
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原言語の単語をキーワードとして入力することにより、原言語とは異なる他言語のテキ
ストを生成する他言語テキスト生成装置であって、
　単数又は複数の該原言語のキーワード語句を する 手段と、
　対訳文中の語句間対訳関係に係る部分対応情報を含む原言語・他言語間の対訳コーパス
データベースと、
　該キーワード語句を含む対訳文を、該対訳コーパスデータベースから抽出する対訳文抽
出手段と、
　該対訳文の部分対応情報から、各原言語のキーワード語句を含む原言語対応語句に対応
する他言語の各他言語対応語句で構成する対応語句群テーブルを記憶可能な対応語句記憶
手段と、

　少なくとも１つのテキスト候補を出力する出力手段と
　を少なくとも備えたことを特徴とする他言語テキスト生成装置。
【請求項２】
　前記他言語テキスト生成装置が、
　 したキーワード語句に対して前記対訳文抽出手段により複数の対訳文が抽出され、
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受理 受理

　該対応語句群テーブルに含まれる全ての他言語対応語句間で係り受けが成立しうる語句
対を全ての他言語対応語句について抽出することを繰り返し、異なる係り受け関係で構成
された他言語のテキスト候補を生成するテキスト候補生成手段と、

受理



原言語対応語句が複数の種類存在するか否か判定し、複
数の種類存在する場合には、使用者に該各原言語対応語句を提示する原言語語句候補提示
手段を備えると共に、
　前記 手段により、使用者が提示された原言語対応語句の１個を選択
可能であり、使用者が選択した場合には、前記対応語句記憶手段がその原言語対応語句に
対応する他言語対応語句を対応語句群記憶テーブルに記憶する
　請求項１に記載の他言語テキスト生成装置。
【請求項３】
　前記他言語テキスト生成装置が、
　 手段 １個のキーワード語句を する毎に、前記対訳文抽出手段及び、前記対応
語句記憶手段が作用する構成において、
　抽出された対訳文中において該キーワード語句と共起する共起語句を抽出し共起語句テ
ーブルに記憶する共起語句抽出手段と、
　該共起語句テーブル中の共起語句を使用者に選択可能に提示する共起語句提示手段と
　を備え、
　該 手段 使用者が共起語句を選択した場合には、該共起語句を新たなキーワード語
句として し、
　全てのキーワード語句の が終了した後に、前記テキスト候補生成手段が作用する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の他言語テキスト生成装置。
【請求項４】
　前記他言語テキスト生成装置において、
　前記 キーワード語句について、

キーワード整形手段を備え、対訳文抽出手段において処理を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし３に記載の他言語テキスト生成装置。
【請求項５】
　前記他言語テキスト生成装置において、
　対訳コーパスデータベースに、原言語と、複数の他言語との間の対訳文中の語句間対訳
関係に係る部分対応情報を含み、
　対訳文抽出手段と、対応語句記憶手段と、テキスト候補生成手段において、該原言語と
、各他言語との間についてそれぞれ処理を行うと共に、
　出力手段から、複数の言語のテキスト候補を出力する
　ことを特徴とする請求項１ないし４に記載の他言語テキスト生成装置。
【請求項６】
　前記他言語テキスト生成装置において、
　前記テキスト候補生成手段が、

と共に、
　該対応語句群テーブルに含まれる

原言語テキスト候補生成手段を備え、
　出力手段から、少なくとも１組の原言語及び他言語の対訳テキスト候補を共に出力する
　ことを特徴とする請求項１ないし５に記載の他言語テキスト生成装置。
【請求項７】
　前記他言語テキスト生成装置において、
　前記テキスト候補
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対訳コーパスデータベースに含まれる部分対応情報を参照して該部分対応情報で定義され
ている当該キーワード語句を含む

受理 した結果を受理

受理 が 受理

受理 が
受理

受理

受理手段が受理した 該キーワード語句を形態素解析し、
解析された各形態素をあらかじめ記憶手段に格納した類語辞書を参照して類語に置換する

対応語句群テーブルに含まれる全ての他言語対応語句間
で係り受けが成立しうる語句対を全ての他言語対応語句について抽出することを繰り返し
、異なる係り受け関係で構成された他言語のテキスト候補を生成する

全ての原言語対応語句間で係り受けが成立しうる語句
対を全ての原言語対応語句について抽出することを繰り返し、異なる係り受け関係で構成
された原言語のテキスト候補を生成する

に対して該テキスト候補を構成する各文字列について該各文字列が形
態素である確率値を求める形態素モデルを用い、該テキスト候補における確率値の総積、
又は
　前記テキスト候補に対して該テキスト候補を構成する各単語列に対する係り受けの順序



評価手段を備えた
　ことを特徴とする請求項１ないし６に記載の他言語テキスト生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は自然言語処理の に関する。特に、原言語の単数又は複数のキーワード語句か
ら他言語のテキストを生成する手法に関わる。
【背景技術】
【０００２】
計算機を用いてテキストを解析、生成するための方法は従来から数多く提案されている。
それらを大別すると、人間が作成した規則に基づく方法と統計的学習に基づく方法に分け
ることができる。前者の方法では、多様な知識を利用することで処理精度を向上させよう
としてきた。一方、後者の方法では、単純な知識を大量に利用することで処理精度を向上
させようとしてきた。
テキストを精度良く解析、生成するためには、文内、文間に現われる表層的情報から得ら
れる様々な知識をはじめとして、辞書的な知識、言語学的な知見など、できるだけ多様な
知識を利用するのが良いと考えられる。
しかし、前者の方法では、多様な知識を扱うためには規則を精緻化しなくてはならず、必
然的に規則が競合しやすくなり、規則同士の優先順位を決めるのが困難になる。
一方、後者の方法では、多様な知識を利用しようとすると学習データに過学習する傾向が
あるため、過学習を避けるためにさらに多くの学習データが必要となることが多い。後者
の方法で多様な知識を利用することができればより良い精度が期待できる。しかし、後者
の方法では、これまで知識を充実させるという方向の研究はほとんどなされてこなかった
。
【０００３】
本件発明者らは、後者の統計的学習に基づく方法を採用し、テキスト解析・生成のための
新しいモデルを提案しており、例えば特許文献１において開示している。
このモデルは、主に最大エントロピー原理に基づくもので、過学習の問題を避けつつ、多
様な知識を効率良く扱うことができる。実験により、既存の統計的方法に比べて高い精度
が得られることを示すとともに、学習データから得られる知識や、辞書的な知識、言語学
的な知見などの多様な知識を効率的に利用する方法、および、テキスト解析・生成に有効
な知識とはどのようなものであるかが明らかになっている。
【０００４】
【特許文献１】特許公開２００２－３３４０７６号公報
【０００５】
一方、具体的なテキスト生成の処理方法としては、例えば本件出願人による特許文献２に
開示されるテキスト生成のシステムがある。該システムでは、キーワードを入力してそれ
を含むテキストをデータベースから抽出し、該テキストを形態素解析・構文解析した後、
もとのキーワードをテキストに組み合わせることでテキストの生成を行うように処理して
いる。
また、特許文献３に開示されたシステムでは、キーワードとなる単語を入力して、文字単
位候補を生成し、文字単位候補の係り受け関係を仮定してテキスト候補を生成するテキス
ト生成方法を開示している。本方法によると、キーワードが十分でない場合にも自然なテ
キストを生成できる長所がある。
【０００６】
【特許文献２】特許公開２００３－１９６２８０号公報
【特許文献３】特許公開２００３－２７１５９２号公報
【０００７】
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付き集合が得られる確率値を求める係り受けモデルを用い、該テキスト候補における確率
値の総積
　の少なくともいずれかを求める

装置



これらはいずれも、例えば日本語のキーワードから日本語のテキストを生成するものであ
って、異なる言語のテキストを生成する手法ではない。すなわち従来の技術では単言語の
コーパスを用いて、単言語のキーワードからテキスト生成する方法が提供されているだけ
であり、上記特許文献３の方法を他言語に適用する方法は実現できていなかった。
【０００８】
また、入力する言語と出力する言語が異なる言語処理としては機械翻訳が知られている。
機械翻訳の一般的な手法は、翻訳元言語のテキストを入力し、それを解析、その解析結果
から翻訳先言語を生成する。
しかし、入力時に必ずしもテキストを入力せず、適当なキーワードを与えることで、より
自然なテキストを出力できるのであれば、使用者にとって他者とのコミュニケーションを
より図りやすくなることも考えられる。
【０００９】
例えば近年、ネットワークを通じて世界中の人々が容易に情報を交換できるようになった
が、依然として言語バリアが存在しており、異文化間のコミュニケーションは容易ではな
い。これまでに、機械翻訳の技術は向上してきたが、商用の機械翻訳システムを用いても
なお異文化間のコミュニケーションは難しいということが指摘されている。
そこで、異文化間コミュニケーションにおける言語バリアを克服するために、システムに
対する人間の協調をうまく引き出し、異文化間コミュニケーションを可能とするような他
言語のテキスト生成方法が求められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、上記従来技術の有する問題点に鑑みて創出されたものであり、その目的は、使
用者が適当なキーワード語句を与えることによりごく自然な他言語のテキスト生成を実現
するテキスト生成 を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は次のような他言語のテキスト生成装置を提供することができる。
すなわち請求項 に記載の発明は、原言語の単語をキーワードとして入力することにより
、原言語とは異なる他言語のテキストを生成する他言語テキスト生成装置であって、単数
又は複数の該原言語のキーワード語句を する 手段と、対訳文中の語句間対訳関係
に係る部分対応情報を含む原言語・他言語間の対訳コーパスデータベースと、該キーワー
ド語句を含む対訳文を、該対訳コーパスデータベースから抽出する対訳文抽出手段と、該
対訳文の部分対応情報から、各原言語のキーワード語句を含む原言語対応語句に対応する
他言語の各他言語対応語句で構成する対応語句群テーブルを記憶可能な対応語句記憶手段
と、

、少なくとも１つのテ
キスト候補を出力する出力手段とを少なくとも備えたことを特徴とする。
【００１２】
請求項 に記載の他言語テキスト生成装置は、 したキーワード語句に対して前記対訳
文抽出手段により複数の対訳文が抽出され、

原言語対応
語句が複数の種類存在するか否か判定し、複数の種類存在する場合には、使用者に該各原
言語対応語句を提示する原言語語句候補提示手段を備えると共に、前記 手段により、
使用者が提示された原言語対応語句の１個を選択 可能であり、使用者が選
択した場合には、前記対応語句記憶手段がその原言語対応語句に対応する他言語対応語句
を対応語句群記憶テーブルに記憶する構成を提供する。
【００１３】
請求項 に記載の発明によると、 手段から１個のキーワード語句を する毎に、前
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装置

１

受理 受理

該対応語句群テーブルに含まれる全ての他言語対応語句間で係り受けが成立しうる語
句対を全ての他言語対応語句について抽出することを繰り返し、異なる係り受け関係で構
成された他言語のテキスト候補を生成するテキスト候補生成手段と

２ 受理
対訳コーパスデータベースに含まれる部分対

応情報を参照して該部分対応情報で定義されている当該キーワード語句を含む

受理
した結果を受理

３ 受理 受理



記対訳文抽出手段及び、前記対応語句記憶手段が作用する構成において、抽出された対訳
文中において該キーワード語句と共起する共起語句を抽出し共起語句テーブルに記憶する
共起語句抽出手段と、該共起語句テーブル中の共起語句を使用者に選択可能に提示する共
起語句提示手段とを備える。そして、受理手段 使用者が共起語句を選択した

場合には、該共起語句を新たなキーワード語句として入力し、全てのキーワード語句
の が終了した後に、前記テキスト候補生成手段が作用することを特徴とする。
【００１４】
請求項 に記載の発明は、前記 手段が キーワード語句について、

キーワード整形手段を備え、対訳文抽出手段において処理を行う
ものである。
【００１５】
請求項 に記載の発明によると、対訳コーパスデータベースに、原言語と、複数の他言語
との間の対訳文中の語句間対訳関係に係る部分対応情報を含み、対訳文抽出手段と、対応
語句記憶手段と、テキスト候補生成手段において、該原言語と、各他言語との間について
それぞれ処理を行うと共に、出力手段から、複数の言語のテキスト候補を出力する。
【００１６】
請求項 に記載の他言語テキスト生成装置は、前記テキスト候補生成手段が前記テキスト
候補生成手段が、

と共に、該対応語句群テーブルに含
まれる

原言語テキスト候補生成手段を備え、出力手段から、少なくとも１組の原言語
及び他言語の対訳テキスト候補を共に出力することを特徴とするものである。
【００１７】
請求項 に記載の発明は、テキスト候補

評価手段を備えたことを特
徴とする他言語テキスト生成装置を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
以上の発明により次の効果を奏する。
すなわち、請求項 に記載のテキスト生成 によると、キーワード語句を与えることに
よって、対訳コーパスから他言語のテキストを生成することができるので、自然な他言語
を出力することができる。また、キーワードを入力することにより、原言語がテキストで
ある場合に比して処理が容易であると共に、原言語テキストの解析誤りによる他言語テキ
ストの誤りがなく、より正確なニュアンスのテキスト生成に寄与する。
【００１９】
請求項 に記載のテキスト生成 では、使用者に対してキーワード語句を提示する
ことにより、使用者においては原言語で提示されるために理解が容易で指示が簡便に行え
る一方、本方法を備えた装置では正確なキーワード語句を用いて処理が行えるため、高精
度な他言語テキストの生成が可能になる。
【００２０】
請求項 に記載のテキスト生成 によれば、対訳文抽出の際に、キーワード語句を変形
させることにより、効率的な対訳文抽出処理が行える。この際、複数の形態素から成る場
合には例えば語尾の助詞を削除したり、変形させたりして、対訳コーパス中に完全に一致
するキーワード語句がなくとも抽出が行えるようにする。また、同義語、狭義語、広義語
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が 結果を受理
した

受理

４ 受理 受理した 該キーワー
ド語句を形態素解析し、解析された各形態素をあらかじめ記憶手段に格納した類語辞書を
参照して類語に置換する

５

６
対応語句群テーブルに含まれる全ての他言語対応語句間で係り受けが成

立しうる語句対を全ての他言語対応語句について抽出することを繰り返し、異なる係り受
け関係で構成された他言語のテキスト候補を生成する

全ての原言語対応語句間で係り受けが成立しうる語句対を全ての原言語対応語句に
ついて抽出することを繰り返し、異なる係り受け関係で構成された原言語のテキスト候補
を生成する

７ に対して該テキスト候補を構成する各文字列につ
いて該各文字列が形態素である確率値を求める形態素モデルを用い、該テキスト候補にお
ける確率値の総積、又は前記テキスト候補に対して該テキスト候補を構成する各単語列に
対する係り受けの順序付き集合が得られる確率値を求める係り受けモデルを用い、該テキ
スト候補における確率値の総積の少なくともいずれかを求める

１ 装置

２、３ 装置

４ 装置



などの類語に置き換えることもできる。
【００２１】
請求項 に記載のテキスト生成 によれば、原言語１言語のキーワード語句を入力する
だけで、同時に複数の言語のテキストを生成することができるので、効率の向上が図れる
だけでなく、同時に多くの言語の使用者とのコミュニケーションにも寄与する。
【００２２】
請求項 に記載のテキスト生成 によると、原言語のテキスト候補を他言語のテキスト
候補と共に出力することができるので、使用者が生成された他言語のテキストの意味を正
確に把握することが可能になる。
【００２３】
請求項 に記載のテキスト生成 は、評価する処理を行うことにより、テキスト候補が
複数ある場合にも、自動的に１個又は特定の候補数だけテキストを出力できる。例えば、
後述の学習モデルによる確率値に応じて確率の高いものから所定数だけ順序付けして出力
することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
以下、本発明の最良と考えられる実施形態を、図面に示す実施例を基に説明する。なお、
実施形態は下記に限定されるものではない。
まず、本発明の要部につき説述する。従来から母国語などを入力して異なる言語のテキス
ト（文章又はその集合）を出力する機械翻訳技術は知られており、近年高精度な機械翻訳
が可能になりつつある。しかしながら、原言語のテキストを解析する過程と、他言語のテ
キストを生成する過程それぞれで、それぞれの言語が有する自然な言い回しや語順などが
崩れてしまう場合があり、翻訳としては誤りではなくとも、コミュニケーションを図るた
めに最適なテキストを得ることは難しい問題があった。
【００２５】
また、機械翻訳の性能が十分に高くないと、原言語の入力時に機械翻訳に適する言い回し
に直して入力しなければならなかったり、必要な言葉を過不足無く入力文に盛り込まなけ
ればならなかったりして、誰にでも簡便に使用することは難しい。一方で、インターネッ
トの普及により世界中の誰とでも気軽にコミュニケーションをとれるようになった昨今に
おいて、正しいニュアンスの他言語を生成し、コミュニケーションを図れるような支援方
法の提供は急務である。
【００２６】
そこで本発明では母国語などのキーワード語句をいくつか入力することで、該キーワード
語句の対訳語句を用いる他言語のテキストを生成する方法を創出した。使用者は母国語で
伝えたい内容のうち重要な単語等を入力することにより、装置があらかじめ備えている対
訳テキストのデータベースからそれらを用いる他言語テキストが生成される。その上、伝
えている内容は原言語で確認できるため、使用者は正確なニュアンスの他言語テキストが
生成されているかを確認することができる。
【００２７】
この方法で用いる対訳コーパスと呼ばれるデータベースは、原言語と他言語のそれぞれの
文が対訳関係を持って格納されており、最初は人手によって正確な翻訳文を作成すること
が望ましい。そして、それぞれの文には構文情報も付与されており、句のレベルでの言語
間の対応も付与されている。
【００２８】
本件発明者らが開発している対訳コーパスの１つとして、日本語と英語の対訳コーパスが
完成しており、該コーパスは新聞記事を基にプロの翻訳家により作成したもので、日英文
数は現在約 4万である。
本コーパスは、英訳は日本文１文に対して１つの訳文（ 1文）とし、自然な英文に訳出し
てある。日本文で主語が省略されている場合は、前文章の流れで必要に応じて主語を補い
、主語に代名詞を持ってくるか、固有名詞かは前文からの自然な流れで決定する。このよ
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うに作出するため、本コーパスは日本文・英文共に自然な言葉で表現されている。
【００２９】
コーパスのデータ形式を簡単に説述する。例えば日本文で、「また、一九九五年中の衆院
解散・総選挙の可能性に否定的な見解を表明、二十日招集予定の通常国会前の内閣改造を
明確に否定した。」に対して、図１のような依存構造木を定義し、依存構造木の左側に文
節毎に付したＩＤを用いて
* 0 12D
また  また  * 接続詞  * * *
、  、  * 特殊  読点  * *
* 1 2D
一九九五  いちきゅうきゅうご  * 名詞  数詞  * *
年  ねん  * 接尾辞  名詞性名詞助数辞  * *
中  ちゅう  * 接尾辞  名詞性名詞接尾辞  * *
の  の  * 助詞  接続助詞  * *
というように順に文節の番号、係り受け先、形態素、読み、品詞などを定義する。
【００３０】
さらに、この対訳文「 He also responded negatively to the possibility of dissoluti
on of the House of Representatives and general elections before the end of 1995,
 and clearly denied a cabinet reshuffle would take place prior to the ordinary D
iet session scheduled to be convened on the 20th.」について、「 <P id="6,7">He<¥P
> <P id="1">also<¥P> <P id="6,7">responded<¥P> <P id="5">negatively<¥P> <P id="4
">to the possibility<¥P> <P id="3">of dissolution of the House of Representative
s and general elections<¥P>・・・」
と、上記日本文の文節ＩＤをタグ（ <P id=" ">と <¥P>で囲まれた部分）で表示しながら、
各ワードの部分対応情報としている。
【実施例１】
【００３１】
図２には本発明による第１の実施形態に係る他言語テキスト生成方法のフローチャートを
示す。図のように、原言語（日本語）のキーワード語句（１）を入力し、そのキーワード
語句（１）を含む対訳文を、対訳コーパスデータベース（１０）から抽出（２）する。
そして、対訳文中からキーワード語句に関係する対応語句を部分対応情報（１１）から抽
出し、対応語句群テーブル（１２）として記憶する。なお、該部分対応情報（１１）は実
際には対訳コーパスデータベース（１０）中に含まれている情報であるから、両データは
一体である。
ここまでの処理によって入力したキーワード語句に対応する他言語の語句が得られる。こ
の後、これらの語句間の係り受け関係 他言語のテキスト候補を生成
（４）する。
得られたテキスト候補はそのまま出力する構成でもよいが、本実施例ではこの後これらを
評価（５）し、候補の中から最も適当な他言語（英語）テキスト（６）を出力する。
【００３２】
次に、本発明によるテキスト生成方法を実現するテキスト生成装置の構成を図７に示す。
本装置（３０）は、例えば「彼女」「公園」「行く」などの日本語キーワード語句を入力
すると、 で装置（３０）内への取り込み処理を行い、
対訳文抽出部（５０）において「公園へ行った／ I went to the park」「彼女と百貨店へ
行った／ I went to the department store with her」などの対訳文が抽出される。
【００３３】
さらに対応語句記憶部（６０）で、部分対応情報から上記対訳文の中でキーワード語句に
関する「公園へ／ to the park」「行った／ I went ...」「彼女と／ with her」などが抽
出され、記憶する。
テキスト生成部（７０）では、これらの対応語句から「 I went to the park with her」
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受理手段である入力受理部（４０）



という英語のテキストを生成し、出力部（８０）から英語テキスト（３２）を出力する。
次に各部（４０）ないし（８０）の詳細を説述する。
【００３４】
入力 部（４０）は図８に示すようにＣＰＵ（４１）とそれに接続されたマウス（４２
）やキーボード（４３）、ＣＤドライブ、ハードディスクドライブ、ＭＯドライブ、フロ
ッピー（登録商標）ディスクドライブなどの記憶装置（４４）等から構成される。また、
ＣＰＵ（４１）の動作に伴い、必要に応じて公知のメモリを用いることもできる。
使用者はマウス（４２）やキーボード（４３）により直接キーワード語句を入力すること
ができる。
【００３５】
また、本発明はインターネットやイントラネットのネットワーク（４５）を介して他のコ
ンピュータサーバー等からキーワード語句を受信することも可能である。
公知のタッチパネルモニタ（４６）を設けてより簡便な入力方法を提供してもよい。

により日本語キーワード語句（３１）は図９に示される対訳文抽出（
５０）・対応語句記憶（６０）部に送られる。
【００３６】
本実施例では、対訳文抽出（５０）・対応語句記憶（６０）部は１個の処理部（５１）と
して図示する。ここでもＣＰＵ及びメモリが協働して各処理を行う。
まず対訳文抽出部（５０）は外部記憶装置に格納された対訳コーパスデータベース（５２
）から日本語キーワード語句（３１）を文中に含む対訳文を抽出する。
このとき、日本語キーワード語句（３１）として使用者が形容詞や助詞を含めた場合や、
複数のキーワード語句を１個のキーワード語句として入力した場合には、周知の処理方法
によって基本形に変形したり、分割して複数のキーワード語句にしてもよい。この際、形
態素解析等の言語処理方法が用いられることは公知である。
【００３７】
もっとも本発明において対応語句記憶部（６０）が最適な対応語句を抽出する上で、助詞
や形容詞が重要な働きを果たす場合が多く、なるべくそれらを含めた形で対訳コーパスデ
ータベース（５２）から対訳文を抽出するのが望ましい。助詞は後述する係り受け関係を
特定するのに有効であるし、形容詞が含まれることで対応語句の多義性の解消などに寄与
することも考えられる。
【００３８】
また、上記対訳文抽出の際に、入力したキーワードに対応する対訳文が対訳コーパスデー
タベース（５２）に見つけられない場合には、再び に処理を戻して、
使用者に再入力を求めるようにしてもよい。或いは、シソーラス を用いて自
動的に他のキーワード語句に置き換えるように構成してもよい。
【００３９】
具体的には処理部（５１）に図示しないキーワード整形部を設け、 で

されたキーワード語句を、整形処理する。該処理では、キーワード語句を公知の形態
素解析処理により形態素に分割し、キーワード語句が複数の形態素から成る場合には、上
記コーパスにおける接続助詞や格助詞を適宜削除したり、或いは対訳コーパス中に存在す
る形に合わせて加えたりする。形容詞に含む語尾、例えば「否定的な」の「な」を削除・
変形させてもよい。
また、記憶手段にシソーラスを格納した上で、該キーワード語句の全形態素又は一部形態
素を置換してもよい。
【００４０】
次の対応語句記憶部（６０）では、対訳文抽出部（５０）で抽出された対訳文から、日本
語のキーワード語句を含む日本語対応語句に対応する英語対応語句を、部分対応情報に基
づいて抽出し、対応語句群テーブル（５３）として記憶手段に記憶する。
すなわち、図７の例では「 to the park」「 I went ...」「 with her」が記憶される。
【００４１】
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次に、以上により形成された対応語句群テーブル（５３）を、図１０に示すテキスト生成
部（７０）に入力し、英語テキストを生成する。
いくつかの語句を入力し、その語句を含むテキストを生成する方法としては次のような手
法がある。すなわち、本件出願人が前記の特許文献３で開示するテキスト生成方法を、翻
訳先言語である英語に適用して用いる。
【００４２】
本テキスト生成部（７０）の具体的な構成例として図１０に示す各部を備える。テキスト
生成部（７０）は、例えばＣＰＵとメモリ、ハードディスクなどの外部記憶媒体を備える
パーソナルコンピュータなどにより構成することができ、主な処理をＣＰＵにおいて行い
、処理の結果を随時メモリ、外部記憶媒体に記録する。
【００４３】
本実施例で、入力された英語対応語句が、単語列ではなく単語列の主辞となる内容語であ
る場合には、テキスト候補生成部（７３）における処理の前に、単語列の候補を生成する
。これは英語対応語句が内容語だけの場合、テキスト候補生成部（７３）において係り受
け関係を決定しただけではテキストが形成されない場合があるからである。
【００４４】
該処理において、入力された英語対応語句（５３）は２つの処理に用いられる。その１つ
は単語列生成規則獲得部（７１）であり、もう１つは単語列候補生成部（７２）である。
以下では英語対応語句（５３）のうち、単語列の主辞となる内容語であるものを特に英語
対応単語と呼び、英語対応語句（５３）が英語対応単語である場合には単語列候補生成部
（７２）で処理する一方、該当しない場合にはテキスト候補生成部（７３）に英語対応語
句（５３）を送る。
内容語は、その語の品詞が、動詞、形容詞、名詞、指示詞、副詞、接続詞、連体詞、感動
詞、未定義語である形態素の見出し語であるとし、それ以外の形態素の見出し語を機能語
とする。
【００４５】
単語列生成規則獲得部（７１）では、英語対応単語が与えられたとき、それぞれを含む文
を対訳コーパス（７５）から検索し、形態素解析、構文解析 (係り受け解析 ) をする。そ
して、そこから英語対応単語を含む単語列を抽出して、英語対応単語から英語対応語句（
５３）を生成する単語列生成規則（７６）を獲得し、記録する。このとき、対訳コーパス
（７５）を用いて、英語と日本語の対応付けをした単語列生成規則とするので、上記英語
対応単語に対応する日本語の単語も同時に単語列として生成することができる。
例えば、「 1995」→「 before the end of 1995／一九九五年中の」、「 possibility」→
「 to the possibility／可能性に」などの単語列生成規則（７６）を獲得し、記録する。
なお、ここでは英語対応単語に着目して英語と日本語の対応語句の組を生成したが、日本
語キーワードから英語と日本語の対応語句の組を生成することも可能である。
【００４６】
ここで、生成規則の自動獲得には次の手法を用いる。英語対応語句の集合を Vとし、英語
対応語句 k(∈ V) から単語列を生成する規則の集合を Rk とするとき、規則 rk(∈ Rk) は次
の形式で表現されるものと定義する。
k →  hk m*
hk は英語対応語句を含む主辞形態素、 m*は同じ単語列内で hkに連続する任意個の形態素
とする。英語対応単語が与えられると、この形式を満たす規則を翻訳先言語のコーパス（
７５）から自動獲得する。
【００４７】
一方、単語列候補生成部（７２）では、単語列生成規則（７６）を参照しながら、入力さ
れた英語対応語句（５３）から出力する英語テキスト（３２）を構成する単語列の候補を
生成する。日本語テキストも同時に出力する場合には、このときに合わせて日本語対応語
句についても単語列の候補を生成する。
例えば、「 1995」では自然なテキストを構成する単語列とはなりにくいが、「 before the
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 end of 1995」あるいは「 in 1995」のように「 1995」という単語と極めて密接な関連性
を有する語句を付加し、後段の処理によるテキスト生成に備える。
【００４８】
本実施例のように、単語列生成規則獲得部（７１）により対訳コーパス（７５）から入力
する英語対応語句（５３）（及び日本語対応語句）の単語列規則を生成することで、最小
限の計算量で効果的に単語列生成規則を得ることができ、処理速度の向上に寄与する。
【００４９】
もっとも、必ずしも英語対応語句（５３）に関連する語句をコーパスから抽出する構成を
取る必要はなく、計算能力に応じて任意の語句を入力された英語対応語句（５３）の前後
に付加してもよい。あるいは、別に対訳辞書データベースを備えて、それに含まれる慣用
表現の情報から単語列を生成することもできる。上記「 possibility」→「 to the possib
ility」などは対訳辞書データベースに記載される表現であり、単語列の候補として生成
することができる。
【００５０】
また、日本語など主格を多く省略する言語を入力した場合には、「 respond」→「 He resp
onded」などのように主語を補って単語列候補を生成することができる。このとき、日本
語などの多くの言語では主格が明らかな時や、形式主語であるときに省略されることに着
目し、入力に主格が何であるかの情報だけでなく、主格がないという情報を用いることで
、「 respond」→「 He responded」を生成せず、「 respond」→「 It is responded that」
を生成するようにすることもできる。
【００５１】
次に、テキスト候補生成部（７３）においてテキスト候補を生成する。テキスト候補はグ
ラフあるいは木の形で表現する。ここでは英語対応語句（５３）のうち、「 to the park
」「 I went ...」「 with her」の３語句の関係を例として説述する。
すなわち、図１１のように、各英語対応語句（５３ａ）（５３ｂ）（５３ｃ）の間に係り
受けの関係 て、テキスト候補（５４）のような英語対応語句を単位と
した依存構造木の形でテキスト候補を生成する。このとき、３語の場合に全ての係り受け
関係は３！×２＝１２通りであるが、翻訳先言語の文法・特性に合わせて語順の固定など
により候補の数を削減することができる。
【００５２】
生成されたテキスト候補（５４）は、評価部（７４）でコーパスから学習した英語対応語
句生成モデル（７７）や言語モデル（７８）を用いて順序付けされる。
以下、英語対応語句生成モデル（７７）と、言語モデル（７８）として形態素モデル及び
係り受けモデルについて説述する。
【００５３】
英語対応語句生成モデルでは、次の５種類の情報を素性として用いたモデル（ＫＭ１ない
し５）を考える。以下で、英語対応語句の集合 Vは、ある回数以上コーパスに出現した主
辞単語の集合とし、単語列は前記で表現されるものと仮定する。また、各英語対応語句は
独立であり、与えられたテキストが単語列 w1・・・ wm からなるとき、英語対応語句 ki は
単語 wj(1≦ j≦ m) に対応していると仮定する。図１２にモデルの説明図を示す。
【００５４】
[ＫＭ１ ]
前方の二単語を考慮 (trigram)
ki は前方の二単語 wj-1 と wj-2 のみに依存すると仮定する。
【数１】
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【００５５】
[ＫＭ２ ]
後方の二単語を考慮 (後方 trigram)
ki は後方の二単語 wj+1 と wj+2 のみに依存すると仮定する。
【数２】
　
　
　

 
【００５６】
[ＫＭ３ ]
係り単語列を考慮 (係り単語列 )
ki を含む単語列に係る単語列がある場合、 ki はそのうち最も文末側の単語列の末尾から
二単語 wl と wl-1 のみに依存すると仮定する (図１２参照 ) 。
【数３】
　
　
　

 
【００５７】
[ＫＭ４ ]
受け単語列を考慮 (受け単語列 )
ki を含む単語列を受ける単語列がある場合、 ki はその単語列内の主辞単語から二単語 ws
 と ws+1 のみに依存すると仮定する (図１２参照 ) 。
【数４】
　
　
　

 
【００５８】
[ＫＭ５ ]
係り単語列を最大二単語列考慮 (係り二単語列 )
ki を含む単語列に係る単語列がある場合、 ki は、そのうち最も文末側の単語列の末尾か
ら二単語 wl 、 wl-1 と、最も文頭側の単語列の末尾から二単語 wh 、 wh-1 のみに依存する
と仮定する (図１２参照 ) 。
【数５】
　
　
　

 
【００５９】
次に、形態素モデル（ＭＭ）について示す。形態素に付与するべき文法的属性が l 個ある
と仮定する。テキストつまり文字列が与えられたとき、その文字列が形態素であり、かつ
j(1≦ j≦ l) 番目の文法的属性を持つとしたときの尤もらしさを確率値として求めるモデ
ルを用いる。
テキスト T が与えられたとき、順序付き形態素集合 M が得られる確率は、各形態素 mi(1≦
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i≦ n) が独立であると仮定し、
【数６】
　
　
　

 
と表す。ここで、 mi は 1 から l までのいずれかの文法的属性を表わす。
【００６０】
一方、係り受けモデル（ＤＭ）は、テキスト Tと順序付き形態素集合 Mが与えられたとき、
各単語列に対する係り受けの順序付き集合 Dが得られる確率は、各々の係り受け d1・・・ d
n が独立であると仮定し、
【数７】
　
　
　

 
と表わす。
【００６１】
例えば、「 to the park」「 I went ...」「 with her」の３つの英語対応語句（５３）か
ら「 I went with her to the park.」と「 I went to the park with her」の２つの候補
が生成されたとする。係り受けモデルにより、このうち尤もらしい係り受け構造を持つ候
補が優先される。
【００６２】
以上に示すような各モデルを用い、本発明では評価部（７４）においてテキスト候補（５
４）に評価付けを行う。
評価部（７４）では上記手法により句と句の依存関係や、形態素の並びとしての尤もらし
さなどが考慮されるため、例えば英語における３単現のｓの有無などについても、適切な
ものが評価値が高くなるので、文法的な正確さにも寄与する。
そして、評価値が最大あるいは閾値を超えるテキスト候補、あるいは評価値の上位Ｎ個を
表層文に変換して出力する。
【００６３】
出力部（８０）における出力方法としては、モニタによる表示の他、音声合成を用いた発
声、翻訳システムなど他の言語処理システムへのデータ出力などが可能である。また、ネ
ットワーク接続された他のコンピュータなどにテキストデータを送出してもよい。
【００６４】
本発明は、以上のように英語テキスト（３２）を生成するものであるが、最後に文法的な
補正処理を加えてもよい。すなわち、上記のように文法的にもある程度正しい出力が可能
であるが、本方法による生成では時制の誤りや前置詞・主語の欠落などが生じる可能性も
ある。その場合、公知のＯＣＲ（光学的文字読み取り認識）技術における誤り修正の手法
を適用することが考えられる。
【００６５】
英語側のテンス (時制 )、 (相：完了形、進行形などで表わされる )、モダリティ (法相： may
, can, must などで表わされる )に不整合がある場合は、本件出願人らによる特許文献４
に開示した方法などにより修正することができる。
例えば、「彼女と公園に行った」なら時制が過去と推定して、英語でも過去形を用いる、
「彼女と公園に行ってきたところだ」なら完了形を用いる、「彼女と公園に行くだろう」
なら、英語で  may を用いる、というように間違った英語が選択された場合に修正する。
【００６６】
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【特許文献４】特許第３３８８３９３号
【００６７】
また、三単現の sや前置詞の間違いなどは、例えば、非特許文献１に開示されるような文
法的誤りのパターンを機械学習させ、誤りの検出を行う手法などにより、修正することが
できる。
【００６８】
【非特許文献１】「 Automatic Error Detection in the Japanese Learners' English Sp
oken Data」 , Emi Izumi, Kiyotaka Uchimoto, Toyomi Saiga, ThepchaiSupnithi, Hitos
hi Isahara, Proceedings of the ACL2003 Interactive Poster/Demo Sessions pp.145-1
48, 2003
【実施例２】
【００６９】
本発明の第２の実施形態として、図３にフローチャートを示す処理がある。すなわち、日
本語キーワード語句（１）を入力して対訳文を抽出（２）した際、複数の対訳文が抽出さ
れ、その部分対応情報から日本語対応語句が複数の種類存在する場合に、日本語キーワー
ド語句の絞り込み処理（２０）を行うようにする。
図９に従って説述すると、対訳文抽出部（５０）で日本語キーワード（３１）を含む対訳
文を対訳コーパスデータベース（５２）から抽出する。例えばキーワード語句として「彼
女」を入力したとき、複数の対訳文中に「彼女が」「彼女と」「彼女に」が日本語対応語
句として抽出されることがある。
本実施例に係る日本語語句候補提示部（６１）は、これらの日本語対応語句を使用者にす
べて提示し、使用者はいずれの日本語対応語句がキーワード語句として最適であるか選択
するようにする。
【００７０】
選択にはマウス（６２）、キーボード（６３）などを用い、使用者への提示はモニタ（６
４）で表示する。また、タッチパネルモニタ（６５）を用いて優れたユーザインタフェー
スを提供することもできる。
本実施形態では、同様に「公園」と入力した場合には「公園へ／ to the park」「公園で
／ in the park」を、「行く」の場合には「行く／ I will go」「行った／ I went ...」な
どを候補とし提示する。このように使用者がキーワード語句を入力するたびに対訳コーパ
スデータベース（１０）から選択できる対応語句を提示することで、使用者の介入を容易
にしながら、より適切なテキスト生成を図るようにする。
【００７１】
さらに、周知の文字入力方法としてローマ字や読み仮名の最初の１文字を入力した時点か
ら順にその文字から始まる単語列を表示する手法がある。これを本実施形態に適用すると
、例えばｋと入力した時点で「彼は」「彼女は」「今日」・・・などが表示され、 kanま
で入力すると「彼女と」「彼女が」・・と絞られるようになる。対訳コーパスデータベー
スからこれらの候補を漸次抽出するのが処理上困難である場合には、適当な辞書データベ
ースを別に設けて該辞書で単語のレベルまで絞りをかけた後に、対訳コーパスデータベー
スから日本語対応語句を抽出すると良い。
【実施例３】
【００７２】
本発明の第３の実施形態として、図４にフローチャートを示す処理がある。ここでは、対
訳文を抽出（２）した際に、該対訳文においてキーワード語句と共起する語句を抽出（２
１）する。抽出された共起語句は使用者に提示（２２）し、使用者が選択した共起語句は
新たなキーワード語句（１）として追加する。
図１３に示すように、日本語キーワード語句で「彼女」「公園」と入力した時点で、対訳
文抽出部（５０）が「彼女と公園へ行った／ I went to the park with her」を抽出し、
共起語句抽出部（６６）は「彼女と」「公園へ」と共起する語句として「行った」を抽出
する。このような共起語句の抽出方法は公知である。
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【００７３】
そして、共起語句提示部（６７）でモニタ（６４）等から使用者に対して「行った」を提
示し、使用者がそれをキーワード語句とするのが適当と判断した場合にはマウス（６２）
（６３）から選択することによりこれを新たなキーワードとして再び対訳文抽出部（５０
）に入力するか、対応語句記憶部（６０）において「公園へ／ to the park」を対応語句
群テーブル（５３）に記憶する。
前者の場合にはさらに選択した共起語句と共起する語句を選択することができるが、対訳
文の数が膨大になる可能性があるため、後者の方法でもよい。
【実施例４】
【００７４】
本発明の実施形態４に係る構成は、図５に示すように、日本語キーワード語句を入力する
と、同時に２つの言語についてテキスト生成を行うテキスト生成方法である。
すなわち、図示の例では日英対訳コーパスデータベース（１０ａ）と日本語対語対訳コー
パスデータベース（１０ｂ）を用いてそれぞれについて対訳文抽出（２ａ）（２ｂ）、部
分対応情報（１１ａ）（１１ｂ）を用いた対訳語句記憶（３ａ）（３ｂ）、得られた対応
語句群記憶テーブル（１２ａ）（１２ｂ）からテキスト候補生成（４ａ）（４ｂ）、評価
（５ａ）（５ｂ）を行い、英語テキスト（６ａ）、タイ語テキスト（６ｂ）を同時に出力
する。
これらの各方法において、上記実施例１ないし３で述べたような処理方法を導入してもよ
い。
本構成では、複数の言語テキストを同時に出力できるため、ネットワーク上において複数
の言語の使用者が共存する場合などに特に好適である。
【実施例５】
【００７５】
第５の実施形態は、テキスト候補生成において、日本語テキスト候補と英語テキスト候補
を同時に生成し、使用者に生成された他言語の内容把握を容易にするものである。
図６に示すように、対応語句を記憶（３）する際に、対応語句群テーブル（１２）に日英
の対訳語句を共に記憶しておき、英語テキスト候補生成（４）に合わせて日本語テキスト
候補を生成（２３）する。両言語における係り受け関係を対応させておくことにより、生
成された両テキストは同内容の対訳テキストが得られていると考えられるため、これらを
使用者に提示することで、使用者は日本語による生成内容の確認を行うことができる。
【００７６】
また、日本語テキスト候補の中から適切な係り受け関係になっているものを使用者が選択
するようにすることで、係り受け関係を特定することができるため、英語テキスト候補の
中から、係り受け関係が正しくかつ自然なテキストを得ることができる。
【実施例６】
【００７７】
以上説述した実施例は、いずれも日本語キーワード語句を直接入力するものであったが、
本発明を次のようなシステムに実装して利用することができる。すなわち、本システムで
は図１４に示すように、ユーザーは日本語テキストを入力する。例えば、「彼女は公園へ
行った」と入力部（４０’）（前記 と入力する対象がテキストである
他は同様の構成である）で入力すると、次のようなキーワードの抽出処理を図１５の構成
図におけるキーワード抽出部（９０）で行う。
【００７８】
キーワード抽出部（９０）の構成を図５に示す。ここでもＣＰＵ及びメモリが協働して各
処理を行う。キーワード抽出部（９０）では、入力された日本語入力テキストからそのテ
キストの内容を特徴的に表すキーワードを抽出する。
このような技術は、言語処理において文書を要約する技術や、文書検索などの要素技術と
して公知の多数の手法が知られており、それらを適宜用いることができるが、ここでは一
例として非特許文献２に記載の方法を用いる。
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【００７９】
【非特許文献２】情報処理学会自然言語処理研究会  １９９９－ＮＬ－１３３，１９９９
「タームの representativeness」を測る」  久光徹、丹羽芳樹、辻井潤一
【００８０】
本方法によると、特徴語を選ぶために文書中の単語の話題性もしくは分野代表性（ repres
entativeness、本明細書ではこれを特徴性と呼ぶ。）を測ることが可能であり、かつ数値
的な評価によるため、本発明の実施に好適である。以下に、簡単に説述する。
まず、キーワード抽出部（９０）では、公知の形態素解析技術を用いて、日本語テキスト
を形態素解析部（９１）において形態素解析する。解析された形態素はメモリ又は図示し
ない外部記憶装置などに形態素テーブルとして記録する。
【００８１】
そして、形態素テーブルから形態素を順次読み出し、その形態素（以下、これを着目ター
ムと呼ぶ）毎に特徴性を測る。
まず文書抽出部（９２）において、着目タームＷについて、Ｗを含む文書すべてを任意の
文書データベース（９３）から抽出する。文書データベース（９３）は複数の日本語（翻
訳元言語）の文書が含まれたものであり、外部記憶装置などに記憶されている。日本語単
言語のコーパスや日英の対訳コーパスの日本語部分を用いてもよい。
【００８２】
次に、着目タームＷが抽出された文書すべての集合における単語分布と、文書データベー
ス（９３）に含まれる全文書の単語分布とを、単語分布算出部（９４）において算出し、
各単語分布間の異なりの度合いを測る。
具体的には異なり度合算出部（９５）において次のような計算処理を行う。
【００８３】
すなわち、着目タームＷ、Ｗを含む文書すべての集合Ｄ（Ｗ）、全文書の集合Ｄ 0、Ｄ（
Ｗ）における単語分布Ｐ D ( W )、Ｄ 0における単語分布Ｐ 0として、Ｗの特徴性Ｒｅｐ（Ｗ）
を、２つの分布｛Ｐ D ( W )，Ｐ 0｝の距離 Dist｛Ｐ D ( W )，Ｐ 0｝に基づいて定義する。
単語分布間の距離計測方法として、本実施例では対数尤度比を用いている。すなわち、全
単語を｛Ｗ 1 ,… ,Ｗ n｝、単語ｗ iがＤ（Ｗ）、Ｄ 0に出現する頻度をそれぞれｋ i、Ｋ iとす
るとき、Ｐ D ( W )、Ｐ 0の距離 Dist｛Ｐ D ( W )，Ｐ 0｝を、次のように定義する。
【００８４】
【数８】
　
　
　
　

 
ここで、＃Ｄ（Ｗ）は着目タームＷについてＤ（Ｗ）の含む単語数、＃Ｄ 0は同様に全文
書の含む単語数である。
【００８５】
数８の定義によると、＃Ｄ（Ｗ）が離れた着目ターム同士の特徴性を有効に比較すること
が難しいため、数９のように正規化を行った特徴性Ｒｅｐ（Ｗ）を定義する。なおＢ（・
）は＃Ｄ（Ｗ）が適切な数となる範囲内（例えば１０００≦＃Ｄ（Ｗ）≦２００００）で
特徴性が精度よく求められるような指数関数を用いた近似関数である。
【００８６】
（数９）
Ｒｅｐ（Ｗ）＝ Dist｛Ｐ D ( W )，Ｐ 0｝／Ｂ（＃Ｄ（Ｗ））
【００８７】
ここで、「する」などのように著しく＃Ｄ（Ｗ）が大きい場合には、Ｄ（Ｗ）の抽出数を
限定し、＃Ｄ（Ｗ）≦２００００を満たすようにすることで、上記近似関数を有効に用い
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ることができると共に計算量を削減できる。
キーワード抽出部（９０）では以上の方法により特徴性を算出すると共に、所定の閾値に
従って、キーワード決定部（９６）により入力した日本語入力テキストのキーワードを抽
出する。
【００８８】
ここで、例えば「彼女」「公園」「行く」がキーワードとして抽出されるので、上記実施
例と同様に、対訳文抽出部（５０’）により対訳コーパスデータベース（１０）から対訳
文を抽出する。上記では説明のため省略したが、このとき例えば「彼女は動物園へ行った
。／ She went to the zoo.」なども同時に抽出されている。
そして、対訳語句記憶部（６０’）も同様であり、テキスト生成部（７０’）に進む。以
上、各処理部（４０’）（５０’）（６０’）（７０’）は前記実施例の（４０）（５０
）（６０）（７０）と同態様の処理部であって、特記しない構成は同一である。
【００８９】
前記実施例のテキスト生成部（７０）は図１０に示すような構成であったが、ここでは例
えば評価部（７４）で閾値を超えるテキスト候補を、実施例５のように複数の対訳文の形
で出力し、最後に類似度評価部（１００）において、対訳文のうち日本語テキストと、最
初に入力した日本語入力テキストの類似度を評価する。
類似度の評価方法としては、例えばテキストに含まれる文字列の一致する割合がどの程度
であるかを算出して求める方法、あるいは非特許文献３に開示されるような自動翻訳した
結果と人間の翻訳結果を文字列の単位（或いは単語単位）で比較してその一致度を基に計
算する方法などを用いることができる。
【００９０】
【非特許文献３】「 Bleu:a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation
」 , Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward, Wei-Jing Zhu. IBM Reserch Report,
 RC22176(W0109-022) 2001
【００９１】
類似度評価部（１００）では、「彼女は公園へ行った」という入力テキストと、テキスト
生成部（７０’）で生成された「彼女と公園へ行った」「彼女は公園へ行った」の類似度
を比較し、より類似度の高い「彼女は公園へ行った。／ She went to the park」の対訳文
を出力部（８０’）から出力することができる。
【００９２】
以上、本発明の実施形態を１から６まで説述した。上記では説明の便宜のために、各部（
４０）（５０）（６０）（７０）（８０）を別個に説述したが、これらは一体的に例えば
１台のパーソナルコンピュータによって提供することができる。特に、ＣＰＵ、メモリ、
入出力装置、ネットワークに接続するためのネットワークアダプタ（図示していない）、
外部記憶装置などは共用することが望ましく、装置の簡略化に寄与することができる。
【００９３】
外部記憶装置に記録される対訳コーパスデータベース（１０）、コーパス（７５）はいず
れも同一のデータベースの一部又は全部を用いることが可能である。
また、これらは外部記憶装置上に記録される場合にとどまらず、ネットワーク上の複数の
サーバーに記録されたものを収集するように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明で用いるコーパスの依存構造木の説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図５】本発明の第４の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図６】本発明の第５の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図７】本発明のテキスト生成装置の構成図である。

10

20

30

40

50

(16) JP 3790825 B2 2006.6.28



【図８】本発明における入力部の構成図である。
【図９】本発明における対訳文抽出・対応語句記憶部の構成図である。
【図１０】本発明におけるテキスト生成部の構成図である。
【図１１】英語対応語句からのテキスト生成の例を示す説明図である。
【図１２】英語対応語句と単語列との関係を示す説明図である。
【図１３】本発明におけるテキスト生成部（実施例３）の構成図である。
【図１４】本発明の第６の実施形態に係るテキスト生成方法のフローチャートである。
【図１５】本発明におけるテキスト生成部（実施例６）の構成図である。
【符号の説明】
【００９５】
３０  テキスト生成装置
３１  日本語キーワード語句
３２  英語テキスト
４０  入力部
５０  対訳文抽出部
６０  対応語句記憶部
７０  テキスト生成部
８０  出力部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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