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新たなサービス創造に向けて進化するNTTのAI

機械翻訳の現在

深層学習技術を機械翻訳に適用した
ニューラル機械翻訳（NMT: Neural 
Machine Translation）が開発され実
用化された結果，機械翻訳の精度が大
きく向上しました．Webブラウザから
手軽に利用できる翻訳サービスの翻訳
結果が以前より大幅に良くなったと感
じられた方も多いことと思います．

機械翻訳技術は1950年代ごろから
脈々と研究開発が行われています．当
初は人間が翻訳ルールを作成していま
したが，1990年代からは機械学習を
用いた統計的機械翻訳が開発され，翻
訳システムの作成コストが下がったこ
とで，徐々に機械翻訳サービスが広
がっていきました．さらに今日，NMT
が登場し翻訳精度が向上したことで実
用的な利用範囲が広がり，機械翻訳技
術はようやく花開いた感があります．

NTTグループでも，NTTドコモが
携帯電話等から利用可能な種々の翻訳
サービスを提供してきたことに加え（1），
みらい翻訳がNMTエンジンを搭載し
た機械翻訳サービスを開始し（2），NTT
東日本の「ひかりクラウドcototoba」（3）

やNTTコミュニケーションズの「AI
翻訳プラットフォームソリューショ

ン」（4）を通じて商用に供されるように
なりました．

一方，NMTは従来の機械翻訳と比
べて構成がシンプルであり，また深層
学習向けの各種のオープンソースソフ
トウェア（OSS）ライブラリも今日
では充実しているため，実装が比較的
容易です．さらに近年の機械学習関連
の学会では論文投稿の際に実装を公開
することが求められるようになってき
ています．そのような背景から，現在
はOpenNMT（5）に代表されるOSSの
NMTシステムが，誰でも簡単に手に
入るようになっています．

ニューラル機械翻訳の概要

NMTの仕組みを簡単に解説します（6）．
ここでは英文テキストが入力されると
それを日本語に翻訳したテキストを出
力する英日翻訳のケースを例に説明し
ます．

NMTの翻訳実行プログラムを動か
すためには，事前に翻訳モデルを作成
しておく必要があります．NMTにお
ける翻訳モデルとは，英文テキストか
ら日本文テキストへの変換を行う
ニューラルネットワークのことを指し
ます．画像認識や音声認識などのAI

（人工知能）技術と同じく，NMTの

ニューラルネットワークは大量のサン
プルからの学習によって作成されま
す．NMTでは，対訳文，すなわち意
味が同じ英文と日本文のペアをサンプ
ルとして用います．下記に対訳文の例
を示します．

英文：A brown dog is running.
日本文：茶色い犬が走っている．
このような，英語から日本語への対

訳文を数十万〜数千万ペア用意し，そ
れらをニューラルネットワークに学習
させます．そうして作成された翻訳モ
デルを翻訳実行プログラムに設定して
プログラムを実行すると，サンプルに
ない英文であっても日本文に翻訳して
出力できるようになります．

では，NMTのニューラルネットワー
クはどのような構造になっているので
しょうか．現在主流の方式である注意
機構付き系列変換モデル（sequence-
to-sequence model with attention 
mechanism）（7）の場合で説明します．

NMTでは，まず前処理として入力
テキストを単語列＊ 1 に分解します．

機械翻訳 深層学習 ドメイン適応

＊1	 単語列：通常の単語に分割する場合と，さ
らに細かい文字列単位であるサブワードに
分解する場合があります．どちらの場合で
もニューラルネットワーク構造に本質的な
違いはないため，本稿では分割された文字
列を一律に「単語」と呼びます．

ニューラル機械翻訳によるサービス創造に向けた
取り組み

深層学習技術を取り込んだニューラル機械翻訳の登場により，機械翻訳
はこの 1～ 2年で急速に精度が向上し，実際に活用される場面が増えつつ
あります．NTTメディアインテリジェンス研究所では，ニューラル機械翻
訳を活用した新サービスの創造・強化をめざした研究開発に取り組んでい
ます．本稿では，ニューラル機械翻訳の概要と，サービス化における技術
的なポイントについて紹介します．
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そして，各単語を数百〜数千次元のベ
クトル空間上にマッピングします．そ
のうえで，単語間のつながりの自然さ
や各単語への注目度合いなどあらゆる
情報をベクトルで表現し，ベクトルど
うしの演算によって翻訳を実行します．

また，翻訳モデル学習時には，ベク
トルどうしの演算における係数を，よ
り良いものに調整していきます．その
際には数十万〜数千万ペアの対訳文が
学習データとして用いられます．この
ため翻訳モデルの学習では極めて大量
のベクトル演算が実行されることにな
ります．そこでNMTでも他の深層学
習と同様に，大量のベクトル演算を高
速に実行でき，かつ比較的安価に導入
で き る ハ ー ド ウ ェ ア で あ るGPU 

（Graphical Processing Unit）＊ 2 を 用
いるのが一般的です．

しかし，GPUを用いたとしても翻
訳モデルの学習には数日〜数十日を要
し，NMTを用いた翻訳ビジネスにお
けるコストの要因の 1 つになってい
ます．

サービス化のための技術的取り組み

■限定されたターゲット領域への
特化
Webブラウザなどから手軽に利用

できる翻訳サービスは，翻訳する対象
のテキストを特に限定せず，がん治療
に関する論文からステーキハウスのメ
ニューまであらゆるテキストを対象に
していると思います．しかし，対象と
するテキストの領域をある程度限定
し，例えば医学論文用や米国観光ガイ
ド文用といった専用の翻訳モデルを作
成して使用するほうが，一般に翻訳精
度は高くなります．このため，NMT
によるサービス創造にあたっては，有
望な翻訳関連ビジネスのターゲット領
域を見極め，汎用の翻訳モデルでは到
達できないような翻訳精度を専用モデ
ルにより達成することで，そのビジネ
スに求められる翻訳ニーズを満足させ
ることが極めて重要になります．

ある領域に特化された翻訳モデルを
作成するもっとも単純で強力な方法
は，その領域で使われる文の対訳を大
量に調達し，それを用いて翻訳モデル
を作成することです．NTTメディア
インテリジェンス研究所では，いくつ
かの領域において，NTTグループ内
に存在する対訳文を収集したり，また
は新たに作成したりすることで，翻訳
精度を向上する取り組みを始めてい 
ます．
■Fine tuning

一方，ターゲット領域で使われる文
の対訳文を用いて翻訳モデルを一から
作成するには，数日から数十日を要す
ることは先に述べました．このため，

多様なビジネスニーズにきめ細かく対
応するにはコストがかかり過ぎます．
そこで，既存の翻訳モデルをベースに
しつつ，比較的少量（数千〜数十万ペ
ア程度）の領域特化対訳データを用い
てさらに追加で学習を行うことで，低
コストで翻訳モデルをカスタマイズす
る手段として，Fine tuningという手
法が用いられることがあります．

Fine tuningは比較的少量の領域特
化対訳データのみで手軽にカスタム翻
訳モデルを作成できるので便利な一
方，現状では，一から翻訳モデルを作
成する場合に比べ翻訳精度の面で劣る
ケースが多いです．このことから，
NMTによる翻訳ビジネスでは，与え
られた時間と対訳データ量，そして
ターゲットとするビジネス領域の範囲
を考慮して，Fine tuningと一からの
翻訳モデル作成を使い分けることが必
要になります（図 1 ）．

NTTメディアインテリジェンス研
究所では，Fine tuningの実施効果の
安定化やFine tuningと一からの翻訳
モデル作成の使い分けに関するノウハ
ウ蓄積に取り組んでいます．
■対訳データの質の改善

翻訳モデルを一からつくるにせよ
Fine tuningを行うにせよ，そこで用
いる対訳データの性質が翻訳精度に大
きく影響します．対訳データの性質と
は，単語のばらつき度合いや，対訳の
直訳度合いのことを指します．

＊２	 GPU：元々グラフィックボード等に搭載さ
れる画像演算装置ですが，これを画像演算
以外の目的に利用するGPGPU（General-
purpose computing on GPU）という技術
が普及しています．
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単語のばらつき度合いについては，
例えば同じ「犬が走っている」という
ことを表す文でも，以下のようにさま
ざまに書かれ得ます．

・ 犬が走っています
・ イヌが走ってる
このような単語のばらつきは，特に

翻訳先の言語側（英日翻訳でいえば日
本語側）において，少ないほど良質な
対訳データといえます．なぜなら，
ニューラルネットワークが単語間のつ
ながり等を学習する際に，常に同じよ
うなつながりになっているほうが学習
しやすいからです．

また，対訳の直訳度合いに関しては，
一般的な（機械翻訳の学習データ向け
でない）翻訳では人間が読んだときの
理解しやすさが重視されるため，英語
では書かれていないことを文脈から
補って日本語訳に盛り込むといったこ
とがよく行われます．しかし，現在の
NMTは文脈情報を扱わないため，そ
のような補完はかえって学習データに
おけるノイズとなってしまいます．対
訳データとしては，素直な直訳のほう
が適しています．

NTTメディアインテリジェンス研
究所では，対訳データを作成する際に
単語のばらつきを抑えたり直訳度合い
を高めたりすることでなるべく良質な
対訳データとするためのガイドライン
などを構築しています．

■固有表現の変数化
NMTでは大量の対訳データから翻

訳モデルを学習しますが，その際，対
訳データ中にめったに出現しない表現
があるとそれをうまく学習できない，
という問題が生じます．このような問
題は，特に数値などで顕著になります．
数というものは無限に存在するため，
いくら大量の学習データを集めてきて
もすべてをサンプルから学習しきるこ

とはできないからです．
同様の問題は人名や地名などでも生

じます．こうした，固有名詞（人名，
地名など）や日付，時間などを示すフ
レーズは，固有表現と呼ばれます．

NMTを含め機械翻訳では，この問
題に，テキスト中に出現する固有表現
を変数化することで対処するのが一般
的です．例えば以下のようにします．

Mary is looking at a picture. →　

（a）　一からの翻訳モデル作成

学習 カスタム
翻訳モデル

追加
学習既存

翻訳モデル

（b）　Fine tuning

カスタム
翻訳モデル

ターゲット領域
対訳データ

ターゲット領域
対訳データ

図 1 　カスタム翻訳モデルの作成方法
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〈人名〉 is looking at a picture.
こうすることで，翻訳モデルではす

べての人名を個別に学習する必要がな
くなります．一方，実際に翻訳する際
には，変数化された翻訳モデルを用い
て「〈人名〉 is looking at a picture.」
から「〈人名〉は絵を見ている．」のよ
うな翻訳結果を生成しつつ，同時に

「Mary」を「メアリー」に変換し，最
後に変数部分を元に戻します（図 2 ）．

変数化の対象となる人名や日付など
の固有表現の，英語から日本語への変
換には，正規表現などのルールによる
書き換えや辞書が用いられます．
NTTメディアインテリジェンス研究
所では，従来から培ってきた固有表現
抽出などの言語処理技術を活かし，こ
のようなルールや辞書の効果的な整備
方法などに関して研究開発に取り組ん
でいます．

なお，このような固有表現関連の処
理は，OpenNMTなどのOSSでは十分
にサポートされているとはいえず，

NMTの実用化の 1 つのカギになって
いるといえます．また，ユーザが自ら
フレーズの訳を指定するユーザ辞書の
機能をNMTにおいていかに実現する
か，という点も重要な課題です．

今後の展開

NTTメディアインテリジェンス研
究所では，今後もNMTの翻訳精度向
上やビジネス領域特化を効率的 ・ 効果
的に実現することをめざした研究開発
に取り組んでいきます．
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図 2 　固有表現の変数化
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日本人にとって言語の壁は高く険しいで
すが，ニューラル機械翻訳が少しでもその
壁を下げ，社会のグローバルな発展に寄与
することを願っています．
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