
機械翻訳はかなわぬ夢？

コンピュータを利用して，ある言語

を別の言語に翻訳する技術を「機械翻

訳」と呼びます．機械翻訳の研究はコ

ンピュータの誕生とほぼ同時の1950

年代から始まり，今日までに多数の機

械翻訳システムが開発されました．

近年インターネットの普及により，

ごく普通のユーザが英語・中国語・韓

国語などの外国語で書かれたWebペー

ジに接する機会が飛躍的に増えまし

た．世界中に市場を持つ多国籍企業

は，マニュアルなどの製品情報を迅速，

かつ正確に現地語で提供する必要があ

ります．言葉の壁を越えて人とコミュ

ニケーションしたい，あるいは，言葉

の壁を越えて知識を交換したいという

想いは人類の普遍的な要求の１つと

いってよいでしょう．しかし，正直な

ところ従来の機械翻訳システムがこれ

らのさまざまなユーザの要求を満足さ

せてきたとはいい難いのではないかと

思います．

ルールベース翻訳から統計翻訳へ

従来の機械翻訳システムでは，新し

い言語間の翻訳を実現するために，数

人から数十人の専門家が何年もの歳月

をかけて翻訳規則や対訳辞書を人手で

作成していました．このような機械翻

訳へのアプローチを「ルールベース翻

訳」と呼びます．ルールベース翻訳は

人手作業による精度の限界に到達し，

さらなる改善は難しいといわれていま

す．これに対して「統計翻訳」は，数

10万～数100万文の大規模な対訳

データから，翻訳規則や対訳辞書に相

当する統計モデルを自動的に学習し，

新しい言語対や特定の分野の機械翻

訳システムを短期間に低コストで作

成することを目指す，発展途上の技

術です．統計翻訳の概要を図１に示

します．

統計翻訳は，英語とフランス語の両
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革新的発展期を迎えた統計翻訳

図１　統計翻訳の概要 

対訳データ 

統計モデル 

翻訳規則・対訳辞書に相当 

統計モデル学習部 

翻訳器 

Language is a means of communication

言語はコミュニケーションの手段である 
（数10万～数100万文） 

首相は同省に徹底調査を厳命した 
The prime minister strictly ordered … 
 
貧困，人口政策，教育，保健，… 
Poverty, population policy, education, … 
 
日本を取り巻く安保環境は急速に… 
The security environment surrounding… 
… 

英語と日本語は語順の対応関係が正順になる部分と逆順になる部分が複雑
に入り混じっており，おそらく世界でもっとも翻訳が難しい言語対の１つで
す．私たちは，主辞後置性という日本語の言語学的な特徴を利用して，英語
の文の単語を日本語と同じ語順に並べ替えてから日本語へ翻訳する方法を考
案し，英日翻訳の精度を劇的に改善しました．さらにこの方法は，中国語か
ら日本語への翻訳においても非常に有効であることも確認しました．
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方で出版されているカナダの国会議事

録「ハンサード」を使って，1990年前

後にIBMが英語とフランス語の間の機

械翻訳システムを作成したのが最初の

試みです．2000年代には翻訳の基本

単位を単語から句に拡張する「句に基

づく翻訳」の研究が進み，英語とフラ

ンス語のような語順が近い言語対では

実用レベルに到達しました．

2005年前後からは自然言語の階層

構造や構文理論を利用する「木に基づ

く翻訳」の研究が進み，英語とフラン

ス語の翻訳に比べて語順が大きく異な

ることが問題である英語と中国語の翻

訳でも，統計翻訳の精度がルールベー

ス翻訳より高いことが確実になりまし

た．しかし，英語と中国語に比べてさ

らに大きく語順が異なる英語と日本語

の翻訳では，統計翻訳の精度は従来の

ルールベース翻訳の精度を上回ること

ができませんでした．

事前並べ替え翻訳

原言語（翻訳元）の文の単語を目

的言語（翻訳先）の語順に並べ替え

てから統計翻訳を行う「事前並べ替

え」というアイデアは，2000年代前半

から存在していましたが，2010年前後

からGoog le，Microso f t，IBM，

NTTなど世界の主要な研究機関は，

語順の違いを克服する技術としての事

前並べ替えに注目し始めました．事前

並べ替えは，原言語の文を構文解析し

て得られた構文構造に対し，「並べ替

え規則」を適用して目的言語の語順に

変換します．並べ替え規則は人手で作

成する場合が多いですが，単語対応付

きの対訳データから自動学習する方法

も提案されています．

このような状況の中で，NTTは主辞

後置性と呼ばれる日本語の言語学的な

特徴に着目し，「主辞を後置する」（主

辞後置化）というただ１つの規則を

使って英語の単語を日本語の語順に並

べ替える方法を考案し，英日翻訳の精

度を劇的に改善しました（1）．2011年

に開催された評価型ワークショップ

NTCIR-9の特許翻訳タスクの英日翻

訳において，NTTと東京大学の共同

チームは高精度な英語構文解析器

Enjuと，主辞後置化に基づく事前並

べ替えを組み合わせることにより，

トップの成績を収めました．人手によ

る英日翻訳の精度評価で統計翻訳が

ルールベース翻訳を上回ったのは，こ

れが史上初めてです（2），（3）．

日本語の主辞後置性に基づく事前

並べ替え

日本語の主辞後置性に基づく事前

並べ替えの概要を図２に示します．主

辞とは，文を構成する部品である句に

おいて，句の文法的な役割を決める単

語です．例えば前置詞句なら前置詞が

主辞です．別の言い方をすると，小学

校の国語の授業に習う「係り受け」に

おいて係り先になる単語が主辞です．

日本語は「必ず前から後ろへ係る」，

すなわち修飾先の単語が必ず文の後

ろにあります．これが「主辞後置性」

です．

実は，日本語ほど厳密な主辞後置

性を持つ言語は世界の中でも稀です．

一般的には，図２の英語や中国語の

例のように「前から後ろ」にも「後ろ

から前」にも修飾します．例えば，英

語は動詞に対して主語は前から，目的

語は後ろから修飾します．また名詞に

対して形容詞は前から，前置詞は後ろ

から修飾します．中国語も動詞に対し

て主語は前から，目的語は後ろから修

飾しますが，名詞に対しては基本的に

前から修飾します．

この日本語の主辞後置性のおかげ

で，翻訳元の言語（英語や中国語）

の構文構造（係り受け関係）に基づ

いて，「必ず前から後ろへ係る」よう

に単語の順番を入れ替えると，翻訳元

の言語を日本語と同じ語順に変換でき

ます．これが主辞後置化による事前並

べ替えです．語順が同じになれば，あ

とは逐語訳するだけなので，非常に高

精度な翻訳が実現可能になります．日

本語の主辞後置性に基づく事前並べ

替えは，翻訳先の言語である日本語の

性質だけを用いるので，翻訳元の言語

の構文構造が分かっていれば，どんな

図２　日本語の主辞後置性に基づく事前並べ替え 
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言語へも適用可能です．

一方，日本語を外国語（英語や中

国語）へ翻訳する場合，日本語の構

文構造において「後ろから前へ」反転

させる係り受け関係を翻訳先の言語に

応じて選択する必要があります．この

問題を解決しなければならないため，

日本語から外国語への翻訳は，外国

語から日本語への翻訳に比べて難しい

のです．

技術文書の多言語翻訳

私たちは，事前並べ替え方式による

外国語から日本語への統計翻訳の実

現可能性を検証するために，特許文書

を対象として，英語・中国語・韓国

語から日本語への統計翻訳システムを

作成しました．特許には「パテントファ

ミリー」と呼ばれるものがあります．こ

れは同じ発明を複数の国へ出願するた

めに，１つの特許出願に対して優先権

を主張して各国へ出願した「特許出

願のまとまり」のことです．パテント

ファミリーは完全な対訳ではありませ

んが，対訳になっている部分を多く含

んでいるので，パテントファミリーをマ

イニングすることにより大規模な対訳

データを抽出することができます．私

たちは，2004年以降の日本，米国，

中国，韓国の特許文書から，英語―

日本語（約300万文），中国語―日本

語（約800万文），韓国語―日本語

（約200万文）の対訳データを作成し

ました．特に中日と韓日の特許対訳デー

タは，私たちの知る限り，この言語対

に関する世界最大の対訳データです．

NTTが考案した日本語の主辞後置

性に基づく事前並べ替えを適用するた

めには，翻訳元の言語の文の構文構造

（係り受け関係）を高精度で解析する

技術が必要です．私たちは，英語（新

聞記事４万文，特許１万文）と中国

語（新聞記事５万文，特許２万文）

の学習データを用意し，「半教師あり

学習」による係り受け解析モデルの学

習技術を利用して，英語と中国語の

係り受け解析器を作成しました．この

半教師あり学習による係り受け解析モ

デルの学習技術は，2009年にNTTが

考案したもので，係り受け解析に関す

る国際標準ベンチマークテストデータ

（英語，チェコ語）でトップの成績を

収めています（4）．

図３に中国語の特許文の係り受け

解析の例，図４に特許文の中日翻訳

の例を示します．一般に特許文は非常

に長く，複雑な係り受け構造を持って

いますが，中国語の係り受け構造を正

しく解析できれば，主辞後置化によっ

て中国語における修飾・被修飾の関係

を正確に反映した日本語を生成できる

ことが分かります．なお韓国語は日本

語とほぼ語順が同じなので，韓日翻訳

には事前並べ替えを適用していません．

翻訳精度の自動評価

最後に，翻訳精度の自動評価につ

いて簡単に説明します．機械翻訳の精

度を客観的に計測することは実は非

常に難しい問題です．ある文に対する

翻訳の正解は何通りもあり，訳語選択

こころまで伝わるコミュニケーションを支える音声言語と聴覚研究の最前線
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図４　特許文の中日翻訳の例 
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図３　中国語の特許文の係り受け解析の例 
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の誤りと語順の誤りのどちらを重視

するかは主観的な判断です．1990年

代に考案された機械翻訳の自動評価

尺度BLEU（BiLingual Evaluation

Understudy）は，機械翻訳の研究

の活性化に大きく貢献しました．これ

は食味計の発明によりお米のおいしさ

を数値化することで，産地間の競争や

品種改良が進むのに似ています．しか

し，BLEUは日本語と英語の翻訳では

人手による評価とあまり一致しないと

いう問題がありました．2008年に開

催された評価型ワークショップ

NTC I R - 7における自動評価尺度

BLEUと人手による評価の相関関係を

図５に示します．

そこで私たちは，翻訳結果と正解の

語順の一致度を重視する自動評価尺

度 RIBES（ Rank-based Intuitive

Bilingual Evaluation Score：ライ

ビーズ）を考案し，オープンソースソ

フトウェアとして公開しています（5）．

RIBESは，前述のNTCIR-9におい

て自動評価尺度の１つとして採用さ

れ，主催者の評価においても，英日・

日英・中英翻訳タスクにおいて人間に

よる評価との相関がBLEUより高いこ

とが示されました（6）．

今こそ機械翻訳の実用化へ

特許，マニュアル，科学技術論文な

どの技術文書では，客観的・論理的

な内容の伝達，すなわち翻訳元の言語

における修飾・被修飾の関係を翻訳先

の言語に反映することが，意味を正確

に伝達するうえでもっとも重要です．

私たちは，特許に代表されるような，

100万文を超える対訳データが得られ

る分野において，外国語から日本語へ

の統計翻訳は実用レベルに到達したと

考えています．

一方，日本語から英語への翻訳に

ついては，その差は縮まっていますが，

統計翻訳の精度は依然として従来の

ルールベースの翻訳の精度を上回って

いません．今後は，日本語から外国語

への翻訳の精度向上に取り組むととも

に，技術文書からビジネス文書，話し

言葉へと翻訳対象を広げていきたいと

考えています．
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図５　NTCIR-7 日英特許翻訳タスク（2008）におけるBLEUと人手評価の関係 
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