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概要 機械翻訳の分野では，人手で膨大な言語知識を構築し，それらを用いて原文および訳文を解析することによ
り翻訳を行う，解析的なアプローチが主流である．しかし，解析的なアプローチの大きな問題点として，膨大な言
語知識の構築の困難さが指摘されている．この問題は，解析的なアプローチが文に内在する言語情報を詳細に抽出
することを前提とした手法であることから生じる．それに対し，我々は，文に内在するあらゆる言語情報を過度に
抽出するのではなく，ある程度は内在させたままの方が有効であると考え，対訳テキストを最大限に利用する．す
なわち，対訳テキストの適度な一般化である．過度な一般化を行うと，対訳テキストを具象化する際に膨大な言語
知識が必要になり，解析的なアプローチと同様の問題を抱えることになる．本報告で，我々は，適度に一般化され
た翻訳ルールを自動的に獲得することが可能な，再帰チェーンリンク型学習を提案する．再帰チェーンリンク型学
習では，獲得された翻訳ルールに基づき他の対訳テキストからの切り離し部分を決定する．したがって，獲得され
た翻訳ルールが新たな翻訳ルールの獲得をもたらすことになり，翻訳ルールの獲得処理の連鎖が生じる．この再帰
チェーンリンク型学習を用いることで，高い学習能力を有する機械翻訳システムを実現できると考えられる．本報
告では，この再帰チェーンリンク型学習の基本的な考え方，そして，その有効性について述べる．

1

はじめに

1.1

従来手法とその問題点

高い品質を有する機械翻訳に対するニーズは，近年のインターネットの普及を背景に，より一層高まっ
ている．現在，最も多く使用されている機械翻訳手法は，原文に対し人手で記述された言語知識を用い
て解析し ，その結果得られた原言語の構文構造を目的言語の構文構造に変換した上で訳文を生成する，
解析的なアプローチの一つであるトランスファー方式の機械翻訳手法 [1] である．このトランスファー方
式の機械翻訳手法は，解析，変換，生成の大きく３つのプロセスからなる．解析では，形態素解析，構
文解析を順に行うことで，原文を原言語の構文構造に変換する．構文構造の表現形式には，句構造文法
等がよく用いられる．変換では，原言語の構文構造に対応する目的言語の構文構造を変換規則を用いて
決定すると共に，原文中の語に対する訳語選択を行う．そして，生成では，決定された目的言語の構文
構造に基づき，訳文を生成する．図１にトランスファー方式を用いた翻訳例を示す．
ここで，原文「 It starts in thirty minutes. 」を解析的なアプローチで翻訳することを考える．解析的
なアプローチでは，訳文「それは 30 分たてば始まります．
」を得るためには，原文に内在している言語情
報を適切に抽出することで，初めて正しい翻訳が可能となる．具体的には，品詞を決定する形態素情報，
文の構造を決定する構文情報，そして，訳語の選択条件が必要となる．原文「 It starts in thirty minutes.
」は構文的には非常に単純な文ではあるが，正翻訳文に至るまには，様々な言語知識を要する．そして，
それらの言語知識は，基本的には全て人手で構築しなければならない．どのような言語知識が必要にな
るのかについて具体的に考える．例えば，原文の単語 in に対する訳を決定する場合，そこには多義性
が存在する．一般的な in の訳としては場所や位置を表す語と共起している場合の 〜の中 がある．
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図 1: トラスファー方式による翻訳の具体例

更に，全体に対する割合を表現する場合の 〜のうちで

や時間を表す語と共起している場合の 〜の

間 もしくは 〜たてば ， 〜間 がある．原文「 It starts in thirty minutes. 」の場合は，時間を表す

minutes と共起しているため， 〜の間 ， 〜たてば もしくは 〜間 のいずれかとなる．次
に，この３つの中でどれが適切であるかを決定する． 〜間 という訳は「 I haven’t seen him in three
語

years. 」などの「過去のある時点から現在までの間」という意味で使用されることを考えると適切ではな
い．したがって，原文「 It starts in thirty minutes. 」の in の訳としては， 〜の間 と 〜たてば
のいずれかが適切だと考えられる．この訳は動詞 starts との共起関係に基づき決定される．このよう
に， in の訳一つを取っても，文中の様々な語の関係を意味的に捉えることで初めて決定できる．この
ように非常に短く，構文的には単純な文であっても適切な訳文を導くためには，その文に内在している
言語知識を正確に処理しなければならない．しかし ，あらゆる言語現象を処理できる言語知識をあらか
じめ人手で記述することは非常に困難である．そのため，新たな言語現象が出現する度に，それに対処
するために新たな言語知識を人手で追加しなければならない状況が定常的に発生する．その結果，言語
知識は複雑化し ，それまで翻訳可能であったものが翻訳できなくなるという副作用を引き起こす．

1.2

提案手法の基本的な考え方

我々は，解析的なアプローチのように，文に内在している言語知識を詳細に抽出することを前提とする
のではなく，高度な言語知識が要求される部分については，対訳テキストに内在させた状態のままの知
識を利用することにより，より良い機械翻訳システムの実現を目指す．例えば，原文「 It starts in thirty

minutes. 」において in の訳が

starts と

minutes に基づき決定されるのであれば ，これらを切

り離さずに「 @0 starts in @1 minutes. 」とし ，それに伴い，訳文も「 @0/は/@1/ 分/たて/ば /始まり/
ます．
」とし，これらの組を翻訳ルールとして持つことで，原文「 It starts in thirty minutes. 」に対する
翻訳を行う．
（ @0 starts @1.；@0/は/@1/始まり/ます．
）のように，前置詞句を切り離してしまうと，
（ in

thirty minutes；30/分/の/間 ），
（ in thirty minutes；30/分/たて/ば ），
（ in thirty minutes；30/分/間）
等のように多義性が発生し ，どれが適切であるかを決定するためには高度な言語知識が必要になる．し
たがって，この場合，
（ @0 starts in @1 minutes.；@0/は/@1/分/たて/ば /始まり/ます．
）が最も有効な
翻訳ルールであると考えられる．
更に我々は，学習能力の工学的な実現という立場から，このような適度に一般化された翻訳ルール（ @0
）を自動的に獲得することを目指す．翻訳
starts in @1 minutes.；@0/は/@1/分/たて/ば /始まり/ます．
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ルール（ @0 starts in @1 minutes.；@0/は/@1/分/たて/ば /始まり/ます．
）は対訳テキスト「 It starts in
」から（ It；それ ）と（ thirty；30 ）を切り離す
thirty minutes.；それ /は/30/分/たて/ば /始まり/ます．
」
ことで得られる．対訳テキスト「 It starts in thirty minutes.；それ /は/ 30/分/たて/ば /始まり/ます．
から（ thirty；30 ）を切り離すということは，
（ thirty；30 ）からすると，英文においては， thirty の前

30 の前後を対訳テキストから切り離しても良いということになる．したがっ
て，
（ thirty；30 ）という翻訳ルールは，
（ thirty；30 ）を含む対訳テキストが他に存在する場合，
（ thirty；
後を，訳文においては

30 ）の両側を切り離すという情報を持っているとみなすことができる．一方，対訳テキスト「 It starts in
」から（ thirty；30 ）を切り離すということは，
thirty minutes.；それ /は/30/分/たて/ば /始まり/ます．
in の右側から minutes の左側，訳文においては は
の右側から 分 の左側の部分を，他の語で構成される対応関係，例えば（ ﬁve；5 ）に置き換えても良
対訳テキストから見ると，英文においては

いということになる．したがって，
（ @0 starts in @1 minutes.；@0/は/@1/分/たて/ば /始まり/ます．
）
は，他の対訳テキストにおいて原文中に in 〜 minutes という部分が存在し，かつ訳文中に は〜分
という部分が存在する場合，原文からは

in と minutes で挟まれた部分を，訳文からは は と

分 で挟まれた部分を切り離すという情報を持っているとみなすことができる．本報告では，
（ thirty；

30 ）のように対訳テキスト中の部分を表現している翻訳ルールを部分翻訳ルールと呼ぶ．それに対し ，
（ @0 starts in @1 minutes.；@0/は/@1/分/たて/ば /始まり/ます．
）のように対訳テキストの全体を表現
している翻訳ルールを文翻訳ルールと呼ぶ．部分翻訳ルールおよび文翻訳ルールが有する対訳テキスト
からの切り離しの位置情報を利用することにより，システムは品詞情報や構文情報などの解析的な知識
を用いることなく，表層情報のみから適度に一般化された翻訳ルールを獲得することが可能になると考
えられる．更に，学習機能に基づき翻訳ルールを対訳テキストから自動獲得する他手法 [3, 5, 6] が，膨
大な量の類似した対訳テキストを要求するのに対し ，本手法では，獲得済みの翻訳ルールに基づき新た
な翻訳ルールを獲得するため，スパースな状態のデータからであっても，効率よく翻訳ルールを獲得す
ることができる．
以上のことから，部分翻訳ルール，文翻訳ルールは共に他の対訳テキストからの切り離し部分の位置
情報を有していると捉えることにより，様々な対訳テキストが与えられた場合，連鎖的に対訳テキスト
の一般化を行うことができる．すなわち，部分翻訳ルール A が存在することで，文翻訳ルール B が獲
得され，更に，文翻訳ルール B の存在により部分翻訳ルール C が獲得されるということである．我々は
このような翻訳ルールの連鎖的な獲得のメカニズムを「対応付けされた 1 組の事物から，対応関係にあ
る部分を抽出する能力」と位置づけ，これを再帰チェーンリンク型学習と呼ぶ．図１に再帰チェーンリ
ンク型学習の処理の一般化した概略図を示す．
図１は，翻訳ルール A が与えられることにより，翻訳ルール B，C，D が連鎖的に獲得されていく過
程を示している．本報告では，獲得された翻訳ルールにおいて原文から得られたものを原言語部（以下，
原部と記す．) とし，それに対し，訳文から得られたものを目的言語部（ 以下，目的部と記す．) とする．
また，翻訳ルール A のように，翻訳ルールの連鎖的な獲得処理の起点となる翻訳ルールは表層レベルで
類似関係にある対訳テキスト対の差異部分と共通部分を抽出することにより獲得する．このような処理
を行う手法を我々は遺伝的アルゴ リズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法（ 略して GA-ILMT
と呼ぶ）[7] として既に提案している．GA-ILMT は本手法と同様に，翻訳に必要な知識を学習の観点よ
り自動獲得する手法であるため，GA-ILMT を用いることによりシステム全体を学習機能に基づく機械
翻訳システムとして構築することができる．
図１に示すように，再帰チェーンリンク型学習では，部分翻訳ルールと文翻訳ルールの獲得を交互に
行なうことで，翻訳ルール獲得の連鎖が起こる．処理１では，部分翻訳ルール A が有する，原文または
原部から “Z” が，訳文または目的部から “ζ” が抽出する部分であるという情報に基づき，対訳テキス
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図 2: 再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得処理の概略図

ト１の原文から “Z” を，訳文から “ζ” を抽出する．そして，抽出された部分を変数 “@＊” に置き換え
ることで文翻訳ルール B を獲得する．獲得された文翻訳ルール B は，原文では “E” の右側から “H” の
左側までが，訳文では “θ” の右側から “η” の左側までが抽出範囲であるという情報を有する．したがっ
て，処理２では，文翻訳ルール B に基づき対訳テキスト２の原文から “NΩ” が，その訳文から “νω” が
抽出され，部分翻訳ルール C（ NΩ；νω ）が獲得される．更に，処理３では，部分翻訳ルール C に基づ
き文翻訳ルール D が獲得される．抽出元である対訳テキスト自体も，変数を含まない文翻訳ルールとし
て登録される．また，これらの処理は表層レベルで共通部分と差異部分を決定することにより行なわれ
る．したがって，システムはプリミティブな能力として「二つの事物において同じ部分と異なる部分を
判断する能力」[2] を有する．

2

再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法

2.1

システムの概要

図３に再帰チェーンリンク型学習を備えた英日の翻訳を行う機械翻訳システムの構成図を示す．原文
として英文が入力されると，翻訳部において，辞書中の翻訳ルールを用い翻訳結果として日本語訳文を
生成する．生成された日本語訳文に誤りが含まれている場合には，人手により正しい訳文を与える．次
いで，フィード バック部では，翻訳に使用された翻訳ルールの評価を行なう．その結果，正翻訳ルール
と判断された翻訳ルールに対しては正確実度を１増加し，誤翻訳ルールと判断された翻訳ルールに対し
ては誤確実度を１増加する．学習部では，GA-ILMT と再帰チェーンリンク型学習により，与えられた
翻訳例から翻訳ルールを自動獲得する．したがって，本システムは，学習により翻訳知識が増加するこ
とで，より良い翻訳システムへと成長するブート ストラップ型の機械翻訳システムである．更に，再帰
チェーンリンク型学習により学習能力の向上を図っている．
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図 3: システム構成図

2.2

再帰チェーンリンク型学習による部分翻訳ルールから文翻訳ルールの獲得

再帰チェーンリンク型学習では，部分翻訳ルールと文翻訳ルールの獲得を交互に行なうことで，連鎖
的な翻訳ルールの獲得を実現している．ここでは，文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得処理につ
いて述べる．以下に文翻訳ルールによる部分翻訳ルール獲得の処理過程を述べる．
（１）文翻訳ルールの原部と目的部のそれぞれにおいて，変数に隣接している部分と同じ部分を持つ対
訳テキストを選択する．文翻訳ルールと対訳テキストとの間に存在する同じ部分である共通部分
は１語以上で構成される．
（２）文翻訳ルールと選択された対訳テキストの原部間と目的部間のそれぞれにおいて，以下の処理の
いずれかを行なう．
・文翻訳ルールの原部または目的部の変数の両側に共通部分がある場合，対訳テクスト中の共通
部分で挟まれている部分を原文またはその訳文から抽出する．
・文翻訳ルールの原部または目的部の変数の右側のみに共通部分がある場合，対訳テキストの原
文またはその訳文中の共通部分の左側から文の先頭までを抽出する．
・文翻訳ルールの原部または目的部の変数の左側のみに共通部分がある場合，対訳テキストの原
文またはその訳文中の共通部分の右側から文の末尾までを抽出する．
（ ３）原文とその訳文のそれぞれから抽出された部分の組を部分翻訳ルールとする．
（ ４）獲得された部分翻訳ルールに対し，文翻訳ルールと同じ値の確実度を与える．すなわち，確実度
の高い文翻訳ルールを用いた場合，獲得された部分翻訳ルールの確実度も高くなる．
図４に文翻訳ルールによる部分翻訳ルール獲得の具体例を示す．図４では，文翻訳ルールの原部にお
いて変数の両側の部分 “in” と “minutes” が共に対訳テキストの英文に存在するため，これらが共通部
分となる．したがって，対訳テキストの英文から共通部分で挟まれている部分 “thirty” が抽出される．
更に，文翻訳ルールの目的部において変数の両側の部分 “は ” と “分” が共に対訳テキストの日本語訳文
に存在するため，これらが共通部分となる．したがって，対訳テキストの日本語訳文から共通部分で挟
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まれている部分 “３０” が抽出される．その結果，抽出された部分の組（ thirty；３０）が部分翻訳ルー
ルとして獲得される．
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図 4: 文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得例

2.3

再帰チェーンリンク型学習による文翻訳ルールから部分翻訳ルールの獲得

2.2 で述べた文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得が行なわれると，その部分翻訳ルールを用い
ることで，新たな文翻訳ルールが獲得される．以下に部分翻訳ルールによる文翻訳ルールの獲得の処理
過程を述べる．
（１）原部全体が対訳テキストの原文または文翻訳ルールの原部に存在し，かつ目的部全体が対訳テキ
ストの訳文または文翻訳ルールの目的部に存在する部分翻訳ルールを選択する．
（ ２）対訳テキストの原文または文翻訳ルールの原部に対し ，部分翻訳ルールの原部が存在する部分
を変数に置き換える．また，対訳テキストの訳文または文翻訳ルールの目的部に対し ，部分翻訳
ルールの目的部が存在する部分を変数に置き換える．そして，変数が置き換えられた後の原部と
目的部の組を文翻訳ルールとする．
（ ３）獲得された文翻訳ルールに対し，部分翻訳ルールと同じ値の確実度を与える．すなわち，確実度
の高い部分翻訳ルールを用いた場合，獲得された文翻訳ルールの確実度も高くなる．
図５に，図４で獲得された部分翻訳ルール（ thirty；３０）を用いた文翻訳ルールの獲得例を示す．図
５では，部分翻訳ルール（ thirty；３０ ）の原部と目的部が共に対訳テキストの原文とその訳文に存在
するため，文翻訳ルール（ It starts in @0 minutes.；それ /は/@0/分/たて/ば /始まり/ます．
）が獲得さ
れる．そして，部分翻訳ルール（ it；それ ）を用いることにより，更に抽象化された文翻訳ルール（ @1
）が再帰的に獲得される．
starts in @0 minutes.；@1/は/@0/分/たて/ば /始まり/ます．

3

再帰チェーンリンク型学習を用いたシステムの性能評価

3.1

機械翻訳システム

我々は，図３のシステム構成図に基づき再帰チェーンリンク型学習を備えた英日の機械翻訳システム
を構築し，本手法の性能評価実験を行った．その際には，システムに対し，中学 1，2 年生用の英語テキ
スト [8, 9, 10] に記載されている翻訳例 1,759 組を学習データとして与え，更に，中学 2 年生用の英語テ
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図 5: 部分翻訳ルールによる文翻訳ルールの獲得例

キスト [11, 12] に記載されている英文 1,097 文を評価データとして与えた．その結果，評価データに対
する有効な翻訳率としては 61.1%が得られた．また，学習文が過不足なく与えられた場合の有効な翻訳
率としては 85.0%が得られた．

3.2

辞書未登録語の獲得

再帰チェーンリンク型学習により獲得された部分翻訳ルールのみに着目した場合，そこには数多くの
対訳語ペアが含まれている．したがって，本システムは対訳語ペアを自動獲得し ，辞書未登録語を解消
する手法と位置付けることもできる．我々は，始めに英語のテキスト [8]〜[12] に記載されている英文

2,856 を商用の機械翻訳システムに与えることにより，訳語が得られずアルファベットのまま出力され
た英単を抜粋した．すなわち，辞書未登録語の検出を行った．そして，検出された辞書未登録語 37 に
対し，再帰チェーンリンク型学習を備えたシステムがどれだけの訳語を獲得できたのかを調査した．そ
の結果，23 個の未登録語に対し訳語を得ることができ，その精度は 62.2%であった．また，獲得された
対訳語ペアの 65.2%が対訳コーパス中に 1 度もし くは 2 度しか出現していないものであった．したがっ
て，本システムは，大量の対訳テキストを必要とすることなく，対訳テキストを有効利用することによ
り，辞書未登録語に対処できることが確認された．

4

おわりに
機械翻訳において，我々は，文に内在する言語情報を詳細に抽出することを前提とする解析的なアプ

ローチに対し ，高度な言語知識が要求される部分については，対訳テキストに内在させた状態のままの
知識を利用するという観点から，かつ，そのような知識をシステムが自動的に獲得するという観点から，
対訳テキストを適度に一般化することのできる再帰チェーンリンク型学習について述べた．再帰チェー
ンリンク型学習では，様々な対訳テキストから既に獲得済みの翻訳ルールに基づき，新たな翻訳ルール
を連鎖的に獲得する．したがって，他の対訳テキストから翻訳ルールを自動獲得する手法と比べ，与え
られた対訳テキストをより有効に活用することが可能である．すなわち，膨大な量の対訳テキストを要
求しない．更に，表層情報のみを利用するため，解析的な知識に依存しない．我々は，この再帰チェー
ンリンク型学習をブートストラップ 型のシステムにインプ リメントし ，その有効性を性能評価実験を通
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して確認した．
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