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(57)【要約】
【課題】　本発明の課題は、ユーザがコンピュータ画面
上に表示される電子文書を読みながら、ユーザのマウス
ポインタに隣接または重なり合うテキストの一部に含ま
れるテキスト情報に関するユーザのマウスポインタに関
連付けされたコールアウトに表示される人工知能に基づ
く２ヶ国語注釈をユーザに提供するシステム及び方法を
提供することである。
【解決手段】　上記課題は、ユーザ画面に表示される電
子文書に含まれる第１言語によるテキスト情報に関する
２ヶ国語注釈をユーザに提供するシステムであって、ユ
ーザのポインタに隣接または重なり合うテキストの一部
を画面抽出し、画面抽出したテキストの一部を１以上の
論理、言語及び／または文法規則に従ってクエリに変換
し、データベースを検索し、論理、言語及び／または文
法規則を適用することにより、クエリを第２言語に翻訳
し、ユーザ画面上にクエリ、クエリの翻訳及び／または
他の読解支援情報を含む視覚的合図を表示するよう構成
されるプロセッサを有するシステムにより解決される。
【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ画面に表示される電子文書に含まれる第１言語によるテキスト情報に関する２ヶ
国語注釈をユーザに提供するシステムであって、
　前記ユーザのポインタに隣接または重なり合うテキストの一部を画面抽出し、
　前記画面抽出したテキストの一部を１以上の論理、言語及び／または文法規則に従って
クエリに変換し、
　データベースを検索し、論理、言語及び／または文法規則を適用することにより、前記
クエリを第２言語に翻訳し、
　前記ユーザ画面上に前記クエリ、前記クエリの翻訳及び／または他の読解支援情報を含
む視覚的合図を表示する、
よう構成されるプロセッサを有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　ユーザ画面に表示される電子文書に含まれる第１言語によるテキスト情報に関する２ヶ
国語注釈をユーザに提供する方法であって、
　前記ユーザのポインタに隣接または重なり合うテキストの一部を画面抽出するステップ
と、
　前記画面抽出したテキストの一部を１以上の規則に従ってクエリに変換するステップと
、
　データベースを検索し、論理、言語及び／または文法規則を適用することにより、前記
クエリを第２言語に翻訳するステップと、
　前記ユーザ画面上に前記クエリ、前記クエリの翻訳及び／または他の読解支援情報を含
む注釈コールアウトを表示するステップと、
から構成されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　ウェブサーバによってサポートされるウェブサイトに含まれる第１言語によるテキスト
情報に関する２ヶ国語注釈を前記ウェブサーバからリモートユーザに返すシステムであっ
て、
該システムは、
　前記ユーザのポインタに隣接または重なり合うテキストの一部を画面抽出し、
　前記画面抽出したテキストの一部をクエリに変換し、
　前記クエリを第２言語に翻訳し、
　前記ユーザ画面上の視覚的合図に前記クエリ、前記クエリの翻訳及び／または他の読解
支援情報を表示するよう信号を送信する、
よう動作するアプリケーションを有することを特徴とするシステム。
【請求項４】
　ウェブサーバによってサポートされるウェブサイトに含まれる第１言語によるテキスト
情報に関する２ヶ国語注釈を前記ウェブサーバからリモートユーザに返す方法であって、
　前記ユーザのポインタに隣接または重なり合うテキストの一部を画面抽出するステップ
と、
　前記画面抽出したテキストの一部を前記ウェブサーバに送信するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部を１以上の規則に従ってクエリに変換するステップと
、
　データベースを検索し、論理、言語及び／または文法規則を適用することにより、前記
クエリを第２言語に翻訳するステップと、
　前記クエリを前記クエリの翻訳と共に前記ユーザのコンピュータに返すステップと、
　前記ユーザ画面上に前記クエリ、前記クエリの翻訳及び／または他の読解支援情報を含
むコールアウトを表示するよう信号を送信するステップと、
から構成されることを特徴とする方法。
【請求項５】
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　サーバからユーザにグローバルネットワークを介しリアルタイム多言語注釈サービスを
提供するシステムであって、
（ａ）前記ユーザのコンピュータ上で実行され、前記ユーザのポインタに隣接または重な
り合う第１言語によるテキストの一部を画面抽出し、前記画面抽出したテキストの一部を
クエリに変換し、前記クエリを前記サーバに送信し、前記クエリと前記サーバから返され
たクエリの翻訳を含む注釈コールアウトを表示するよう動作可能なクライアントアプリケ
ーションと、
（ｂ）前記サーバ上で実行され、データベースを検索し、論理、言語及び文法規則を適用
することにより、前記クエリを第２言語に翻訳し、前記クエリの翻訳を前記クライアント
アプリケーションに返すよう動作可能なサーバアプリケーションと、
から構成されることを特徴とするシステム。
【請求項６】
　サーバからユーザにグローバルネットワークを介しリアルタイム多言語注釈サービスを
提供する方法であって、
　前記ユーザのポインタに隣接または重なり合う第１言語によるテキストの一部を画面抽
出するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部をクエリに変換するステップと、
　データベースを検索し、論理、言語及び文法規則を適用することにより、前記サーバに
おいて前記クエリを第２言語に翻訳するステップと、
　前記クエリの翻訳を前記ユーザのコンピュータに返すステップと、
　前記サーバから返された前記クエリ、前記クエリの翻訳及び／または他の読解支援情報
を含む注釈コールアウトを表示するステップと、
から構成されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　ネットワークを介しクライアントに通信可能に接続されるサーバに格納される電子文書
に含まれる第１言語によるテキスト情報に関する注釈を提供するシステムであって、
　前記テキスト情報を特定するデータを前記クライアントから受信し、
　前記特定されたテキスト情報を１以上の論理、言語及び／または文法規則に従ってクエ
リに変換し、
　データベースを検索し、論理、言語及び文法規則を適用することにより、前記クエリを
第２言語に翻訳し、
　前記クエリの翻訳を前記クライアントに転送する、
よう構成されたプロセッサを有することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　ユーザ画面に表示される電子文書に含まれる第１言語によるテキスト情報に関する２ヶ
国語注釈をユーザに提供する方法であって、
　前記テキスト情報を特定するデータを受信するステップと、
　前記テキスト情報をクエリに変換するステップと、
　前記クエリを第２言語に翻訳するステップと、
　前記翻訳されたクエリを前記ユーザに転送するステップと、
から構成されることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その内容が参照することによりここに含まれる、２００２年９月３０日に出
願された米国特許仮出願第６０／４１４，６２３号に対する優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般に機械翻訳技術に関する。より詳細には、本発明は、ユーザがコンピュ
ータ画面上の電子文書を閲覧しながら、ユーザのマウスポインタに隣接または重なってい
るテキストの一部に含まれるフレーズ、キーワードやセンテンスなどのテキスト情報に関
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するコールアウト（ｃａｌｌｏｕｔ）やバブル（ｂｕｂｂｌｅ）に表示される人工知能に
基づく２ヶ国語注釈（ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　ａｎｎｏｔａｔｉｏｎ）を、ローカルコンピ
ュータやウェブサーバからユーザに自動的に返すシステム及び方法を有する２ヶ国語ＬＡ
ＣＥ（Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　Ａｎｎｏｔａｔｉｏｎ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｅｎｇ
ｉｎｅ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワールドワイドウェブは、シンプルなポイント・アンド・クリックシステムを介しユー
ザにアクセス可能なＨＴＴＰプロトコルを用いたすべてのインターネットサーバ上にある
文書全体を参照する。インターネットはボーダレスであるため、世界中のユーザは、イン
ターネット接続に必要な装置が利用可能である限り、任意のウェブサーバにより管理され
ているウェブサイトへのアクセスが可能である。
【０００４】
　世界中でのインターネットの広範な利用により、ＷＷＷは、インターネットへのアクセ
スが可能な多数の人々にとって主要な情報源となりつつある。ウェブユーザは、ユーザ自
身の言語でのウェブサイトだけからでなく、外国語でのウェブサイトからも情報を求めて
いる。異なる言語のバックグラウンドを有するユーザを支援するため、多くのサイト提供
者は複数言語により自身のウェブサイトを提供している。例えば、西洋諸国からの閲覧者
に注目してもらうため、多くの中国、韓国及び日本のウェブサイトは、英語、フランス語
あるいはドイツ語のバージョンを備えている。同様に、アジアの閲覧者に注目してもらう
ため、一部のアメリカのウェブサイトもまた、中国語、韓国語あるいは日本語のバージョ
ンを備えている。
【０００５】
　実際問題として、多言語ウェブサイトは、サイト所有者の観点から２ヶ国語ニーズを有
するユーザに最も良く資するが、コスト効率的ではない。第１に、ウェブページ及びその
アップデートを異なる言語に翻訳するための専門家を雇うことは大変コストがかかる。数
百から数千もの文書ページを有する大規模なウェブサイトでは、翻訳作業は大変なものと
なる。第２に、翻訳は時間を要するため、適時的に多言語バージョンをアップデートする
ことは不可能である。第３に、ウェブサイトがより多くのバージョンを有するほど、各バ
ージョン間に不整合が生じてくる。中心性、完全性あるいは整合性が不可欠となる場合も
ある。第４に、多言語ウェブサイトは、大規模データベース及び高処理機能を要するため
にホストに負荷をかけるだけでなく、より大きなトラフィックを発生させるためにインタ
ーネットにも負荷をかけることになる。
【０００６】
　従って、ユーザ言語以外の言語によるウェブサイトを読むための１以上のツールをユー
ザに提供する必要性がある。
【０００７】
　Ｎｉｎｇ－Ｐｉｎｇ　Ｃｈａｎらは、２００３年８月５日に「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　
ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＴＲＡＳＬＩＮＧＵＡＬ　ＴＲＡＮＳＬＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＱＵ
ＥＲＹ　ＡＮＤ　ＳＥＡＲＣＨ　ＡＮＤ　ＲＥＴＲＩＡＬ　ＯＦ　ＭＵＬＴＩＬＩＮＧＵ
ＡＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＯＮ　Ａ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という
タイトルの発明に対する米国特許を受けた。当該特許は、ソース言語（あるいはユーザ言
語またはサブジェクト言語とも呼ばれる）によりユーザが入力したクエリをターゲット言
語（またはオブジェクト言語とも呼ばれる）に変換し、ターゲット言語によりウェブ文書
の検索及び抽出を行い、当該ウェブ言語をソース言語に翻訳する方法を開示及び教示して
いる。本発明によると、ユーザはまず、キーボードなどのユニットを介しソース言語によ
りクエリを入力する。その後、このクエリは、コンテンツワードを抽出するため、バック
エンドのサーバにより処理される。次のステップは、サーバ上に設けられ、抽出されたコ
ンテンツワードを言語地理的に標準化する機能を実行するダイアレクタルコントローラ（
ｄｉａｌｅｃｔａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）において実行される。当該プロセスにおい
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て、ユーザによる検索を詳細化するため、あるいは最初の入力クエリを利用しては言語地
理的標準化が実行できない場合には、さらなる入力を促されるかもしれない。この後、言
語地理的に標準化されたワードを翻訳機を介しターゲット言語に翻訳するプレサーチ翻訳
プロセスが後続する。この翻訳プロセスの後、翻訳されたワードをターゲット言語により
サーチエンジンに投入する。このような入力は、翻訳されたワードに対応するターゲット
言語による検索結果を生成する。その後、当該検索結果は、検索基準を満たすサイト名（
ＵＲＬ）の形式により表示される。ターゲット言語により取得されたすべての結果が、ユ
ーザ画面に表示される。ユーザの要求に従って、当該検索結果はすべてあるいは部分的に
ソース言語に翻訳されるようにしてもよい。Ｃｈａｎの特許は、ソース言語と呼ばれるユ
ーザ言語によりクエリを入力し、対象となるウェブサイトの翻訳全体をユーザに返すこと
によって、ユーザによるウェブ検索を支援するためのものである。多くの状況では、ター
ゲット言語に関する基本的知識をある程度有するユーザにとっては、文書全体の翻訳は必
要ではない。代わりに、一部のキーワード、フレーズあるいはセンテンスに関する即時の
２ヶ国語注釈（ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　ａｎｎｏｔａｔｉｏｎ）で十分であるかもしれない
。
【０００８】
　Ｌａｎｇｅらによる米国特許第６，２３６，９５８号は、２ヶ国語の用語の自動生成を
可能にする用語抽出システムを開示している。当該システムは、少なくとも１つのターゲ
ットタームシーケンスを有するターゲットテキストと並置された少なくとも１つのソース
タームシーケンスを有するソーステキストを有する。ターム抽出器は、ネットワークの各
ノードが少なくとも１つのタームを有し、ソースタームの各組み合わせが１つのソースノ
ード内に含まれ、ターゲットタームの各組み合わせが１つのターゲットノード内に含まれ
るようなネットワークを各ソース及びターゲットシーケンスから構成する。ターム抽出器
は、各ソースノードと各ターゲットノードをリンクさせ、フロー最適化方法により、結果
として得られるネットワークの該当するリンクを選択する。ターム抽出器が並置されたシ
ーケンス全体に対して実行されると、ターム統計回路がリンクしたソース／ターゲットタ
ームの各ペアに対する関連性スコアを計算し、最終的に、該当する２ヶ国語タームとみな
されるリンクしたソース／ターゲットタームの採点されたペアが２ヶ国語用語データベー
スに格納される。上記プロセス全体は、２ヶ国語リンクを強化させるため、繰り返すこと
ができる。Ｌａｎｇｅの特許は、統計抽出及びファジー論理を用いた言語変換機構を教示
するものでもなく、またユーザのマウスポインタと同的に関連するコールアウトにより２
ヶ国語注釈を即座に表示する機構でもない。
【０００９】
　従って、ユーザがコンピュータ画面上の電子文書を読んでいる最中に、ユーザのマウス
に隣接あるいは重なり合うテキストの一部に含まれるユーザのマウスポインタに関連する
コールアウトに表示されるテキスト情報に関する人工知能に基づく２ヶ国語注釈をコンピ
ュータユーザに自動提供するシステム及び方法を提供することが望ましい。
【００１０】
　さらに、ユーザがウェブサーバによりサポートされているウェブサイトを閲覧している
最中に、ユーザのマウスに隣接あるいは重なり合うテキストの一部に含まれるユーザのマ
ウスポインタに関連するコールアウトに表示されるテキスト情報に関する人工知能に基づ
く２ヶ国語注釈をウェブサーバからリモートオンラインユーザに自動的に返すシステム及
び方法を提供することが望ましい。
【００１１】
　さらに、ユーザがウェブサーバによりサポートされているウェブサイトを閲覧している
最中に、ユーザのマウスに隣接あるいは重なり合うテキストの一部に含まれるユーザのマ
ウスポインタに関連するコールアウトに表示されるテキスト情報に関する人工知能に基づ
く２ヶ国語注釈を第三者の中央翻訳サーバからリモートオンラインユーザに自動的に返す
加入ベースシステム及び方法を提供することが望ましい。
【特許文献１】米国特許第６，６０４，１０１号
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【特許文献２】米国特許第６，２３６，９５８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上述した従来技術の問題点に鑑み、ユーザがコンピュータ画面上の電子文書
を閲覧しながら、ユーザのマウスポインタに隣接または重なっているテキストの一部に含
まれるフレーズ、キーワードやセンテンスなどのテキスト情報に関するコールアウトやバ
ブルに表示される人工知能に基づく２ヶ国語注釈を、ローカルコンピュータやウェブサー
バからユーザに自動的に返す効果的なシステム及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の好適な一実施例では、コンピュータ画面上に表示される電子文書を読んでいる
ユーザが、テキスト情報を含むテキストの一部の上でマウスポインタを移動させ、あるい
は指定しながら、ユーザのマウスポインタに関連付けされたコールアウトに含まれるテキ
スト情報に関する２ヶ国語注釈メッセージをコンピュータユーザに瞬時に提供するシステ
ム及び方法が開示される。本実施例は、ユーザのコンピュータ上で実行され、以下のステ
ップ、すなわち、
　ユーザのマウスポインタに隣接または重なり合う第１言語（オブジェクト言語）による
テキストの一部を画面抽出するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部をクエリに変換するステップと、
　前記クエリとその翻訳（及び他の読解支援情報）をユーザのマウスポインタに近接して
関連付けされたコールアウトまたは仮想バブルに表示するステップと、
を実行するよう動作するソフトウェアアプリケーションに関する。
【００１４】
　本発明の他の好適な実施例では、コンピュータ画面上に表示される電子文書を読んでい
るユーザが、テキスト情報を含むテキストの一部の上でマウスポインタを移動させ、ある
いは指定しながら、ユーザのマウスポインタに関連付けされたコールアウトに含まれるテ
キスト情報に関する２ヶ国語注釈メッセージをバックエンドサーバからウェブユーザに瞬
時に返すシステム及び方法が開示される。本実施例は、ウェブサイトのバックエンドサー
バ上で実行され、以下のステップ、すなわち、
　ユーザのマウスポインタに隣接または重なり合うオブジェクト言語によるウェブページ
に含まれるテキストの一部を画面抽出するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部をウェブページを運営するバックエンドサーバに送信
するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部をクエリに変換するステップと、
　前記クエリをサブジェクト言語に翻訳するステップと、
　前記クエリとその翻訳（及び他の読解支援情報）をユーザのマウスポインタに近接して
関連付けされたコールアウトに表示するのに必要とされるデータをユーザのコンピュータ
に返すステップと、
　前記サーバから送信された信号に従って前記コールアウトを表示するステップと、
を実行するよう動作するソフトウェアアプリケーションに関する。
【００１５】
　本発明のさらなる他の好適な実施例では、コンピュータ画面上に表示される電子文書を
読んでいるユーザが、テキスト情報を含むテキストの一部の上でマウスポインタを移動さ
せ、あるいは指定しながら、ユーザのマウスポインタに関連付けされたコールアウトに含
まれるテキスト情報に関する２ヶ国語注釈メッセージを第三者サーバからウェブユーザに
瞬時に返すシステム及び方法が開示される。本実施例は、第三者サーバ上で実行され、以
下のステップ、すなわち、
　ユーザのマウスポインタに隣接または重なり合うオブジェクト言語によるウェブページ
または他の電子文書に含まれるテキストの一部を画面抽出するステップと、
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　前記画面抽出したテキストの一部を２ヶ国語注釈サービスを提供する第三者サーバに送
信するステップと、
　前記画面抽出したテキストの一部をクエリに変換するステップと、
　前記クエリをサブジェクト言語に翻訳するステップと、
　前記クエリとその翻訳（及び他の読解支援情報）をユーザのマウスポインタに近接して
関連付けされたコールアウトに表示するのに必要とされるデータをユーザのコンピュータ
に返すステップと、
　前記サーバから送信された信号に従って前記コールアウトを表示するステップと、
を実行するよう動作するソフトウェアアプリケーションに関する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、ユーザがコンピュータ画面上の電子文書を閲覧しながら、ユーザのマ
ウスポインタに隣接または重なっているテキストの一部に含まれるフレーズ、キーワード
やセンテンスなどのテキスト情報に関するコールアウトやバブルに表示される人工知能に
基づく２ヶ国語注釈を、ローカルコンピュータやウェブサーバからユーザに自動的に返す
効果的なシステム及び方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　上記説明は、本発明の関連する重要な特徴を概要したものである。以下において、本発
明の技術的効果が十分に理解されるように、本発明の詳細な説明が提供される。
【００１８】
　図面を参照しながら、本発明がベストモード及び好適実施例に関して詳細に説明される
。それの最も一般的形態では、本発明は、ユーザのマウスポインタと関連するコールアウ
トに表示される２ヶ国語注釈メッセージをユーザに提供するのに必要な各ステップを実行
するため、コンピュータが実行可能な命令プログラムを有形に実現するコンピュータによ
り可読なプログラム記憶媒体から構成される。
【００１９】
　図１Ａは、一好適実施例による多言語ＬＡＣＥ（Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　Ａｎｎｏｔａ
ｔｉｏｎ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅ）１００を示す概略的なブロック図で
ある。多言語ＬＡＣＥ１００は、１以上のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）１０１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２
と、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１０３と、オペレーティングシステム（ＯＳ）１０
４と、任意的なＭＣ（Ｍｉｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）１０５とから構成
されるコンピュータプラットフォーム１１０上で動作する。多言語ＬＡＣＥ１００は、Ｏ
Ｓ１０４を介し実行されるアプリケーションプログラムまたはＭＣ１０５の一部であって
もよい。当業者は、多言語ＬＡＣＥ１００が実質的な変更を伴わない他のシステム内で実
現されてもよいということを容易に理解するであろう。
【００２０】
　しばしばオブジェクト言語と呼ばれる第１言語により電子文書をコンピュータ画面１０
９上で閲覧しているユーザは、任意の時点で多言語ＬＡＣＥを起動するかもしれない。電
子文書は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ、Ｍｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、ＰＤＦ、ＪＰＥＧなどの任意のフォーマットが可能
である。多言語ＬＡＣＥが起動すると、ユーザは、しばしばサブジェクト言語と呼ばれる
第２言語を、各々が選択肢を表すいくつかのアイコンやドロップダウンリストを有するＧ
ＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）要素とすることが可能な言
語設定１１７からの注釈に利用されるよう設定することができる。本出願に関して、「サ
ブジェクト言語」とは、ターゲットまたはオブジェクト文書に含まれる情報に注釈を付け
るため、ユーザが使用することを所望するターゲットまたはオブジェクト文書で用いられ
る言語以外の言語を意味する。他方、「オブジェクト言語」とは、ユーザが読んだり、閲
覧したりしている文書に用いられるサブジェクト言語以外の言語を意味する。図１Ａに示
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されるような例では、ユーザは、サブジェクト言語として簡単な中国語を選択している。
コールアウト設定１１８から、ユーザは、２ヶ国語注釈を表示するのに利用されるバブル
としばしば呼ばれるコールアウトの構成及びスタイル設定を行うパラメータを設定しても
よい。上記パラメータには、以下に限定するものではないが、スタイル、形状、フォント
スタイル及びサイズ、背景カラーなどが含まれる。言語設定１１７と類似したコールアウ
ト設定１１８は、各々が選択肢を表すいくつかのアイコンまたはドロップダウンリストを
有するＧＵＩ要素とすることができる。１つの配置では、言語設定１１７とコールアウト
設定１１８は、１つのＧＵＩ１０８に含まれる。他の配置では、言語設定１１７とコール
アウト設定１１８は、例えば、これらの設定が通常は隠されているが、ユーザがコールア
ウトを右クリックすることによりアクセスできるような便利な方法により表示されたコー
ルアウトに結合される。ユーザがこれらの設定を変更する前には、それらはデフォルト状
態か、あるいはユーザが最後にアプリケーションを利用した状態に設定されている。
【００２１】
　本発明で用いられるコールアウトまたはバブルは、コンピュータ画面上に重なり合う動
的に生成された視覚的な合図である。スタイル、形状、フォントスタイル及びサイズと共
に背景カラーは、ユーザにより予め設定可能であるが、それに表示されるコンテンツは、
変換モジュール１１３と翻訳モジュール１１４の出力に基づき、表示モジュール１１６に
より決定される。２ヶ国語モードでは、表示モジュール１１６により与えられるコールア
ウトコンテンツは、２ヶ国語である。ユーザが言語設定１１７から同時に２つの言語を選
択した場合、表示コンテンツは３ヶ国語になる。ユーザが言語設定１１７から同時に複数
の言語を選び、オブジェクト言語によるクエリの多言語注釈を取得することが可能である
。コールアウトまたはバブルは固定サイズとすることができるが、好ましくは、表示され
るコンテンツに従って適応可能とされる。ここでの「適応可能」とは、表示されるコンテ
ンツに適合するよう自動調整されるエラスティック、フレキシブル、スケーラブルである
ことを意味する。例えば、クエリとその翻訳（及び／または他の読解支援情報）が極めて
短いとき、コールアウトやバブルも比較的小さいものとなり、そうでない場合には、比較
的大きなものとなりうる。
【００２２】
　ユーザがコンピュータ画面上に表示される電子文書上でマウスポインタを動かすとき、
マウスポインタは、画面抽出（ｓｃｒｅｅｎ－ｓｃｒａｐｉｎｇ）機能１１２を起動する
。通常はポインタと呼ばれるマウスポインタは、典型的にはマウスなどのポインティング
装置の動きに応答して、コンピュータ画面上を移動するオペレーティングシステム（ＯＳ
）１０４により提供される小さな矢印などの小さなビットマップである。マウスポインタ
が移動すると、モーションイベントが生成され、ユーザフィードバックが与えられる。マ
ウスポインタはまた、ときにはドラッグアクションと共にマウスボタンがクリックされる
とき、画面上のどのオブジェクトが選択されるかユーザに示す。本発明の好適実施例では
、マウスポインタは、それがテキストの１つの行またはその行のポイントを移動するとき
、テキストの一部が自動的に選択されるように設定される。言い換えると、ユーザはクリ
ックやドラッグアクションを行う必要がない。にもかかわらず、ユーザは常に手動による
選択を行うことができる。
【００２３】
　図１Ａを参照するに、ユーザが「．．．ｔｈｅ　ｂｏｏｋ　ｔｉｔｌｅｄ　Ｌｉｖｉｎ
ｇ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｗｒｉｔｔｅｎ　ｂｙ　Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｒｏｄｈａｍ　Ｃｌｉｎ
ｔｏｎ．．．」を含むテキストの１つの行にマウスポインタ１１１を移動させると、多言
語ＬＡＣＥアプリケーションは、この行からテキストの一部を画面抽出する。画面抽出さ
れたテキストの一部の長さは、ユーザ要求に従って設定することができる。図１Ａの例に
おいて、「Ｌｉｖｉｎｇ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｗｒｉｔｔｅｎ　ｂｙ」が画面抽出され、変
換モジュール１１３への入力として送られると仮定する。変換モジュール１１３は、入力
をいくつかの所定の論理、言語及び文法規則に従って、フレーズ、キーワードあるいはセ
ンテンスなどの変換されたクエリに標準化する。画面抽出されたテキストの一部の長さは
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、エラスティック、フレキシブル、スケーラブルあるいは自動調整可能であることを意味
する適応的となるよう設定することが可能である。この場合、ユーザの選好と変換に用い
られる論理、言語及び文法規則が、部分長さ設定に適用され、画面抽出されたテキストは
、それがすでに変換済みであるという理由から、翻訳モジュール１１４のためのクエリと
して直接使用することができる。何れの場合でも、変換処理は人工知能（ＡＩ）に基づき
、変換されたクエリは、言語専門家による選択と極めて類似したものとなる。
【００２４】
　翻訳モジュール１１４は、変換されたクエリを入力とし、いくつかの所定の論理、言語
及び文法規則に従う多言語データベース１１５を検索することによりＡＩベースの翻訳を
実行する。データベース１１５と翻訳規則は機械翻訳の分野における最新の成果を反映し
、経時的に更新することができるため、翻訳モジュールによる翻訳はプロの翻訳者による
翻訳と大変近いものとなるはずである。
【００２５】
　表示モジュール１１６は、多機能ユニットである。表示モジュール１１６は、コールア
ウト設定１１８から行われたユーザのコールアウト設定選好を受付ける。表示モジュール
１１６はまた、ユーザ選好に従ってコールアウトのサイズと、変換モジュール１１３から
のオブジェクト言語による変換クエリ及び翻訳モジュール１１４からのクエリの翻訳を含
む２ヶ国語注釈の文字列の長さを計算する。表示モジュール１１６は、コールアウトで当
該クエリとそれの翻訳（及び／または他の読解支援情報）を「ラップ（ｗｒａｐ）」する
。表示モジュール１１６は、マウスポインタの位置、コールアウトのサイズ及び他のパラ
メータに従ってコールアウトの位置を確定する。その後、表示モジュール１１６は、当該
データとメタデータをユーザに２ヶ国語注釈コールアウト１１９を表示するコンピュータ
画面に送信する。
【００２６】
　図１Ｂは、図１Ａによる多言語ＬＡＣＥのためのプロセスをさらに示すブロック図であ
る。本プロセスは以下のステップからなる。
【００２７】
　ステップ１２１：ＬＡＣＥの起動（ＬＡＣＥは、ユーザがサブジェクト言語を選択する
と、自動的に起動することができる。）
　ステップ１２２：ユーザの選択またはデフォルト選択に従うオブジェクト言語によるテ
キスト情報に注釈を付けるために使用されるサブジェクト言語の設定
　ステップ１２３：マウスポインタがテキストの一部を含むテキストの１つの行またはそ
の中のポイントを移動するとき自動的に選択されるテキストの一部の画面抽出
　ステップ１２４：画面抽出されたテキストの翻訳用のクエリへの変換
　ステップ１２５：当該クエリのサブジェクト言語への翻訳
　ステップ１２６：クエリ及びそれの翻訳（及び／または他の読解支援情報）に適合する
コールアウトの生成及びコールアウトへのラップ
　ステップ１２７：マウスポインタ位置、コールアウトサイズ、２ヶ国語注釈の文字列の
長さ（すなわち、クエリ、それの翻訳及び／または他の読解支援情報）などの各種パラメ
ータと、ユーザにより予め設定された選好あるいはデフォルト選好とにより決定された位
置におけるコールアウトの表示
　ステップ１２８は、任意の時点にユーザにより実行される。
【００２８】
　図１Ａ及び１Ｂを参照して上述された多言語ＬＡＣＥは、好ましくは、公衆に配布され
るソフトウェアプログラムとして構成される。それはまた、好ましくは、ユーザ画面上に
表示される任意の電子文書を画面抽出することができるよう構成される。例えば、ユーザ
は、ＷＯＲＤ文書、ＰＤＦ文書あるいはインターネット上のＨＴＭＬ文書に対して多言語
ＬＡＣＥを実行することができる。
【００２９】
　多言語ＬＡＣＥはまた、ＷＯＲＤやＥＸＣＥＬなどの任意の文書作成ソフトウェアに内
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蔵することが可能である。この場合、ユーザは、メインプログラムの全体メニューから注
釈機能を単に起動または終了させるだけでよい。
【００３０】
　ＰＤＡ、携帯電話や双方向ページャなどの簡易装置には、簡易式の多言語ＬＡＣＥプロ
グラムを埋め込むことが有用である。
【００３１】
　他の好適な実施例では、本発明は、ウェブサイトに含まれるテキスト情報に関するマウ
スポインタに関連するコールアウトに表示される２ヶ国語注釈をリモートオンラインユー
ザに動的に返すシステム及び方法を提供する。図２Ａに概略的に示されるように、本シス
テムは、インターネット２１２上のウェブサイト２１１をサポートするウェブサーバを有
する。リモートエンドユーザ２１３は、ユーザのコンピュータのブラウザを用いることに
より、インターネット２１２にログオンし、ウェブサイト２１１などのウェブサイトに訪
問する。ウェブサイトは、英語などのオブジェクト言語により記述されている。多言語Ｌ
ＡＣＥ２１４は、ウェブサイトから起動することが可能であるが、ウェブサイトサーバ２
１０上で実行される。多言語ＬＡＣＥ２１４を起動すると、ユーザは、所望のテキストに
マウスポインタを移動させるか、あるいはポインタをこのテキストにポインタ指定するこ
とにより、ウェブサイトのテキスト情報に関する２ヶ国語注釈を取得することができる。
例えば、ユーザが「Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」にポインタを移動させると、ポップアップコール
アウト２１５が画面上に現れる。当該コールアウトは、このコールアウトとターゲットテ
キストとの間の視覚参照が確立されるようにポインタと関連付けされる。例えば、図２Ａ
の注釈コールアウト２１５のテール（ｔａｉｌ）はテキスト「Ｐｒｏｄｕｃｔ」を指し示
している。
【００３２】
　図２Ｂは、ユーザとサーバの両サイドにおける処理ステップを示すブロック図である。
ＵＲＬを入力することにより、あるいはハイパーリンクをクリックすることにより、ユー
ザは、ウェブサーバにより運営されるウェブサイトにアクセスする（ステップ２２１）。
このウェブサイトは、英語などのオブジェクト言語で記述されている。ユーザがウェブサ
イトのいくつかのワード、フレーズあるいはセンテンスなどの２ヶ国語注釈を所望する場
合、ユーザは多言語ＬＡＣＥを起動する必要があり（ステップ２２２）、リストから中国
語などのサブジェクト言語を選択する（ステップ２２３）。サブジェクト言語が選択され
るとすぐに、画面抽出手段がユーザのマウスポインタと関連付けされる。アルゴリズムに
より表されるいくつかの所定の規則に従って、多言語ＬＡＣＥアプリケーションの一部で
ある画面抽出装置が、ポインタに空間的に近接した領域に属するテキストの一部を取得し
、抽出したテキストの一部をＨＴＴＰを介しウェブサーバに送信する（ステップ２２４）
。抽出したテキストの一部をクエリに標準化することにより（ステップ２２５）、サーバ
側の多言語ＬＡＣＥが強力な多言語データベースを検索することにより当該クエリを翻訳
する（ステップ２２６）。その後、ウェブサーバは、クエリとそれの翻訳（及び／または
他の読解支援情報）を含む要求された２ヶ国語注釈を、注釈のコールアウトを規定するの
に必要なメタデータと共にユーザのコンピュータに返す（ステップ２２７）。ユーザのコ
ンピュータは、サーバから送信された信号に従って画面上の返されたデータを表示する（
ステップ２２８）。
【００３３】
　図２Ａ及び２Ｂに示される実施例に従う多言語ＬＡＣＥは、バックエンドサーバ上で主
として動作するクロスプラットフォームアプリケーションである。このアプリケーション
は、ウェブサイトの各ページに埋め込まれたグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ
）として実現される起動手段を有する。ユーザがウェブサイトにアクセスすると、ユーザ
は任意のページから多言語ＬＡＣＥの起動または終了を行うことができる。１つの配置で
は、ユーザは、起動ボタンをクリックすることにより、アプリケーションを起動または終
了する。他の配置では、ユーザは、ドロップダウンメニューから選択することにより、ア
プリケーションを起動または終了する。さらなる他の配置では、ユーザがウェブサイトか
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ら離れると、自動的にアプリケーションが終了される。上記起動及び終了方法は、それが
ユーザにとって有用である限り、いくつかの方法により合成することができる。
【００３４】
　当該アプリケーションはまた、選択肢のリストから１以上のサブジェクト言語を選択す
る選択手段を有する。起動手段と同様に、選択手段は、ドロップダウンメニュー、いくつ
かのアイコンボタン（各ボタンは言語を表す）あるいはＧＵＩまたはウェブページに含ま
れる他の任意の要素として配置することができる。
【００３５】
　上述の起動手段と選択手段はまた、いくつかの方法により搭載可能である。例えば、ユ
ーザが選択肢のリストからある言語を選択すると、多言語ＬＡＣＥが自動的に起動される
。アプリケーションを終了させるため、ユーザは、アイコンをクリックするなどにより、
リストから「ＬＡＣＥの終了」を選択するようにしてもよい。
【００３６】
　図２Ｃは、注釈で使用される１以上のサブジェクト言語を選択するための一例となるド
ロップダウンメニューを示す概略図である。図２Ｄは、各々がサブジェクト言語を表すい
くつかの仮想ボタンを示す概略図である。一例として、オリジナルのサイト言語、すなわ
ち、オブジェクト言語が英語であり、サブジェクト言語として英語が選択されたと仮定す
ると、ユーザがウェブサイトのフレーズまたはセンテンス上に、あるいはそれらのポイン
トにポインタを移動させると、ポインタに関連するコールアウトまたはバブルが瞬時に現
れる。コールアウトやバブルは、英語のフレーズまたはセンテンスとそれの中国語の翻訳
を含む。
【００３７】
　コールアウトやバブルは、任意の形状、カラー背景及びサイズにより構成することが可
能である。さらに、ユーザは、ワープロアプリケーションやメッセージングアプリケーシ
ョンの大多数に設けられているフォント設定と同様に、コールアウトまたはバブルに使用
されるフォントスタイル及びサイズを設定することができる。図２Ｅは、「Ｔｉｍｅ　Ｎ
ｅｗ　Ｒｏｍａｎ」フォントが使用されている丸め矩形状の注釈コールアウトを示してい
る。図２Ｆは、「Ｃｏｕｒｉｅｒ　Ｎｅｗ」フォントが使用されている雲状の注釈コール
アウトを示している。
【００３８】
　コールアウトとバブルの相違は、前者がボディーとテールを有し、後者はボディーのみ
有するという点である。テールは、注釈コールアウトと注釈が付けられたテキスト情報と
の参照コネクタとしてしばしば使用されるため有用である。コールアウトは、好ましくは
本発明の様々な実施例において使用されるが、正方形、矩形、円、バブル、「カイト（ｋ
ｉｔｅ）」や「ハロ（ｈａｌｏ）」などの他のタイプの視覚的合図が、返された注釈メッ
セージを表示するのに使用される場合、コールアウトは本発明の本質及び範囲から逸脱す
るものでない。
【００３９】
　一例として、コールアウトは、固定サイズとして構成することも可能である。この場合
、コールアウトには限定された個数の文字が表示可能である。ポインタが移動するとき、
移動ウィンドウなどのコールアウトは、ポインタに空間的に近接するワードに関する２ヶ
国語注釈のみを示す。ポインタからより離れたワードに関する注釈は、コールアウトから
自動的に消える。
【００４０】
　他の例として、ユーザは、センテンス単位の翻訳スキームを設定することができる。こ
の場合、ポインタがセンテンスを移動するとき、センテンスの翻訳がバブルに表示される
。一部のセンテンスは長く、一部のセンテンスは極めて短いため、フレキシブルなバブル
が最も適している。
【００４１】
　多言語ＬＡＣＥアプリケーションは、例えば、ポインタに最も近接したラインのテキス
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トのみが抽出され、ポインタの左（または右）側１インチの部分が抽出され、ポインタの
左右に１インチの部分のみが抽出され、あるいは全体が抽出されるなど、いくつかの所定
の規則に従って画面からテキストを抽出する。
【００４２】
　図１Ａによる本発明の好適な実施例をさらに示す概略ブロック図である図２Ｇが参照さ
れる。ユーザが画面のテキスト「Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｏａｋｌａｎｄ」にマウスポインタ２
４１を指示すると、多言語ＬＡＣＥアプリケーションの一部である画面抽出装置２４２は
、画面抽出処理を実行する。画面抽出されたテキストの一部は、構成モジュール２４３、
多言語データベース２４５に接続された翻訳モジュール２４４及びコールアウト生成モジ
ュール２４６を有するサーバ２４０にＨＴＴＰを介し送信される。変換モジュール２４３
は、画面抽出されたテキストの一部を標準化されたクエリに変換するため、いくつかの論
理、言語及び文法処理を実行する。翻訳モジュール２４４は、強力な多言語データベース
２４５を検索し、関連する言語及び文法計算を実行することにより、クエリをウェブサイ
ト２５０において利用可能な言語選択インタフェース２４７からユーザにより選択された
サブジェクト言語による表現に翻訳する。ユーザの選好及び関連計算に基づき、コールア
ウト生成モジュール２４６は、オブジェクト言語によるクエリと１以上のサブジェクト言
語によるクエリの翻訳を含む注釈を表示するのに必要なコールアウトのサイズ、スタイル
、形状、フォントタイプ及びフォントサイズを決定する。好ましくは、２ヶ国語表現が必
要とされる。コールアウト２４９に対するスタイル、フォント及び背景カラーなどは、ウ
ェブサイト２５０において利用可能なコールアウト設定インタフェース２４８を利用して
、ユーザにより設定することが可能である。
【００４３】
　変換モジュール２４３は、言語地理的ワード検索、自発的確信の収集、語彙拡散、統計
抽出、ファジー論理、構文解析、複雑センテンスの分解など各種機能を実行するようにし
てもよい。構成モジュール２４３により用いられる論理、言語及び文法規則は、以下に限
定されるものではないが、画面抽出されたテキストにおける２つの近隣するピリオド（「
．」）の間のテキスト、１つのピリオド（「．」）と１つのイクスクラメーションマーク
（「！」）との間のテキスト、１つのピリオド（「．」）とクエスチョンマーク（「？」
）との間のテキストを抽出することにより完全なセンテンスを特定し、完全なセンテンス
が特定されない場合、代名詞や接続詞などを無視することにより、キーフレーズを特定す
るなどである。
【００４４】
　コールアウト生成モジュール２４６は、コールアウト２４９のサイズを決定するだけで
なく、マウスポインタ２４１に対するコールアウトの位置を決定する。図２Ｈに示される
ように、マウスポインタがページの右端に近接しているとき、ページ内にコールアウトを
維持するため、コールアウトはポインタの左側に置かれる。同様に、マウスポインタがペ
ージの左端に近接するとき、マウスポインタはそれの右に置かれる。マウスポインタがペ
ージの上端に近接するとき、コールアウトは、マウスポインタより高い位置には置かれな
い。ポインタがページの底部に近接するとき、コールアウトは、マウスポインタより下に
は置かれない。
【００４５】
　ここで、翻訳モジュール２４４は、選択された言語に特有な所定の論理、言語及び文法
規則に基づき翻訳を実行する。これらの規則がより精緻化されるほど、翻訳はより正確な
ものとなる。さらに、翻訳モジュール２４４は人工知能（ＡＩ）に基づく。例えば、結合
特性（ｖａｌｅｎｃｅ　ｆｅａｔｕｒｅ）、連語確率、統計抽出及びファジー論理により
強化される。
【００４６】
　図２Ａ～２Ｈを参照することにより上述された多言語ＬＡＣＥは、好ましくは、ウェブ
サイトサーバにより運営されるウェブサイトに特有のソフトウェアアプリケーションとし
て配置される。多言語ＬＡＣＥはまた、好ましくは、ウェブサイト上の情報を画面抽出す
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ることが可能となるよう構成される。言い換えると、ユーザは、１つのサイトから多言語
ＬＡＣＥを起動し、それを当該ウェブサイトから提供されたもの以外の文書に利用するこ
とはできない。そうでない場合、システムはフリーキャリアとなってしまうであろう。
【００４７】
　図３Ａに示されるような本発明のさらなる他の好適な実施例では、ＩＭ＿ＬＡＣＥと呼
ばれるＩｎｓｔａｎｔ　ＭｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌＬＡＣＥサービスが、独立したＩＭシ
ステムあるいはＮｅｔＭｅｅｔｉｎｇ、ＭＳＮ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ、Ｙａｈｏｏ！　Ｍ
ｅｓｓｅｎｇｅｒ、ＡＩＭなどの既存のＩＭシステムに搭載されるＩＭ（Ｉｎｓｔａｎｔ
　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）フレームワークを用いた中央翻訳サーバ３１０から提供される。
ユーザと中央翻訳サーバ３１０との間のデータ交換は、ＳＯＡＰ／ＸＭＬ／ＨＴＴＰなど
のウェブサービスインタフェース及び関連するプロトコルによってサポートされている。
【００４８】
　好ましくは、ＩＭ＿ＬＡＣＥサービスは、加入に基づくものである。ユーザ３１２や３
１７などの各ユーザは、ＩＭ＿ＬＡＣＥクライアントアプリケーションの登録及びダウン
ロードによりサービスを購入する。クライアントアプリケーションがダウンロードされる
と、ユーザは当該サービスにログインし、それを任意の電子文書に対してオンラインに利
用することができる。クライアントアプリケーションがダウンロードされると、変換及び
コールアウト生成タスクを実行するが、通常大規模データベースを要する翻訳を中央サー
バ３１０に任せるよう構成することができる。図３Ａでは、ユーザ３１６は、ＩＭセッシ
ョン３１７においてＩＭ＿ＬＡＣＥサービスを利用している。同様に、ＩＭセッション３
１５のユーザ３１２は、インターネット３１８上のｑＮサイトサーバ３１１によりサポー
トされるウェブサイトを閲覧するためＩＭ＿ＬＡＣＥサービスを利用している。
【００４９】
　図３Ｂは、図３Ａの実施例によるプロセスを示すブロック図である。本プロセスは、以
下の各ステップを有する。
【００５０】
　ステップ３２１：ＩＭ＿ＬＡＣＥシステムへのログオン（起動）
　ステップ３２２：ユーザのマウスポインタに隣接または重なり合うオブジェクト言語に
よるウェブページまたは他の電子文書に含まれるテキストの一部の画面抽出
　ステップ３２３：画面抽出されたテキストの一部のクエリへの変換
　ステップ３２４：クエリの中央翻訳サーバへの送信
　ステップ３２５：ユーザのローカルコンピュータのＩＭ＿ＬＡＣＥクライアントアプリ
ケーションへの翻訳の返送
　ステップ３２６：ユーザのマウスポインタに最も近接したコールアウトでのクエリ及び
それの翻訳（及び／または他の読解支援情報）の表示
　上記本発明は様々な効果を有する。第１に、図２Ｇの変換モジュール２４３などのＡＩ
ベースモジュールを利用した画面抽出されたテキストを変換することにより、よりコンテ
ンツに関連した注釈が利用可能となる。
【００５１】
　第２に、翻訳モジュールもＡＩに基づく。高機能ＡＩ翻訳技術を採用することにより、
翻訳は専門家による翻訳に近いものとなる。
【００５２】
　第３に、コールアウトまたはバブルの表示はユーザのマウスポインタに関連し、表示さ
れた２ヶ国語注釈はマウスポインタに空間的に近接したテキスト情報部分に関するもので
あるため、注釈は動的なものとなる。
【００５３】
　第４に、ユーザはコールアウトあるいはバブルのスタイル、フォント、背景などを容易
に設定することができるため、システムはユーザフレンドリなものとなる。
【００５４】
　第５に、シンプルな装置として、異なる言語によりサイトを作成するコストを負担する
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ＣＥは、メインとなるサイトの完全性及び中心性の維持に資する。外国人は、起動を所望
するサブジェクト言語を単に選択しさえすればよい。
【００５５】
　本発明は好適な実施例を参照して説明されたが、当業者は、他のアプリケーションが本
発明の趣旨及び範囲を逸脱することなくここで開示されたものに置換されるということを
容易に理解するであろう。
【００５６】
　従って、本発明は、以下に含まれる請求項によってのみ限定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の好適な実施例による計算装置上で任意のウェブサーバから
独立に実行される多言語ＬＡＣＥ（Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　Ａｎｎｏｔａｔｉｏｎ　Ｃａ
ｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅ）を示す概略的なブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１ＡによるＬＡＣＥのためのプロセスをさらに示すフロー図であ
る。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の他の好適な実施例によるウェブサイトのバックエンドサー
バ上で実行される多言語ＬＡＣＥを有するシステムを示す概略図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａによるユーザ側とバックエンドサーバ側の両方における動作
ステップを示すブロック図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、注釈で使用されるサブジェクト言語を選択するための一例となるド
ロップダウンメニューを示す概略図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、各々がサブジェクト言語を表すいくつかの仮想ボタンを示す概略図
である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、丸め矩形注釈コールアウトを示す概略図である。
【図２Ｆ】図２Ｆは、雲状注釈コールアウトを示す概略図である。
【図２Ｇ】図２Ｇは、図２Ａによる本発明の好適な実施例をさらに示す概略的なブロック
図である。
【図２Ｈ】図２Ｈは、本発明の一実施例を適用した概略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の他の好適な実施例による購入ベースのＩＭ＿ＬＡＣＥサー
ビスを提供する中央翻訳サーバ上で実行されるＩＭ＿ＬＡＣＥ（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｕｌ
ｔｉｌｉｎｇｕａｌ　Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　Ａｎｎｏｔａｔｉｏｎ　Ｃａｌｉｂｒａｔ
ｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅ）を有するシステムを示す概略的なブロック図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａに示される好適な実施例による中央ＩＭ＿ＬＡＣＥサービス
を提供するためのプロセスを示すフロー図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　多言語ＬＡＣＥシステム
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＡＭ
　１０３　入出力インタフェース
　１０４　オペレーティングシステム
　１１３、２４３　変換モジュール
　１１４、２４４　翻訳モジュール
　１１５、２４５　多言語ＤＢ
　１１６　表示モジュール
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】

【図２Ｇ】 【図２Ｈ】
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