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魅力あるユーザ体験を創出するメディア系技術

移動における“おもてなし”

NTTでは２０２０年に向けて，訪日中
の外国人が街中を移動する際に利用で
きる，きめ細やかで，利用者の属性に
応じたナビゲーションサービスの実現
を目指しています．以下に，その具体
的なイメージを述べます．
■見知らぬ場所でも看板を写せば目
的地まで案内してくれるサービス
近年，駅構内の案内表示などで外国

語併記が進んでいます．しかし，事故
や遅延の状況など時々刻々変化する情
報は事前に翻訳しておくことはできま
せん．また，土地勘の全くない訪日外
国人の方にとって，単に看板に書いて
ある地名や出口の名称などを翻訳され
ても，結局どちらに行けば良いのかす
ぐには判断が付きません．よりきめ細
かなナビゲーションを実現するため，
多言語統計翻訳技術により日本語で提
供される詳細な案内情報をリアルタイ
ムに翻訳し，また，ユーザの置かれて
いる状況を推定して適切な案内情報を
選択し提示します（図 １ ）．このユー
ザ状況の推定には，ユーザが見ている
景色の中の「モノ」を認識するロバス
トメディア探索技術（RMS: Robust 
Media Search）をはじめ，さまざま

な認識技術を活用します．これにより，
例えば，駅員の方がテキスト入力した
日本語の緊急情報をすぐさま翻訳して
構内にいる外国人のスマートフォンに
プッシュ配信したり，デジタルサイ
ネージや電光掲示板にスマートフォン
をかざすと日本語の情報が翻訳表示さ
れたり，案内表示の看板を物理的に掛
け替えなくてもスマートフォンと連携
して多国語対応したり，目的地までナ
ビゲーションするコンテンツを表示し
たりといったことが可能になります．

■「今見えるモノ」から広がる観光
ナビゲーションサービス
観光地や初めて訪れる場所でも，ス

マートフォンやグラス型デバイスを用
いて利用者が見ている風景を取得し，
その人その場に応じた案内を行いま
す．風景の映像にはさまざまな角度や
環境のモノが複数写り込む可能性があ
りますが，被写体識別技術としてオブ
ジェクト識別に特化したRMSである，
RMS （オブジェクト）を用いること
で，見る角度や環境が異なっていても
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図 １ 　看板の撮影を契機とした多言語ナビゲーションのイメージ

移動における “おもてなし” を実現する
メディア処理技術

本稿では，街中でユーザを誘導するような，移動における“お
もてなし”を実現するサービスイメージと，それを支える「統計
的機械翻訳技術」「ロバストメディア探索技術（RMS）」につい
て紹介します．
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高精度に複数のモノを発見できます
（図 ２ ）．このRMS（オブジェクト）と，
利用者の状況推定技術を組み合わせる
ことで，発見されたモノに対する情報
の中から，利用者の属性や状況に適し
たものを表示するなど，利用者のその
場，そのときに応じた案内を行うこと
が可能になります．

移動における“おもてなし”を 
支えるメディア処理技術

移動における“おもてなし”のサービ
スを実現するために，NTTでは「統
計的機械翻訳技術」「RMS」の研究開
発を推進しています．
■統計的機械翻訳技術

インターネットの普及や，世の中の
グローバル化の流れに伴い，コン
ピュータによる翻訳技術「機械翻訳」
に対するニーズが高まっています．
２０２０年に向け，国家的な施策も含め
て“言葉の壁をなくす”機械翻訳への取
り組みは加速しており，その期待は大

きくなる一方です．
機械翻訳に関する研究開発の歴史は

古く，今日までに多数の機械翻訳シス
テムが開発されてきました．しかしな
がら，既存のシステムは世の中の要求
や期待にこたえられる域に達している
とはいえず，技術の革新的な発展が求
められています．
「ルールベース翻訳」と呼ばれる従

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，多くの
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ました．
しかし，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，近年では，
数百万文程度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する「統計的機
械翻訳」（統計翻訳）と呼ばれる技術
が機械翻訳の主流になりました．

統計的機械翻訳の概要を図 ３ に示し
ます．統計翻訳は，英語とフランス語の
ような語順が近い言語対では早い段階

で実用レベルに到達しましたが，英語と
日本語のように語順が大きく異なる言語
対では，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．

NTTは，主辞後置性と呼ばれる日本
語の言語学的な特徴を利用し，「主辞
を後置する」（主辞後置化）というた
だ 1 つの原則に基づいて英語の単語を
日本語の語順に並べ替えてから統計翻
訳を行う方法を考案し（1），史上初めて，
ルールベース翻訳の精度を上回る英日
統計翻訳システムを実現しました（２）．

日本語の主辞後置性に基づく並べ替
えの概要を図 ４ に示します．文におい
て句の文法的な役割を決める単語を主
辞と呼びます．あるいは小学校の国語
の授業で習う「係り受け」において係
り先になる単語が主辞です．日本語に
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る

「主辞後置性」という性質があります．
そこで翻訳元の言語（英語や中国語）
の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．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可能にな
ります．

一方，日本語から外国語（英語や中
国語）への翻訳は，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
選択する必要があるので，外国語から
日本語への翻訳に比べて難しいです．

NTTは日本語の述語項構造に基づ
いて日本語の文を翻訳先の言語の語順
に変換してから翻訳する方法を考案し
ました（3）．述語項構造とは，ある動詞
に対してどの名詞が主語で，どの名詞

その人の「状況」や「属性」に応じて
情報を表示
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図 ２ 　「今見えるモノ」から広がる観光ナビゲーションのイメージ
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が目的語かという関係です．中学の英
語の授業で習うように英語はSVO（主
語 ・ 動詞 ・ 目的語）の語順なのに対し，
日本語はSOV（主語 ・ 目的語 ・ 動詞）
の語順です．

そこで，まず日本語の述語項構造を
同定し，文節を並べ替えることにより
日本語のSOV語順を英語のSVO語順
に変換します．次に文節内の語順も日
本語と英語で逆になるので（東京で
→in Tokyo），文節内の単語を英語の
語順に合うように並べ替えます．この
方法により従来の統計翻訳に比べて日

英翻訳の語順の誤りを約 3 割削減でき
ました．

上記の機械翻訳技術をベースに開発
したのが「多言語統計翻訳プラット
フォーム（PF）」です．現在対応して
いる言語対は，英語 ・ 中国語 ・ 韓国語

（英中韓）から日本語，および日本語
から英中韓です．メインとなる翻訳機
能のほかに，「ユーザ辞書機能」「未知
語検出機能」などのビジネスユースに
必要となる機能や，一般ユーザには扱
いにくい統計モデルの作成を支援する
機能等のユーザ利便性を考慮した機能

も実現しています．
統計翻訳における訳質は統計モデル

の学習に用いた対訳データの量に依存
します．私たちは，特許文書から英
語—日本語（約17００万文），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，本PFでそれらを利用することに
より高品質な特許翻訳を実現しまし
た．統計モデルを学習する際に用いる
対訳データを入れ替えれば，特許翻訳
に限らず特定分野向けの高品質な翻訳
システムを自動的に構築することが可
能となります．

上述したとおり，機械翻訳における
革新的な技術開発およびシステム化に
より，世の中の要求や期待にこたえる
ための土台づくりはできました．今後
も，さらなる精度向上，対象領域拡大
に取り組み，真に“言葉の壁をなくす”
機械翻訳の実現を目指します．
■RMS

RMSは，カメラで撮影した映像 ・
画像やマイクでとらえた音の信号の断
片を探索のキーとし，映像や音楽やラ
ンドマークの画像を多数登録したデー
タベースから一致するものを見つけ出
す技術です（4）, （5）（図 ５ ）．

このようなメディアの一致探索は，
NTT研究所において，２０年以上にわ
たって研究開発を進めてきた技術であ
り，これまでに，インターネット上の
動画を調査する「ネットモニタリング」
や，放送番組などで使用された音楽を
自動的にリスト化する「楽曲使用リス
ト作成」，スマートフォンで音や映像
をとらえることで放送番組に連動した
ネットコンテンツを表示する「セカンド
スクリーン」など，さまざまなサービス
の核として広く利用されています．

他 看到 了 长 的 尾巴 的 猫 他 长 的 尾巴 的 猫 了 看到 
彼 は 長い 尻尾 の 猫 を 見た.

He saw a cat with a long tail. He long tail with cat saw.

ポイント１：半教師あり学習
英語，チェコ語の係り受け解
析で世界最高精度

ポイント２：主辞後置化
日本語は必ず前から後へ係
るので，前から後へ係るよ
う外国語を並べ替えると日
本語と同じ語順になる

ポイント３：特許対訳データ
英日1700万文
中日800万文
韓日200万文
（中日・韓日は世界最大）

日本語外国語 構文解析 事前並べ替え 統計翻訳
語順が同じなら逐語訳でOK

図 ４ 　日本語の主辞後置性に基づく事前並べ替え

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…
…

言語はコミュニケーションの手段である

統計モデル学習部

翻訳器 統計モデル

翻訳規則・対訳辞書に相当

Language is a means of communication

対訳データ

（数十万～数百万文）

図 ３ 　統計的機械翻訳の概要
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RMSの特徴は，周囲の雑音や障害
物，映像の歪みや音の途切れなどに影
響されにくい頑健さと，膨大なメディ
アデータを瞬時に探索できる高速性に
あります．例えば，音であれば，街中
の雑音の中に聞こえる音楽の曲名を特
定することができます．また映像であ
れば，一部が隠れて全体が見えない対
象が何であるかを高速 ・ 高精度に特定
することができます．そして，RMS
はその探索においてテキスト情報を使
わないので，今見えるモノや聞こえる
音の名前が分からないとき，もしくは
文字での入力がしにくいときでも，映
像や音から対象を調べ，それが何であ
るかを特定することができます．移動
における“おもてなし”では，この機能
を用いて周囲に見えるモノを認識し，
ユーザの属性や状況に合わせて適切な
情報を表示しています．

現在，とっさの場面でも素早く正
しく対象を調べられるように，高速

化と高精度化，そして使い勝手の向
上などを進めています．今後も，実
際の使用環境にも学びながら，メディ
ア探索技術の基礎的研究も発展させ
ていく予定です．

今後の展望

移動における“おもてなし”では，私
たちが考えるパーソナルエージェント
で重要な要素の 1 つであるユーザの状
況 ・ 意図を理解することに重点を置
き，訪日中の外国人が公共の場で情報
を収集する際に課題となる，言語の違
いや，見慣れない看板や建物などの情
報を，ユーザに応じていろいろなか
たちに変えて提示することを考えて
います．

今後は，今回紹介した翻訳や映像検
索の技術以外にも，地理的な情報に関
する技術などとも連携するなど，他の
重要な要素を付加させながら，ユーザ
がより良い体験ができるサービスの実

現を目指していきます．
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図 ₅ 　RMSの概要
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今回取り上げた翻訳技術，メディア探索
技術に限らず，音声 ･言語 ･画像等のメディ
ア処理技術は，“おもてなし”実現のための
キー技術です．今後も，より具体的なサー
ビスを想定したメディア処理技術に関する
研究開発を推進していきます．
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