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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入出力装置とメモリとプロセッサとを含むコンピュータと該コンピュータにより実行さ
れる命令を含んだコンピュータプログラムを持つ機械トランスレータをトレーニングする
方法であって、
　前記入出力装置により、第１の言語における第１のテキスト入力を与えるステップと、
　前記プロセッサにより、第１の入力機械トランスレータを使用して前記第１のテキスト
入力を第２の言語に翻訳するステップであって、前記第１の言語における前記第１のテキ
スト入力と前記第２の言語における前記第１のテキスト入力の前記翻訳とを一緒にして、
第１の翻訳ペアを形成するものであるステップと、
　ペアリングコンポーネントを使用して、前記第１のテキスト入力内の語又は句を前記第
１のテキスト入力の翻訳内の語又は句と整列させることにより、前記第１の翻訳ペア内の
語または句を整列させるステップと、
　前記プロセッサにより、前記第１の翻訳ペアをトレーニングデータとして使用して前記
機械トランスレータを前記第１の言語における入力から前記第２の言語における出力へ翻
訳するためにトレーニングするステップと、
　機械翻訳の実行に使用するために、前記機械トランスレータのコンポーネントとして前
記トレーニングの結果を出力するステップであって、前記第１のテキスト入力を表す言語
的構造の部分を前記テキスト入力の前記翻訳を表す言語的構造の部分にマップする、転写
マッピングコンポーネントを出力するステップと、
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　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記機械トランスレータをトレーニングするステップは、
　前記第１言語のテキストと該テキストの前記第２言語の翻訳とを持つ人間が作成した二
言語コーパスを与えるステップと、
　前記第１の翻訳ペアおよび前記人間が作成した二言語コーパスからの翻訳関係を学習す
ることにより前記機械トランスレータをトレーニングするステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の言語における第２のテキスト入力を与えるステップと、
　第２の入力機械トランスレータを使用して前記第２のテキスト入力を第２の言語に翻訳
するステップであって、前記第１の言語における前記第２のテキスト入力と前記第２の言
語における前記第２のテキスト入力の前記翻訳とを一緒にして、第２の翻訳ペアを形成す
るステップと、
　前記第１の翻訳ペアおよび前記第２の翻訳ペアをトレーニングテータとして使用して前
記機械トランスレータを前記第１の言語における入力から前記第２の言語における出力へ
翻訳するためにトレーニングするステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記機械トランスレータをトレーニングするステップは、前記第１のテキスト入力を語
彙的に解析してデータ構造を示す前記第１のテキスト入力中の語又は句の間の、固有名詞
、場所の名前、時間表現、日付、度量表現などのいくつかの一般的なカテゴリの１つ又は
特定の意味又は使用を含んだ複合語の、語彙的依存性を表す依存関係構造を獲得するステ
ップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第１の言語から第２の言語にテキスト入力を翻訳するためのシステムであって、
　前記第１の言語におけるトレーニングテキスト入力および前記第２の言語における前記
トレーニングテキスト入力の翻訳済みバージョンを受け取るように構成され、前記第１の
言語の語又は句とペアを構成する前記第２の言語の前記語又は句の翻訳を有する対訳辞書
コンポーネント、および、前記トレーニングテキスト入力及び前記トレーニングテキスト
入力の翻訳済みのバージョンに基づいて、前記トレーニングテキスト入力を表す言語構造
の部分を前記トレーニングテキスト入力の前記翻訳済みバージョンを表す言語的構造の部
分へマップする転写マッピングコンポーネント、を作成するようにも構成されたトレーニ
ングコンポーネントと、
　前記トレーニングテキスト入力における語または句をトレーニングテキスト入力の前記
翻訳済みバージョンにおける語または句とペアにするように構成された整列コンポーネン
トであって、前記整列コンポーネントは、トレーニングテキスト入力及び前記翻訳済みバ
ージョンから生成された論理形態にアクセスすることによって、前記トレーニングテキス
ト入力中の語又は句を前記翻訳済みバージョンの語又は句とペアにする前記整列コンポー
ネントと、
　前記第１の言語における前記テキスト入力を受け取り、前記対訳辞書コンポーネントお
よび前記転写マッピングコンポーネントによって与えられる情報に基づいて前記第２の言
語において前記テキスト入力の翻訳を出力するように構成された機械翻訳コンポーネント
とを備え、
　前記第２の言語における前記トレーニングテキスト入力の前記翻訳済みバージョンが、
前記トレーニングテキスト入力を前記第２の言語に翻訳する外部機械トランスレータによ
って生成される
　ことを特徴とするシステム。
【請求項６】
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　前記第２の言語における語に関連する前記第１の言語における語を含み、前記トレーニ
ングコンポーネントによりアクセスされるように構成された追加の対訳辞書
　をさらに備えたことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の言語における前記テキストの人間が翻訳したバージョンを有し、前記トレー
ニングコンポーネントによりアクセスされるように構成された、人間が作成した二言語テ
キスト
　をさらに備えたことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記トレーニングコンポーネントは、複数の外部機械トランスレータから前記トレーニ
ングテキスト入力の前記翻訳済みバージョンを受け取るように構成されている
　ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記機械翻訳コンポーネントは、前記トレーニングテキスト入力の語および句の、固有
名詞、場所の名前、時間表現、日付、度量表現などのいくつかの一般的なカテゴリの１つ
又は特定の意味又は使用を含んだ複合語の、語彙的依存性を示す論理形態を生成するよう
に構成されていることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１０】
　機械トランスレータをトレーニングするためのシステムであって、
　トレーニング入力を翻訳するように構成された第１の機械トランスレータと、
　前記トレーニング入力の翻訳済みバージョンおよび前記翻訳入力を受け取るように構成
され、前記機械トランスレータが使用可能なコンポーネントを生成するように構成された
トレーニングアーキテクチャと、
　前記第１の翻訳ペアの中の語または句とペアにするように構成された整列コンポーネン
トであって、前記整列コンポーネントは、前記トレーニングアーキテクチャに整列された
語または句を提供するように構成されていて、前記整列コンポーネントは前記翻訳済みバ
ージョンと前記トレーニングテキスト入力とから生成された論理的フォームをアクセスす
ることにより、前記翻訳済みバージョン中の語又は句を前記トレーニングテキスト入力中
の語又は句とペアにする前記整列コンポーネントと、を備え、
　前記トレーニング入力および前記トレーニング入力の前記翻訳済みバージョンは、前記
コンポーネントを生成する際にトレーニングデータとして使用される第１の翻訳ペアを形
成する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　第１の言語の語及び第２の言語の語の対応する翻訳とを有する対訳辞書コンポーネント
と、
　前記第１の言語のテキスト及び前記第２の言語の該テキストの人間の翻訳を有する人間
が作成した二言語コーパスとをさらに備え、
　前記トレーニングアーキテクチャは、前記第１の翻訳ペア、前記対訳辞書、および前記
人間が作成した二言語コーパスに基づいて前記コンポーネントを生成するようにさらに構
成されている
　ことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の機械トランスレータは、前記トレーニング入力の別個の翻訳済みバージョン
を前記トレーニングアーキテクチャにそれぞれが与える複数の機械トランスレータを含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械トランスレータをトレーニングする方法およびそのシステムに関し、よ
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り具体的には、語の間の学習関係に関連し二言語テキストを使用して機械トランスレータ
をトレーニングする、機械トランスレータをトレーニングする方法およびテキスト入力を
翻訳するためのシステム並びに機械トランスレータをトレーニングするためのシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械翻訳は、コンピュータソフトウェアおよびコンピュータコンポーネントを利用して
テキストをドイツ語、フランス語、または日本語などの１つの言語から英語、スペイン語
、またはアラビア語などの第２の言語に翻訳するプロセスである。機械翻訳は、単純明快
なプロセスとはほど遠い。機械翻訳は、単に１つの語を別の語に置き換えることではなく
、所与のテキストを構成する語のすべてを知り、テキスト内の１つの語がテキスト内の他
の語にどのように影響を与えるかを知ることに基づく。しかし、人間の言語は複雑であり
、形態構造（ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ）、構文（ｓｙｎｔａｘ）または文構造、意味規則（
ｓｅｍａｎｔｉｃｓ）、あいまいさ、および不規則（ｉｒｒｅｇｕｌａｒｉｔｉｅｓ）な
どのいくつかの特徴から成る。２言語間で翻訳を行うため、機械トランスレータは、その
言語のそれぞれの文法構造を考慮に入れなければならない。さらに、機械トランスレータ
は、第１の言語（ソース）の文法構造を第２の言語（目標）に転写するのに規則および前
提を使用しなければならない。
【０００３】
　ただし、言語に関係する複雑さから、機械翻訳は、３０％から６５％までの範囲でしか
正確でない傾向にある。多くの句および口語的言葉遣いは、容易に翻訳されない。場所の
名前、人々の名前、科学用語等を翻訳すべきではない場合に、それらを翻訳しようとする
試みが行われる。ある文法上の特徴に関してハードコード化された（ｈａｒｄ－ｃｏｄｅ
ｄ）規則が、その規則に多くの例外が存在していても、常に適用される可能性がある。と
いうのは、すべての例外に関してコードを書くことは、長引いた作業となり、翻訳プロセ
スが遅くなるからである。したがって、現在の機械翻訳技術によって翻訳されたドキュメ
ントは、ユーザに理解できることも、理解できないことさえもあり得、さらに悪いことに
、ドキュメントのいくつかの重要な要素が誤って翻訳される可能性がある。
【０００４】
　機械トランスレータは、システムをトレーニングするのに使用されるトレーニングデー
タが良好であってはじめて良好になる。機械トランスレータは、通常、人間が作成した翻
訳を使用してトレーニングされる。それらの翻訳は、関連する様々な語のペアを識別する
トレーニングアーキテクチャの中を通らされる。それらの語のペアは、しばしば、テキス
ト内の語の翻訳であるが、ときとして、それらの語は、関連する語の正確な翻訳ではない
。他の機械トランスレータは、対訳辞書からのデータを使用してトレーニングされる。し
かし、それらのタイプの翻訳からトレーニングを行うことは、必ずしも機械トランスレー
タをトレーニングする最良のやり方とは限らない。というのは、その翻訳により、所与の
状況において誤った語を選択するようにトランスレータが導かれる可能性があるからであ
る。
【０００５】
　人間が作成した翻訳を使用して機械トランスレータをトレーニングすることの１つの問
題は、翻訳が、しばしば、真の意味での翻訳ではなく、むしろテキストの解釈のようなも
のだということである。例えば、カナダでは、国会の討論により、機械トランスレータを
トレーニングするのに使用することができる人間が作成した翻訳済みデータの既成のソー
スが提供される。しかし、それらの翻訳は、しばしば、真の翻訳ではない。したがって、
それらの翻訳は、正確な翻訳を生成するのに必要なレベルで、トレーニングデータを機械
トランスレータに提供しない。
【０００６】
　機械翻訳が抱える正確さの問題は、簡単な例で説明することができる。現在、利用可能
な機械翻訳を使用すると、ユーザが英語からフランス語に文を翻訳する場合、ある程度の
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不正確さが必然的に伴う。機械翻訳を使用してその文を再び英語に翻訳する際、最初の翻
訳の不正確さが増幅され、文は、ほとんどの場合、最初の英語の文とは異なるものになる
。例えば、カナダの討論からの以下の発言を見ることにする。
【０００７】
　Ｍｒ．Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ：Ｏｎ　ａ　ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｏｒｄｅｒ，Ｍｒ．Ｓｐｅ
ａｋｅｒ，Ｉ　ｔｈｉｎｋ　ｙｏｕ　ｗｉｌｌ　ｆｉｎｄ　ｕｎａｎｉｍｏｕｓ　ｃｏｎ
ｓｅｎｔ　ｔｏ　ａｌｌｏｗ　ｔｈｅ　ｌｅａｄｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｅｆｏｒｍ　Ｐ
ａｒｔｙ，ｔｈｅ　ｈｏｎ．ｍｅｍｂｅｒ　ｆｏｒ　Ｃａｌｇａｒｙ　Ｓｏｕｔｈｗｅｓ
ｔ，ｔｏ　ｌｅａｄ　ｏｆｆ　ｔｈｉｓ　ｄｅｂａｔｅ，ａｎｄ　ｔｈｅ　ｈｏｎ．ｍｅ
ｍｂｅｒ　ｆｏｒ　Ｒｅｄ　Ｄｅｅｒ　ｗｏｕｌｄ　ｔｈｅｎ　ｓｐｅａｋ　ｉｎ　ｈｉ
ｓ　ｎｏｒｍａｌ　ｔｕｒｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｏｔａｔｉｏｎ．
　これは、人間の翻訳者によって以下のとおりフランス語に翻訳された。　
　Ｍ．Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ：Ｊ’ｉｎｖｏｑｕｅ　ｌｅ　Ｒｅｇｌｅｍｅｎｔ，ｍｏｎｓ
ｉｅｕｒ　ｌｅ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ．Ｊｅ　ｐｅｎｓｅ　ｑｕｅ　ｖｏｕｓ　ｔｒｏｕ
ｖｅｒｅｚ　ｑｕ’ｉｌ　ｙ　ａ　ｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔ　ｕｎａｎｉｍｅ　ｐｏｕ
ｒ　ｑｕｅ　ｌｅ　ｃｈｅｆ　ｄｕ　Ｐａｒｔｉ　ｒｅｆｏｒｍｉｓｔｅ，ｌｅ　ｄｅｐ
ｕｔｅ　ｄｅ　Ｃａｌｇａｒｙ－Ｓｕｄ－Ｏｕｅｓｔ，ｅｎｇａｇｅ　ｃｅ　ｄｅｂａｔ
　ｅｔ　ｑｕｅ　ｌｅ　ｄｅｐｕｔｅ　ｄｅ　Ｒｅｄ　Ｄｅｅｒ　ｐｒｅｎｎｅ　ｅｎｓ
ｕｉｔｅ　ｌａ　ｐａｒｏｌｅ　ｑｕａｎｄ　ｃｅ　ｓｅｒａ　ｓｏｎ　ｔｏｕｒ．
　これは、以下のとおり再び英語に翻訳される。　
　Ｉ　ｃａｌｌ　ｕｐｏｎ　ｔｈｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ，Ｍｒ．Ｐｒｅｓｉｄｅｎ
ｔ．Ｉ　ｔｈｉｎｋ　ｔｈａｔ　ｙｏｕ　ｗｉｌｌ　ｆｉｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅｒｅ　
ｉｓ　ａ　ｕｎａｎｉｍｏｕｓ　ｃｏｎｓｅｎｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｈｅａｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒｅｆｏｒｍｉｓｔ　ｐａｒｔｙ，ｔ
ｈｅ　ｍｅｍｂｅｒ　ｆｒｏｍ　Ｃａｌｇａｒｙ－Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ　ｓｔａｒｔ　ｔ
ｈｉｓ　ｄｅｂａｔｅ，ａｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｍｅｍｂｅｒ　ｆｒｏｍ　Ｒｅｄ　
Ｄｅｅｒ　ｍａｋｅｓ　ｈｉｓ　ｓｔａｔｅｍｅｎｔ　ｗｈｅｎ　ｉｔ　ｉｓ　ｈｉｓ　
ｔｕｒｎ．
　しかし、機械トランスレータを使用して再び英語に翻訳した場合、以下のとおりとなる
。　
　Ｉ　ｃａｌｌ　ｕｐｏｎ　ｔｈｅ　Ｐａｙｍｅｎｔ，Ｍｒ．Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ　Ｐｒ
ｅｓｉｄｅｎｔ．Ｉ　ｔｈｉｎｋ　ｔｈａｔ　ｙｏｕ　ｗｉｌｌ　ｆｉｎｄ　ｔｈａｔ　
ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　ｕｎａｎｉｍｏｕｓ　ａｓｓｅｎｔ　ｓｏ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｃｈ
ｉｅｆ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐａｒｔｙ　ｒｅｆｏｒｍｉｓｔ，ｔｈｅ　ｄｅｐｕｔｙ　ｏｆ
　Ｃａｌｇａｒｙ－Ｓｏｕｔｈ－Ｗｅｓｔ，ｅｎｇａｇｅｓ　ｔｈｉｓ　ｄｅｂａｔｅ　
ａｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｄｅｐｕｔｙ　ｏｆ　Ｒｅｄ　Ｄｅｅｒ　ｓｐｅａｋｓ　ｔ
ｈｅｎ　ｗｈｅｎ　ｉｔ　ｉｓ　ｉｔｓ　ｔｕｒｎ．
　上記の例から見て取ることができるとおり、機械翻訳の品質は、遺憾な点が多い。人間
が作成した翻訳に頼ることにより、機械トランスレータが、語の間の関係を学習する際、
翻訳ではなく、解釈に依存するようになりがちである。また、トレーニングデータとして
使用するのに利用できる資料の数も限られている。（例えば、聖書、二言語組織または多
言語組織における討論、および二言語形式で特に作成されたその他のドキュメント。）さ
らに、機械トランスレータをトレーニングするのに使用するためにより多くの翻訳済みド
キュメントを生成することは、依然、機械トランスレータを効果的にトレーニングするの
に十分な正確さをもたらさない高価なプロセスである。
【０００８】
　いくつかの文献に上述のような従来の技術に関連した技術内容が開示されている。機械
翻訳アーキテクチャに関連して、論理形態（logical form）、ならびに論理形態を生成す
るためのシステムおよび方法の完全で詳細な説明を開示したものがある（例えば、特許文
献１参照）。また、トレーニングコーパス内の語ペアの間の統計的な語関連度を示すスコ
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アを提供する語関連メトリック（ｍｅｔｒｉｃ）として、対数尤度比を使用することを開
示したものがある（例えば、非特許文献２参照。）。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，９６６,６８６号明細書
【非特許文献１】Dunning, Accurate Methods for the Statistics of Surprise and Coi
ncidence, Computational Linguistics, 19(1):61-74(1993)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来のシステムには上述したような種々の問題があり、したがって、機械トランスレー
タの正確さを保ちながら、または向上させながら、最小限の費用で大量の翻訳済みデータ
を使用して機械トランスレータをトレーニングすることが望ましい。
【００１１】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、他の機
械トランスレータによって生成されたテキスト入力を使用してトレーニングされる機械ト
ランスレータを実現する、機械トランスレータをトレーニングする方法およびそのシステ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、他の機械トランスレータによって導出されたテキスト入力によってトレーニ
ングされる機械トランスレータを対象とする。第１の言語におけるテキスト入力が、ユー
ザまたは他のソースによって与えられる。次に、このテキスト入力が、機械トランスレー
タによって翻訳され、第２の言語でそのテキスト入力の翻訳済みバージョンを生成する。
この翻訳に使用される機械トランスレータは、人間が作成した整列済みの二言語コーパス
を使用してトレーニングされた、または対訳辞書を使用してトレーニングされた、あるい
はその両方を使用してトレーニングされた従来技術タイプの機械トランスレータである。
【００１３】
　テキスト入力とそのテキストの翻訳済みバージョンがともに整列コンポーネントに与え
られる。この整列コンポーネントは、トレーニングアーキテクチャの一部であることも、
スタンドアロンコンポーネントであることも可能である。整列コンポーネントは、テキス
ト入力における語または句をそのテキスト入力の翻訳済みバージョン内の語および句とペ
アにする。次に、それらのペアが論理形態に変換される。テキスト入力に関するペアの導
出に続き、ペアは、トレーニングアーキテクチャによって処理される。機械トランスレー
タからのテキスト入力は、人間が作成したソースまたは対訳辞書からのデータで補足する
ことができる。
【００１４】
　トレーニングアーキテクチャは、欠陥のある入力からさえも妥当な論理形態を生じさせ
る堅牢なパーサの使用を介して、機械トランスレータによって生成された不完全な翻訳か
ら学習するように構成される。トレーニングアーキテクチャは、ソース言語における論理
形態、または論理形態の部分を、第２の言語における論理形態、または論理形態の部分に
リンクする転写マッピングを含む転写マッピングデータベースを構築する。転写マッピン
グデータベースが作成されると、結果が第２の機械トランスレータに与えられる。
【００１５】
　第２の機械トランスレータは、トレーニングアーキテクチャによって開発された転写マ
ッピングを使用して、テキスト入力を第１の言語から第２の言語に翻訳するように構成さ
れる。翻訳プロセス中、テキスト入力がソース言語で第２の機械トランスレータに与えら
れる。第２の機械トランスレータは、そのテキスト入力を受け取り、解析コンポーネント
を使用してテキスト入力における各語に関するソース論理形態を生成する。
【００１６】
　ソース論理形態の生成に続き、第２の機械トランスレータ内部のマッチングコンポーネ
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ントが、ソース論理形態を転写マッピングデータベース内の論理形態と対応させる。次に
、ソース論理形態のノード上で対応する目標論理形態セグメントのコピーに対するリンク
が作成される。次に、リンク済み論理形態のトップダウン（ｔｏｐ　ｄｏｗｎ）のトラバ
ーサル（ｔｒａｖｅｒｓａｌ）を実行することによって目標論理形態が作成される。ソー
ス論理形態ノード上のリンクによってポイントされる目標論理形態セグメントが結合され
る。マッピングプロセスに続き、目標論理形態が目標文にマップされ、テキスト入力の翻
訳が生成されて、目標言語で第２の機械トランスレータから出力される。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、他の機械トランスレータによって生成されたテキ
スト入力を使用してトレーニングされる機械トランスレータを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明を適用できる実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明
を実装することができる適切なコンピューティングシステム環境１００の例を示している
。コンピューティングシステム環境１００は、適切なコンピューティング環境の一例に過
ぎず、本発明の用途または機能の範囲に関して何ら限定を示唆するものではない。また、
コンピューティングシステム環境１００が、例示的な動作環境であるコンピューティング
システム環境１００において例示したコンポーネントのいずれか１つ、またはいずれかの
組み合わせに関連する依存関係または要件を有するものと解釈してはならない。
【００１９】
　本発明は、多数の他の汎用または専用のコンピューティングシステム環境またはコンピ
ューティングシステム構成でも機能する。本発明で使用するのに適する可能性がある周知
のコンピューティングシステム、コンピューティング環境、および／またはコンピューテ
ィング構成の例には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドデバ
イスまたはラップトップデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベー
スのシステム、セットトップボックス、プログラマブル家庭用電化製品、ネットワークＰ
Ｃ（personal computer）、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、以上のシ
ステムまたはデバイスのいずれかを含む分散コンピューティング環境等が含まれるが、以
上には限定されない。
【００２０】
　本発明は、コンピュータによって実行される、プログラムモジュールなどのコンピュー
タ実行可能命令の一般的な状況において説明することができる。一般に、プログラムモジ
ュールには、特定のタスクを実行する、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、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等が含まれる。また、本発明は
、通信ネットワークを介してリンクされたリモートの処理デバイスによってタスクが実行
される分散コンピューティング環境において実施することもできる。分散コンピューティ
ング環境では、プログラムモジュールは、メモリ記憶装置を含むローカルのコンピュータ
記憶媒体とリモートのコンピュータ記憶媒体の両方の中に配置されることが可能である。
【００２１】
　図１を参照すると、本発明を実装するための例示的なシステムが、コンピュータ１１０
の形態で汎用コンピューティングデバイスを含んでいる。コンピュータ１１０のコンポー
ネントには、プロセッサ１２０、システムメモリ１３０、ならびにシステムメモリからプ
ロセッサ１２０までを含む様々なシステムコンポーネントを結合するシステムバス１２１
が含まれることが可能であるが、以上には限定されない。システムバス１２１は、様々な
バスアーキテクチャのいずれかを使用するメモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バ
ス、およびローカルバスを含むいくつかのタイプのバス構造のいずれかであることが可能
である。例として、限定としてではなく、そのようなアーキテクチャには、ＩＳＡ（Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒ
ｏ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
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ＩＳＡ）バス、ＶＥＳＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）ローカルバス、およびメザニン（Ｍｅｚｚａｎｉｎｅ）バスと
しても知られるＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎ
ｎｅｃｔ）バスが含まれる。
【００２２】
　コンピュータ１１０は、通常、様々なコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読
媒体は、コンピュータ１１０がアクセスすることができる任意の利用可能な媒体であるこ
とが可能であり、揮発性媒体と不揮発性媒体、リムーバブル媒体とノンリムーバブル媒体
がともに含まれる。例として、限定としてではなく、コンピュータ可読媒体は、コンピュ
ータ記憶媒体および通信媒体を含むことが可能である。コンピュータ記憶媒体には、コン
ピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報の
格納のために任意の方法または技術で実装された揮発性媒体と不揮発性媒体、リムーバブ
ル媒体とノンリムーバブル媒体がともに含まれる。コンピュータ記憶媒体には、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（electrically erasable programmable read-only memory）、フ
ラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ（compact disc）－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digita
l Versatile Disc）または他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気
ディスクストレージまたは他の磁気記憶装置、あるいは所望の情報を格納するのに使用す
ることができ、コンピュータ１１０がアクセスすることができる任意の他の媒体が含まれ
るが、以上には限定されない。通信媒体は、通常、搬送波などの変調されたデータ信号、
または他のトランスポート機構でコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュ
ール、または他のデータを具体化し、あらゆる情報配信媒体が含まれる。「変調されたデ
ータ信号」という用語は、信号内に情報をエンコードするような仕方で特性の１つまたは
複数が設定または変更されている信号を意味する。例として、限定としてではなく、通信
媒体には、有線ネットワークまたは直接配線接続などの有線媒体、ならびに音響媒体、Ｒ
Ｆ（radio frequencies）媒体、赤外線媒体、およびその他の無線媒体などの無線媒体が
含まれる。また、前述した媒体のいずれかの組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲
に含まれるべきものである。
【００２３】
　システムメモリ１３０は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１３１およびランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３２などの揮発性メモリおよび／または不揮発性メモリの形態でコ
ンピュータ記憶媒体を含む。始動中などにコンピュータ１１０内部の要素間で情報を転送
するのを助ける基本ルーチンを含むＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）１３３が、
通常、ＲＯＭ１３１の中に記憶されている。ＲＡＭ１３２は、通常、プロセッサ１２０に
よって即時にアクセス可能であり、かつ／または現在、処理されているデータおよび／ま
たはプログラムモジュールを含む。例として、限定としてではなく、図１は、オペレーテ
ィングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３５、その他のプログラムモジュ
ール１３６、およびプログラムデータ１３７を示している。
【００２４】
　また、コンピュータ１１０は、他のリムーバブル／ノンリムーバブル、揮発性／不揮発
性のコンピュータ記憶媒体も含むことが可能である。単に例として、図１は、ノンリムー
バブル不揮発性の磁気媒体に対して読み取りまたは書き込みを行うハードディスクドライ
ブ１４１、リムーバブル不揮発性の磁気ディスク１５２に対して読み取りまたは書き込み
を行う磁気ディスクドライブ１５１、およびＣＤ－ＲＯＭまたは他の光媒体などのリムー
バブル不揮発性の光ディスク１５６に対して読み取りまたは書き込みを行う光ディスクド
ライブ１５５を示している。例示的な動作環境において使用することができる他のリムー
バブル／ノンリムーバブルな揮発性／不揮発性のコンピュータ記憶媒体には、磁気テープ
カセット、フラッシュメモリカード、ＤＶＤ、デジタルビデオテープ、ソリッドステート
ＲＡＭ、ソリッドステートＲＯＭ等が含まれるが、以上には限定されない。ハードディス
クドライブ１４１は、通常、インタフェース１４０のようなノンリムーバブルメモリイン
タフェースを介してシステムバス１２１に接続され、磁気ディスクドライブ１５１および
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光ディスクドライブ１５５は、通常、インタフェース１５０のようなリムーバブルメモリ
インタフェースでシステムバス１２１に接続される。
【００２５】
　前述し、図１に示すドライブおよび関連するコンピュータ記憶媒体により、コンピュー
タ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、およびその他のデータのストレージが
コンピュータ１１０に提供される。図１では、例えば、ハードディスクドライブ１４１が
、オペレーティングシステム１４４、アプリケーションプログラム１４５、他のプログラ
ムモジュール１４６、およびプログラムデータ１４７を格納しているのを示している。以
上の構成要素は、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３５
、他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７と同じであることも
、異なることも可能であることに留意されたい。オペレーティングシステム１４４、アプ
リケーションプログラム１４５、他のプログラムモジュール１４６、およびプログラムデ
ータ１４７に、ここでは、少なくともそれらが異なるコピーであることを示すために異な
る符号を付けている。
【００２６】
　ユーザは、キーボード１６２、マイクロホン１６３、ならびにマウス、トラックボール
、またはタッチパッドなどのポインティングデバイス１６１などの入力デバイスを介して
、コマンドおよび情報をコンピュータ１１０に入力することができる。その他の入力デバ
イス（図示せず）には、ジョイスティック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、スキ
ャナ等が含まれることが可能である。以上の入力デバイス、およびその他の入力デバイス
は、しばしば、システムバスに結合されたユーザ入力インタフェース１６０を介してプロ
セッサ１２０に接続されるが、パラレルポート、ゲームポート、またはユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）などの他のインタフェースおよびバス構造で接続してもよい。また、
モニタ１９１、または他のタイプのディスプレイデバイスも、ビデオインタフェース１９
０などのインタフェースを介してシステムバス１２１に接続される。モニタに加えて、コ
ンピュータは、出力周辺インタフェース１９５を介して接続することができるスピーカ１
９７やプリンタ１９６などの他の周辺出力デバイスも含むことが可能である。
【００２７】
　コンピュータ１１０は、リモートコンピュータ１８０のような１つまたは複数のリモー
トコンピュータに対する論理接続を使用するネットワーク化された環境において動作する
ことが可能である。リモートコンピュータ１８０は、パーソナルコンピュータ、ハンドヘ
ルドデバイス、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピアデバイス、または他の一般的な
ネットワークノードであることが可能であり、通常、コンピュータ１１０に関連して前述
した要素の多く、またはすべてを含む。図１に描いた論理接続は、ローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）１７１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１７３を含むが、そ
の他のネットワークを含むことも可能である。そのようなネットワーキング環境は、オフ
ィス、企業全体のコンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットで
一般的である。
【００２８】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１１０は、ネットワーク
インタフェースまたはネットワークアダプタ１７０を介してＬＡＮ１７１に接続される。
ＷＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１１０は、通常、インター
ネットなどのＷＡＮ１７３を介して通信を確立するためのモデム１７２、またはその他の
手段を含む。内部にあることも、外部にあることも可能なモデム１７２は、ユーザ入力イ
ンタフェース１６０、またはその他の適切な機構を介してシステムバス１２１に接続され
ることが可能である。ネットワーク化された環境では、コンピュータ１１０に関連して描
いたプログラムモジュール、またはプログラムモジュールの部分は、リモートのメモリ記
憶装置の中に格納されることが可能である。例として、限定としてではなく、図１は、リ
モートのアプリケーションプログラム１８５が、リモートコンピュータ１８０上に常駐し
ているのを示している。図示したネットワーク接続は、例示的であり、コンピュータ間で
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通信リンクを確立する他の手段も使用できることが認められよう。
【００２９】
　論理形態は本発明に必須ではないが、図２Ａに示した機械翻訳アーキテクチャに関連し
て説明する。したがって、そのアーキテクチャを詳細に説明するのに先立ち、論理形態の
簡単な説明が役立つ。論理形態、ならびに論理形態を生成するためのシステムおよび方法
の完全で詳細な説明は、1999年10月12日にHeidorn他に発行された「構文ツリーから意味
論理形態を計算するための方法およびシステム（METHOD AND SYSTEM FOR COMPUTING SEMA
NTIC LOGICAL FORMS FROM SYNTAX TREES）」という名称の特許文献１で見ることができる
。ただし、手短に述べると、論理形態は、入力テキストに対して形態解析（morphologica
l analysis）を実行して文法関係で強化された（augmented）従来の句構造解析を生成す
ることによって生成される。構文解析は、テキスト入力における内容語の間におけるラベ
ル付き依存関係を記述するグラフ構造である論理形態を導出するため、さらなる処理を経
る。論理形態は、ある構文上の交代（例えば、能動／受動）を正規化し、文中の前方照応
（intrasentential anaphora）と遠距離の依存関係をともに解決する。
【００３０】
　具体的には、論理関係は、方向関係タイプ（例えば、部分、時間、上位語、論理主語、
原因、分野、場所、様態、題材、手段、修飾語、所有者、目的、準上位語（Ｑｕａｓｉｈ
ｙｐｅｒｎｙｍ）、同義語、論理目的語、および使用者）によってつなげられた２つの語
から成る。論理形態は、文などの単一のテキスト入力を表す接続された論理関係のグラフ
である。論理形態は、最低限で１つの論理関係から成る。論理形態は、構造上の関係（す
なわち、構文関係および意味関係）、特に入力ストリング内の重要な語の間における論証
（ａｒｇｕｍｅｎｔ）関係および／または付加関係を描く。
【００３１】
　機械翻訳アーキテクチャの１つの例示的な実施形態では、構文解析から論理形態を構築
する特定のコードは、機械翻訳システムが操作する様々なソース言語および目標言語にわ
たって共用される。共用アーキテクチャにより、異なる言語からの論理形態セグメントを
整列させる作業が大幅に単純化される。というのは、２つの言語における表面的に異なる
構造が、しばしば、類似した論理形態表現または同一の論理形態表現に縮約されるからで
ある。
【００３２】
　図２Ａは、本発明の一実施形態による機械トランスレータをトレーニングするための例
示的なアーキテクチャを示している。図２Ｂは、トレーニングプロセス中に実行されるス
テップを示す流れ図である。図２Ａおよび２Ｂは一緒に説明する。トレーニングシステム
２００は、入力テキスト２１０、第１の機械トランスレータ２２０、翻訳ペア２３０、ト
レーニングアーキテクチャ２４０、および第２の機械トランスレータ２５０を含む。オプ
ションとして、トレーニングシステム２００は、追加の機械トランスレータ２２２および
２２４、人間が作成した二言語コーパス２７０、および対訳辞書２６０を含むことが可能
である。機械トランスレータ２５０は、第１の機械トランスレータ２２０が通常の従来技
術のトレーニング方法を使用してトレーニングされるのに対して、他の機械トランスレー
タからのトレーニングデータを使用してトレーニングされることを除けば、第１の機械ト
ランスレータ２２０と同様である。機械トランスレータ２５０の動作は、図４および５に
関連してより詳細に説明する。
【００３３】
　第１の機械トランスレータ２２０は、一実施形態では、任意の現在、存在する機械トラ
ンスレータであることが可能である。ただし、他の機械トランスレータを第１の機械トラ
ンスレータ２２０として使用することもできる。第１の機械トランスレータ２２０が、第
１の（またはソース）言語でテキスト入力２１０を受け取る。これをステップ２９０で示
している。このテキスト入力２１０は、機械トランスレータ２２０に関する内部プログラ
ミング構造に従ってソース言語から目標言語に（例えば、ドイツ語から英語に、またはス
ペイン語から英語に）翻訳される。これをブロック２９１で示している。テキスト入力２
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１０の翻訳済みバージョンが、ブロック２９２で翻訳済みテキスト２２１として機械トラ
ンスレータ２２０から出力される。第１の機械トランスレータ２２０によるテキスト入力
２１０の翻訳に続き、テキスト入力２１０と出力２２１を互いに結合してテキスト入力に
関する翻訳ペア２３０が導出される。これをブロック２９３で示している。ブロック２９
３における翻訳ペア２３０を導出する方法の説明的な例を以下に説明する。ただし、翻訳
ペア２３０を導出する他の方法を使用することもできる。さらに、一実施形態では、翻訳
ペア２３０の生成は、トレーニングアーキテクチャ２４０のコンポーネントである。ただ
し、トレーニングアーキテクチャ２４０の構成およびプログラミングに応じて、翻訳ペア
２３０の生成は、トレーニングアーキテクチャ２４０とは別個のコンポーネントを介して
達せられることが可能である。
【００３４】
　例示として翻訳ペア２３０は、一実施形態では、整列された二言語コーパスから生成さ
れる。二言語コーパスは、テキスト２１０および２２１からの整列された翻訳済みの文（
例えば、ドイツ語などの他方のソース言語または目標言語における翻訳と整列された、英
語などのソース言語または目標言語における文）を含む。ペアリング（ｐａｉｒｉｎｇ）
中、文は、整列された二言語コーパスからトレーニングアーキテクチャ２４０にテキスト
入力２１０からのソース文（翻訳されるべき文）、および翻訳済みテキスト２２１からの
目標文（ソース文の翻訳）として送り込まれる。
【００３５】
　整列されたコーパスは、解析されて構成語（例えば、前述した見出し語、ただし、表層
形態で保持することも可能である）になる。整列されたコーパスは、解析されてソース論
理形態および目標論理形態になる。ただし、本発明は、解析されて論理形態になったテキ
スト入力に対して操作を行うことに限定されるのではなく、単に整列されたコーパスが解
析されて内容語にされるだけでよい。さらに、ある語彙的な複合語は、あたかも単独の単
位であるかのように識別されることが可能である。そのような複数語表現が語彙目録に入
れられた場合、それらは特定の意味または用法を有するため、あるいは固有名、場所の名
前、時間表現、日付、度量表現などのいくつかの一般的なカテゴリの１つに入るため、複
数語として識別される。
【００３６】
　次に、整列された解析済みの二言語コーパス内の個々の語ペアに関する語関連度スコア
（ｗｏｒｄ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｓｃｏｒｅ）が計算される。トレーニングコーパ
ス内の語ペアの間の統計的な語関連度を示すスコアを提供する任意の語関連メトリック（
ｍｅｔｒｉｃ）を使用することができる。例えば、非特許文献１でダニング（Ｄｕｎｎｉ
ｎｇ）により説明される対数尤度比を使用することができる。
【００３７】
　また、関連度スコアが計算される語ペアのリストを剪定する（ｐｒｕｎｅ）こともでき
る。言い換えれば、語関連度スコアを計算するプロセスにより、大型のトレーニングコー
パスに関する多数の語（または見出し語）ペアの関連度スコアが生成される。したがって
、１つの例示的な実施形態では、語ペアのセットは、翻訳ペア２３０として考慮される少
なくともいくらかの可能性を有するペアにさらなる処理を限定するように剪定される。１
つの例示的なヒューリスティックは、１回の同時出現（ｃｏ－ｏｃｃｕｒｅｎｃｅ）に加
え、それぞれ別の１回の出現を有する語または見出し語のペアの関連の度合いになるよう
にその閾値を設定する。
【００３８】
　次に、トレーニングデータにおける複合語の出現が仮定され、単一のトークンで置き換
えられる。書き換え済みの入力テキスト（すなわち、複合語およびあらゆる残りの個々の
語）に関する関連度スコアが再計算され、書き換えられる。
【００３９】
　次に、関連度スコアが再び再計算される。ただし、今度は、整列された文において同等
に強力な、またはより強力な他の関連が存在しない同時出現だけが考慮に入れられる。言
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い換えれば、トレーニングデータにおいて翻訳に必要とされる複合語のすべてが、単独の
アイテムとして正しく識別され、再定式化（ｒｅｆｏｒｍｕｌａｔｅ）されているものと
想定すると、あたかもすべての翻訳が１対１であるかのようにトレーニングデータを扱う
ことができる。したがって、ランク付けされた翻訳ペアの最終セットは、所与の整列され
た文ペアにおいて真の翻訳ペアが常に互いに最も強力に関連しているという想定で選択さ
れる。次に、関連の最終セットが、関連の強度に従って高い順に並べ替えられる。
【００４０】
　最後に、最終リストの中で閾値を上回る関連度スコアを有する語および／または複合語
のペアが、互いの翻訳として識別される。閾値は、経験的に選択されること、または最終
ペアリストの中で与えられる結果の言語解析に基づいて選択されること、または別の所望
の技術を使用して選択されることが可能である。
【００４１】
　図２Ａおよび２Ｂを再び参照すると、テキスト入力２１０に関する翻訳ペア２３０の導
出に続き、ペアは、トレーニングアーキテクチャ２４０によって処理される。これをブロ
ック２９４で示している。一実施形態では、トレーニングアーキテクチャ２４０は、欠陥
のある入力からさえも妥当な論理形態を生じさせる堅牢なパーサの使用を介して、機械ト
ランスレータ２２０によって生成される不完全な翻訳から学習することができる。トレー
ニングアーキテクチャ２４０は、１つの言語における論理形態、または論理形態の部分を
第２の言語における論理形態、または論理形態の部分にリンクすることを基本的に行う転
写マッピングを含む転写マッピングデータベースを構築する。
【００４２】
　転写マッピングデータベースが作成されると、ブロック２９５で結果が、機械トランス
レータ２５０に与えられる。機械トランスレータ２５０をトレーニングするのに使用する
ことができる１つの例示的なトレーニングアーキテクチャ２４０の簡単な説明を以下に提
供し、図３に関連して説明する。ただし、機械トランスレータ２５０をトレーニングする
他の方法も使用することができる。
【００４３】
　図３は、本発明の１つの例示的な実施形態によるトレーニングアーキテクチャ２４０の
ブロック図である。トレーニングアーキテクチャ２４０は、解析コンポーネント３０４お
よび３０６、統計的語関連度学習コンポーネント（ラーナ；ｌｅａｒｎｅｒ）３０８、論
理形態（ＬＦ；logical form）整列コンポーネント３１０、語彙知識ベース構築コンポー
ネント３１２、対訳辞書３１４、辞書結合コンポーネント３１６、転写マッピングデータ
ベース（ＭＩＮＤＮＥＴ）３１８、および更新済み対訳辞書３２０を含む。
【００４４】
　前述したとおり、システムをトレーニングするのに二言語コーパスが使用される。二言
語コーパスは、整列された翻訳済みの文（例えば、スペイン語またはフランス語などの他
方のソース言語または目標言語における翻訳と整列された英語などのソース言語または目
標言語における文）を含む。トレーニング中、文が、整列された二言語コーパスからトレ
ーニングアーキテクチャ２４０にソース文３３０（翻訳されるべき文）および目標文３３
２（ソース文の翻訳）として送り込まれる。解析コンポーネント３０４および３０６は、
整列された二言語コーパスからの文を解析してソース論理形態３３４および目標論理形態
３３６を生成する。解析中、文中の語は、正規化された語形態（見出し語）に変換される
。本明細書で使用する「見出し語（lemma）」という用語は、内容語の語幹または語根（
ｒｏｏｔ　ｗｏｒｄ）を指す。例えば、「ｓｌｅｅｐ」が、「ｓｌｅｅｐ」、「ｓｌｅｅ
ｐｉｎｇ」、および「ｓｌｅｐｔ」という表層形態（surface form）の見出し語である。
トレーニングアーキテクチャを内容語の見出し語にではなく表層形態に適用することもで
きるが、いくぶんパフォーマンスが低下する可能性があることに留意されたい。いずれに
しても、見出し語は、次に、統計的語関連度学習コンポーネント３０８に送り込まれる。
単独語の関連度と複数語の関連度がともに、それぞれの信頼できるセットが獲得されるま
で、学習コンポーネント３０８によって反復的に仮定され、スコアが付けられる。統計的
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語関連度学習コンポーネント３０８は、学習済みの単独語翻訳ペア３３８および複数語ペ
ア３４０を出力する。
【００４５】
　複数語ペア３４０は、追加のエントリを対訳辞書３１４に追加して更新済み対訳辞書３
２０を形成するのに使用される辞書結合コンポーネント３１６に与えられる。新たなエン
トリは、複数語ペア３４０を表す。
【００４６】
　単独語ペア３３８、ならびにソース論理形態３３４および目標論理形態３３６は、論理
形態整列コンポーネント３１０に与えられる。コンポーネント３１０はまず、ソース論理
形態３３４におけるノードと目標論理形態３３６におけるノードの間で試験的な語彙対応
を確立する。これは、統計的語関連度学習コンポーネント３０８からの単独語翻訳ペア３
３８で強化された二言語語彙目録（または対訳辞書）３１４からの翻訳ペアを使用して行
われる。可能な対応を確立した後、整列コンポーネント３１０は、語彙的特徴と構造的特
徴の両方に従って論理形態ノードを整列させ、論理形態転写マッピング３４２を生成する
。
【００４７】
　基本的に、整列コンポーネント３１０は、対訳辞書３１４の情報および単独語ペア３３
８を使用して論理形態間のリンクを作成する。転写マッピングは、ソース論理形態３３４
および目標論理形態３３６において見出される頻度に基づいてフィルタ処理され、語彙知
識ベース構築コンポーネント３１２に与えられる。
【００４８】
　一例では、転写マッピングは、トレーニングデータにおいて少なくとも２回、見られな
い場合、転写マッピングデータベース３１８を構築するのに使用されない。ただし、任意
の他の所望の頻度をフィルタとして使用することもできる。また、出現頻度以外の他のフ
ィルタリング技術も使用できることに留意されたい。例えば、転写マッピングは、入力文
の完全な解析から形成されているかどうか、および転写マッピングを作成するのに使用さ
れた論理形態が完全に整列しているかどうかに基づいてフィルタ処理することができる。
【００４９】
　コンポーネント３１２が、１つの言語における論理形態、または論理形態の部分を第２
の言語における論理形態、または論理形態の部分にリンクすることを基本的に行う転写マ
ッピングを含む転写マッピングデータベース３１８を構築する。
【００５０】
　代替の実施形態では、追加の機械トランスレータの使用を介して追加の翻訳ペア２３０
が生成されることが可能である。図２Ａを再び参照すると、機械トランスレータ２２２お
よび２２４が、その追加の機械トランスレータを表している。機械トランスレータ２２２
および２２４は、第１の機械トランスレータ２２０とは異なる機械トランスレータである
。テキスト入力２１２および２１４が、それぞれ、機械トランスレータ２２２および２２
４に与えられる。テキスト入力２１２および２１４は、テキスト入力２１０と同一である
ことも、テキスト入力２１０とは異なることも可能である。機械トランスレータ２２０、
２２２、および２２４のそれぞれに関して同一のテキスト入力を使用することにより、ト
レーニングアーキテクチャ２４０が、語に対する正しい翻訳を学習することができるよう
になる。
【００５１】
　機械トランスレータ２２２および２２４は、テキスト入力２１２および２１４に対する
翻訳を生成する。その翻訳をブロック２２３および２２５で表している。機械トランスレ
ータ２２２および２２４は機械トランスレータ２２０とは異なるので、同一のテキスト入
力に対して異なる翻訳結果に達する可能性がある。翻訳のこの相違は、しばしば、機械ト
ランスレータのそれぞれが受けたトレーニングに起因する。しばしば、機械トランスレー
タは、別の機械トランスレータが扱うように設計されていない特定の件のテキストを扱う
ために生成される。
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【００５２】
　また、トレーニングアーキテクチャ２４０を使用して機械トランスレータ２５０をトレ
ーニングする際、翻訳済みデータのオプションの追加のソースがトレーニングアーキテク
チャに与えられる可能性がある。その追加のデータは、人間が作成した二言語コーパス２
７０、および対訳辞書２６０を含む可能性がある。人間が作成した二言語コーパスは、機
械トランスレータをトレーニングするのに使用される通常の方法である。コーパスは、一
般に、国会討論などの議事録や契約書の翻訳済みバージョンであるが、任意の翻訳済みテ
キストであることが可能である。対訳辞書２６０は、一般に、ソース言語と目標言語にお
ける語の等価物（例えば、ドイツ語の「Ｆｅｎｓｔｅｒ」は、英語の「Ｗｉｎｄｏｗ」で
ある）をリストする辞書である。その追加のデータが存在する場合、トレーニングアーキ
テクチャは、二言語コーパス２７０および対訳辞書２６０によって与えられる情報を評価
し、テキスト入力２１０に対して生成される翻訳ペア２３０に関して使用されるのと同じ
プロセスを使用して機械トランスレータをトレーニングする。
【００５３】
　トレーニングアーキテクチャ２４０を介する機械トランスレータ２５０のトレーニング
に続き、翻訳マッピングが、オプションのトレーニング後編集コンポーネント２７５によ
って編集されることが可能である。トレーニング後編集コンポーネント２７５は、語彙知
識ベース内の無効な語彙情報またはリンクを削除することによってマッピングを編集する
ことができる。
【００５４】
　図４は、図２Ａに示した機械トランスレータ２５０を含むコンポーネントを示している
。機械トランスレータ２５０は、解析コンポーネント４１０、マッチングコンポーネント
４２０、転写コンポーネント４３０、および生成コンポーネント４４０を含む。以上のコ
ンポーネントは、機械翻訳がテキスト入力を翻訳しているときに呼び出される。
【００５５】
　解析コンポーネント４１０は、ソース文４０６を受け取り、そのソース文入力に基づい
てソース論理形態４１２を作成するように構成されている。このソース論理形態４１２は
、マッチングコンポーネント４２０に与えられる。
【００５６】
　マッチングコンポーネント４２０は、ソース論理形態４１２を図３の転写マッピングデ
ータベース３１８内の論理形態に対応させるように構成されている。転写マッピングデー
タベース３１８内で情報が対応付けされると、マッチングコンポーネント４２０は、ソー
ス論理形態４１２に対するリンク済み論理形態４２２を獲得する。複数の転写マッピング
がソース論理形態４１２の部分に対応する可能性がある。マッチングコンポーネント４２
０は、対応する見出し語、品詞、および他の特徴情報を有するデータベース３１８内の対
応する転写マッピングの最良セットを探索する。より大きい（より詳細な）転写マッピン
グが、例として、より小さい（より一般的な）転写マッピングより優先される可能性があ
る。同等サイズのマッピングの間で、マッチングコンポーネント４２０は、例として、よ
り高い頻度のマッピングを優先する可能性がある。また、マッピングにより、ソース論理
形態４１２の重なり合う部分が、全く競合しないという条件付きで対応付けされる可能性
もある。
【００５７】
　また、マッチングコンポーネント４２０は、転写マッピングによって受け取られた対応
する目標論理形態セグメントのコピーに対するリンクをソース論理形態４１２のノード上
で作成して、リンク済み論理形態４２２を生成するようにも構成される。
【００５８】
　転写コンポーネント４３０は、マッチングコンポーネント４２０からリンク済み論理形
態４２２を受け取るように構成される。また、転写コンポーネント４３０は、目標翻訳の
基礎を形成する目標論理形態４３２を作成するようにも構成される。これは、リンク済み
論理形態４２２のトップダウンの走査（traversal）を実行することによって行われ、こ
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のトラバーサルにおいて、ソース論理形態４１２ノード上のリンクによってポイントされ
る目標論理形態セグメントが結合される。複雑である可能性がある複数語マッピングに関
して論理形態セグメントを一緒に結合する際、マッチングコンポーネント４２０によって
設定された個々のノード間のサブリンクを使用して、修飾語等に関する正しい付着点が判
定される。必要な場合、デフォルトの付着点が使用される。
【００５９】
　適用可能な転写マッピングが見つからない場合、ソース論理形態４１２におけるノード
、およびノードの関係が、単に目標論理形態４３２にコピーされる。それらのノードに対
して転写マッピングデータベース３１８内でデフォルトの単独語翻訳がそれでも見つかり
、目標論理形態４３２に挿入される可能性がある。ただし、何も見つからない場合、翻訳
は、例として、整列中に使用された更新済み対訳辞書３２０から獲得される可能性がある
。
【００６０】
　生成コンポーネント４４０は、例として、目標論理形態４３２から目標ストリングにマ
ップする（または目標文を出力する）規則ベースのアプリケーション独立の生成コンポー
ネントである。生成コンポーネント４４０は、例として、入力論理形態のソース言語に関
する情報を全く有さないことが可能であり、転写コンポーネント４３０によってコンポー
ネント４４０に送られた情報を排他的に処理する。生成コンポーネント４４０は、例とし
て、その情報を一言語（例えば、目標言語に関する）辞書と併せて使用して目標文４４６
を生成することも行う。したがって、各言語に関して１つの汎用生成コンポーネント４４
０だけで十分である。
【００６１】
　図５は、翻訳のためにテキスト入力が与えられた際に機械トランスレータ２５０によっ
て実行されるステップを示す流れ図である。図５は、図４のコンポーネントを参照して説
明する。
【００６２】
　テキスト入力４０６がシステム２５０に提供される。テキスト入力４０６は、ユーザが
ソース言語から目標言語に翻訳することを所望する、ドキュメントまたは他のテキストの
、書かれたバージョン（written version）である。例えばテキスト入力４０６は、「Ｐ
ａｒａ　ｏｂｔｅｎｅｒ　ｍａｓ　ｉｎｆｏｒｍａｃｉｏｎ　ａｃｅｒｃａ　ｄｅ　ＷＳ
Ｈ，ｃｏｎｓｕｌｔｅ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ　Ｈｏｓｔ」であるこ
とが可能である。以上の機械トランスレータ２５０にテキスト入力を与えることをブロッ
ク５１０で示している。
【００６３】
　ブロック５２０で、機械トランスレータ２５０が、テキスト入力４０６を受け取り、テ
キスト入力４０６をスペイン語から英語に翻訳する準備をする。ただし、翻訳のために他
の言語を使用することもできる。次に、解析コンポーネント４１０によってテキスト入力
４０６における各語に関してソース論理形態が生成される。これをブロック５３０で示し
ている。
【００６４】
　ソース論理形態の生成に続き、マッチングコンポーネントが、ソース論理形態を転写マ
ッピングデータベース内の論理形態と対応させる。これをブロック５４０で示している。
対応する目標論理形態セグメントのコピーに対するリンクが、ソース論理形態のノード上
で作成される。これをブロック５５０で示している。目標論理形態は、リンク済み論理形
態のトップダウンのトラバーサルを実行することによって作成される。ソース論理形態ノ
ード上のリンクによってポイントされる目標論理形態セグメントが結合される。これをブ
ロック５６０で示している。転写マッピングが全く見つからない場合、機械トランスレー
タは、対訳辞書から翻訳を獲得する。これをブロック５７０で示している。
【００６５】
　例えば、前述した例示的なテキスト入力の処理中、「ｐａｒａ　ｏｂｔｅｎｅｒ」とい
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う語群が、「ｔｏ　ｏｂｔａｉｎ」としてリンクされる。これに対して、従来技術の機械
トランスレータでは、「ｐａｒａ」という語が「ｉｎ　ｏｒｄｅｒ」としてリンクされ、
「ｏｂｔｅｎｅｒ」という語が「ｔｏ　ｏｂｔａｉｎ」としてリンクされる。さらに、「
ｉｎｆｏｒｍａｃｉｏｎ」という語が、本発明では、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」にリン
クされ、従来の技術では、「ｄａｔａ」にリンクされる。この２つの機械トランスレータ
間における語のリンク付けおよびマッピングのこの違いは、機械トランスレータのそれぞ
れに関するトレーニング方法の違いに起因する。
【００６６】
　マッピングプロセスに続き、目標論理形態が目標文４４６にマップされる。したがって
、例示的な文は、機械トランスレータ２５０により、従来技術の機械トランスレータから
獲得される翻訳である「Ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ｏｂｔａｉｎ　ｍｏｒｅ　ｄａｔａ　
ａｂｏｕｔ　ＷＳＨ，ｉｔ　ｃｏｎｓｕｌｔｓ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｓｃｒｉｐ
ｔ　Ｈｏｓｔ」ではなく、「Ｔｏ　ｏｂｔａｉｎ　ｍｏｒｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ａｂｏｕｔ　ＷＳＨ，ｃｏｎｓｕｌｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ　Ｈｏ
ｓｔ」と翻訳される。この翻訳をブロック５８０に示している。翻訳は、ステップ５９０
でユーザに出力される。
【００６７】
　本発明を特定の実施形態に関連して説明してきたが、本発明の趣旨および範囲を逸脱す
ることなく、形態および詳細の変更を行うことが可能なことが、当業者には認識されよう
。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明を適用できる実施形態の一環境を示すブロック図である。
【図２Ａ】本発明を適用できる実施形態のトレーニングアーキテクチャを示すブロック図
である。
【図２Ｂ】本発明を適用できる実施形態のトレーニングプロセス中に実行されるステップ
を示す流れ図である。
【図３】本発明を適用できる実施形態のトレーニングアーキテクチャを示すブロック図で
ある。
【図４】本発明を適用できる実施形態の図２Ａに示した機械トランスレータをより詳細に
示すブロック図である。
【図５】本発明を適用できる実施形態の翻訳のためにテキスト入力が与えられた際に機械
トランスレータによって実行されるステップを示す流れ図である。
【符号の説明】
【００６９】
　２１０、２１２、２１４　テキスト入力
　２２０、２２２、２２４、２５０　機械トランスレータ
　２２１、２２３、２２５　翻訳済みテキスト
　２３０　翻訳ペア
　２４０　トレーニングアーキテクチャ
　２６０　対訳辞書
　２７０　人間が作成した二言語コーパス
　２７５　トレーニング後編集コンポーネント
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