するが、処理速度が遅くなってしまう。今後、処理速度の

向上について、検討する必要がある。
%

10 ・‐―~ デ

/

100  200   300  400  500   600   用 例数

「Nの N」 型名詞句の対訳コーパス量に対する正解率

10000

図 3
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5,2 対 訳コーパスを用いた複合名詞の日英翻訳

日本語複合名詞は、造語力の強い漢字が結合して構成されることが多く、その組合せによって

数限りなく生成されるため、そのすべての対訳パターンをあらかじめ用意しておくことは困難で

ある。また、その対訳である英語表現には様々な表現があり、翻訳規則として定式化することが

困難である。そこで、用例翻訳が有効と考えられる。ここでは、 2単 語より構成される複合名詞
に対応する英語表現を5種 類に分類し、それぞれの対訳コーパスを構築し、これを用いた用例翻
訳を行う。

入力複合名詞が 2単 語の名詞相当語で構成されている場合、入力複合名詞と最も類似する複合

名詞を対訳コーパスから探索するとともに、対訳コーパスとの差分を抽出し、それに基づいて翻
訳する (局所的用例翻訳)。名詞の類似度の判定は 「Nの N」 型名詞句と同様の方法を用いる。

入力複合名詞が 3単 語以上の名詞相当語で構成されている場合、入力複合名詞の構造解析
的に

よって得られた木構造の中のより小さな部分構造 (2単 語の名詞相当語で構成される)を 局所的

用例翻訳によって翻訳し、その翻訳結果を部分構造の主名詞と部分構造を包含したより大きな構

造の名詞とを局所的用例翻訳によって翻訳した結果に埋め込む。以上のように局所的用例翻訳を

繰り返してより大きな構造の複合名詞全体を翻訳する。図4に 本方法による翻訳例を示す。

構成単語数が 2か ら8の 複合名詞 100個 を対象に翻訳実験を行った結果、以下のことが明ら

かとなった。
・対訳コーパス量を約 300と した場合、商用の翻訳ソフトより高い77%の 正解率が得られた。

全体の 9%を 占める訳語選択による誤 りをなくせば、正解率を86%ま で向上させられる。
・局所的用例翻訳を繰 り返して適用することによって翻訳できない複合名詞には、3単 語以上で

構成された大域構造化された対訳コーパスによる用例翻訳が必要とされる。

○ president of oil company ×陸定弊 響i畔型灘」
l

石油  会 社 社長 会社  社 長 候補

図 4.対 訳コーパスを用いた複合名詞 (構成単語数 3以 上)の 日英翻訳例

図 5.単 文結合型英文生成による処理例

6.単 文結合型英文生成

前章までの処理によって最終的に複数の、日本語と英語のそれぞれの類似表現素片と差分表現

Λ

′ン」卜、、  干

! 1 l k 。
|

|
八             【主p:鑑あ〕

鶴軍妃〕
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素片を得る。 この複数の英語類似表現素片の木構造のポインタとポインタを結合 して、一つの木

構造を生成する。

ポインタとポインタをつなぐ時、単純に結合すればいいというわけではなく、木構造を変化さ

せる必要がある。この木構造の処理をする際に継承情報を利用する。 この処理にはルールを用い

る。継承情報はコーパスにあらかじめ付与されている場合と、素片の組み合わせか ら抽出する場

合がある。

例えば、図 5の 日本語木構造では、ポインタ 1の 下位の構造に形式名詞 「の」が存在 し、上位

の構造の動詞句に 「が格Jで つながっているという継承情報をのせ、ポインタ 2に はただ単に上

位の構造の動詞句に 「を格」でつながっているという情報にのせる。また、図 5の 英語木構造で

は、ポイ ンタ 3に は動詞 likcの目的語であるという情報をのせ、ポインタ4に は動詞 deanの 目

的語であるという情報をのせる。ここか ら、「英文を生成するさいに、動詞 likeは目的語に tO不

定詞をとり、ポインタ 3以 下を tO不 定詞化する」 といった処理を行い、木構造を合成 して英文

を生成する。 このように素片を結合するさいに特定の単語に固有の構造を作ることが多い。

7。 お わ リヤこ

一つの文は主体的表現と客体的表現か ら構成され、人間の感情 ・意志などの情緒的表現に富む

文では、主体的表現を担う辞が重要な役割を果たし、日英翻訳における目的言語である英語文の

表現形式を決定づける。 このような点に着 日して、辞 (文)、詞 (述語<用 言>)、 句、複合語

のような文を構成する様々な階層に応 じた、構文解析済みの対訳コーパス (マルチ対訳コーパス)

を利用 し、一つの入力文に対 してマルチ対訳コーパス内の複数の用例を適用 した用例翻訳 として

多段用例翻訳方式を提案 し、マルチ対訳コーパスの構築法について論 じた。

現在、会話文や電子メール文等のような情緒的表現に富む文を対象にした、多段用例翻訳方式

に基づいた 日英間の用例翻訳システムのプロトタイプの試作を進めている。今後、マルチ対訳コ
ーパスの充実を進めるとともに、翻訳品質や処理速度等の総合的評価を行い、本方式の有効性を

検証 していく予定である。
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