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あらまし ニューラル機械翻訳 (NMT) の弱点の一つとして，扱える語彙に限りがある点が知られている．
NMT においては，語彙辞書に含まれていない単語は未知語トークンとして出力されるため，これが誤訳となる．
従来法では，出力文に含まれた未知語トークンが対応する原言語の単語を推定しその訳語に置き換えることに
よって，NMT において出力可能となる語彙の規模を拡大した．しかし，この方式は，単語単位での語彙規模の
拡大にとどまる点が弱点であった．本論文においては，ニューラル翻訳において，大規模フレーズ語彙に対応す
る方式を提案する．具体的には，訓練用対訳文においてフレーズ間の二言語対応の情報を収集し，二言語間で対
応済みのフレーズ対訳対を同一のトークンに置き換えた後，NMT モデルの訓練を行う．翻訳時には，NMT モ
デルの語彙集合中の語彙部分に対しては，NMT モデルによる訳文生成がなされ，一方，その他のフレーズまた
は単語語彙部分に対しては，SMT モデルによる翻訳がなされる．日中，中日，日英，英日の各方向の翻訳にお
いて評価を行い，提案手法の有効性を検証した．
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1. ま え が き

て，扱える語彙に限りがある点が知られている．具体

近年の機械翻訳の研究分野においては，従来の統計的

ルの訓練及び翻訳に要する時間が増す点が課題となっ

機械翻訳 (Statistical Machine Translation; SMT) モ

ている．NMT においては，語彙辞書に含まれていな

デルに代わってニューラル機械翻訳 (Neural Machine

い単語は全て未知語トークンとして扱われるため，こ

Translation; NMT) モデルによる機械翻訳方式が盛

れが誤訳となる．日本語特許文を NMT によって中国

的には，扱う語彙のサイズの増加に伴い，NMT モデ

んに研究されている．NMT においては，原言語文を

語に翻訳した場合の誤り例を図 1 に示す．図 1 におい

固定長ベクトルへ写像し，その固定長ベクトルから目

ては，4. 3. 1 で述べるベースライン NMT によって日

的言語文を生成することから，意味的要素の翻訳に非

本語入力文を中国語訳した翻訳文と参照用中国語文を

常に優れており，SMT を上回る翻訳精度を達成して

比較している．図 1 に示すように，略称「cmac」は

いる [1]〜[5]．しかしながら，NMT の弱点の一つとし

原言語・目的言語とも語彙辞書に含まれておらず，出
力文を生成する際に未知語として扱われ，未知語トー
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き換えられて，誤訳となった．更に，入力文に含まれ
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る数字「388」は原言語・目的言語とも語彙辞書に含
まれていないため未知語として扱われ，結果的に翻訳
されず訳抜けとなった（注 1）．
この問題に対して，これまでにも，NMT が扱える
語彙の規模を拡大する方式についての研究が幾つか行
われてきた．[9]〜[12] においては，訓練コーパス中の
未知語をサブワードもしく文字単位に分割することに
よって，未知語の語彙を減らす手法を提案している．[2]
においては，大規模語彙を複数の部分集合に分割し，
各語彙の確率を近似的に求めることによって，NMT
が扱える語彙数を拡大する方式を提案している．[13]
においては，未知語を同義となる既知語に置き換えた
後，NMT モデルを訓練する方式を提案している．ま

図1

NMT によって日本語特許文を中国語に翻訳した場
合の誤り例
Fig. 1 Example of translation errors when translating Japanese patent sentences into Chinese using NMT.

た，[4] においては，二言語間の単語対応関係を記録し
た未知語トークンを導入し，出力文中のトークンを訳

以上の背景のもとで，本論文においては，ニューラ

語に置き換える方式によって，NMT モデルにおける

ル翻訳において，大規模フレーズ語彙に対応する方式

語彙の規模を拡大する手法を提案している．ここで，

について提案する．本論文の提案手法においては，訓

これらの先行研究は，いずれも，未知語となる単語を

練用対訳文においてフレーズの二言語間対応の情報を

より細かい単位に分割することによって未知語の問題

収集し，二言語間で対応済みのフレーズ対訳対を同一

を回避した後，NMT によって翻訳する，若しくは，

のトークンに置き換えた後，NMT モデルの訓練を行

単語単位で未知語を訳語に置き換えるというアプロー

う．翻訳時には，NMT モデルの語彙集合中の語彙部

チとなっている．このため，未知語の翻訳の問題を，

分に対しては，NMT モデルによる訳文生成がなされ，

単語単位の構成的な翻訳の問題に帰着できる場合の対

逆に，その他のフレーズまたは単語語彙部分に対し

策にとどまっており，複合語的なフレーズの中でも，

ては，SMT モデルによる翻訳がなされる．日中，中

特に，その構成単語の訳語を構成的に組み合わせる方

日，日英，英日の各方向の翻訳において評価を行い，

式に帰着できない非構成的な複合語フレーズ翻訳が取

提案手法の有効性を検証した．結果として，提案手法

り扱えない点が弱点となっている．例えば，図 1 にお

はベースラインである SMT モデル，及び，提案手法

いては，ベースライン NMT において日本語単語「ブ

が適用されていない NMT モデルとの比較において，

リッジ」の中国語訳語が未知語 unk となるのに対し

0.7 ポイント以上の BLEU の向上を達成できた．更に，

て，単語単位で未知語を訳語に置き換える PosUnk モ

NMT の弱点である訳抜けの改善においては，提案手

デル [4] の NMT による翻訳結果においては，訓練文

法が適用されていない NMT モデルによる訳抜けを約

から学習された単語対応によって「ブリッジ」を一般

30%減らすことができた．

的な中国語訳語 “ ” に置き換えて翻訳した．しかし，
この中国語訳語は，日本語複合語フレーズ「ブリッジ
インタフェース」の参照訳 “

2. フレーズの抽出

” における訳語と

本章では，branching entropy という統計的指標を

は異なっており，誤訳となっている．このように，日

用いて，前節においてトークンへの置き換え対象とな

本語複合語フレーズ「ブリッジインタフェース」の中

る単言語フレーズを抽出する手法について述べる．

国語訳においては，構成的に「ブリッジ」の訳語を組

従来より，branching entropy を用いた手法は，文

み合わせる翻訳は不適切であり，非構成的な複合語フ

中におけるフレーズ分割 [14]，及び，キーワードフレー

レーズ翻訳が不可避である．

ズの抽出 [15] 等においてよく用いられてきた．それら
の先行研究をふまえて，本論文では，left branching

（注 1）
：入力文の内容の一部が翻訳されずに欠落することを，本論文で
は「訳抜け」(under-generation) と呼ぶが，この問題も NMT におけ
「訳
る重要な課題の一つである．この課題に対して，[6]〜[8] においては，
抜け」に対処する NMT モデルが提案されている．

entropy（フレーズ候補の左に隣接する位置における
branching entropy），及び，right branching entropy
（フレーズ候補の右に隣接する位置における branching
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entropy）を用いてフレーズの境界を判定し，条件を

t の 任 意 の 部 分 列 を tsub と す る と ，Hl (tsub ) 及 び

満たすフレーズを抽出する．

Hr (tsub ) の値は下限値未満である．

フレーズ t に対して，フレーズ t の左に隣接する形

(ii) t には記号（注 3）を含まない．

態素・単語の集合を Vl (t)，フレーズ t の右に隣接する

(iii) 頻度降順上位の形態素・単語をストップワー

形態素・単語の集合を Vr (t) とすると，left branching

ドとして，t は，ストップワード中の高頻度形態素・単

entropy 及び right branching entropy は次式で定義

語を含まない（注 4）.

される．



Hl (t) = −

Pl (v|t) log2 Pl (v|t)

v∈Vl (t)

Hr (t) = −



Pr (v|t) log2 Pr (v|t)

v∈Vr (t)

ただし，形態素・単語の列 x の訓練文中における頻度
を f (x) として，条件付き確率 Pl (v|t)，及び，Pr (v|t)
は，それぞれ次式で定義される

f (v, t)
Pl (v|t) =
f (t)

f (t, v)
Pr (v|t) =
f (t)

以上の定義をふまえると，フレーズ t が別のより

3. 大語彙フレーズに対応した NMT シス
テム
3. 1 大語彙フレーズに対応した NMT モデルの
訓練
図 2 に沿って，対訳文から抽出されたフレーズの対
訳対をトークン対 Tsi , Tti (i = 1, 2, . . .) に置き換え，
その対訳特許文を用いて，大規模フレーズ語彙に対応
した NMT モデルを訓練する流れを以下に示す．
ステップ 1

まず，図 2 の「1．訓練文からフレーズ対

訳対を抽出する」において，2. の手順によって対訳文

Ss , St  の原言語文 Ss からフレーズ tis を抽出する．

長いフレーズの部分列の場合には，t の左若しくは右

そして，抽出されたフレーズ tis に対して，SMT モデ

には特定の形態素・単語が隣接するため，branching

ルのフレーズ翻訳テーブル及び単語間対応を用いた訳

entropy の値が小さくなるという傾向を示す．図 1 の

語推定手法 [16] によって目的言語文における訳語 tit

日本語形態素列「ブリッジ」を例として挙げると，
「ブ

を推定し，フレーズ対訳対 tis , tit  (i = 1, 2, . . . , k) を

リッジ」は複合語「ブリッジインタフェース」の一部で

抽出する（注 5）（注 6）．

あるため，その右に隣接する形態素の出現例の頻度分
布には大きな偏りがありその約 25%は「インタフェー
ス」となるため，
「ブリッジ」の branching entropy の
値は小さくなる．一方，t そのものが他のフレーズの
部分列ではなく，それ自身がフレーズを形成する場合，

t の左右に隣接する形態素・単語の種類・頻度が多様と
なるため，branching entropy の値が大きくなるとい
う傾向を示す．図 1 の日本語形態素列「ブリッジイン
タフェース」を例として挙げると，左右に隣接する形
態素・単語は，
「を」，
「388」等，その種類・頻度が多様
であるため，
「ブリッジインタフェース」の branching

entropy の値は大きくなる（注 2） ．
以上の議論をふまえて，本研究では，branching en-

tropy の値に下限値を設定し，以下の条件を全て満た
すフレーズ t を抽出する．

(i) Hl (t) 及び Hr (t) の値は下限値以上であり，
（注 2）
：一例として，
「ブリッジ」の左右の branching entropy の計算
例を示すと，総頻度 2,118 回のうち右に出現する形態素は 198 種類で
あり，総頻度のうちの約 25%を「インタフェース」が占めるなど頻度分
布の偏りが相対的に大きく，branching entropy は 3.83 となるのに対
して，左に出現する形態素は 300 種類であり，それらの頻度分布の偏り
は相対的に小さく，branching entropy は 5.04 となる．
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（注 3）
：1,215 種類の記号のストップワードリストを人手で作成して用
いた．
：本研究では，頻度降順の上位 100 形態素・単語をストップワー
（注 4）
ドとした．
：ここで，フレーズ対訳対 tis , tit  中の原言語側のフレーズ tis
（注 5）
に対しては，2. で述べるフレーズ抽出条件が適用されるが，目的言語側
のフレーズ tit に対しては，同様のフレーズ抽出条件の適用は行ってい
ない．これは，原言語側のフレーズ候補に対してフレーズ抽出条件を適
用した後，訳語の推定を行うことによって得られる訳語推定結果におい
ては，既に目的言語側のフレーズ抽出条件が満たされていることが多い
からである．実際に，予備実験において，目的言語側の訳語候補に対し
てもフレーズ抽出条件を適用した後，NMT モデルの訓練・評価を行っ
た場合においても，翻訳性能に大きな差はなかった．
：SMT モデルのフレーズ翻訳テーブル及び単語間対応を用いた
（注 6）
訳語推定手法 [16] においては，まず，SMT モデルのフレーズ翻訳テー
ブルを参照して，フレーズ tis の訳語として，目的言語文 St 中に存
在しかつフレーズ翻訳テーブル中の確率が最大となるフレーズ tit を
推定する．このとき，フレーズ翻訳テーブル中に訳語が存在しない場
合や，原言語側・目的言語側のいずれか，若しくは，両方において同
一フレーズが二回以上出現し，一対一の対応が付けられない場合には，
フレーズ翻訳テーブルを用いた訳語推定結果は破棄する．その場合は，
次に，SMT モデルの単語間対応を参照して，フレーズ tis の構成単語
の対応先訳語を全て連結したフレーズのうち，最長かつ構成単語が連続
であり，フレーズ tis との間の対応が一対一となるものが存在するなら
ば，それを訳語推定結果のフレーズ tit とする．一方，それらの条件を
満たすフレーズが存在しない場合には，フレーズ tis の訳語 tit が推定
できないとして，以降の手順は行わず，この時点でフレーズ tis を削除
する．以上の訳語推定手法 [16] を適用した結果として，一対一のフレー
ズ対訳対 tis , tit  (i = 1, 2, . . . , k) が抽出される．

論文／フレーズ・トークン込み NMT モデル及び SMT による大語彙フレーズ翻訳によるハイブリッド翻訳方式

図2
Fig. 2

フレーズ対訳対をトークン対に置き換え済みの対訳文を用いた NMT モデルの訓練
NMT training with parallel sentences including parallel phrase pairs replaced with token pairs.

図 3 SMT による大語彙フレーズ翻訳とニューラルネットワークによる訳文生成
Fig. 3 Translation generation by NMT decoding and large vocabulary phrase
translation by SMT.

ステップ 2 次に，図 2 の「2．抽出されたフレーズ対
訳対をトークン対に置き換える」において，ステップ 1
の対訳文 Ss , St  中のフレーズ対訳対 t1s , t1t , t2s , t2t ,

NMT モデルを訓練する．
3. 2 大語彙フレーズに対応した NMT モデルを
用いた翻訳

. . ., tks , tkt  を，原言語文 Ss における原言語フレーズ

図 3 に沿って，3. 1 の手順によって訓練された，大

tis (i = 1, 2, . . . , k) の出現順に，それぞれ，トークン

規模フレーズ語彙に対応した NMT モデルを用いて，

対 Ts1 , Tt1 , Ts2 , Tt2 , . . ., Tsk , Ttk  に置き換える．

原言語文を目的言語訳文に翻訳する流れを以下に示す．

ステップ 3 最後に，図 2 の「3．NMT 学習」におい

ステップ 1

て，フレーズ対訳対をトークン対に置き換え済みの対

による入力文翻訳」において，原言語文 Ss に対して

訳文を用いて，フレーズをトークンに置き換え済みの

SMT モデルを適用し，SMT による訳文 SSM T を生

まず，図 3 の上半分のうちの「1．SMT
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成する．
ステップ 2 次に，図 3 の「2．入力文とその SMT

Table 1

訳文からフレーズ対訳対を抽出する」において，2.
の手順によって入力文 Ss からフレーズ tis を抽出す
る．そして，抽出されたフレーズ tis に対して，SMT

表 1 評価に用いられた対訳文の文数
Numbers of parallel sentences used in evaluation.

日中対訳文
日英対訳文

訓練用
対訳特許文
998,054
999,636

開発用
対訳特許文
2,000
2,000

評価用
対訳特許文
2,000
2,000

モデルのフレーズ翻訳テーブル及び単語間対応を用
いた訳語推定手法 [16] によって，SMT による訳文

SSM T における訳語 tiSM T を推定し，フレーズ対訳対
tis , tiSM T (i = 1, 2, . . . , k) を抽出する（注 7）．

表 2 評価に用いられた対訳文の語数（異なり数 / 延べ数）
Table 2 Numbers of words (types / tokens) of parallel sentences used in evaluation.

ステップ 3 ステップ 2 において抽出されたフレーズ
対訳対 tis , tiSM T  (i = 1, 2, . . . , k) に対して，原言語
文 Ss 中の原言語フレーズ

tis (i

= 1, 2, . . . , k) をトー

日中
対訳文

クン Tsi (i = 1, 2, . . . , k) に置き換える．
ステップ 4 次に，図 3 の「3．NMT による入力文翻
訳」において，フレーズ対訳対をトークン対に置き換

日英
対訳文

えた後に訓練された NMT モデルを用いて，フレーズ

日本
語文
中国
語文
日本
語文
英語
文

訓練用
対訳特許文
84,285 /
30,157,136
186,054 /
22,862,672
85,733 /
23,380,218
79,363 /
19,479,553

開発用
対訳特許文
5,213 /
73,246
6,632 /
57,171
4,852 /
59,518
5,179 /
47,840

評価用
対訳特許文
6,073 /
71,529
7,358 /
55,326
5,129 /
56,094
5,484 /
47,182

をトークンに置き換え済みの原言語文の訳文を生成す
る．翻訳結果の NMT 訳文においては，トークン Tsi

を単語の単位とした．英語文に対しては，Moses の

(i = 1, 2, . . . , k) に翻

Tokenizer ツール（注 11）を用いて，英語文中の記号部分

訳されており，原言語フレーズの訳語を挿入する位置

の分割を行った．ここでは，Moses [18] による SMT

が，訳文における各トークンの位置によって特定され

モデル作成の際の制約から，一文中の形態素数・単語

ている．

数が 100 を超える訓練用対訳文を除外した．検証実験

ステップ 5 最後に，図 3 の「4．出力文に含まれた

において用いた日中・日英対訳特許文の文対数及び語

トークンをフレーズの訳語に戻す」において，ステッ

数を，それぞれ，表 1 及び表 2 に示す．

Tti

(i = 1, 2, . . . , k) はトークン

プ 2 において抽出されたフレーズ対訳対

tis , tiSM T 

(i = 1, 2, . . . , k) を用いて，NMT による訳文中のトー
クン

Tti

(i = 1, 2, . . . ,) を，それぞれ，SMT による訳

文 SSM T から抽出した訳語

tiSM T

(i = 1, 2, . . . , k) に

4. 2 SMT モデルにおける設定
本節では，本論文で用いる SMT モデルの設定につ
いて述べる．
まず，訓練用対訳特許文に対して句に基づく統計
的機械翻訳モデルのツールキットである Moses [18]

置き換えて，最終的な訳文とする．

（バージョン 2.1）を適用することにより，SMT モデ

4. 評 価 手 順

ルを訓練する．そして，開発用対訳特許文を用いて，

SMT モデルのチューニングを行う．また，SMT モ

4. 1 データセットの詳細
にお

デルを用いた翻訳時においては，1-best 訳文を SMT

いて配布された 100 万文の日中対訳特許文，及び，100

訳文として用いた．評価実験におけるベースライン

万文の日英対訳特許文を用いて，提案手法の検証実験

SMT としても，本節で述べた SMT モデルをそのま

（注 8）

本論文では，WAT2017 の特許翻訳タスク

（注 9）

を行った．日本語文に対しては，IPAdic

を用いた

（注 10）

MeCab

による形態素解析を行い，一形態素を単語

の単位とした．中国語文に対しては，Stanford Word

Segment [17] によって形態素解析を行い，一形態素

ま用いた．

4. 3 大語彙フレーズに対応した NMT モデルに
おける設定
本節では，3. で述べた「大語彙フレーズに対応した

NMT モデル」における設定の詳細について述べる．
（注 7）
：前節の NMT モデル訓練時の場合と同様に，訳語 tiSM T が推
定できないフレーズ tis に対しては，以降の手順は行わず，この時点で
フレーズ tis を削除する．
：http://lotus.kuee.kyoto-u.ac.jp/WAT/patent/index.html
（注 8）
（注 9）
：http://sourceforge.jp/projects/ipadic/
（注 10）
：http://taku910.github.io/mecab/
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4. 3. 1 NMT モデルの設定
本論文では，NMT モデルの実装においては，オー
（注 11）
：https://github.com/moses-smt/mosesdecoder/blob/master/
scripts/tokenizer/tokenizer.perl
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表 3 branching entropy の下限値ごとの置き換え対象のフレーズ対訳対数（訓練用対訳
特許文の原言語文全体が対象：異なり数 / 延べ数，評価用対訳特許文の原言語文全
体が対象：異なり数 / 延べ数）
Table 3 Numbers of parallel phrase pairs to be repaleced with token pairs per
a lower bound of branching entropy (against source sentences of training parallel patent sentences: types / tokens, against source sentences of
evaluation parallel patent sentences: types / tokens).
翻訳方向
日中

中日

日英

英日

3
60,132 /
87,662,
237 / 244
80,215 /
90,112,
349 / 380
17,672 /
19,132,
125 / 130
15,812 /
17,967,
170 / 176

4
65,431 /
93,717,
239 / 250
89,156 /
101,467,
361 / 392
19,194 /
21,046,
128 / 133
17,511 /
19,925
173 / 181

branching entropy の下限値
5
6
7
8
69,387 / 102,636 / 114,262 / 121,542 /
102,630,
149,895,
163,797,
171,032,
247 / 260 329 / 354 349 / 375 372 / 400
96,468 / 103,252 / 110,075 / 136,468 /
124,992,
163,111,
189,099,
234,992,
382 / 417 483 / 522 528 / 567 553 / 590
21,376 /
31,998 /
34,255 /
35,544 /
23,288,
34,901,
37,159,
38,457,
142 / 153 218 / 249 220 / 248 221 / 249
19,438 /
22,955 /
32,345 /
34,605 /
21,053,
25,115,
35,069,
37,275,
184 / 197 222 / 239 226 / 245 230 / 246

プ ン ソ ー ス の 深 層 学 習 ツ ー ル キット で あ る Open-

9
129,743 /
185,431,
361 / 389
149,864 /
263,213,
553 / 590
35,912 /
39,125,
221 / 249
36,664 /
39,573,
231 / 247

10
131,312 /
190,874,
362 / 391
151,349 /
271,124,
556 / 594
36,021 /
39,411,
222 / 250
37,013 /
40,491,
231 / 247

2. の手順によって単言語フレーズを抽出した後，フ

NMT（注 12）の前身である seq2seq-attn ツール（注 13） を

レーズ対訳対のトークン対への置き換え (3. 1)，若し

利用した．

くは，原言語フレーズのトークンへの置き換え (3. 2)

原言語と目的言語の語彙数を，それぞれ，訓練用対
訳特許文における頻度上位の 40,000 語とし，その他
の語は，NMT モデルの語彙外となる未知語とする．

3. の手順の後，フレーズに対するトークンに置き換

がなされる．本論文では，

•

フレーズ対訳対のトークン対への置き換え (3. 1)

におけるステップ 2，

•

原言語フレーズのトークンへの置き換え (3. 2)

えられていない未知語は，
「未知語を表すトークン」

におけるステップ 3，

unk に置き換える．LSTM の隠れ層の階層数を 3

のいずれにおいても，トークンへの置き換え対象は，

とし，符号化部の前向き・後向きの LSTM，復号化

抽出された全フレーズ対訳対のうち，

部の LSTM，及び，入力単語の分散表現はいずれも
次元数を 512 とする．一方，NMT モデルを用いた訳
（注 14）

文探索におけるビーム幅を 1 とした

．また，評価

実験におけるベースライン NMT としては，次節で述

NMT モデルにおける語彙外となる未知語を
原言語側若しくは目的言語側に含む「未知語
を含むフレーズ対訳対」

べる大語彙フレーズへの対応はしていないが，その他
の設定については本節のものをそのまま用いた NMT

とする．各フレーズの branching entropy の値を算出

モデルを用いた．

するための確率パラメータは，訓練用対訳特許文に基

なお，GPU (GTX 1080) を 1 枚有するサーバマシ
ンを用いた場合には，NMT モデルの訓練に要する時
間は約 1 日である．

づき算出する．

branching entropy の下限値については，日中・中
日・日英・英日の四種類の翻訳方向のそれぞれにおい

4. 3. 2 フレーズ抽出及びトークンへの置き換え

て，3∼10 の間で下限値を変化させた場合の置き換え

3. においては，NMT モデルの訓練 (3. 1)，及び，

対象のフレーズ対訳対数（訓練用対訳特許文の原言語

NMT モデルを用いた翻訳 (3. 2) のいずれにおいても，

文全体中，及び，評価用対訳特許文の原言語文全体中．
詳細は表 3 参照），及び，開発用対訳特許文における

（注 12）
：http://opennmt.net/
（注 13）
：https://github.com/harvardnlp/seq2seq-attn
（注 14）
：ビーム幅を増やした場合においても BLEU スコア [19] はほ
とんど改善しなかったため，本論文の評価実験においてはビーム幅を 1
とした．

BLEU スコア [19] （詳細は表 4 参照．参考までに，表
中には，評価用対訳特許文における BLEU スコアの
変化も併記) の変化をふまえて，開発用対訳特許文に
おける BLEU スコアが最大となる下限値として，日
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表 4 branching entropy の下限値ごとの自動評価の結果（BLEU，開発用対訳特許文 /
評価用対訳特許文）
Table 4 Automatic evaluation results per a lower bound of branching entropy
(BLEU, against development / evaluation parallel patent sentences).
翻訳方向
日中
中日
日英
英日

35.5
40.2
43.0
42.7

3
/
/
/
/

35.0
41.3
42.4
41.8

36.0
40.4
43.4
43.0

4
/
/
/
/

35.3
41.5
42.5
42.0

36.4
40.8
43.5
43.1

5
/
/
/
/

branching entropy の下限値
6
7
35.6 36.3 / 35.5 36.1 / 35.1 35.8
41.6 40.5 / 41.3 40.4 / 40.9 40.3
43.0 43.7 / 43.5 44.0 / 43.4 44.5
42.2 43.0 / 42.2 43.3 / 42.2 43.5

表 5 置き換え対象のフレーズ対訳対の異なり数 / 延べ数
Table 5 Numbers of parallel phrase pairs to be
repaleced with token pairs (types / tokens).
対訳文
日中方向 中日方向 日英方向 英日方向
訓練用対訳
特許文の原 69,387 / 96,468 / 35,544 / 34,605 /
38,457
37,275
言語文全体 102,630 124,992
が対象
評価用対訳
247 /
382 /
221 /
230 /
特許文の原
260
417
249
246
言語文全体
が対象

表 6 「未知語を表すトークン」unk に置き換えられる
単語の異なり数 / 延べ数
Table 6 Numbers of words replaced with the token
unk representing unknown words (types /
tokens).
対訳文
日中方向 中日方向 日英方向 英日方向
訓練用対訳
特許文の原 32,844 / 117,975 / 34,528 / 29,034 /
224,792
41,429
34,930
言語文全体 46,597
が対象
評価用対訳
306 /
852 /
289 /
367 /
特許文の原
365
957
409
445
言語文全体
が対象

Table 7

8
/
/
/
/

35.0
40.6
43.9
42.5

35.7
40.0
43.8
42.9

9
/
/
/
/

35.0
40.5
43.1
42.0

34.8
40.0
43.5
42.6

10
/ 34.4
/ 40.4
/ 43.0
/ 41.9

表 7 自動評価の結果 (BLEU)
Automatic evaluation results (BLEU).

手法
日中方向 中日方向 日英方向
英日方向
ベースライン
30.0
36.2
28.0
29.4
SMT [18]
ベースライン
34.2
40.8
43.1
41.8
NMT
Sentence Piece
35.0
41.0
43.3
41.8
NMT
PosUnk モ デ
34.5
41.0
43.5
42.0
ル [4] に よ る
NMT
提案手法
35.6
41.6
43.9
42.5
（下線部 の BLEU スコア間には有意差なし（有意水準 5%））

デルが最も高い BLEU スコアとなり（注 15），ベースラ
イン SMT，ベースライン NMT，及び，単語単位で未
知語を訳語に置き換える PosUnk モデル [4] の NMT
の翻訳性能を上回った．
また，訓練コーパス中の未知語をサブワードに分割
することによって未知語の語彙を減らす手法を適用
した NMT モデル [9], [10] との比較を行った．これら
の手法のうち，[9] では，語彙数に基づく貪欲法によっ
て語彙の単位を細分化する手法を提案している．一
方，[10] 及び Sentence Piece ツール（注 16） においては，
エントロピー最ゆう推定の目的関数を用いて語彙の単

中・中日方向は 5，日英・英日方向は 8 とする．訓練

位を細分化する手法を提案している．これらのうち，

用対訳文及び評価用対訳文において，置き換えられた

本節では，Sentence Piece ツールを用いて決めた語彙

フレーズ対訳対の異なり数，及び，延べ数を表 5 に示

単位に対して，ベースライン NMT モデルと同一の設

す．また，フレーズに対するトークンに置き換えられ
ず，
「未知語を表すトークン」unk に置き換えられる
単語の異なり数，延べ数を表 6 に示す．

5. 評 価 結 果
5. 1 文単位の翻訳性能の評価
5. 1. 1 自 動 評 価
本論文では，文単位の翻訳精度の自動評価尺度とし
て BLEU スコア [19] を用いる．各手法に対する自動
評価の結果を表 7 に示す．提案手法を用いた NMT モ
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（注 15）
：単言語フレーズを抽出する手法として，本論文で記述した
「言語知識に基
「branching entropy を用いたフレーズ抽出」以外にも，
「C-value
づき選定した名詞句のフレーズ抽出 [20], [21]」手法，及び，
を用いた名詞句部分集合のフレーズ抽出 [21]」手法に対しても検証を
行った．また，置き換え対象フレーズ対訳対として，
「「未知語を含むフ
レーズ対訳対」が置き換え対象」，及び，
「「全フレーズ対訳対」が置き換
え対象」の二通りを検証した．しかし，検証の結果においては，文単位
の翻訳性能の自動評価と人手評価 (5. 1)，訳抜けの改善の評価 (5. 2)，
「「branching
及び，名詞句翻訳性能の評価 (5. 3) のいずれにおいても，
entropy を用いたフレーズ抽出」及び「未知語を含むフレーズ対訳対」
が置き換え対象」の設定における NMT モデルが相対的に最も高い性能
を達成した．
：https://github.com/google/sentencepiece
（注 16）
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定での NMT モデル（注 17） を比較対象として，翻訳性能
の評価を行った結果を表 7 「Sentence Piece NMT」
に示す．この結果においても，提案手法の方が高い翻
訳性能を達成した．
なお，表 7 では，最も高い BLEU スコアを示す
提案手法とその他の手法との間で BLEU スコアの有
意差検定（MTEval Toolkit（注 18） を用いて bootstrap

resampling 法 [22] によって行った）を行い，有意水準

表 8 一対評価結果（ベースライン NMT との比較，スコ
アの範囲：−100 ∼ 100)
Table 8 Human evaluation results of pairwise evaluation (with the baseline NMT, the score
ranges from −100 to 100).
手法
日中方向
PosUnk モデル [4] に
13
よる NMT
Sentence Piece NMT
19.0
提案手法
23.5

中日方向
12.5

英日方向
14.5

18
22.5

16
19

5%のもとで有意差がなかった BLEU 値を 下線 で示
す．この結果から分かるように，提案手法は，四種類
の翻訳方向全てにおいて，ベースライン SMT，及び，
ベースライン NMT の翻訳性能を有意に改善した．ま
た，日中方向においては PosUnk モデル [4] の翻訳性
能を，英日方向においては Sentence Piece NMT の
翻訳性能を，それぞれ有意に改善した．
また，提案手法においては，まれに，目的言語側に
おいて，原言語文側のトークン数と同数のトークンが

表 9

JPO 基準に基づく絶対評価結果（スコアの範囲：
1 ∼ 5)
Table 9 Human evaluation results of JPO adequacy
evaluation (the score ranges from 1 to 5).

手法
日中方向
ベースライン SMT [18]
3.1
ベースライン NMT
3.6
PosUnk モデル [4] に
3.8
よる NMT
Sentence Piece NMT
3.9
提案手法
4.1

中日方向
3.2
3.6
3.9

英日方向
3.0
3.7
3.9

3.9
4.1

3.9
4.1

訳出されず，トークン数が不足する，または，過剰と
なることが起こり得る．評価文 2,000 文中において実
際にこの問題が起こったのは，日中・中日・日英・英
日の四種類の各翻訳方向において，トークン数不足が
起こった文数・トークン数にして 1∼5 文・2∼6 トー
クン程度，逆にトークン数が過剰となった文数・トー
クン数にして 1∼4 文・1∼4 トークン程度であった．

5. 1. 2 人 手 評 価
本論文の人手評価においては，[23] における人手評
価尺度である「一対評価」及び「JPO 基準に基づく絶
対評価」の二種類の人手評価尺度を用いる．評価用対
訳特許文から無作為に抽出された 200 文を評価対象と
して，本論文の著者が評価を行う．

PosUnk モデル [4] による NMT，Sentence Piece

し，その平均を「JPO 基準に基づく絶対評価」のスコ
アとする．表 9 の評価結果に示すように，提案手法が
最も高い評価結果となった（注 20）．

5. 2 訳抜けの改善の評価
翻訳文における訳抜けの問題の改善度合いを評価す
るために，評価用対訳特許文に対して，訳抜けした形
態素・単語の数を人手で集計し，提案手法，及び，比
較対象の NMT モデルとの間で比較した．
まず，入力文 Ss ，及び，評価対象手法による翻訳文

Sto の対 Ss , Sto  に対して，以下の条件を満たす形態
素・単語 ws (ws ∈ Ss ) を訳抜けと定義して，人手でそ
の数を集計する．

NMT，及び，提案手法をそれぞれ評価対象手法とし

ws の訳語が翻訳文 Sto 中に存在するか否か

て，ベースライン NMT と比較した場合の「一対評価」

を判定し，存在しない場合に訳抜けとみな

結果を表 8 に示す．この結果においては，提案手法が

す（注 21）．ただし，ws が未知語トークン unk

最も高い評価結果となった．
「JPO 基準に基づく絶対
評価」においては，JPO 評価基準（注 19）に基づき，各翻
訳文に対して人手で 1 ∼ 5 の値の範囲のスコアを付与
（注 17）
：原言語，及び，目的言語の語彙数については，ベースライン
NMT モデルにおける語彙数と同一の 40,000 と設定した場合と，30,000
と設定した場合とを比較したところ，日中・中日・日英・英日の四種類
の翻訳方向において，語彙数 40,000 の場合に比べて，語彙数 30,000
の場合の方が，BLEU スコアを 0.2∼1.0 程度改善した．そこで，本論
文では，原言語，及び，目的言語の語彙数をそれぞれ 30,000 と設定し
た上で，Sentence Piece ツールを用いて訓練用対訳特許文を語彙単位
に分かち書きした後，NMT モデルの訓練を行う．
：https://github.com/odashi/mteval
（注 18）

（注 19）
：https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/
tokkyohonyaku hyouka/01.pdf

（注 20）
：表 8，及び，表 9 においては，日中・中日・日英・英日の四
種類の翻訳方向のうち，目的言語母語話者が人手評価を行った日中・中
日・英日の三種類の翻訳方向の評価結果のみ掲載した．なお，日英方向
の翻訳結果について，英語非母語話者である著者が人手評価を行った結
果においても，比較対象モデルとのスコア差は，
「一対評価」において
4.0∼6.0，
「JPO 基準に基づく絶対評価」において 0.2∼1.3 となり，提
案手法が最も高い評価結果となった．
：英語文の冠詞は通常日本語訳文中では陽には翻訳されないの
（注 21）
で，訳抜けとはみなさない．また，形態素・単語 ws は直訳はされてい
ないが，翻訳文中に ws の意味が含まれている場合には ws を訳抜けと
はみなさない．
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表 10 入力文における訳抜けの形態素・単語の数
Table 10 Numbers of untranslated morphemes /
words of input sentences.
手法
日中方向
ベースライン
1,135
NMT
PosUnk モ デ
1,112
ル [4] に よ る
NMT
Sentence Piece
871
NMT
提案手法
736

中日方向
869
846

日英方向
1,060
1,031

英日方向
813
794

るように，ベースライン SMT は，文単位の翻訳性能
においては，自動評価・手動評価とも低い性能となっ
ているが，本節の名詞句再現率においては，最も高い
性能となった．また，ベースライン SMT 以外のベー
スライン手法と比べて，提案手法は相対的に最も高い
性能を達成した．

717

796

683

581

655

571

5. 4 例
本節では，提案手法による翻訳の具体例として，提
案手法によって，ベースライン手法の翻訳誤りを改善
した例，及び，提案手法では翻訳誤りとなるものの，

に翻訳された場合は，ws の訳語は翻訳文 Sto
中に存在するとみなす．

ベースライン手法である Sentence Piece NMT では
正しく翻訳できる例について，それぞれ述べる．
まず，図 4 においては，提案手法によって，三種類の

集計結果を表 10 に示す．この結果においては，提案手

ベースライン手法であるベースライン NMT，PosUnk

法によって，ベースライン NMT における訳抜けのう

モデルによる NMT，及び，Sentence Piece NMT の

ちの約 30%が削減された．また，PosUnk モデルによ

翻訳誤りを改善する例を比較する．ベースライン NMT

る NMT，及び，Sentence Piece NMT と比較しても，

による翻訳文においては，日本語形態素「吸蔵」及び日

提案手法による訳抜けの数の方が少なくなっている．

本語フレーズ「水素吸蔵」の中国語訳語である “

”

Sentence Piece NMT においては，語彙の単位を細

は，NMT モデルの語彙集合に含まれない未知語であ

分化し，未知語を削減することによって，一部の訳抜

るため，日本語フレーズ「水素吸蔵」は未知語トーク

けを改善したが，一文を構成する形態素・単語の数が

ン unk に誤訳された．一方，PosUnk モデルによる

多くなったことにより，NMT モデル自身における訳

NMT による翻訳文においては，日本語未知語「吸蔵」

抜けの発生し易さが増し，訳抜けの原因となった．一

に対応する未知語トークン unk が単語単位で中国語

方，提案手法においては，未知語を含み，複数形態素・

訳に置き換えられた結果，中国語 “

” （「水素を

単語から構成されるフレーズを一つのトークンに置き

埋め込む」を意味する）に誤訳された．また，Sentence

換えることによって，一文を構成する形態素・単語の

Piece NMT による翻訳文においては，日本語形態素

数が抑えることができ，結果的に訳抜けの数を抑えら

「吸蔵」が文字「吸」と「蔵」に分割され，日本語側

れている．

で未知語とはならなかったが，NMT モデルによる翻

5. 3 名詞句翻訳性能の評価

訳過程において，高頻度な「吸」が優先され，低頻度

本節では，本論文の大語彙フレーズに対応した NMT

な「蔵」が翻訳されず，
「水素吸蔵」が中国語 “

において，大語彙フレーズの典型例である名詞句の翻

”

（「水素を吸収する」を意味する）に誤訳された．これ

訳性能がどの程度改善したのかの評価を行う．まず，

らのベースライン手法に対して，提案手法による翻訳

5. 1 の人手評価において評価対象とした 200 文に対し

文においては，日本語形態素「吸蔵」を含む日本語フ

て，全ての名詞句を人手で抽出し，評価対象名詞句と

レーズ「水素吸蔵合金粉末」がフレーズとして抽出さ

する．更に，それらの評価対象名詞句の訳語名詞句を，

れ，SMT 訳文中の中国訳語 “

200 文の評価用対訳特許文における参照用目的言語文

えられ，この訳においては「吸蔵」は参照用訳文中の

中から抽出し，各評価対象手法に対してそれらの訳語

訳語と一致した．

” に置き換

名詞句の再現率を測定した．ここで，評価対象名詞句
としては，構成形態素・単語として未知語を含むため，
ベースライン NMT による翻訳が不可能である「未知
語を含む評価対象名詞句」を用いた．
評価結果を表 11 に示す（注 22）．この結果においては，
ベースライン SMT が最も高い再現率となり，提案手
法はその次に高い再現率となった．この結果から分か
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（注 22）
：表 11 では，未知語を含むにもかかわらず，ベースライン NMT
によって正しく翻訳できている評価対象名詞句が数個存在する．これら
の事例においては，本来であれば，名詞句の全構成語を翻訳しその訳語
を連結するという構成的翻訳を行うことによって，評価対象名詞句の構
成語列全体の訳語とするべきである．しかし，実際には，名詞句の構成
語のうち，未知語を除く語のみが翻訳され，その訳語の一部に，本来は
未知語の訳語として訳出されるべき語が偶然誤って含まれることによっ
て，評価対象名詞句の構成語列全体としては正しく翻訳された．
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表 11

名詞句翻訳性能の評価結果（対象：未知語を含む評価対象名詞句，異なり数に対
しての再現率 / 延べ数に対しての再現率）
Table 11 Recall of correctly translated compound noun types / tokens in the output sentences against compound noun phrases for evaluation including
unknown words.
手法

日中方向
中日方向
日英方向
英日方向
28.1%(18/64)
23.4%(15/64)
35.4%(17/48)
22.9%(11/48)
ベースライン SMT [18]
/ 26.9%(18/67)
/ 23.9%(16/67)
/ 37.7%(20/53)
/ 26.4%(14/53)
3.1%(2/64)
6.3%(4/64)
8.3%(4/48)
6.3%(3/48)
ベースライン NMT
/ 3.0%(2/67)
/ 6.0%(4/67)
/ 7.6%(4/53)
/ 5.7%(3/53)
3.1%(2/64)
6.3%(4/64)
8.3%(4/48)
6.3%(3/48)
PosUnk モデル [4] による NMT
/ 3.0%(2/67)
/ 6.0%(4/67)
/ 7.6%(4/53)
/ 5.7%(3/53)
7.8%(5/64)
9.4%(6/64)
12.5%(6/48)
12.5%(6/48)
Sentence Piece NMT
/ 7.5%(5/67)
/ 9.0%(6/67)
/ 13.2%(7/53)
/ 15.1%(8/53)
18.8% (12/64)
20.3% (13/64)
18.8% (9/48)
18.8% (9/48)
提案手法
/ 17.9% (12/67) / 19.4% (13/67) / 17.0% (9/53) / 17.0% (9/53)

Fig. 4

図 4 提案手法による改善例（日中翻訳）
An example of improving translation errors by the proposed NMT model
(Japanese-to-Chinese translation).

次に，図 5 においては，提案手法によって，ベース

なるものの，ベースライン手法である Sentence Piece

ライン NMT による訳抜け誤りを改善する例を示す．

NMT では正しく翻訳できる例を示す．図 6 の例では，

図 5 の例では，英語単語 “eukaryotic”，及び，“pro-

日本語形態素解析において，日本語フレーズ「タイミ

moters” の訳語である日本語形態素「プロモーター」

ングプーリ」を構成要素に分割することができず，一

が未知語となり，ベースライン NMT による翻訳文に

形態素として扱われ，このフレーズを SMT によって

おいては，“eukaryotic” を含むフレーズ “eukaryotic

翻訳することができず，結果的に提案手法では未知語

promoters” が翻訳されず訳抜けとなった．一方，提

トークン unk に誤訳された．一方，Sentence Piece

案手法においては，“eukaryotic promoters” がフレー

NMT では，日本語フレーズ「タイミングプーリ」が

ズとして抽出され，SMT との併用により正しく翻訳

「タイミング」と「プーリ」に分割されて，“timing

できた．

pulley” に正しく翻訳された．

また，図 6 においては，提案手法では翻訳誤りと
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図 5 提案手法による改善例（対ベースライン NMT，英日翻訳，訳抜け誤り）
Fig. 5 An example of improving translation errors by the proposed NMT model
(against the baseline NMT, English-to-Japanese translation, when addressing the problem of under-translation).

図 6 提案手法による誤り例（Sentence Piece NMT では正しく翻訳，日英翻訳）
Fig. 6 An example of translation error by the proposed NMT model (correct
translation by Sentence Piece NMT, Japanese-to-English translation).

6. 関 連 研 究

策にとどまっている．そのため，[4], [13] においては，

本論文に関連して，NMT が扱える語彙の規模を拡

訳語を構成的に組み合わせる方式に帰着できない非

大する方式についての研究が幾つか行われてきた．[4]

構成的な複合語フレーズ翻訳が取り扱えない点が弱

においては，二言語間の単語対応関係を記録した未知

点となっている．一方，本論文では，未知語を含むフ

複合語的なフレーズの中でも，特に，その構成単語の

語トークンを導入し，出力文中のトークンを訳語に置

レーズを置き換え対象としてトークンに置き換えた後，

き換える方式によって，NMT モデルにおける語彙の

NMT モデルを訓練するアプローチをとっている．し

規模を拡大する手法を提案している．[13] においては，

たがって，[4], [13] と比較すると，本論文の方式は，構

未知語を同義となる既知語に置き換えた後，NMT モ

成単語の訳語を構成的に組み合わせる方式に帰着でき

デルを訓練する方式を提案している．しかし，これら

ない非構成的な複合語フレーズ翻訳においてその威力

の方式では，置き換え対象となる未知語が単語単位で

を発揮する．この点については，前節の評価実験にお

あるため，未知語を含むフレーズの翻訳の問題を，単

いて，提案手法が，PosUnk モデル [4] による NMT

語単位の構成的な翻訳の問題に帰着できる場合の対

を上回る性能を達成したことによって実証された．
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また，[9]〜[12]，及び，Sentence Piece においては，
単語をサブワード単位または文字単位に分割すること
によって NMT モデルが扱える語彙の規模を拡大する

えられる．

7. む す び

手法を提案している．このうち，[11], [12] は未知語の

本論文では，NMT モデルが大規模フレーズ語彙に

みを対象として分割を行う手法である．[11] では，未

対応できないという問題に対して一つの解決手法を提

知語のみを文字単位に分割して，単語単位と文字単

案した．提案手法では，訓練用対訳文においてフレー

位の分割単位を併行して利用する NMT モデルを提

ズ間の二言語対応の情報を収集し，二言語間で対応済

案している．一方，[12] においては，未知語に対して

みのフレーズ対訳対を同一のトークンに置き換えた

は，文字単位での意味表現を NMT モデルの組み込む

後，NMT モデルの訓練を行う．NMT モデルによる

手法を提案している．また，[9], [10]，及び，Sentence

翻訳時には，NMT モデルの語彙集合中の語彙部分に

Piece ツールにおいては，文全体を対象として，文中

対しては，NMT モデルによる訳文生成がなされ，一

の単語を構成文字列単位に分割することによって語彙

方，その他のフレーズまたは単語語彙部分に対して

数を削減する手法を提案している．特に，[9] において

は，SMT モデルによる翻訳がなされる．日中，中日，

は，語彙数に基づく貪欲法によって語彙の単位を細分

日英，英日の各方向の翻訳において評価を行い，提案

化する手法を提案している．また，[10] 及び Sentence

手法の有効性を検証した．結果として，ベースライン

Piece ツールにおいては，エントロピー最ゆう推定の

SMT モデル，及び，ベースライン NMT モデルとの

目的関数を用いて語彙の単位を細分化する手法を提案

比較において，0.7 ポイント以上の BLEU の向上を

している．これらの手法を用いた NMT モデルにおい

達成できた．また，NMT の弱点の一つである訳抜け

ては，フレーズはより小さい語彙の単位に分割された

の改善においては，ベースライン NMT モデルによる

後，NMT モデルの訓練及び NMT モデルによる翻訳

訳抜けを約 30%削減することができた．今後の課題

が行われる．一方，本論文の手法と，上述の手法との

として，SMT による大語彙フレーズ翻訳と Sentence

間の最も大きな相違点として，本論文の手法において

Piece に基づく NMT モデルを併用することにより翻

は，未知語を含むフレーズが，フレーズ単位のままで

訳性能を改善することが挙げられる．また，NMT モ

SMT によって翻訳される点が挙げられる．本論文の

デルにおける訳抜けを改善するための既存の手法（例

手法の優位性については，前節の評価実験において，

えば，[8] 等）の枠組みを導入することにより，提案手

提案手法が，Sentence Piece NMT を上回る性能を達

法における訳抜けの改善を更に促進することが挙げら

成したことによって実証された．

れる．
文

その他，本論文で対象としたフレーズの翻訳に関連
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