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あらまし 本稿では，複数の訳文を一文に統合する“統合型メタ翻訳”を提案する．形態素間の隣接関係に基づくグ

ラフより最適経路を出すことで統合を行う．この際，ノードの結合，係り受けを加味した部分文の作成と翻訳，折り

返し翻訳による翻訳精度の算出を行うことで，精度を向上させた．6種類のオンライン翻訳サービスを対象にした実

験により本提案方式の有用性を検証した．
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Abstract We propose Integrated Meta Translation to integrate the output of multiple different translation en-

gines. Integration of the different translations is achieved by deriving the optimal path from a graph based on an

2-gram rule. To improve accuracy, we use grouping of word nodes, extraction and translation of partial sentences,

and estimation of the translation quality by back-translation. We verified the usefullness of this method with an

experiment involving 6 online machine translation services.

Key words translation, Machine translation, Meta translation, Metasearch engine

1. は じ め に

コンピュータやネットワークが高度に発達し，国境を越えて

データをやり取りする機会が増えている．その際問題になる言

語の壁という障害を解消する手段として，機械翻訳の重要性が

叫ばれている．しかし，機械翻訳の精度は実用に耐えがたいの

が現状である．

機械翻訳は，短く単純な文については十分な精度をもち，個

人間の対話といった用途に利用可能である．しかし，複雑で長

い文に対して，機械翻訳は誤訳とも言える翻訳を行う．そのた

め，技術的な文書やビジネス上の書類などに対し，機械翻訳は

利用できない．そこで，より実用的な機械翻訳の利用のために，

統合型メタ翻訳システムを提案する．

機械翻訳で複雑な文を翻訳する場合，機械翻訳から得られた

結果をもとに，最終的な結果を人間の手によって作り上げるこ

とが多い．例として，複雑な文を簡単ないくつかの文に分割し，

また単一の文を複数の機械翻訳サービスを用いて翻訳し，結果

を統合して一つの訳文にまとめる．そして一つにまとめた訳文

について，一度もとの言語に折り返し翻訳を行い，翻訳前の文

と見比べて精度を確かめる．機械翻訳を用いて，より精度の高

い翻訳を行えるよう，従来人の手で行われていたこれらの処理

に代わる手法を提案し，妥当性についても検証する．

2. 関 連 研 究

統合型メタ翻訳を提案する上で参考とした技術としてメタ検

索エンジンについて 2. 1節で，利用した技術として機械翻訳に

ついて 2. 2節で述べる．また，既存の類似したサービスとして

非統合型メタ翻訳について 2. 3節において述べる．

2. 1 メタ検索エンジン

メタ検索エンジンとは，複数の検索エンジンを横断的に利用

するシステムの総称である．独自のデータベースを持たず，他

の検索エンジンを代わりに利用し，結果を作成する．複数の検



索エンジンを同時に利用するため，単独に比べ，Web ページ

の取りもらしが少なくなる．

メタ検索エンジンは，結果の表示方法により，2種類に大別

される．

非統合型メタ検索エンジン（注1）は，ブラウザをフレームで区

切るなどして複数の領域に分割し，領域ごとに各検索エンジン

の結果をそのままの形で表示する．ユーザは一度のクエリ入力

で，複数の検索サイトから同時に結果を得られる．しかし検索

結果の重複の問題や，膨大な情報を取捨選択する必要がある．

統合型メタ検索エンジン（注2）は，非統合型メタ検索エンジン

と同じく複数の検索エンジンを利用する．しかしこの際，結果

をサーバ側で統合してユーザに提供する．統合アルゴリズムは，

統計的処理による方式が多い [1]．複数の検索エンジンから得た

結果を，あたかも単独の検索エンジンから得た結果のように閲

覧できる．

2. 2 機械翻訳サービス

現在一般的に提供される形態として，ソフトウェアとして販

売されているものと，Webサービスとしてブラウザ上から使用

するものがある．通常，Webサービスとして運営される機械翻

訳のエンジンは，多くのユーザに同時にサービスを提供するた

め，多くの機能的な制限を受ける．一件の翻訳にかけられる時

間とマシンリソースが限られ，複雑なアルゴリズムを使うこと

が難しい．また，個人レベルで用途に合わせた辞書の編集がで

きないため，特定の分野に特化した翻訳は行えない．そのため，

一般的にはソフトウェアとして販売されるものに対して精度が

低い．

機械翻訳の精度は，翻訳を行う言語の組み合わせ，翻訳する

文の長さや複雑さなど，様々な要因の影響を受け上下する．特

に，翻訳する文についても，複雑な文の精度は低く，単純な文

の精度は高くなる．また，文語体で記述された文に対し，口語

体による文の翻訳精度は低くなる．

2. 3 非統合型メタ翻訳

機械翻訳の持つ精度の問題を解消するためのひとつの手段と

して，非統合型メタ翻訳があげられる．

各翻訳サービスは，使っているエンジンのアルゴリズムや辞

書の差異によって，それぞれが固有の特性を持つ．そのため，

原文を複数の翻訳エンジンを通して翻訳することにより，複数

の異なった訳文を得ることができる．このように複数の翻訳エ

ンジンから得られた結果について，並列的に表示するサービス

を非統合型メタ翻訳サービスという．現在，翻訳エンジンとし

てオンライン翻訳サービスを用いた，複数のサービスがWeb

上で提供されている（注3）．

非統合型メタ検索エンジンと同様に，より多くの処理系から

（注1）：http://find.accessup.org/find/index3.html

http://www.searchdesk.com/

（注2）：http://bach.istc.kobe-u.ac.jp/metcha/

http://www.ceek.jp/

（注3）：http://7go.biz/translation/

http://sukimania.ddo.jp/trans/trans.php

http://www.honyaku-konnyaku.com/
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図 1 6 つの文の隣接関係からなるグラフ

の結果を同時に取得できるため情報収集の効率に優れる．しか

し，提示された複数の結果に対して，どの結果がどの程度正当

であるかの判断や，最終的な結果の採択に関しては，人間が行

う必要がある．

3. 統合型メタ翻訳

2つ以上の翻訳エンジンを横断的に利用し取得した結果につ

いて，一つの結果へと統合した上で表示を行う，統合型メタ翻

訳について提案する．

3. 1 手 法

本稿では，統合型メタ翻訳を実現するため，以下のような手

法を提案する．一つの原文に対して，複数の個性的な翻訳エン

ジンを用いて翻訳を行い，複数の異なった訳文を取得する．得

られた複数の訳文から，形態素ごとの隣接関係からなるグラフ

を作成し，始端から終端までを通る一つの経路を選定すること

で文の統合を行う．グラフの構築は 3. 2節，最適経路の算出は

3. 3節で詳述する．

3. 2 グラフの構築

複数の翻訳エンジンから得られた複数の訳文を，形態素同

士の隣接関係に基づいた一つのグラフに集約する．例として，

6種類の英文より作成したグラフを，図 1に示す．円形の個々

のノードはそれぞれ一つの形態素からなる通常のノードであ

る．また，矩形の startノードはすべての訳文の文頭を表す始

端ノードであり，同様に endノードは文末を表す終端ノードで

ある．ノード間をつなぐ辺は，形態素間の隣接関係である．6

種類の異なった英文について一つのグラフへとまとめたため，

6本の異なった辺が始端から出発し，それぞれ異なったノード

を経由した後，終端へと帰結している．この際，一つの文に複

数回登場した形態素や複数の文に登場した形態素は全て一つの

ノードとして扱っている．

こうして作成したグラフについて，ノードの結合を行うこと

で統計的な大衆性を，また文法制約を課すことで文としての正

当性を付与する．



start

they

there

[start]
this
is

that

[start]
this

it’s

end

are

pens

is
a

pen
[end]

the

pen
[end]

it

図 2 ノードの結合を行ったグラフ

3. 2. 1 大 衆 性

文の持つ大衆性とは，ある文が複数の文の中でどの程度一般

的であるかの指標となる値であり，連続した形態素群を他の文

とどれほど共有しているかによって算出される．

作成されたグラフについて，2つ以上の文に 2回以上出てく

る連なった形態素群についてノードの結合を行う．この際，形

態素間の繋がりだけでなく，文頭や文末との隣接関係にも考慮

した上で結合を行い，それらのノードから始端や終端へ仮想的

に辺を結んだ．結合により得られたグラフを図 2に示す．図 1

と同様に形態素をノード，その隣接関係を辺とするが，この際，

複数行にわたる内容が記述された円形のノードは，結合された

ノードである．この結合されたノードの中で，［start］や［end］

をその中に持つものは，文末文頭との隣接関係も含んで結合を

行ったノードである．

このノードの結合は，翻訳された全文を複数個所で区切るこ

とによって行った．そこで，形態素解析における区切り位置の

決定に用いられるビタビ・アルゴリズム [2]を利用した．複数

の文に出てくる共通の形態素の並びを検出し，その形態素群の

長さと全体を通しての登場回数から，区切り位置を決定する．

この際，区切り候補の持つスコア m は，形態素の登場回数を

t，連なった形態素の数を lとし，式 (1)のように決定する．

m = (2 × (t − 1))2 + 5 × l (1)

なお，この式は実験を通してヒューリスティックに決定した．

文ごとの区切り位置が決定された際，一文を構成するノード

のスコアの和は，一文が複数の文中でどの程度一般的かを示す

指標となる．この値について，最も高かったものを 10，低かっ

たものを 0となるよう正規化し，翻訳エンジンごとの大衆性と

して扱う．大衆性に関して，処理が行われるごとに統計的な大

衆性として保存し，その場で算出した値と合わせて，辺の持つ

重みとしてグラフに加味する．翻訳エンジンごとの各辺の重み

tmを，統計的な大衆性の合計を sm，今まで行った処理の回数

を tt，その場で計算された大衆性を cmとして式 (2)に示す．

tm =
3 × cm + sm

tt

4
(2)

このようにして作成されたグラフより最適経路を導出し，通

過したノードの文字列を結合することで，複数の文から最も大

衆的な一文を合成することができる．

3. 2. 2 文 法 制 約

統合型メタ検索エンジンの結果とは違い，翻訳の結果の統合

は単純に大衆性によって統計的に行うことが好ましくない．機

械翻訳の陥りがちな誤訳があった際に統計的な統合を行うと，

少数のエンジンによる正当な翻訳を反映せず，多くのエンジン

による誤った翻訳を重視した統合を行う可能性がある．そのた

め，精度の高い翻訳結果を得るには，大衆性に加えて文として

の正当性を考慮し，グラフに文法制約を課す必要がある．本手

法において，文法制約は，折り返し翻訳と部分文の翻訳によっ

て設定する．

ある翻訳エンジンによって翻訳された訳文と，原文との間に

おける意味的類似度は，その翻訳エンジンの翻訳精度であり，

その翻訳結果の文法的正当性であるといえる．しかし，異なっ

た 2つの言語間では文章構造や文を構成する形態素が違い，自

然文同士の比較を行うことが難しい．そこで，複数の訳文につ

いてそれぞれ元の言語へと再び翻訳を行い，原文と訳文を同一

言語同士にした上で原文と比較し，類似度を算出する．

翻訳結果を再びもとの言語に翻訳しなおすことを折り返し翻

訳といい，機械翻訳を用いたコミュニケーション時の翻訳前リ

ペアの効率化に利用されている [3]．折り返し翻訳によって得

られた訳文と原文との比較において，原文と結果の両方を構文

解析し，個々の形態素について標準形を取得する．その上で，

個々の形態素の持つスコアを，原文の持つスコアを 1 として，

全体の文字数と形態素の文字数との比によって算出する．そし

て，形態素同士，全てについて完全一致によるマッチングを行

い，一致した形態素のもつスコアの和を全体の類似度とする．

全文の文字数を tl，個々の形態素の文字数を ml とし，全文と

折り返し翻訳文とで標準形が等しかった形態素の集合を γ とし

た際，全文の類似度 sは式 (3)で計算される．

s =

γ
X ml

tl
(3)

こうして算出した全文の類似度について，エンジンごと正当性

を表すの辺の重みとしてグラフに加味する．この際，各辺の重

み g は，大衆性を m，類似度を p とし，式 (4) のように決定

する．

g = m + 5 × p (4)

機械翻訳は，長く複雑な文に比べ，短く単純な文に対して，

高い精度で翻訳を行う．そこで，長く複雑な全文を分解し，短

く単純な部分文を複数作成するため，KNP [4]を用いて構文解

析し，形態素や文節の間にある係り受け関係を取得する．これ

を利用して，表 1のように，原文に対して係り受け関係を満足

する全ての部分文を作成する．これら部分文を翻訳し，全文と

同様にノードの結合を行い，グラフに追加する．これにより，

グラフ中で精度の高い可能性の強い部分の辺の本数が増加する．

これらの辺の重みは，翻訳された各部分訳文について，その大

衆性 smを，部分文の個数を sn，翻訳に用いたエンジンのもつ



大衆性を emとした際，式 (5)によって決定する．

sm =
em

sn
(5)

3. 3 最適経路の導出

複数の全文と多数の部分文から作成した，形態素同士の隣接

関係に基づいたグラフより，最適な一本の経路を導出すること

で最終的な合成文を作成する．この際，2つ以上の辺が両端点

を共有した場合，それらの辺についてスコアを加算し，一本の

辺にまとめる．この時のグラフの構造を図 3に示す．ノード間

を結ぶ辺は，複数の辺をまとめ，そのスコアを合算したもので

あり，辺のラベルはその辺の持つ重みである．

このグラフには循環する部分や，始端と終端に結びつかない

ノードが存在するため，ラティス構造をとらず，ビタビ・アル

ゴリズムによる解決は難しい．そのため，動的計画法により深

さ優先探索を行い，最適な経路を導出する．この際，グラフの

循環部に対応するため，それぞれの辺は一度しか通らないよう

設定する．本稿では，Webアプリケーションとしての利用を想

定しており，全経路を導出して最も良い経路を選出すること以

上に，処理時間を短縮することを優先している．そこで，一つ

のノードのもつ辺について，辺の持つスコアが上位 1/2以内の

辺のみを経路候補とし，それ以外の辺については選択しないよ

うにする．また，文には適切な長さがあり，あまりに長い文は

スコアが高くても不適切であるため，合成文の長さが全ての訳

文の長さの平均の 1.2 倍を超える候補は出さないようにする．

加えて，完成された合成文について，元の訳文の長さと照らし

合わせ適切な文長を考慮し，スコアを補正する．この際補正値

rは訳文の標準長を la，合成文の長さを lcとした際，式 (6)の

ように決定され，補正前の経路のスコアを psとした際，補正

後のスコア tsの補正は式 (7)のように行われる．

表 1 ”私は晴れた日に市場へ買い物に行く。”の部分文

私は晴れた日に市場へ買い物に行く。

私は行く。

晴れた日に行く。

市場へ行く。

行く。
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r =
1

0.02 × (1 + (0.8 × |la − lc|)2) (6)

ts = r × ps (7)

こうした制約の元で算出した 400件の最適経路候補の内，ス

コアの高い 3件について，折り返し翻訳を行い最適な一文を決

定した．この際，最終的なスコア f は，原文と合成文との類似

度を s，合成文の持っていたスコアを tsとして，式 (8)のよう

に決定した．

f = s × ts (8)

4. 実験と評価

4. 1 実 験

提案した手法の精度評価を行うため，アンケート形式の実験

を行った．被験者は，本実験を遂行するに問題ない英語の語学

力を有する 8名である．アンケートは，日本語文に対して最も

適切な英訳を選択肢から単一選択する方式で全部で 20問であ

る．各問題の選択肢は，今回統合に利用した 6件の翻訳エンジ

ンによる英訳文および提案方式で生成された合成文である．結

果が同一の場合は一つの選択肢にまとめた，よって選択肢数は

最大 7である．日本語文は，NTTコミュニケーション科学基

礎研究所 自然言語研究グループの作成した機械翻訳機能試験

文 [5]のうち，文字数が 20以上の問題を採用した．合成文が 6

件の翻訳エンジンによる英訳文のいずれかと同一である問題を

10問，いずれとも一致しなかった 10問を無作為に織り交ぜて

出題した．

4. 2 結 果

20問の設問のそれぞれにおいて，被験者によってその翻訳を

行ったシステムが選択された回数について集計を取った．この

際，複数の翻訳系による重複した結果が選択された場合は，そ

の結果を出力した全ての翻訳系について一回分加算した．翻訳

系ごとの被選択回数の総計と被選択率について表 2に示す．

合成文が選択された回数は 8 問 20 人の条件下で 75 回であ

り，全ての問題を通して 34.7%の比率であった．これは全体の

中でもっとも高い被選択率である．また，合成文が他の翻訳エ

ンジンの結果と重複した場合，被選択回数は 38回であり，合

成文が選択された比率は 33.3%であった．この際，合成文が最

も多くの被験者に評価された設問は 8 問である．合成文が他

と重複しなかった 10問において，被選択回数は 37回であり，

36.2%の比率で合成文が選択された．この際，合成文が最も多

くの被験者に評価された設問は 5問あり，逆に誰からも選択さ

れなかった設問は一問だけであった．

4. 3 考 察

本稿で提案した手法による翻訳の評価は，各翻訳サービスを

単独に利用した場合に比べ向上している．特に，この手法に

よって作成された合成文のうち，他の処理系と重複しなかった

結果の中にも，統合元の結果より優れているものが見出される．

例として，“私としても初めての経験だけに慎重にならざる

をえません。”という文について，統合に用いた訳文と合成文を

表 3に示す．この設問は，8人中 5人の被験者が合成文を選択



表 2 翻訳エンジン群および合成文の集計結果

合成文 @nifty Fresheye vil-net Yahoo! google excite

全体 被選択回数 75 43 40 4 13 13 28

被選択率 0.347 0.199 0.185 0.019 0.060 0.060 0.130

重複 被選択回数 51 33 26 0 1 2 18

被選択率 0.362 0.152 0.181 0.000 0.038 0.095 0.171

独立 被選択回数 24 10 14 4 12 11 10

被選択率 0.333 0.243 0.189 0.036 0.081 0.027 0.090

表 3 統合に用いた訳文と合成文の一例

翻訳系 文

原文 私としても初めての経験だけに慎重にならざるをえません。

excite I cannot help becoming careful the first experience alone, too.

yahoo In just new experience it does not become prudent you do not obtain as i.

@nifty It cannot but become prudent only in the first experience also as me.

google My first and only experience with emasen narazaru carefully.

vil-net I do and but also experiencefor the first time as to carefulness to if ざ る in can.

合成文 I cannot but become prudent only in the first experience alone, too.

しており，合成文が他の訳文と重複しなかった 10問中で，最

も多く合成文が選択された．この統合においては，Fresheyeの

結果が@nifty の結果と重複したため，同一のものとして扱っ

ている．最も各辺のスコアの高かった処理系は@niftyで 15.67

であり，次いで exciteのスコアが 15.57と高い．そのため合成

文はこれらの結果を基盤とした統合によって作成された．この

際，最もスコアの高かった@niftyでは主語を“ it”としている

が，他の文において“ I”を主語としているものが多く，そのた

め合成文は“ I”を文頭に持つ exciteの結果を重視し主語とし

ている．この 2文に共通する形態素である“ cannot”を交点と

し，@niftyの結果を取り入れている．また，文末において再び

excite の結果へと切り替わっているが，これは“ experience”

という共通した形態素を介してのものであり，切り替えの決定

は部分文による重みに影響されたと考えられる．

5. まとめと今後の課題

本稿では，機械翻訳のより高度な活用を目的とし，複数の翻

訳エンジンを横断的に利用，結果を統合する“統合型メタ翻訳”

を提案した．今後，精度の向上を目的とした結果統合アルゴリ

ズムの改良，多くの翻訳エンジンへの対応，処理の高速化など，

アルゴリズムの精錬化を行う予定である．
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