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１．はじめに
これまでに機械翻訳を利用した多言語コミュニケーシ
ョンツールの開発が行われている[1]．しかし，機械翻訳
の種類や利用言語にも依るが，現状の翻訳精度は円滑な
コミュニケーションに耐える程の品質に達していない．
翻訳精度の問題もあるが，機械翻訳で使われる辞書デー
タは，一般的な用語にのみ対応していることが多く，特
定のドメインに依存する用語などが含まれる文章の翻訳
精度は不十分である．そのため，あるコミュニティでの
み用いられる様な独自の用語を含む文章が与えられた場
合，翻訳に失敗することが多い．単純な例としては，人
名の翻訳は高い割合で失敗するため，英字で入力するユ
ーザが多い．このように，機械翻訳を人間同士のコミュ
ニケーションへ応用するためには，ドメイン指向の翻訳
を実現する必要がある．
我々は，言語の壁を超えることを目的とした，異文化
コラボレーションの基盤となる言語グリッドの構築に向
けた研究開発を行っている[2]．現在，インターネット上
には，機械翻訳や形態素解析などの言語処理機能や対訳
辞書などの言語資源が蓄積されつつある（以下，言語サ
ービスと呼ぶ）．言語グリッドは，それらの言語サービ
スを容易に利用可能とし，さらに，ユーザ自らが新たな
言語資源や言語処理機能を追加可能であり，それらを組
み合わせることで新たな言語サービスを生み出すことが
可能な言語基盤である．そこで，コミュニティユーザが
独自に作成したドメイン依存の専門用語の対訳辞書（コ
ミュニティ辞書）と既存の機械翻訳とを連携させること
で，ドメイン指向翻訳を実現する．対訳辞書を作り翻訳
精度を向上させるといった点では，ユーザ間の協調作業
により翻訳精度の向上を可能としている機械翻訳サイト
“訳してネット 1 ”が存在する[3]．コミュニティ毎に辞
書データの編集が可能であり，このサイトを利用するこ
とで，ユーザはより品質の高い翻訳結果を得ることがで
きる．
本稿では，機械翻訳を介した円滑なコミュニケーショ
ンを実現させるために，ユーザ自身が作成したコミュニ
ティ辞書と既存の機械翻訳とを連携するドメイン指向翻
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図１ ドメイン指向翻訳ワークフロー
訳の実現方法，および，それを利用した言語グリッドコ
ミュニケーションツールの開発について述べる．

２．ドメイン指向翻訳
ドメイン指向翻訳は，コミュニティ辞書と機械翻訳と
を連携させた，そのコミュニティ向けに特化した翻訳サ
ービスである．図１にドメイン指向翻訳のワークフロー
を示す．このワークフローで利用されている各処理コン
ポーネントは，機械翻訳，形態素解析，対訳辞書，その
他の文字列処理の Web サービスからなる．
入力文に含まれる専門用語が抽出される(1)．常に専門
用語が含まれているとは限らず，形態素解析の結果を用
いて正確な抽出を行うと処理時間が増加するため，単純
な文字列マッチングで粗く抽出する．もし，含まれてい
ない場合は，そのまま翻訳される(12)．含まれていた場
合は，形態素解析による形態素と(1)の結果から入力文に
含まれる専門用語が正確に抽出される(3,4)．
抽出された専門用語に対応する対訳をコミュニティ辞
書より取得し，対訳に対応する中間コードを取得する
(6,8)．中間コードは，専門用語の置き換えに利用される
機械翻訳を介しても変化しない文字列である．入力文内
の専門用語を中間コードに置き換えてから翻訳を行うこ
とで，翻訳後に対訳を置き換える場所を特定することが
できる．
文字列置換サービスを利用して，入力文内の専門用語
を中間コードに置き換える(9)．その中間コードを含む入
力文を翻訳し，翻訳結果に含まれる中間コードと対応す
る対訳とを置き換えることで，コミュニティ辞書を利用
1 http://yakushite.net/
2 http://www.pangaean.org/
3 http://www.jearn.jp/japan/
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した翻訳が実現する(10,11)．この仕組みを言語グリッド
に登録し，ドメイン指向翻訳サービスとして汎用的に利
用可能としている．つまり，コミュニティ辞書を切り替
えることで，他のコミュニティへの応用も容易に可能で
あり，現在，NPOパンゲア2およびNPO JEARN3において利用
されている．
実際に，コミュニティ辞書を作成しドメイン指向翻訳
と通常の翻訳との比較評価を行った．評価方法は
TIDES[4]を参考とし，主観的評価による 5 段階評価によ
り，翻訳結果の正確さを確認した．日英翻訳および日韓
翻訳の評価を行った結果，どちらとも理解度の改善が確
認できた．日英翻訳については平均 3.0 から平均 3.8 へ，
日韓翻訳については平均 3.4 から平均 4.5 へと改善した．

３．コミュニケーションツール

図３

ドメイン指向翻訳を備えた言語グリッドコミュニケーシ
ョ ン ツ ー ル と し て ， 多 言 語 入 力 支 援 ツ ー ル Langrid
Input，多言語共有黒板ツール Langrid Blackboard，多
言語対話支援ツール Langrid Chat を開発した．各ツール
の概要を以下に示す．
Langrid Input：入力文の作成に特化したツールであり，
Langrid Blackboard および Langrid Chat の入力インタ
フェースとして共通利用される(図 2)．入力支援機能と
して母国語で翻訳精度を確認することができる“折り返
し翻訳機能”を備える．また，タブ切り替えにより多言
語を扱うことが可能である．単独で利用した場合，別ア
プリケーションの編集エリアのカーソル位置へ翻訳結果
を挿入することが可能であり，JEARN において英語の BBS
へ日本文から翻訳した英文を投稿する際に用いられてい
る．また，コミュニティ辞書操作機能を備えており，ユ
ーザは，その場で専門用語の新規追加や編集が行え，更
新されたデータは即座に翻訳結果へ反映される．
Langrid Blackboard：多言語のユーザ間で議論の内容を
整理する用途などに利用可能なツールである(図 3)．共
有ウィンドウを持ち，テキストを入力可能なラベルの作
成やそれらのグループ化が可能である．共有ウィンドウ
内のオブジェクトは，全ユーザ間で共有され，同じ位置
に表示される．テキストは各ユーザの利用言語に応じて
翻訳される．このツールは現在，日本語の分からない中
国人留学生に対して，所属研究室で行われる研究会の日
本語の発表内容を伝えるために利用されている．
Langrid Chat：多言語対応のチャットツールであり，ド
メイン指向翻訳サービスを利用したメッセージの翻訳機
能を備える．ユーザが母国語で入力したメッセージは，

入力操作時

辞書操作時

図２

Langrid Input
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各ユーザの利用言語に翻訳され表示される．

４．おわりに
コミュニティ辞書を連携させたドメイン指向翻訳を備
えた言語グリッドコミュニケーションツールを開発した．
ドメイン指向翻訳の評価により，理解度の向上を確認で
き有用であることが分かった．しかし，通常の翻訳でも
正確に翻訳される用語が専門用語として登録された場合，
未知語である中間コードに置き換えられて翻訳されるた
め，品詞情報が欠落し前置詞が変化するなど，文法的な
誤りが発生することがある．この問題に対応すると共に，
現在は名詞のみの対応であるため，今後は動詞や形容詞
などへの対応も検討する．
JEARN の利用状況を観察していると，Langrid Input を
入力環境として利用するだけでなく，BBS の英文の翻訳
にも利用していることが分かった．それらの英文には省
略語（例えば，YOU を U と省略）が多数存在し，そのま
ま翻訳することはできないが，ドメイン指向翻訳に表記
の揺れを校正する処理を追加することで対応するなど，
今後は，様々な状況下において翻訳精度の向上が可能な
仕組みが必要となる．また，バイリンガルでなければ正
確な対訳の作成は困難であるため，ユーザ間の協調作業
による対訳作成を可能とする支援を行う予定である．
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