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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスタントメッセージングプログラムを有するコンピュータが実行する方法であって
、前記コンピュータは、複数の第三者翻訳サービスを含む翻訳サービスのリストを記憶し
ており、前記方法は、前記インスタントメッセージングプログラムの制御下で、
　　前記コンピュータ上に、前記インスタントメッセージングプログラムを介して送受信
されたメッセージを表示するためのメッセージングペインと、翻訳されたメッセージを表
示し、および前記リストから翻訳サービスを選択するためのインタフェースを提供する翻
訳ペインとを含むメッセージングウィンドウを表示することと、
　　前記メッセージングウィンドウに、複数の翻訳言語をリストした言語選択メニューを
表示することと、
　　前記言語選択メニュー内の前記複数の翻訳言語のうち、前記インスタントメッセージ
ングプログラムにおけるメッセージの翻訳に用いる第１および第２の言語を指定する、ユ
ーザ選択を受信することと、
　　前記第２の言語の着信メッセージをリモートコンピュータからネットワークを介して
受信することと、
　　前記第１および第２の言語を指定するユーザ選択に応答して、前記翻訳サービスのリ
ストの中から、前記第１の言語と前記第２の言語との間の翻訳を実行させる翻訳サービス
を決定することであって、前記翻訳サービスのリストに、前記第１の言語と前記第２の言
語との間の翻訳に利用可能な翻訳サービスが複数存在する場合、該利用可能な翻訳サービ
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スを表示し、前記利用可能な翻訳サービスのうちユーザによって選択された翻訳サービス
を、前記第１の言語と前記第２の言語との間の翻訳を実行させる翻訳サービスとして決定
することと、
　　前記着信メッセージを前記決定した翻訳サービスにネットワークを介して送信するこ
とと、
　　前記第２の言語の前記着信メッセージを前記メッセージングペイン内に表示すること
と、
　　前記決定した翻訳サービスから、前記第１の言語に翻訳された着信メッセージの翻訳
を受信することと、
　　前記第２の言語の前記着信メッセージと前記第１の言語の前記翻訳された着信メッセ
ージとを同時に前記翻訳ペイン内に表示することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記インスタントメッセージングプログラムに対する翻訳プラグインによ
って実行されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インスタントメッセージングプログラムにおいて、ユーザから翻訳を開始する指示
を受信することと、
　前記コンピュータとネットワーク接続された翻訳サーバに翻訳プラグインを要求するこ
とと、
　前記翻訳サーバから受信した前記翻訳プラグインを実行して、前記翻訳ペインを表示す
ることと
　をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンピュータは、前記インスタントメッセージングプログラムにおいて、前記コン
ピュータとネットワーク接続された翻訳サーバから前記翻訳サービスのリストを取得し、
　前記翻訳サービスのリストに含まれる各翻訳サービスの翻訳能力に基づいて、前記言語
選択メニューに前記複数の翻訳言語を追加することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　翻訳ボックスを前記翻訳ペイン内に表示することと、
　前記翻訳ボックスにおいて、ユーザ入力された前記第１の言語のテキストを受信するこ
とと、
　前記翻訳ボックスにおいて、前記テキストを翻訳すべきであることを示す指示を受信す
ることと、
　前記翻訳サービスのリストの中から、前記テキストを前記第１の言語から前記第２の言
語に翻訳するための翻訳サービスを選択し、該選択した翻訳サービスにネットワークを介
して前記テキストを送信することと、
　前記選択した翻訳サービスから前記第２の言語に翻訳されたテキストを受信すると、該
翻訳されたテキストを前記翻訳ボックス内に表示することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　（ｉ）前記翻訳ボックスにおいて、前記翻訳されたテキストをインスタントメッセージ
として送信すべきであることを示す指示を受信することと、
　　前記第１の言語のテキストと前記第２の言語の前記翻訳されたテキストとを組み合わ
せて、組み合わせメッセージとして前記リモートコンピュータに送信すること、
　（ｉｉ）前記翻訳されたテキストが誤って翻訳されたという指示を受信することと、
　　代替の翻訳を前記ユーザから受信することと、
　　前記代替の翻訳をインスタントメッセージとして送信すること、
　（ｉｉｉ）前記テキスト内のスペルミスのある単語を、前記選択された翻訳サービスに
送信する前に自動的に訂正すること、および
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　（ｉｖ）前記テキストに、インスタントメッセージングに特有の言語が含まれる場合、
前記テキストを前記選択された翻訳サービスに送信する前に標準の言語形式に自動的に訂
正すること
　のうちの１つまたは複数をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記翻訳ボックスにおいて、前記翻訳されたテキストをインスタントメッセージとして
送信すべきであることを示す指示を受信すると、前記翻訳されたテキストをインスタント
メッセージとして前記リモートコンピュータに送信すること、
　前記コンピュータのユーザから、前記翻訳されたテキストを理解できないことを示す指
示を受信することと、
　前記コンピュータのユーザから受信した前記指示に基づいて、前記翻訳されたテキスト
を送信した前記リモートコンピュータに対し、前記テキストの前記翻訳が理解されなかっ
たことを示すメッセージを送信することと
　をさらに含み、
　送信される前記メッセージは、翻訳された言語毎に予め設定されていることを特徴とす
る請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンピュータのユーザから受信した前記指示に基づいて、前記翻訳されたテキスト
が前記コンピュータのユーザによって理解されなかったことを前記選択された翻訳サービ
スが記録することができるように、前記選択された翻訳サービスにメッセージを送信する
こと
　をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　プロセッサ、および
　翻訳サーバから取得した翻訳プラグインと、リモートコンピュータから着信メッセージ
を受信し、該着信メッセージをメッセージングウィンドウに表示するよう構成されたイン
スタントメッセージングプログラムと、複数の利用可能な第三者翻訳サービスを含む翻訳
サービスのリストとを記憶したメモリ
　を備えたシステムであって、前記メッセージングウィンドウは、前記インスタントメッ
セージングプログラムを介して送受信されたメッセージを表示するためのメッセージング
ペインと、翻訳されたメッセージを表示し、および前記リストから翻訳サービスを選択す
るためのインタフェースを提供する翻訳ペインとを備え、
　前記翻訳プラグインは、
　　前記翻訳ペインに複数の翻訳言語をリストした言語選択メニューを表示し、
　　前記言語選択メニュー内の前記複数の翻訳言語のうち、前記インスタントメッセージ
ングプログラムにおける着信メッセージの翻訳に用いる第１および第２の言語を指定する
、ユーザ選択を受信し、
　　前記インスタントメッセージングプログラムがリモートコンピュータからネットワー
クを介して受信した前記第２の言語の着信メッセージを、前記ユーザの好みに従って自動
的に修正し、
　　前記第１および第２の言語を指定するユーザ選択に応答して、前記翻訳サービスのリ
ストの中から、前記第１の言語と前記第２の言語との間の翻訳を実行させる翻訳サービス
を決定し、
　　前記修正された着信メッセージを前記決定した翻訳サービスにネットワークを介して
送信し、前記決定した翻訳サービスから、前記第１の言語に翻訳された着信メッセージの
翻訳を受信する
　ように構成され、
　前記翻訳プラグインは、前記翻訳サービスのリストに、前記第１の言語と前記第２の言
語との間の翻訳に利用可能な翻訳サービスが複数存在するとき、該利用可能な翻訳サービ
スを前記言語選択メニューとともに表示して、前記利用可能な翻訳サービスのうちユーザ
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によって選択された翻訳サービスを、前記第１の言語と前記第２の言語との間の翻訳を実
行させる翻訳サービスとして決定するようにさらに構成され、
　前記インスタントメッセージングプログラムは、前記第２の言語の前記着信メッセージ
を前記メッセージングペインに表示し、および前記第１の言語の前記翻訳された着信メッ
セージと前記第２の言語の修正された着信メッセージとを前記翻訳ペイン内に同時に表示
するように構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記翻訳プラグインはさらに、テキスト入力フィールドと翻訳ボタンとを備えた翻訳ボ
ックスを前記翻訳ペイン内に表示するように構成され、
　前記翻訳プラグインはさらに、ユーザによって前記翻訳ボックスの前記テキスト入力フ
ィールドに前記第１の言語のテキストが入力され、前記翻訳ボタンが押されると、
　　前記翻訳サービスのリストの中から、前記テキストを前記第１の言語から前記第２の
言語に翻訳するための翻訳サービスを選択して、前記テキストを前記選択した翻訳サービ
スに送信し、
　　前記選択した翻訳サービスから前記第２の言語に翻訳されたテキストを受信すると、
該受信した前記テキストの翻訳を前記翻訳ボックス内に表示する
　ように構成されることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記翻訳プラグインは、
　　前記着信メッセージのスペルを、前記決定した翻訳サービスに送信する前に自動的に
訂正し、
　　前記インスタントメッセージングプログラムが有する辞書を利用して、前記着信メッ
セージ内のインスタントメッセージング特有の言語を標準の言語形式に訂正し、
　　前記着信メッセージ内の特定の単語を翻訳しないという指示を受信した後、該特定の
単語が前記決定した翻訳サービスにより翻訳されることを防止する
　ように構成されることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　インスタントメッセージングプログラムを有するコンピュータによって実行されると、
該コンピュータに、異なる言語を使用するユーザ間のメッセージングを容易にするための
方法を実行させるコンピュータ実行可能な命令を記録した、コンピュータ読み取り可能な
記録媒体であって、前記コンピュータは、翻訳サーバから取得した複数の第三者翻訳サー
ビスを含む翻訳サービスのリストを記憶しており、前記コンピュータは、前記インスタン
トメッセージングプログラムを介して送受信されたメッセージを表示するためのメッセー
ジングペインと、翻訳されたメッセージを表示し、および前記リストから翻訳サービスを
選択するためのインタフェースを提供する翻訳ペインとを備えたメッセージングウィンド
ウを提供し、前記方法は、
　前記メッセージングウィンドウに、複数の翻訳言語をリストした言語選択メニューを表
示することと、
　前記言語選択メニュー内の前記複数の翻訳言語のうち、前記コンピュータのユーザによ
って使用される第１の言語と、前記インスタントメッセージングプログラムを介して通信
するリモートコンピュータの第２のユーザによって使用される第２の言語とを指定する、
ユーザ選択を受信することと、
　前記第２の言語の着信メッセージを、前記リモートコンピュータからネットワークを介
して受信し、前記第２の言語の着信メッセージを前記メッセージングペインに表示するこ
とと、
　前記第１および第２の言語を指定するユーザ選択に応答して、前記翻訳サービスのリス
トの中から、前記第２の言語から前記第１の言語への翻訳を実行させる翻訳サービスを決
定することであって、前記翻訳サービスのリストに、前記第２の言語から前記第１の言語
への翻訳に利用可能な翻訳サービスが複数存在する場合、該利用可能な翻訳サービスを表
示し、前記利用可能な翻訳サービスのうち前記ユーザによって選択された翻訳サービスが
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、前記第２の言語から前記第１の言語への翻訳を実行させる翻訳サービスとして決定され
ることと、
　前記第２の言語の前記着信メッセージへの修正を実行することと、
　前記第２の言語の前記修正された着信メッセージを、前記決定した翻訳サービスにネッ
トワークを介して送信することと、
　前記第１の言語に翻訳された着信メッセージを前記決定した翻訳サービスから受信する
ことと、
　前記第２の言語の前記修正された着信メッセージと前記第１の言語の前記翻訳された着
信メッセージとを同時に前記翻訳ペイン上に表示することと
　を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１３】
　前記方法は、
　前記着信メッセージの１つまたは複数の部分を翻訳すべきではないことを示す指示を受
信することと、
　前記着信メッセージを翻訳するときに前記１つまたは複数の部分が翻訳されないように
、前記１つまたは複数の部分を修正することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
【請求項１４】
　前記方法は、
　前記ユーザに対して前記翻訳ペイン内に翻訳ボックスを表示することと、
　前記翻訳ボックスにおいて、翻訳すべき前記第１の言語のテキストを受信することと、
　前記翻訳サービスのリストの中から、前記テキストを前記第１の言語から前記第２の言
語に翻訳するための翻訳サービスを選択し、該選択した翻訳サービスにネットワークを介
して前記テキストを送信し、前記選択した翻訳サービスから前記テキストの翻訳を受け取
ることによって、前記テキストを前記第１の言語から前記第２の言語に翻訳することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
【請求項１５】
　前記着信メッセージへの修正を実行することは、
　前記着信メッセージ内の１つまたは複数の単語のスペルを自動的に訂正することと、
　前記着信メッセージ内のインスタントメッセージング特有の言語を標準の言語に自動的
に訂正することと
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インスタントメッセージングアプリケーションにおける機械翻訳に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インスタントメッセージング（ｉｎｓｔａｎｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）は、インターネ
ット上でリアルタイムに通信するための広く使用されるツールとなっている。何百万のイ
ンターネットユーザは、インスタントメッセージングアプリケーション（ｉｎｓｔａｎｔ
　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）を使用して友達および家族とチャット
し、チャットルームで通信し、画像または文書の交換さえもしている。さらに、幾つかの
組織および企業は、インスタントメッセージングアプリケーションを標準的なネットワー
クツールのレパートリーに組み込んでビジネスの通信を強化し、コストがかかる電気通信
サービス（例えば、電話およびビデオ会議）を置き換えている。インターネットの人気が
世界中で高まり続けるにつれて、国際通信がますます一般的となる。しかしながらこれは
、ユーザがインスタントメッセージングを使用するときに言語の障壁に遭遇することを意
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味する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような言語の障壁を解決するのに現在利用可能な幾つかの技術がある。１つには、
インスタントメッセージングツールのユーザは、自分の、または好ましい言語でメッセー
ジを別個の翻訳プログラムまたはウェブサイトにタイプする。ユーザは次いで、翻訳ツー
ルを起動してメッセージを目的の言語に翻訳して、翻訳されたテキストを元のインスタン
トメッセージングツールのテキスト領域にカットアンドペーストなければならない。これ
が完了すると、ユーザはメッセージを送信することができる。この方法は効果的であるが
、継続的にカット、ペーストおよびアプリケーション間の切り替えを行うプロセスは大幅
に通信プロセスを妨げることは明らかである。良い翻訳ツールを探すことは、ユーザにと
って困難で注意をそらすものである可能性もある。さらに、どの翻訳ツールも特定のユー
ザが有しうる全ての言語ニーズをサポートすることができないため、ユーザは世界中の異
なる接続相手（ｃｏｎｔａｃｔ）とチャットするためにユーザ自身が多数の異なるツール
を利用することとなり、それによりメッセージングサービスの実用性も低くなる。
【０００４】
　他の技術では、専用の翻訳ツールがインスタントメッセージングプログラムに組み込ま
れている。しかしながら、これらの技術は柔軟性に欠けるが、これは、これらの技術はメ
ッセージングプログラムを単一の翻訳ツールに結合し、一部が頻繁に更新されて高品質な
、多くはオンラインの利用可能な既存の翻訳ツールを利用しないためである。他の技術で
は、或る種の翻訳「ｍｉｄｄｌｅ　ｍａｎ」を使用して、メッセージを或るユーザから別
のユーザに送信するときにそのメッセージを翻訳する。これらの技術ではユーザ側での追
加的な作業は殆ど必要ないが、一部のユーザは、制御の大部分をトランスレータ（ｔｒａ
ｎｓｌａｔｏｒ）に任せる必要があり、ユーザが自分のメッセージがどのように翻訳され
るかを制御すること、および翻訳されたメッセージを洗練させることができないことが分
かるかもしれない。既存の自動翻訳技術に関する最後の問題は、その多くはそれぞれのユ
ーザが、両者が言語の隔たりを越えて通信することができるように同じ翻訳技術を利用す
ることを必要とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　メッセージングアプリケーションにおける翻訳に関する技術およびツールを説明する。
特に、インスタントメッセージングアプリケーションに対するプラグインは、メッセージ
を、そのメッセージをユーザに表示する前に第三者（ｔｈｉｒｄ－ｐａｒｔｙ）翻訳サー
ビスに転送する。これによりユーザは、そのユーザの言語を必ずしも話さないかまたは書
かない接続相手と通信することができる。さらに、翻訳サービスを用いたより柔軟性の高
い言語の使用、ならびに翻訳を訂正する能力および翻訳の実行方法をカスタマイズする能
力を可能にする、ユーザインタフェースの特徴を説明する。
【０００６】
　従って、一例では、インスタントメッセージング内のテキストを翻訳する方法を説明す
る。該方法は、インスタントメッセージングプログラムの制御下で、着信メッセージ（ｉ
ｎｃｏｍｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ）を傍受（ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ）すること、該メッセー
ジを翻訳サービスに送信すること、および該メッセージの翻訳を表示することを含む。
【０００７】
　別の例では、インスタントメッセージングのテキストの翻訳を表示するシステムを説明
する。その例示的なシステムは、翻訳モジュール、およびメッセージを受信するよう構成
されたインスタントメッセージングモジュールを備える。翻訳モジュールは、メッセージ
を翻訳するという表示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を受信するように構成され、ユーザの好
みに従って自動的にメッセージを修正して翻訳を促進することを可能にし、そのメッセー
ジを翻訳する。インスタントメッセージングモジュールは、翻訳されたメッセージを表示
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するように構成される。
【０００８】
　別の例では、異なる言語で通信している２人のユーザ間のメッセージングを促進する方
法を記述するマシン実行可能な命令を含む、１つまたは複数のコンピュータ読み取り可能
な媒体を説明する。該方法は、ユーザから、該ユーザによって使用される第１の言語、お
よび該ユーザが通信している人によって使用される第２の言語の表示を受信すること、メ
ッセージがメッセージングサービスにより受信されたという表示を受信すること、そのメ
ッセージに対して修正を実行してそのメッセージを翻訳用に準備すること、そのメッセー
ジを、第２の言語から第１のメッセージにテキストを翻訳するよう構成されたトランスレ
ータに送信すること、そのメッセージの翻訳をそのトランスレータから受信すること、お
よびその翻訳を上記ユーザに表示することを含む。
【０００９】
　この「課題を解決するための手段」の記載は、以下の「発明を実施するための最良な形
態」でさらに説明される概念の選択を、簡略化した形式で紹介するために提供される。こ
の「課題を解決するための手段」の記載は、特許請求される対象の主要な特徴または本質
的な特徴を特定するようには意図されておらず、特許請求される対象の範囲を定める助け
として使用されることも意図されていない。
【００１０】
　さらなる特徴および利点は、添付の図面を参照して進める実施形態の以下の詳細な説明
から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下の説明は、外部翻訳サービスと通信して翻訳作業を実行する、インスタントメッセ
ージングプログラムに対する翻訳プラグイン（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｐｌｕｇ－ｉｎ
）によって、インスタントメッセージングのメッセージを翻訳することに関する。軽量な
プラグインを利用することにより、ユーザに翻訳における強い柔軟性を提供し、一方で、
ユーザのコンピュータの計算負荷を軽減させるために、実際の翻訳を別個のサービスにオ
フロードする。さらに、第三者の翻訳サービスを使用することにより、翻訳プラグインは
、ユーザに多数の異なるサービスから選択させ、それによりユーザはそのユーザに対して
良く動作するサービスを選択することができる。
【００１２】
　特に、翻訳プラグインは、インスタントメッセージングプログラムにより受信されたメ
ッセージを傍受し、次いでそれらのメッセージを予め選択された翻訳サービスに送信する
ことにより動作する。メッセージの翻訳とともに応答をサービスから受信すると、翻訳プ
ラグインは次いでその翻訳を表示する。このように、翻訳プラグインによるサービスのプ
ロセスを知る必要なしに、提供された翻訳を使用してメッセージを翻訳することができる
。さらに翻訳プラグインは、ユーザがデータを入力すると、該データがすぐに翻訳サービ
スに送信され、翻訳され、そしてユーザの接続相手に送信される、翻訳ボックス（ｔｒａ
ｎｓｌａｔｉｏｎ　ｂｏｘ）を提供する。翻訳は完璧であるとは保証されないが、その翻
訳を通して提供される追加の文脈情報（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）は、翻訳プラグインにアクセスしていない人とでも言語の隔たりを越えてユーザが通信
することを促進するのに十分であるべきである。本明細書で説明されるインスタントメッ
セージングの特徴の一部を、特定のインスタントメッセージングアプリケーションに関連
して説明するが、本明細書で説明される技術および特徴を様々な代替的なメッセージング
アプリケーションおよび状況で使用することができる。該アプリケーションおよび状況に
は、携帯電話（または他のモバイル装置）上で動作するインスタントメッセージングデバ
イスおよびＳＭＳメッセージングが含まれるがこれらに限らない。
【００１３】
１．ネットワークのやりとり
　図１は、本明細書で説明されるインスタントメッセージングの翻訳技術のコンポーネン
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トを、それらがネットワーク１００経由で通信するように図示する図である。一実装にお
いて、異なる国のユーザが本明細書で説明される技術を使用して通信するように、ネット
ワーク１００はインターネットを含む。代替的な実装において、ネットワーク１００は、
例えば、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、およびＥｉ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ならびに全体または部分的に無線ネットワークプロトコル
（例えば、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇなど）を備えるネットワー
クなどの、他のネットワーク実装を備えることができる。
【００１４】
　図１は、各々がユーザにより使用されインスタントメッセージングプログラム経由で通
信する、２つのコンピュータ１１０および１２０も図示している。図１に示される例では
、コンピュータ１１０は英語で通信するユーザＡによって使用され、コンピュータ１２０
はドイツ語で通信するユーザＢによって使用される。図１は、ネットワーク１００に接続
され、或る言語から別の言語にテキストを翻訳することができる、様々な翻訳サービス１
３０、１４０および１５０も図示する。図１に示されるように、翻訳サービス１３０、１
４０、および１５０はそれぞれ、一方向（例えば、ドイツ語から英語）の翻訳を提供する
。
【００１５】
　一部の代替的な実装において、１つまたは複数の翻訳サービスは、双方向（例えば、ド
イツ語から英語、およびドイツ語から英語）の翻訳を提供する。一実装において、翻訳サ
ービスは、標準的なウェブサービスプロトコルを通した通信を可能にし、代替的な実装に
おいては専用の翻訳プロトコルを使用する。一実装において、公知の通信方法を使用して
翻訳を要求および受信することにより、翻訳プラグインは、サービスの内部操作について
何も知ることなくテキストを翻訳サービスに送信して、翻訳を翻訳サービスから受信する
ことができる。別の実装では、１つまたは複数の翻訳サービスが、インスタントメッセー
ジングプログラムを（例えば、ダイナミックリンクされたライブラリまたはコンパイルさ
れたプログラムとして）実行しているコンピュータ上に配置され、翻訳プラグインはサー
ビスと通信するのにネットワークを使用する必要がない。しかしながら、これらの実装で
は、サービスは、プラグインに対してなお不透明である可能性があり、従ってその内部の
動作に関係なく依存される可能性がある。
【００１６】
　図１は、一実装において翻訳プラグインに関するコードを含みインスタントメッセージ
ングプログラムからの要求に応じて該コードを提供する、翻訳プラグインサーバ１６０も
図示する。翻訳プラグインサーバは、様々な翻訳サービスにネットワークアドレスまたは
ロケーションを提供することもできる。一実装において、このことは、既知の翻訳サービ
スのリストおよびそのネットワークアドレスを保持する翻訳プラグインサーバ１６０によ
って行われる。
【００１７】
　図２は、本明細書で説明される技術に従ってネットワーク１００上でやりとりをしてイ
ンスタントメッセージングの翻訳を提供する、例示的なインスタントメッセージングプロ
グラム２００、例示的な翻訳サーバ２１０、および例示的な翻訳サービス２３０のコンポ
ーネントを示すブロック図である。様々な実装において、インスタントメッセージングプ
ログラム２００を、これらには限られないがＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｓｓｅｎ
ｇｅｒ、ＭＳＮ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ、ＡＯＬ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ、
Ｙａｈｏｏ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｔａｌｋ、ＩＣＱ、およびＪａｂｂｅ
ｒプロトコルを用いる実装などを含む、様々な公知の独自またはオープンソースのインス
タントメッセージングプラットフォームとして実装することができる。好適な実装では、
インスタントメッセージングプログラム２００は、インスタントメッセージングプログラ
ムの機能を拡張するプラグインまたは他のモジュール形式のプログラムの使用をサポート
する。代替的な実装では、本明細書で説明される様々な翻訳技術は、インスタントメッセ
ージングプログラムの統合部分として実装される。
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【００１８】
　図２は、本明細書で説明される翻訳技術を実装する翻訳プラグイン２６０の一例を図示
する。翻訳プラグインを様々な方法で実装することができる。一実装では、プラグインは
、例えばＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔなどのスクリプト言語を使用して実装される
。代替的な実装では、翻訳プラグインをコンパイル言語またはインタプリタ言語を使用し
て実装することができる。
【００１９】
　図示される実装では、翻訳プラグイン２６０は、翻訳プラグインスクリプト２４０を保
持しており要求されるとスクリプトをインスタントメッセージングプログラムに提供する
翻訳サーバ２１０から、ネットワーク１００上でダウンロードされる。図示される実装で
は、インスタントメッセージングプログラムは、ネットワーク１００上でスクリプト要求
を送信するときに使用するサーバのアドレス２５０を保持しているため、インスタントメ
ッセージングプログラムは翻訳サーバ２１０と通信することができる。上述のように、一
部の実装では、翻訳プラグイン２６０をプラグインとして実装せずに、インスタントメッ
セージングプログラム２００の統合部分として実装することがあり、この場合はプラグイ
ン２６０に関するスクリプトをサーバ上に保持する必要がない。
【００２０】
　図２に図示されるように、翻訳サーバは、インスタントメッセージングプログラム２０
０または翻訳プラグイン２６０によるネットワーク１００上でのダウンロードに利用可能
な翻訳サービスのリスト２２０を保持する。一実装では、このリストは翻訳サービスのネ
ットワークアドレス、およびリストアップされたサービスにより翻訳される言語の表示を
備える。このリストを翻訳サーバ上で提供する１つの理由は、ユーザが使用したい翻訳サ
ービスを探すように翻訳プラグインのユーザに要求するのではなく、集約したサービスの
リストを保持および更新できるようにするためである。代替的な実装では、このリストを
中央サーバ上に保持しないが、その代わりにユーザが翻訳プラグインで使用したいサービ
スを入力する。さらに別の実装では、集約したリストを保持するが、ユーザはリストアッ
プされていないサービスを入力して翻訳プラグインで使用することができ、またはリスト
２２０に含めるサービスを提示することができる。
【００２１】
　図２に図示されるように、リスト２２０からの情報は、一旦翻訳サーバ２１０からダウ
ンロードされると、利用可能な翻訳サービスのリスト２７０としてインスタントメッセー
ジングプログラム内に保持される。様々な実装において、リスト２７０はリスト２２０内
の情報の全部または一部、ならびにユーザによって入力された追加の翻訳サービス情報を
表すことができる。インスタントメッセージングプログラムは、翻訳プラグインスクリプ
ト２４０および利用可能な翻訳サービスのリスト２２０を翻訳サーバ２１０からダウンロ
ードする機能を提供するプラグイン初期化コード２８０も備える。
【００２２】
　図２に図示されるように、翻訳プラグイン２６０はまた、翻訳プラグイン２６０と翻訳
サービス２３０などの様々な翻訳サービスとの間のネットワーク１００上の通信を促進す
る翻訳プロトコル２６５に関連付けられている。この通信を促進するため、例示的な翻訳
サービス２３０は翻訳プロトコル２６５も実装し、その結果、翻訳の要求および結果をネ
ットワーク１００上で送信することが可能になる。代替的な実装では、翻訳サービスとイ
ンスタントメッセージングプログラムとの間の通信は、専用の翻訳プロトコルを必要とせ
ず、代わりに他の相互理解通信プロトコル（ｍｕｔｕａｌｌｙ－ｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用する。
【００２３】
　翻訳サービスの他の内部コンポーネントを図示していないことに留意されたい。このこ
とは、本明細書で説明される翻訳技術の柔軟性を表すが、これは、この技術がいかなる特
定の翻訳サービスの実装にも拘束されないためである。翻訳プラグインが翻訳サービスと
通信することができる限り、翻訳サービス２３０の内部メカニズムに関係なく翻訳を取得
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することができる。
【００２４】
２．翻訳プラグインの動作例
　図３は、翻訳プラグインを用いたインスタントメッセージの翻訳の起動に使用されてい
るインスタントメッセージングプログラム２００のウィンドウ３００の図を示す。図示さ
れる実装では、（ユーザによって予めに起動された）インスタントメッセージングプログ
ラムは、メニュー項目３２０を表示するように構成されており、ユーザがメニュー項目３
２０を選択することで翻訳を開始する。別の実装では、翻訳技術は、インスタントメッセ
ージングプログラムが開始されるときに開始され、翻訳を別々に開始する必要はなく、従
ってメニュー選択３２０を有する必要はない。
【００２５】
　図４は、翻訳プラグイン２６０を開始および初期化する、インスタントメッセージング
プログラム２００によって実行される例示的なプロセス４００を図示する。プロセス４０
０の様々な実装では、図示されるプロセスのブロックを分割、マージまたは省略すること
ができる。一実装では、プロセス４００は、翻訳プラグイン初期化コード２８０を実行す
るインスタントメッセージングプログラム２００によって実行される。プロセスはブロッ
ク４２０で開始し、ブロック４２０では、インスタントメッセージングプログラムがユー
ザからインスタントメッセージの翻訳を開始する表示を受信する。図３に図示されるよう
に、この表示はメニュー選択の形式をとることができる。プロセス４００の他の実装は異
なる表示を使用することができ、またはインスタントメッセージングプログラムを開始す
るときに自動的に翻訳を開始してブロック４２０を省略することができる。
【００２６】
　次にブロック４４０で、インスタントメッセージングプログラムは、翻訳サーバからの
プラグインスクリプトおよび利用可能な翻訳サービスのリストを要求する。ブロック４６
０で、インスタントメッセージングプログラムは、翻訳プラグインを初期化して翻訳が行
われることを可能にするプラグインスクリプトを実行する（またはそのスクリプトを、プ
ログラムが実行されているコンピュータ上で実行させる）。最後にブロック４８０で、メ
ッセージングプログラムは、現在実行中の翻訳プラグインに翻訳の任務を実施させたまま
、ブロック４８０で実行を継続する。
【００２７】
　図５は、翻訳プラグイン２６０が実行中で翻訳ペイン５００を表示している間のインス
タントメッセージングプログラム２００の図を示す。図５に図示されるように、翻訳ペイ
ン５００は翻訳プラグインに対するフロントエンドであり、翻訳が行われると翻訳の表示
を見て翻訳プラグインとやりとりをするためのインタフェースを提供する。例えば、図５
には、翻訳を実施可能な言語の選択をユーザに提供するドロップダウンメニュー５１０お
よび５２０が示されている。従って、図５の翻訳プラグインのユーザは、自分の接続相手
がフランス語で通信するであろうことを知り、そのユーザは、接続相手がフランス語でタ
イプするであろうことを示すオプションをドロップダウンメニュー５１０から選択する。
同様に、そのユーザは、自身が通信する言語、本例では英語を示す言語をドロップダウン
メニュー５２０から選択する。後述するように、一実装では、ドロップダウンメニューは
、翻訳サーバからダウンロードした利用可能な翻訳サービスリストからの情報によって追
加（ｐｏｐｕｌａｔｅ）される。さらに、一部の実装では、ドロップダウンメニューを対
話式にすることができ、あるメニューはそのエントリを、どの翻訳サービスが利用可能か
に基づいて他のメニュー内で選ばれた選択に応じて変更する。従って、例えば、第１のメ
ニュー５１０でフランス語が選択されると、メニュー５２０は、フランス語から翻訳する
のに利用可能な翻訳サービスがある言語のみを含むことになる。別の実装では、或るペア
の言語間で翻訳する、２つ以上の利用可能な翻訳サービスが存在すると、ドロップダウン
メニューは、ユーザが好みの翻訳サービスを選択できるように、選択可能な言語に加え、
どの翻訳サービスが選択されているかを示すことができる。
【００２８】
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　図５は、翻訳の実施に使用されている翻訳プラグインの例も示す。図５は、ローカルユ
ーザ「Ｇｅｏｒｇｅ」と該ユーザのリモート接続相手「Ｊｅａｎ　Ｄｏ」との間の、メッ
セージングウィンドウ５０５内で行われる会話の例を図示する。本例では、Ｊｅａｎは、
Ｇｅｏｒｇｅの最初の挨拶に対し、フランス語のメッセージ「Ｓａｌｕｔ，Ｇｅｏｒｇｅ
！Ｃｏｍｍｅｎｔ　ｃａ　ｖａ？」（５３０）で応答している。Ｇｅｏｒｇｅはフランス
語が分からず、Ｊｅａｎがフランス語でタイプするであろうことを知っているので、Ｇｅ
ｏｒｇｅは、メッセージをフランス語から英語に翻訳すべきことをドロップダウンメニュ
ー５１０および５２０で予め選択している。従って、Ｊｅａｎからのメッセージ５３０は
、翻訳「Ｈｅｌｌｏ，Ｇｅｏｒｇｅ！Ｈｏｗ　ｉｓ　ｔｈａｔ？」（５４０）とともに翻
訳ペインに繰り返されている。従ってＧｅｏｒｇｅは、翻訳５４０を使用してＪｅａｎか
らの応答をより良く理解することができる。翻訳ペインに表示される翻訳は、（使用され
る翻訳サービスの能力に応じて）完璧でない可能性があることは理解されるが、該翻訳は
、そのユーザ（ここでは、Ｇｅｏｒｇｅ）が、自分の接続相手から受信したメッセージの
趣旨を理解することができる十分な情報を提供する役割を果たすべきである。翻訳ペイン
５００は、後の図面に関連して説明される例に従って手動で要求される翻訳に使用するこ
とができる翻訳ボックス５５０を含む。
【００２９】
　図６は、インスタントメッセージの翻訳の準備をするために翻訳プラグイン２６０によ
り実施される例示的なプロセス６００を示す。プロセス６００の様々な実装では、図示さ
れるプロセスのブロックを分割、マージまたは省略することができる。該プロセスは、ブ
ロック６１０で開始し、ブロック６１０では、翻訳プラグイン２６０が翻訳ペイン５００
を表示する。次に、ブロック６２０で翻訳ボックス５５０をペイン内部に表示する。プロ
セス６００の別の実装では、翻訳ボックスは、翻訳ペイン５００が表示されるときに即座
に表示されず、代わりに、ボックスを表示するようにユーザから表示を受信するまで隠さ
れる。
【００３０】
　次に、ブロック６３０で、翻訳プラグインは、プロセス４００でダウンロードされた利
用可能な翻訳サービスのリストに基づいて、言語選択メニュー５１０および５２０を追加
する。別の実装では、ブロック６３０のプロセスは、そのリストに、ユーザによって示し
た翻訳サービスを追加する。ブロック６４０で、プロセスは、ユーザの言語およびユーザ
の接続相手の言語に関する表示をユーザから受信する。最後にブロック６５０で、翻訳プ
ラグインは、メッセージを、そのメッセージがインスタントメッセージプログラム２００
に到着したときに翻訳する。図７を参照してブロック６５０のプロセスをさらに詳細に説
明する。
【００３１】
　図７は、インスタントメッセージを翻訳するために翻訳プラグイン２６０によって実施
される、例示的なプロセス７００を図示する。プロセス７００の様々な実装では、図示さ
れるプロセスのブロックを分割、マージまたは省略することができる。一実装では、ブロ
ック６５０のプロセスはプロセス７００を備える。プロセスはブロック７１０で開始し、
ブロック７１０では、翻訳プラグイン２６０は、インスタントメッセージがインスタント
メッセージングプログラム２００により受信されるのを待つ。次に、ブロック７２０で、
翻訳プラグイン２６０は着信メッセージを傍受する。一実装では、この傍受は、新規メッ
セージを受信したときにインスタントメッセージプログラムに警告するイベントハンドラ
を（ｅｖｅｎｔ　ｈａｎｄｌｅｒ）通して行われる。別の実装では、翻訳プラグインは、
インスタントメッセージングプログラムを定期的にポーリングして、新規メッセージを受
信したかどうかを判定することができる。ブロック７２０に続いてブロック７２５では、
翻訳プラグインは、メッセージに対する修正を実施して、該メッセージを翻訳サービスに
よる翻訳用に準備する。上記修正の例には、スペルエラーの自動訂正、およびインスタン
トメッセージング言語構造の標準言語への訂正が含まれるが、これらに限定されるもので
はない。
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【００３２】
　次に、ブロック７３０で、翻訳プラグイン２６０は、接続相手の言語からユーザの言語
に翻訳されるようにメッセージを適切な翻訳サービスに送信する。一実装では、メッセー
ジを送信する翻訳サービスは、ドロップダウンメニュー５１０および５２０からの言語の
選択により選ばれたものである。さらに、上述のように様々な実装では、ブロック５３０
で送信されたメッセージは、公知の翻訳メッセージプロトコルで、あるいは翻訳サービス
および翻訳プラグインに対して相互に公知の他のプロトコルで送信することができる。
【００３３】
　次に、ブロック７４０で、メッセージの翻訳を翻訳サービスから受信し、ブロック７５
０で、該翻訳を表示する。様々な実装では、該翻訳を、元の外国語のテキストとともに、
または元の外国語のテキストなしに表示することができる。元のメッセージを表示するか
しないかの選択はオプションとしてユーザに残すことができる。
【００３４】
３．インスタントメッセージング翻訳の特徴の例
　本明細書では様々なツールおよび特徴を翻訳プラグインの文脈で説明しているが、様々
な実装では、特徴を他のインスタントメッセージングの翻訳の実装で使用することもでき
ることは認識されるであろう。様々なこれらの特徴を、上述の機械翻訳の実装に使用する
こと、あるいは、これらに限定されないが携帯電話もしくは他のモバイル装置で実行する
インスタントメッセージングプログラム、および翻訳を用いるＳＭＳメッセージングなど
を含め、翻訳を伴う他のメッセージングアプリケーションに使用することができる。図８
は、翻訳ボックス５５０の使用例の図を示す。図８の例では、最初に図５で開始された会
話を続けている。ユーザであるＧｅｏｒｇｅは、接続相手のＪｅａｎが送信したメッセー
ジに「Ｉ‘ｍ　ｇｒｅａｔ．Ｈｏｗ　ａｒｅ　ｙｏｕ？」という返事で応答している。し
かしながらＪｅａｎは、恐らくＪｅａｎ側で翻訳能力を有さないので、この返事を理解せ
ず、メッセージ「Ｑｕｏｉ？」（８１０）で答えて前のメッセージが何を意味するか質問
する。本例のこの時点で、Ｇｅｏｒｇｅは、自分の前の文章のフランス語の翻訳を送信し
てＪｅａｎが該翻訳を理解するかどうかを見ることが最良であろうと決定する。
【００３５】
　Ｇｅｏｒｇｅはこのことを、翻訳ボックス５５０を使用してメッセージの手動翻訳を生
成および送信することで行うことができる。そうするために、Ｇｅｏｒｇｅは、メッセー
ジを翻訳ボックス５５０のテキストボックス８２０にタイプして、「送信（Ｓｅｎｄ）」
ボタン８３０を押す。テキストは送信され、翻訳サービスによって翻訳され、次いでその
翻訳が接続相手に送信される。各翻訳サービスは双方向の翻訳を提供することを想定され
ておらず、図８の例で必要とされる手動翻訳は、前の（フランス語から英語の）自動翻訳
と異なる方向（例えば、英語からフランス語）であるため、翻訳ボックス５５０を使用し
て実施される翻訳は、プロセス７００で使用されたサービスと異なる翻訳サービスを利用
することができる。別の実装では、追加の「翻訳（Ｔｒａｎｓｌａｔｅ）」ボタンが翻訳
ボックス５５０に統合され、これにより、翻訳をユーザの接続相手に即座に送信せずに、
テキストを翻訳サービスに送信して翻訳することが可能となる。
【００３６】
　図９は、翻訳ボックス５５０の使用により手動で翻訳され送信されたメッセージの例を
示す。本例では、英語のメッセージ「Ｉ‘ｍ　ｇｒｅａｔ．Ｈｏｗ　ａｒｅ　ｙｏｕ？」
は、翻訳サービスに送信され、フランス語のメッセージ「Ｊｅ　ｓｕｉｓ　ｇｒａｎｄ．
Ｃｏｍｍｅｎｔ　ａｌｌｅｚ－ｖｏｕｓ？」に翻訳されて、両方のメッセージのテキスト
が、結合メッセージ９１０としてＧｅｏｒｇｅの接続相手であるＪｅａｎに送信された。
さらに、翻訳はまた、翻訳ペイン５００の翻訳ボックス５５０内の「最後の翻訳（ｌａｓ
ｔ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）」９２０として表示され、その結果、ユーザＧｅｏｒｇｅ
は最後の手動翻訳が何であったかをビューすることができる。
【００３７】
　翻訳が完璧であるとは常には仮定できないため、最後の翻訳をレビューする能力は本技
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術で特に有用である。内部動作を知らずに異なる（および恐らくテストされていない）翻
訳サービスを使用する、本明細書で説明される技術の柔軟性のため、このことはさらに重
要である。翻訳メッセージ９１０がＪｅａｎに「Ｉ'ｍ　ｇｒｅａｔ．」よりも「Ｉ'ｍ　
ｂｉｇ．」に沿っているといくらか暗示するので、このことは図示される事例に当てはま
る。
【００３８】
　起こり得る翻訳ミスに対処するため、図示される翻訳ボックスは、様々なツールを利用
してユーザ間のさらなる翻訳通信を提供する。このようなツールの１つは、翻訳ボックス
の「混同（Ｉ'ｍ　ｃｏｎｆｕｓｅｄ）」ボタン９３０である。この機能性によりユーザ
は、送信された最後のメッセージを理解しなかったことを示し新規メッセージまたはさら
なる説明を求めるメッセージを、自分の接続相手に送信することができる。一実装では、
該メッセージは、さらに翻訳する必要がないように、可能性のある各言語に関して予め設
定されたメッセージ（ｐｒｅ－ｓｅｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）とすることができる。別の実装
では、標準的な汎用メッセージを翻訳サービスに送信して、接続相手の言語に翻訳するこ
とができる。さらに別の実装では、テキストメッセージではなく理解不足を示す予め設定
されたコード（ｐｒｅ－ｓｅｔ　ｃｏｄｅ）をユーザに送信することができる。本実装で
はプラグインがメッセージウィンドウの外で該コードを受信して理解不足を示す可能性が
あるため、これは、２人のユーザが両方とも翻訳プラグインを使用しているときに特に有
用であろう。
【００３９】
　理解を深めるための別のツールは、「提案（Ｓｕｇｇｅｓｔ）」ボタン９４０であり、
このボタンも翻訳ボックス５５０内に表示される。「提案」ボックスによりユーザは、自
分がそうあるべきと思っているほど翻訳が良くないことに気づいたときに、差し替え翻訳
の提案を提示することができる。従って、ユーザは、そのボックスをクリックして、新規
の提案した翻訳をタイプし、そのメッセージをその自分の接続相手に送信することができ
る。一実装では、この提案をローカルに保存して将来の会話に使用することもできる。別
の実装では、そのサービスの将来の性能を改善するために、その提案を現在使用している
翻訳サービスに送信することができる。さらに別の実装では、「提案」の機能性を、異な
るインスタントメッセージングの実装で使用することができる。
【００４０】
　図１０は、翻訳ボックスを通してインスタントメッセージを手動翻訳するために翻訳プ
ラグイン２６０によって実施される例示的なプロセス１０００を図示する。プロセス１０
００の様々な実装では、図示されるプロセスのブロックを分割、マージまたは省略するこ
とができる。プロセスはブロック１０１０で開始し、ブロック１０１０では、翻訳される
べきメッセージを翻訳ボックス内で受信する。一実装では、これを、ユーザが手動でその
メッセージをそのボックスにタイプすることによって行なわれる。別の実装では、翻訳ボ
ックスは自動的に、現在のメッセージ、またはユーザによりその入力ボックス内で送信さ
れた最後のメッセージを保持することができる。次にブロック１０２０で、通常「送信」
ボタン８３０がクリックされるため、翻訳は入力メッセージの翻訳の送信表示を受信する
。上述のように、一実装において、ブロック１０２０は代わりに、「翻訳」ボタンが表示
されてクリックされた場合のように、メッセージを翻訳するが送信はしないという表示を
受信することを含むことがある。
【００４１】
　プロセスは次いでブロック１０３０に続き、ブロック１０３０では、メッセージを翻訳
サービスに送信し、ユーザの言語からそのユーザの接続相手の言語に翻訳する。上述のよ
うに、全てのサービスが双方向であると想定されるとは限らないため、このメッセージが
送信される翻訳サービスは必ずしもプロセス７００で使用される翻訳サービスと同じでは
ない。次に、ブロック１０４０で、メッセージの翻訳を翻訳サービスから受信する。ブロ
ック１０５０で翻訳を（例えば、翻訳ボックス内で「最後の翻訳」９２０として）表示し
、次いで、ブロック１０６０でメッセージを接続相手に送信する。一実装では、「送信」
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ボタンではなく「翻訳」ボタンがクリックされたために手動翻訳が実施される場合、ブロ
ック１０６０のプロセスは実施されず、ユーザは、自分が翻訳を送信したいかどうかを決
定することができる。
【００４２】
　上述のツールは、メッセージの直接的な翻訳を必要とするユーザに機能性を提供するが
、翻訳プラグインの他の実装は、ユーザに、翻訳を自分で実施することを選択する能力を
提供する。従って、ユーザが出来の良くない翻訳を受信した場合、そのユーザはその翻訳
内の特定の単語またはフレーズを自己翻訳することを選択することができる。
【００４３】
　一実装では、自己翻訳を、翻訳ボックス５５０を用いて翻訳すべき単語またはフレーズ
を入力することで実施する。この自己翻訳に便利なインタフェースを提示することに加え
て、翻訳ボックス５５０は、ユーザに翻訳サービスの選択を提供することにより、ユーザ
に、大部分の着信メッセージに使用されている翻訳サービスと異なる翻訳サービスを選択
することによって翻訳ミスを訂正する機会を認める。一実装では、翻訳プラグインは、着
信メッセージに使用されているサービスを表示することがあり、その結果、ユーザは悪い
翻訳の場合に異なるサービスを選択することができる。別の実装では、翻訳プラグインに
よりユーザは、単語またはフレーズを強調し、「翻訳」ボタンまたはコンテキストメニュ
ーを通してそのフレーズを翻訳するよう選択することができる。
【００４４】
　様々な実装では、本明細書で説明される翻訳技術およびツールを拡張して、標準の語彙
の略語または置換（ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ）を使用する修正インスタントメッセー
ジング言語のコンテキストで翻訳を提供する。例えば、「Ａｒｅ　ｙｏｕ　ｇｏｉｎｇ　
ｏｕｔ　ｔｏｎｉｇｈｔ？」のような文は、「Ｒ　Ｕ　ｇｏｉｎｇ　ｏｕｔ　２ｎｉｔｅ
？」と書くことができ、フレーズ「Ｂｅ　ｒｉｇｈｔ　ｂａｃｋ」は「ｂｒｂ」と書く。
ユーザはこの修正言語を使用するメッセージングに慣れているが、大部分の翻訳サービス
は、入力として標準言語を想定している。従って、実際に、この修正言語を標準言語に訂
正して、それにより翻訳用にメッセージを準備することは有用である。
【００４５】
　一実装では、訂正には、語彙および／または文字の置換を含むインスタントメッセージ
ング言語の特徴を保持するローカル辞書（ｌｏｃａｌ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ）が提供さ
れる。これを、ユーザがこれらの言語の特徴を該辞書に入力できるようにすることにより
、または予め設定された辞書を使用することにより行うことができる。この実装では、メ
ッセージを接続相手に送信するときに、翻訳プラグインまたは他のインスタントメッセー
ジング翻訳ツールにより、メッセージのテキストをローカル辞書と比較する。メッセージ
からのテキストが該辞書内の言語構造に対応することが分かると、置換を行ってメッセー
ジを標準言語に準拠させる。次いで該メッセージを、翻訳サービスに転送することができ
る。
【００４６】
　代替的な実装では、ローカルのインスタントメッセージング言語の辞書を保持するので
はなく、メッセージを標準言語に準拠させる翻訳サービスを識別することができる。従っ
て、メッセージを翻訳サービスに送信して該メッセージを異なる言語に翻訳する前に、上
記のツールは、最初にメッセージを識別されたサービスに送信して該メッセージを標準言
語に準拠させ、次いで該メッセージを外国語に翻訳するサービスに送信する。任意のこれ
らの実装では、ユーザが翻訳前にメッセージを標準言語に準拠させたいときを決定する能
力を、そのユーザに提供することができる。
【００４７】
　本明細書で説明される翻訳技術およびツールによって提供される別のツールは、スペル
ミスをした単語を対処することである。現在、機械翻訳は、スペルミスをした単語を、翻
訳前に検出できる段階にはまだ到達していない。例えばスペルミスのためサービスが翻訳
を決定できない単語は、通常翻訳されずに単にパススルーされる。このパススルーはイン
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スタントメッセージングの翻訳では望ましくないため、本明細書で説明される技術の様々
な実装は、メッセージを翻訳用に送信する時点で自動的にスペルの訂正を実施することに
より、メッセージを翻訳用に準備する。一実装では、全てのスペルミスを自動的に訂正す
るわけではく、ツールは、よくスペルミスをされる単語、または或る訂正が他の訂正より
も非常に可能性の高い単語のみを訂正することができる。さらに別の実装では、ユーザに
推奨スペルを提供することができ、ユーザはメッセージを翻訳サービスに送信する前にそ
の１つを選択することができる。
【００４８】
　スペル訂正ツールは可能な限り完全な翻訳を提供するが、一部の状況では、ユーザは特
定の単語またはフレーズが翻訳されないことを望むことがある。これは、ユーザが接続相
手に単語またはフレーズをその元の言語で見てほしい場合、ユーザが特定の特殊用語（ｊ
ａｒｇｏｎ）または翻訳されない正確な名前を使用している場合、あるいは、ユーザが、
或る単語がそのユーザの言語で相互に理解され、該単語を翻訳することが混同を引き起こ
す可能性があることを知っている場合に、望ましい可能性がある。一実装では、上記の技
術およびツールによりユーザは、例えばクエスチョンマークなどの、その単語またはフレ
ーズが翻訳されるべきでないことを示す特定の記号を有する単語またはフレーズを区別す
ることができる。別の実装では、ユーザは単語またはフレーズを選択して、次いでコンテ
キストメニューまたはボタンベースのツールを使用して、その単語またはフレーズが翻訳
されないことを示すことができる。
【００４９】
　翻訳技術は、多数の方法を利用して特定の単語またはフレーズの翻訳を防止することが
できる。一実装では、本明細書で説明される翻訳技術は、メッセージから特定の単語また
はフレーズを、そのメッセージが翻訳サービスに送信される前に除去することができる。
単語またはフレーズを、次いで接続相手のインスタントメッセージングプログラムに直接
送信し、そこで該単語またはフレーズを、翻訳したメッセージと再結合して接続相手に提
示することができる。別の実装では、単語またはフレーズを除去した後、メッセージ内の
残りの単語を送信して翻訳し、次いで元のユーザのインスタントメッセージングプログラ
ムに送信して、そこでそのメッセージを再結合して接続相手に送信する。さらに別の実装
では、特定の単語またはフレーズを、翻訳サービスがそれらを翻訳できないように修正す
る。この実装では、翻訳サービスは翻訳できない単語をパススルーする可能性が高いため
、これらの単語およびフレーズを無視し、次いで接続相手のインスタントメッセージング
プログラムによりその元の形に修正し直すことができる。本実装は、ある程度単語の意味
を保存し、ユーザ側で翻訳を提供するスキームおよび接続相手側で翻訳を提供するスキー
ムの両方で使用可能である観点から望ましい。
【００５０】
４．コンピューティング環境
　上述のインスタントメッセージング翻訳技術を、少数の一般的な例として、様々なフォ
ームファクタ（パーソナル、ワークステーション、サーバ、ハンドヘルド、ラップトップ
、タブレット、または他のモバイル）のコンピュータ、分散コンピューティングネットワ
ーク、およびウェブサービスを含む、任意の様々なコンピューティング装置および環境で
実施することができる。該翻訳技術を、図１１に示されるようなハードウェア回路、なら
びにコンピュータまたは他のコンピューティング環境内で実行されるソフトウェアで実装
することができる。
【００５１】
　図１１は、説明した実施形態の実装に適したコンピューティング環境（１１００）の一
般的な例を図示する。本発明を多様な汎用または専用のコンピューティング環境で実装す
ることができるため、コンピューティング環境（１１００）は、本発明の使用または機能
の範囲に関するいかなる限定を提示するようにも意図されていない。
【００５２】
　図１１を参照すると、コンピューティング環境（１１００）には、少なくとも１つの処
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理ユニット（１１１０）、およびメモリ（１１２０）が含まれる。図１１では、この最も
基本的な構成（１１３０）が点線内に含まれる。処理ユニット（１１１０）は、コンピュ
ータ実行可能な命令を実行し、実プロセッサまたは仮想プロセッサとすることができる。
マルチ処理システムでは、複数の処理ユニットがコンピュータ実行可能命令を実行して処
理能力を高める。メモリ（１１２０）は、揮発性メモリ（例えばレジスタ、キャッシュ、
ＲＡＭ）、不揮発性メモリ（例えば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリなど）、
またはこの２つの何らかの組合せとすることができる。メモリ（１１２０）は、説明した
翻訳技術を実装するソフトウェア（１１８０）を格納する。ＧＰＵ（１１１５）を、単一
ボード上で処理ユニット１１１０と統合することができ、または別個に備えることができ
る。
【００５３】
　コンピューティング環境は追加の特徴を有することがある。例えば、コンピューティン
グ環境（１１００）は、記憶装置（１１４０）、１つまたは複数の入力装置（１１５０）
、１つまたは複数の出力装置（１１６０）、および１つまたは複数の通信接続（１１７０
）を含む。バス、コントローラ、またはネットワークのような相互接続メカニズム（図示
せず）は、コンピューティング環境（１１００）のコンポーネントを相互接続する。典型
的に、オペレーティングシステムソフトウェア（図示せず）は、コンピューティング環境
（１１００）内で実行される他のソフトウェアに動作環境を提供し、コンピューティング
環境（１１００）のコンポーネントのアクティビティを調整する。
【００５４】
　記憶装置（１１４０）は取り外し可能または取り外し不能とすることができ、磁気ディ
スク、磁気テープまたはカセット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、あるいは情報の
格納に使用可能でありコンピューティング環境（１１００）内でアクセス可能な任意の他
の媒体を含む。記憶装置（１１４０）は、説明した翻訳技術を実装するソフトウエア（１
１８０）に関する命令を格納する。
【００５５】
　入力装置（１１５０）は、キーボード、マウス、ペン、またはトラックボールなどのタ
ッチ入力装置、音声入力装置、スキャン装置、または入力をコンピューティング環境（１
１００）に提供する別の装置とすることができる。オーディオに関して、入力装置（１１
５０）は、オーディオ入力をアナログもしくはデジタル形式で受け入れるサウンドカード
または同様の装置、あるいはオーディオサンプルをコンピューティング環境に提供するＣ
Ｄ－ＲＯＭリーダとすることができる。出力装置（１１６０）は、ディスプレイ、プリン
タ、スピーカ、ＣＤライタ、またはコンピューティング環境（１１００）からの出力を提
供する別の装置とすることができる。
【００５６】
　通信接続（１０７０）は、通信媒体上で別のコンピューティングエンティティへの通信
を可能にする。通信媒体は、コンピュータ実行可能命令、圧縮されたオーディオまたはビ
デオ情報、または他のデータなどの情報を変調データ信号で伝達する。変調データ信号は
、１つまたは複数のその特性の集合を有するかまたは信号内の情報をエンコードする方法
で変更された信号である。限定ではなく例として、通信媒体は、電気、光、ＲＦ、赤外線
、音、または他のキャリアで実装された有線または無線技術を含む。
【００５７】
　本明細書の翻訳技術を、コンピュータ読み取り可能な媒体の一般的な文脈で説明するこ
とができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピューティング環境内でアクセス
可能な任意の利用可能な媒体である。限定ではなく例として、コンピューティング環境（
１１００）では、コンピュータ読み取り可能な媒体は、メモリ（１１２０）、記憶装置（
１１４０）、通信媒体、および上記のいずれかの組合せを含む。
【００５８】
　本明細書の翻訳技術を、プログラムモジュールに含まれるコンピュータ実行可能命令な
どの、対象の実プロセッサまたは仮想プロセッサにおいてコンピューティング環境内で実
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、プログラムモジュールには、特定のタスクを実施するかまたは特定の抽象データ型を実
装するルーチン、プログラム、ライブラリ、オブジェクト、クラス、コンポーネント、デ
ータ構造などが含まれる。プログラムモジュールの機能性を、様々な実施形態で望ましい
ようにプログラムモジュール間で結合または分離することができる。プログラムモジュー
ルのコンピュータ実行可能命令を、ローカルまたは分散コンピューティング環境内で実行
することができる。
【００５９】
　提示のために、詳細な説明では「決定する（ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ）」、「生成する（ｃ
ｒｅａｔｅ）」、「挿入する（ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｅ）」、および「計算する（ｃｏｍ
ｐｕｔｅ）」などの用語を使用して、コンピューティング環境内のコンピュータオペレー
ションを説明している。これらの用語は、コンピュータによって実行されるオペレーショ
ンの高レベルな抽象化であって、人間によって実行されるアクトと混同されるべきではな
い。これらの用語に対応する実際のコンピュータオペレーションは、実装に応じて変化す
る。
【００６０】
　本明細書で説明される主題の多くのあり得る変形を考慮して、我々は添付の特許請求の
範囲およびその等価物の範囲内にある上記実施形態の全てを本発明として特許請求する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】インスタントメッセージングコンピュータと翻訳ツールとの間のネットワーク上
での例示的なやりとりの図である。
【図２】翻訳プラグインを有する例示のインスタントメッセージングプログラムと、例示
の翻訳サーバと、例示の翻訳サービスとの例示的なコンポーネント、およびそれらの間の
やりとりを示すブロック図である。
【図３】図２の翻訳プラグインを起動する前の例示的なインスタントメッセージングウィ
ンドウの図である。
【図４】図２の翻訳プラグインを起動するためのインスタントメッセージングプログラム
の例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図５】図２の翻訳プラグインを使用する例示的なインスタントメッセージングウィンド
ウの図である。
【図６】メッセージを翻訳する準備をするための翻訳プラグインの例示的なプロセスを示
すフローチャートである。
【図７】図２のインスタントメッセージングプログラムによって受信されるメッセージを
翻訳するための翻訳プラグインの例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図８】図２の翻訳プラグイン内の翻訳ボックスを使用する例示的なインスタントメッセ
ージングウィンドウの図である。
【図９】メッセージの手動翻訳に使用されている図８の翻訳ボックスを示す例示的なイン
スタントメッセージングウィンドウの図である。
【図１０】翻訳ボックスを通してメッセージを翻訳するための翻訳プラグインの例示的な
プロセスを示すフローチャートである。
【図１１】図２の翻訳プラグインの実装に適した例示的なコンピューティング環境のブロ
ック図である。
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