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(57)【要約】
【課題】

機械翻訳の際に変換先のテンス・アスペクト

・モダリティを精度よく翻訳する。
【解決手段】

テンス−素性組抽出部12は, テンス・ア

スペクト・モダリティ・データベース11から, 事例ごと
にテンス・アスペクト・モダリティ( 以下「テンス等」
という) と素性の集合の組とを抽出する。機械学習部13
は, 抽出した組からどのような素性のときにどのような
テンス等となりやすいかを学習し，その結果をデータベ
ース14に保存する。素性抽出部15は, 訳出したい日本文
3 が入力されると素性の集合を抽出する。変換先テンス
・アスペクト・モダリティ推定処理部16は, 学習結果デ
ータベース14を参照し, その素性の集合から日本文3 の
素性の場合にどのようなテンス等になりやすいかを推定
し, 推定したテンス等4 を出力する。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

【発明の詳細な説明】

【請求項１】

【０００１】

コンピュータにより一の言語から他の言

語へ翻訳処理をする際に，変換元言語から変換先言語の

【発明の属する技術分野】本発明は，コンピュータによ

テンス・アスペクト・モダリティを翻訳する方法であっ

る翻訳システムの分野において，特に，機械学習法を用

て，予め備えられた変換元言語の事例と当該事例のテン

いてテンス（時制），アスペクト（相），またはモダリ

ス・アスペクト・モダリティとを記憶するデータベース

ティ（様相）を翻訳する翻訳処理方法および翻訳システ

から，テンス・アスペクト・モダリティと当該事例また

ムに関するものである。

は当該事例に関連するデータから抽出した，複数の形式

【０００２】

の素性の集合とからなるテンス−素性組を事例ごとに抽
出する過程と，前記テンス−素性組のうちのすべてまた

【従来の技術】近年，ＷＷＷ（World Wide Web）などの
10

インターネットの発展とともに機械翻訳の必要性が高ま

はいくつかの素性を用いて，機械学習法により変換先言

り続けている。この機械翻訳において，テンス・アスペ

語のテンス・アスペクト・モダリティを判定するための

クト・モダリティは翻訳が難しい問題として知られてい

学習データを作成し保存する過程と，変換元言語の入力

る。

文から，当該入力文の素性の集合を抽出する過程と，前

【０００３】テンス・アスペクト・モダリティとは，動

記入力文の素性の集合のうちのすべてまたはいくつかの

詞部分の時制（テンス），進行形や完了形などの相（ア

素性をもとに，前記学習データを参照して前記入力文の

スペクト），または英文における助動詞相当句である様

テンス・アスペクト・モダリティを推定する過程とを備

相（モダリティ）についての情報である。

えることを特徴とするテンス・アスペクト・モダリティ

【０００４】従来，テンス・アスペクト・モダリティの

翻訳処理方法。

表現は，人手により作成されたルールによって扱われて

【請求項２】

請求項１に記載のテンス・アスペクト・

20

いた。しかしながら，近年では，用例ベース（ｋ近傍

モダリティ翻訳処理方法において，前記機械学習法とし

法）の方法などのコーパスデータにもとづくアプローチ

て，決定リスト法，最大エントロピー法，またはサポー

でも処理されるようになってきた。用例ベースの方法で

トベクトルマシン法のいずれか一の手法を用いることを

は，集めた実例ごとに，どの場合にどの時制などを使う

特徴とするテンス・アスペクト・モダリティ翻訳処理方

かを記したデータを対応づけた用例データベースを用意

法。

しておき，入力された文と良く似た実例に基づいてテン

【請求項３】

コンピュータにより一の言語から他の言

ス・アスペクト・モダリティを翻訳するといったことが

語へ翻訳処理をする際に，変換元言語から変換先言語の

行なわれていた。［参考文献１］村田真樹

テンス・アスペクト・モダリティを翻訳するシステムで

清貴

あって，予め備えられた変換元言語の事例と当該事例の

・モダリティの日英翻訳，人工知能学会誌，Vol.16，N

テンス・アスペクト・モダリティとを記憶するデータベ

30

馬青

内元

井佐原均，用例ベースによるテンス・アスペクト

o.1，2001参考文献１に記載されている研究では，日本

ースから，テンス・アスペクト・モダリティと当該事例

文から英文への機械翻訳のテンス・アスペクト・モダリ

または当該事例に関連するデータから抽出した，複数の

ティの判定の際に，日本文のテンス・アスペクト・モダ

形式の素性の集合とからなるテンス−素性組を事例ごと

リティは文末に表されることに着目して，入力された日

に抽出するテンス−素性組抽出手段と，前記テンス−素

本文の文末の所定の長さの文字列と，予め用意したコー

性組のうちのすべてまたはいくつかの素性を用いて，機

パスデータとの類似度をｋ近傍法により判断してテンス

械学習法により変換先言語のテンス・アスペクト・モダ

・アスペクト・モダリティを決定する手法を用いてい

リティを判定するための学習データを作成し保存する機

る。ｋ近傍法とは，最もよく似た一つの事例の代わり

械学習手段と，変換元言語の入力文から，当該入力文の

に，最もよく似たｋ個の事例を用い，このｋ個の事例で

素性の集合を抽出する素性抽出手段と，前記入力文の素
性の集合のうちのすべてまたはいくつかの素性をもと

の多数決によって分類先を求める手法である。
40

【０００５】

に，前記学習データを参照して前記入力文のテンス・ア

【発明が解決しようとする課題】しかし，人手でルール

スペクト・モダリティを推定する変換先テンス・アスペ

を記述し，このルールをもとにテンス・アスペクト・モ

クト・モダリティ推定処理手段とを備えることを特徴と

ダリティを分類する方法では，人的資源の問題や，人手

するテンス・アスペクト・モダリティ翻訳システム。

による作業の精度などの問題がある。

【請求項４】

【０００６】また，入力文とよく似た実例を使う手法で

請求項３に記載のテンス・アスペクト・

モダリティ翻訳システムにおいて，前記機械学習部で

は，入力文と実例の類似度を定義する必要があり，例え

は，決定リスト法，最大エントロピー法，またはサポー

ば文末の文字列のように類似度を定義することができる

トベクトルマシン法のいずれか一の手法を用いて学習す

ような平易な情報しか扱うことができなかった。そのた

ることを特徴とするテンス・アスペクト・モダリティ翻

め，参考文献１に記載された研究の手法において，文末

訳システム。

50

の文字列の情報のみによってテンス・アスペクト・モダ
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リティの分類を判定することで，判定結果の精度が低く

訳データの該当する構成部分データなど，二以上の異な

なる場合が生じる。

る形式の素性を任意に用いて解析処理を行う点が，従来

【０００７】例えば，実例データ「もう行きました。」

の手法と異なる。

のテンス・アスペクト・モダリティが「過去完了」であ

【００１３】また，本発明では，多くの形式の素性を自

る場合に，「昨日行きました。」という文が入力された

由に用いることができる，類似度を設定する必要のない

とする。この入力文の正しいテンス・アスペクト・モダ

種々の機械学習手法を用いて解析処理を行う点が，類似

リティは「過去」であるにもかかわらず，文字列「まし

度の定義を必要とする従来のｋ近傍法のような手法によ

た＄（＄＝文末）」の表示の類似度から，実例データと

る判定と異なる。

同様に「過去完了」と判定されてしまう場合がある。
【０００８】したがって，参考文献１の研究の手法のよ

【００１４】以上の本発明に係る処理方法またはシステ
10

ムは，その処理過程や手段，構成，要素をコンピュータ

うに文末の一致する文字列だけでなく，例えば，この場

に実行させるプログラムによっても実現することができ

合の「昨日」のように，文末の文字列とは異なる形式の

る。このプログラムは，コンピュータが読み取り可能

情報を合わせて用いることが有効であると考えられる。

な，可搬媒体メモリ，半導体メモリ，ハードディスクな

【０００９】しかし，テンス・アスペクト・モダリティ

どの適当な記録媒体に格納することができ，これらの記

を解析するための情報（素性）として，形態素情報（形

録媒体に記録して提供され，または通信インタフェース

態素素性），意味解析情報（単語素性など），構文解析

を介して種々の通信網を利用した送受信により提供され

情報（構文解析素性）などの異なる形式の素性を組み合

る。

わせて用いることが有効であるとしても，参考文献１の

【００１５】

研究で用いたｋ近傍法のような類似度を定義する必要が

【発明の実施の形態】以下に，本発明の実施の形態を図

ある判定手法では，複数の形式の素性を用いることがで

20

を用いて説明する。本実施の形態では，日本文から英文

きないという問題があった。

への翻訳に際しテンス・アスペクト・モダリティを翻訳

【００１０】本発明は，上記問題点の解決を図り，変換

する場合を例とする。

元言語の事例やその事例に関連するデータから抽出した

【００１６】図１に，本発明のシステム構成例を示す。

異なる形式の素性を取り扱うことができる機械学習手法

図１中，１は本発明に係るテンス・アスペクト・モダリ

を用いて，どのような素性の場合にどのようなテンス・

ティ翻訳システムを表す。テンス・アスペクト・モダリ

アスペクト・モダリティになるかを学習し，その学習結

ティ翻訳システム１はＣＰＵ，メモリなどで構成され，

果を用いて入力文の変換先のテンス・アスペクト・モダ

テンス・アスペクト・モダリティ・データベース１１，

リティを精度よく翻訳できる手段を提供することを目的

テンス−素性組抽出部１２，機械学習部１３，学習結果

とする。

データベース１４，素性抽出部１５，変換先テンス・ア

【００１１】

30

スペクト・モダリティ推定処理部１６を持つ。

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた

【００１７】テンス−素性組抽出部１２は，予め用意し

め，本発明に係る方法は，予め備えられた変換元言語の

ておいたテンス・アスペクト・モダリティ用コーパスで

事例と当該事例のテンス・アスペクト・モダリティとを

あるテンス・アスペクト・モダリティ・データベース１

記憶するデータベースから，テンス・アスペクト・モダ

１から，事例ごとに，テンス・アスペクト・モダリティ

リティと当該事例または当該事例に関連するデータから

と事例の素性の集合との組を抽出する手段である。

抽出した，複数の形式の素性の集合とからなるテンス−

【００１８】機械学習部１３は，テンス−素性組抽出部

素性組を事例ごとに抽出する過程と，前記テンス−素性

１２で抽出されたテンス・アスペクト・モダリティと素

組のうちのすべてまたはいくつかの素性を用いて，機械

性の集合との組から，どのような素性のときに，どのよ

学習法により変換先言語のテンス・アスペクト・モダリ
ティを判定するための学習データを作成し保存する過程

うなテンス・アスペクト・モダリティになりやすいかを
40

機械学習法により学習し，その学習結果を学習結果デー

と，変換元言語の入力文から，当該入力文の素性の集合

タベース１４に保存する手段である。

を抽出する過程と，前記入力文の素性の集合のうちのす

【００１９】素性抽出部１５は，入力された日本文３か

べてまたはいくつかの素性をもとに，前記学習データを

ら素性の集合を抽出し，それらを変換先テンス・アスペ

参照して前記入力文のテンス・アスペクト・モダリティ

クト・モダリティ推定処理部１６へ渡す手段である。

を推定する過程とを備えることを特徴としている。

【００２０】変換先テンス・アスペクト・モダリティ推

【００１２】本発明では，従来の手法のように，文末の

定処理部１６は，学習結果データベース１４を参照し

文字列のように単一の種類の素性だけを用いてテンス・

て，渡された素性の集合の場合に，変換先の言語におい

アスペクト・モダリティの解析を行うのでなく，文字列

てどのようなテンス・アスペクト・モダリティになりや

の他，一文全体の形態素素性，意味的素性，構文的素

すいかを推定し，日本文３の変換先のテンス・アスペク

性，前文のテンス・アスペクト・モダリティ，または対

50

ト・モダリティ４を出力する手段である。

( 4 )
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【００２１】本発明の処理の流れの概略を説明する。図

アスペクト・モダリティと事例の素性の集合との組を抽

２は，図１に示すシステムの処理フローチャートであ

出する。

る。

【００２６】テンス−素性組抽出部１２では，素性の集

【００２２】図２に示す処理を開始する前に，テンス・

合として，文字列素性，形態素素性，単語素性，構文的

アスペクト・モダリティ・データベース１１を予め用意

素性，一前文のテンス・アスペクト・モダリティの情

しておく。テンス・アスペクト・モダリティ・データベ

報，英文対訳データの動詞部分など，種々の形式の素性

ース１１は，機械翻訳用の日英の対訳コーパスであり，

のうち，所定の素性を抽出することができる。

日本語と英語の対訳データにテンス・アスペクト・モダ

【００２７】図３に抽出する素性の集合とテンス・アス

リティの情報が付与されている。

ペクト・モダリティの組を示す。図３に示すように，テ

【００２３】日英の対訳データに付与するテンス・アス

10

ンス−素性組抽出部１２により，テンス・アスペクト・

ペクト・モダリティの分類として，例えば以下のものを

モダリティ・データベース１１の事例「もう登録しまし

用いる。以下の分類は，対訳の英語文の動詞がどのよう

た。」から，テンス・アスペクト・モダリティと，文字

な形になっているかによって定められる。

列素性「もう登録しました＄」，「う登録しました

（１）各助動詞相当語句 (be able to, be going to, c

＄」，・・・，「た＄」，単語素性「もう」，「登録」

an, have to, had better, may, must, need, ought, s

「し」「まし」「た」などの素性の集合との組を抽出す

hall, used to, will の12種類) がつくかどうかと，

る。なお，ここでは，抽出した文字列素性には入力され

｛現在形，過去形｝と｛進行形，進行形でない｝と｛完

た文全体の形態素列と区別できるように末尾に＄をつけ

了，完了でない｝のすべての組み合わせ（助動詞相当語

ている。また，文末表現の正規化のため，句点などは消

1 5

句が複数つく場合も許している。) : ２

種類

（２）命令形 (１種類)

している。
20

【００２８】ステップＳ２：続いて，機械学習部１３に

（３）名詞句 (１種類)

より，抽出されたテンス・アスペクト・モダリティと素

（４）分詞構文 (１種類)

性の集合との組から，どのような素性のときにどのよう

（５）動詞省略 (１種類)

なテンス・アスペクト・モダリティになりやすいかを機

（６）間投詞，挨拶文など (１種類)

械学習し，その学習結果を学習結果データベース１４に

（７）日本語と英語で動詞の対応がとれない場合 (１種

保存する。

類)

【００２９】機械学習では，例えば，所定の長さの文末

（８）作業不可 (１種類)

の文字列素性，事例の全文の形態素素性，単語素性のう

ただし，上記の分類のうち，「（３）名詞句」から

ち，いくつかの素性を用いて処理を行ってもよい。

「（８）作業不可」までの６つの分類はテンス・アスペ

【００３０】機械学習の手法は，種々の形式の素性の集

クト・モダリティの分類としては扱う必要がないか，も

30

合を扱うことができるような機械学習法であればよく，

しくはテンス・アスペクト・モダリティの翻訳を行なう

例えば，以下に示すような決定リスト法，最大エントロ

必要がないと思われるので，本形態では省略している。

ピー法，サポートベクトルマシン法などを用いる。

【００２４】また，これらの分類は，「英語の主節の動

【００３１】（１）決定リスト法

詞部分」と「日本語の主節の動詞に対応する英語の動詞

決定リスト法は，あらかじめ設定しておいた素性ｆj (

部分」の二か所にふられる。しかし，日英翻訳において

∈Ｆ, １≦ｊ≦ｋ）のうち，いずれか一つの素性のみを

日本語のテンス・アスペクト・モダリティに対応するの

文脈として各分類の確率値を求めて，その確率値が最も

は「英語の主節の動詞部分」であろうと考えられるの

大きい分類を求める分類とする方法である。

で，本発明に係るテンス・アスペクト・モダリティ翻訳

【００３２】ある文脈ｂで分類ａを出力する確率は以下

システム１では，日本文３を与えて変換先の「英語の主
節の動詞部分」のテンス・アスペクト・モダリティの分

の式によって与えられる。
40

【００３３】

類を推定し，推定結果であるテンス・アスペクト・モダ

ｐ（ａ｜ｂ）＝ｐ（ａ｜ｆm a x ）

（１）

リティ４を出力することとしている。

ただし，ｆm a x は以下の式によって与えられる。

【００２５】ステップＳ１：まず，テンス−素性組抽出

【００３４】

部１２により，用意されたテンス・アスペクト・モダリ

【数１】

ティ・データベース１１から，各事例ごとに，テンス・

【００３５】また，
【００３６】
【数２】

50

【００３７】は，素性ｆj を文脈に持つ場合の分類ａi

( 5 )

特開２００３−１６０６７

7

8

の出現の割合である。

【００４０】（２）最大エントロピー法

【００３８】具体的には，各素性ごとに，どのようなテ

最大エントロピー法は，あらかじめ設定しておいた素性

ンス・アスペクト・モダリティの分類になるのかの確率

ｆj （１≦ｊ≦ｋ）の集合をＦとするとき，以下の式

を求めておき，入力文のすべての素性のうち最大確率の

（３）を満足しながらエントロピーを意味する式（４）

素性の分類を用いてテンス・アスペクト・モダリティの

を最大にするときの確率分布ｐ（ａ，ｂ）を求め，その

分類を推定する。

確率分布にしたがって求まる各分類の確率のうち，もっ

【００３９】決定リスト法にもとづく分類は簡便ではあ

とも大きい確率値を持つ分類を求める分類とする方法で

るが，ある一つの素性のみを文脈としてテンス・アスペ

ある。

クト・モダリティの分類の推定を行なうので，機械学習
の手法としては少々貧弱なものとなっている。

【００４１】
10

【００４２】ただし，Ａ，Ｂは分類と文脈の集合を意味
し，ｇj （ａ，ｂ）は文脈ｂに素性ｆj があって，なお

【数３】

おける素性出現の期待値を用いることができると考えら
20

れることによる。

かつ分類がａの場合１となり，それ以外で０となる関数

【００４６】（３）サポートベクトルマシン法

を意味する。また，

サポートベクトルマシン法は，空間を超平面で分割する

【００４３】

ことにより，２つの分類からなるデータを分類する手法

【数４】

である。図４にサポートベクトルマシン法のマージン最
大化の概念を示す。図４において，白丸は正例，黒丸は

【００４４】は，既知データでの（ａ，ｂ）の出現の割

負例を意味し，実線は空間を分割する超平面を意味し，

合を意味する。

破線はマージン領域の境界を表す面を意味する。図４

【００４５】式（３) は確率ｐと出力と素性の組の出現

（Ａ）は，正例と負例の間隔が狭い場合（スモールマー

を意味する関数ｇをかけることで出力と素性の組の頻度

ジン）の概念図，図４（Ｂ）は，正例と負例の間隔が広

の期待値を求めることになっており，右辺の既知データ

30

い場合（ラージマージン）の概念図である。

における期待値と，左辺の求める確率分布に基づいて計

【００４７】このとき，2 つの分類が正例と負例からな

算される期待値が等しいことを制約として，エントロピ

るものとすると，学習データにおける正例と負例の間隔

ー最大化( 確率分布の平滑化) を行なって，出力と文脈

（マージン) が大きいものほどオープンデータで誤った

の確率分布を求めるものとなっている。最大エントロピ

分類をする可能性が低いと考えられ，図４（Ｂ）に示す

ー法の詳細については，以下の参考文献２および参考文

ように，このマージンを最大にする超平面を求めそれを

献３を参照されたい。

用いて分類を行なう。

［参考文献２］Eric Sven Ristad, Maximum Entropy Mo

【００４８】基本的には上記のとおりであるが，通常，

deling for Natural Language,(ACL/EACL Tutorial Pro

学習データにおいてマージンの内部領域に少数の事例が

gram,Madrid,,1997)
［参考文献３］Eric Sven Ristad, Maximum Entropy Mo

含まれてもよいとする手法の拡張や，超平面の線形の部
40

分を非線型にする拡張（カーネル関数の導入) がなされ

deling Toolkit, Release 1.6beta,(http://www.mnemon

たものが用いられる。この拡張された方法は，以下の識

ic.com/software/memt,1998)

別関数を用いて分類することと等価であり，その識別関

本手法の利用は，もともと訳出対象となる入力データの

数の出力値が正か負かによって二つの分類を判別するこ

素性と同一な素性が既知のコーパス中に多数存在するこ

とができる。

とは稀であり，コーパスでの素性の出現確率をそのまま

【００４９】

使用することはできないが，等価な状態は等価な確率を

【数５】

持つことを前提に確率分布を平滑化すれば，コーパスに

( 6 )
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10

【００５０】ただし，ｘは識別したい事例の文脈（素性

10

−１（otherwise ）

の集合) を，ｘi とｙj （ｉ＝１，…，ｌ，ｙj ∈

であり，また，各αi は式（８）と式（９）の制約のも

｛１，−１｝）は学習データの文脈と分類先を意味し，

と式（７）を最大にする場合のものである。

関数ｓｇｎは，

【００５１】

ｓｇｎ（ｘ）＝１（ｘ≧０）

（６）

【数６】

【００５２】また，関数Ｋはカーネル関数と呼ばれ，様

のを用いる。

々なものが用いられるが，本形態では以下の多項式のも
Ｋ（ｘ，ｙ）＝（ｘ・ｙ＋１）

【００５３】
d

（１０）

Ｃ，ｄは実験的に設定される定数である。後述する具体

（Ｎ−１）／２個) を作り，各ペアごとにどちらがよい

例ではＣはすべての処理を通して１に固定した。また，

かを2値分類器（ここではサポートベクトルマシン法に

ｄは，１と２の二種類を試している。ここで，αi ＞０

30

よるもの）で求め，最終的にＮ（Ｎ−１）／２個の２値

となるｘi は，サポートベクトルと呼ばれ，通常，式

分類器の分類先の多数決により，分類先を求める方法で

（５) の和をとっている部分はこの事例のみを用いて計

ある。

算される。つまり，実際の解析には学習データのうちサ

【００５６】本形態における２値分類器としてのサポー

ポートベクトルと呼ばれる事例のみしか用いられない。

トベクトルマシンは，サポートベクトルマシン法とペア

【００５４】なお，拡張されたサポートベクトルマシン

ワイズ手法を組み合わせることによって実現するもので

法の詳細については，以下の参考文献４および参考文献

あり，以下の参考文献６により工藤氏が作成したＴｉｎ

５を参照されたい。

ｙＳＶＭを利用している。

［参考文献４］Nello Cristianini and John Shawe‑Tay

［参考文献６］工藤拓

lor, An Introduction to Support Vector Machines an
d other kernel‑based learning methods,(Cambridge U

松本裕治，Support vector mac

hineを用いたchunk 同定, 自然言語処理研究会, 2000‑N
40

L‑140,(2000)

niversity Press,2000)

具体的には，テンス・アスペクト・モダリティの各分類

［参考文献５］Taku Kudoh, Tinysvm:Support Vector m

ごとに最大マージンの超平面を求めておく。そして，入

achines,(http://cl.aist‑nara.ac.jp/taku‑ku//softwa

力された未知の素性が，例えばテンスが現在（正例）で

re/Tiny SVM/index.html,2000)

あるか過去（負例）であるかなどについて，それぞれに

サポートベクトルマシン法は，分類の数が２個のデータ

ついて正例の領域と負例の領域のどちらに属するかを判

を扱うもので，通常これにペアワイズ手法を組み合わせ

定していき，その判定結果の多数決により，最終的にテ

て用いることで，分類の数が３個以上のデータを扱うこ

ンス・アスペクト・モダリティを推定する。

とになる。

【００５７】ステップＳ３：テンス・アスペクト・モダ

【００５５】ペアワイズ手法とは，Ｎ個の分類を持つデ

リティを訳出したい日本文３が入力される。

ータの場合，異なる二つの分類先のあらゆるペア（Ｎ
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【００５８】ステップＳ４：素性抽出部１５では，テン

( 7 )

特開２００３−１６０６７

11

12

ス−素性組抽出部１２での処理とほぼ同様に，入力され

英訳: He｛lives ｝a sober and simple life.

た日本文３から素性の集合を取り出し，それらを変換先

例文２）和文: 彼は惰性的に怠惰な生活を｛送ってい

テンス・アスペクト・モダリティ推定処理部１６へ渡

る｝

す。図５に，抽出した素性の集合の例を示す。入力され

英訳: He｛is leading｝a lazy life out of habit.

た日本文「もう行きました。」から，文字列素性「もう

例えば，例文１の「送っている」のモダリティは「現在

行きました＄」，「う行きました＄」，・・・，「た

形」であるが，例文２の「送っている」のモダリティは

＄」および単語素性「もう」，「行き」，「まし」，

「進行形」である。これらはほとんど意味の同じ文であ

「た」などが抽出される。

り同じモダリティを持っていると考えてもよいものだ

【００５９】ステップＳ５：変換先テンス・アスペクト
・モダリティ推定処理部１６では，学習結果データベー

が，訳出に用いる動詞を「live」と「lead」とかえただ
10

けでこのような違いが出てくる。

ス１４をもとに，渡された素性の集合の場合にどのよう

【００６５】なお，この場合に，入力される日本文３に

なテンス・アスペクト・モダリティになりやすいかを特

仮訳された英文が付与されることになり，素性抽出部１

定し，特定したテンス・アスペクト・モダリティ４を出

５では，日本文３に付与された英文の動詞部分が素性と

力する。例えば，「過去，完了」，「過去，完了，進行

して抽出される。

形」，「現在，shall 付」，「過去；be able to付」な

【００６６】高品質な処理を行ないたい場合，このよう

どのデータを出力する。

に，素性の取り出しの際に，日本語側だけでなく英文対

【００６０】入力された日本文「もう行きました。」の

訳データのうち機械翻訳システムの構造解析部が想定し

素性の集合について，学習結果データベース１４に記憶

ている英語側の構造（あるいは動詞) を取り出すという

された学習結果を使用すると「過去完了」でよいとわか

ことが，テンス・アスペクト・モダリティの翻訳の向上

るので，テンス・アスペクト・モダリティ４として「過

20

に有効である。

去完了」を出力する。この場合に，従来のように単純に

【００６７】以下，本発明を一実施例によりさらに詳細

文末の文字列だけを用いて推定したときは，「ました

に説明する。

＄」の表現の一致からテンスが「現在完了」と推定され

【００６８】〔テンス・アスペクト・モダリティ・デー

てしまう。しかし，本発明では，文字列以外に全文の単

タベース〕図６に，実施例で用いるテンス・アスペクト

語素性のうちのいくつかの素性を用いて学習した結果を

・モダリティ・データベース１１である対訳コーパスの

参照することにより「過去完了」と正しく推定できる。

一部を示す。この対訳コーパスは，例えば，以下の参考

【００６１】また，入力された日本文３が「昨日行きま

文献７にもとづいて作成する。

した」である場合には，同様に，従来の手法では「まし

［参考文献７］村田真樹

た＄」の表現の一致からテンスが「現在完了」と推定さ

井佐原均，機械学習を用いた機械翻訳用モダリティコー

れてしまう。しかし，学習結果データベース１４に「昨

30

内山将夫

内元清貴 馬青

パスの修正，言語処理学会第７回年次大会，(2001)

日登録しました。」にテンスが「過去」であるという学

図６中，英語側の文には以下の二か所のタグが付与され

習結果が記憶されていれば，「昨日」という単語素性を

ている。

もとに正しく「過去」と推定することができる。

・英語の主節の動詞部分を＜ｖ＞，＜／ｖ＞のタグで囲

【００６２】以上では，主に素性の集合として形態素素

む。

性と単語素性を用いた場合を例に説明したが，テンス−

・日本語の主節の動詞に対応する英語の動詞部分を＜ｖ

素性組抽出部１２では，形態素素性や単語素性だけでな

ｊ＞，＜／ｖｊ＞のタグで囲む。

く，一前文（事例）のテンス・アスペクト・モダリティ

【００６９】また，日本語側の文の先頭に

を素性として抽出してもよい。これは，テンス（時制）

ｄ

は継続しやすいという性質を利用するものである。すな
わち，一前文に付与されたテンスが「現在」であれば，

ｃ

や

といった記号がふられているが，これらはこの対

訳データのテンス・アスペクト・モダリティを意味す
40

る。例えば，

ｃ

はｃａｎを，

ｄ

は過去形を意味

対象事例も「現在」で記述したほうがよいと学習するも

する。

のである。特に論文の実験の記述で時制を統一する必要

【００７０】図６に示すコーパスの一つめのデータには

がある場合には有用である。

，

があるが，これは＜ｖｊ＞を用いるときに使われ

【００６３】また，テンス−素性組抽出部１２では，事

るもので，

例の英文対訳データの該当する語句（動詞部分）などを

テンス・アスペクト・モダリティが，右に＜ｖｊ＞で囲

素性として抽出してもよい。これは，訳出される英語文

まれた動詞に対するテンス・アスペクト・モダリティが

の構造がかわると用いるべきモダリティも変化する場合

記述される。なお，このコーパスでは現在形の出現が多

があることにもとづく。

いのでその場合はタグをふらなかった。このた

【００６４】以下の事例で説明する。

め，

例文１）和文: 彼は質実な生活を｛送っている｝

50

，

，

の左に＜ｖ＞で囲まれた動詞に対する

の左右が空欄となってこの部分には

けが付与されている。

，

だ

( 8 )
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【００７１】また，「日本語に対応する英語の動詞部

の形態素列を素性の集合とする。

分」と「英語の主節の動詞部分」が一致する場合は「英

例：「ない＄」「しなかった＄」「今日」「は」「走

語の主節の動詞部分」のタグのみ付与した。また，「日

る」

本語に対応する英語の動詞部分」の方はそれほど綿密に

この場合に，素性の数は，Ｋ社データで２３０，１３４

タグ付与は行なっておらず，「日本語に対応する英語の

個，白書データで２５，９５８個となる。

動詞部分」と「英語の主節の動詞部分」が一致しない場

（２) 素性集合Ｆ２

合にもタグ付与をしなかった場合もある。

日本語文末の１〜１０gramの文字列を素性の集合とす

【００７２】日英の対訳データに付与するテンス・アス

る。

ペクト・モダリティの分類として，前述した分類のう
ち，以下の（１）および（２）を用いた。

例：「ない＄」「しなかった＄」
10

この場合に，素性の数は，Ｋ社データで１９９，１９９

（１）各助動詞相当語句 (be able to, be going to, c

個，白書データで１６，６１０個となる。

an, have to, had better, may, must, need, ought, s

（３）素性集合Ｆ３

hall, used to, will の12種類) がつくかどうかと，

入力された文全体の形態素列を素性の集合とする。

｛現在形，過去形｝と｛進行形，進行形でない｝と｛完

例：「今日」「は」「走る」

了，完了でない｝のすべての組み合わせ（助動詞相当語

この場合に，素性の数は，Ｋ社データで３０，９３５

1 5

句が複数つく場合も許している。) : ２

種類

個，白書データで９，３４８個となる。

（２）命令形 (１種類)

【００７５】入力された文を形態素列に分解するのに

本発明に係るシステムで扱うテンス・アスペクト・モダ

は，ＪＵＭＡＮを用いた。ＪＵＭＡＮの詳細な説明につ

リティの分類は英語の表層表現に基づいて定めたもので

いては，以下の参考文献９に記載されている。

あり，日本語文だけを与えてこの分類を推定できれば，

20

［参考文献９］黒橋禎夫

長尾真，日本語形態素解析シ

モダリティ表現の日英翻訳ができあがる。このため，本

ステムＪＵＭＡＮ使用説明書，version 3.6 （京都大学

例では，原則として，テンス・アスペクト・モダリティ

大学院工学研究科，1998）

の分類を示すタグと日本語文のみを用いている。また，

素性集合Ｆ１は，素性集合Ｆ２と素性集合Ｆ３との組合

前述したように，これらの分類は，「英語の主節の動詞

わせである。素性集合Ｆ２は，上記の参考文献１の研究

部分」と「日本語の主節の動詞に対応する英語の動詞部

を参考にして作成したものであり，日本語文においてテ

分」の二か所にふられるが，日本文３を与えて「英語の

ンス・アスペクト・モダリティを示す表現は文末の動詞

主節の動詞部分」のテンス・アスペクト・モダリティの

にあらわれることが多いことから，日本語文の文末の文

分類を推定することを問題設定としている。

字列を素性としている。素性集合Ｆ３は，「明日」「昨

【００７３】本例では，テンス・アスペクト・モダリテ

日」などの副詞もテンス・アスペクト・モダリティを示

ィ・データベース１１として，以下の二種類の対訳コー

30

す表現であり，用いるべきだと考えて作成したもので，

パスを用いた。

入力された文全体の形態素列とするものである。

・Ｋ社和英辞典の例文 (事例総数は39,660個，分類の総

〔機械学習によるテンス・アスペクト・モダリティの分

数は46個)

類〕本例では，機械学習の手法として，決定リスト法，

・白書データ (事例総数は5,805 個，分類の総数は30

最大エントロピー法，サポートベクトルマシン法を用い

個)

た。さらに，本発明に係るシステムで用いる機械学習法

これらのコーパスは，人手により確認しながらタグづけ

と従来の手法との処理結果の比較のためにｋ近傍法を用

を行ない，さらに参考文献７および以下の参考文献８に

いた処理も行った。

示すコーパス修正の方法を利用して作成しており，非常

【００７６】ｋ近傍法は，素性集合だけでなく事例同士

に高精度なものとなっている。
［参考文献８］村田真樹

内山将夫

の類似度を定義する必要がある。しかし，本例では素性
内元清貴

馬青

40

集合Ｆ１と素性集合Ｆ３は入力された文全体の形態素列

井佐原均，決定リスト，用例ベース手法を用いたコーパ

をも素性の集合とするので，類似度の定義が困難であ

ス誤り検出・誤り訂正，自然言語処理研究会，2000‑NL‑

る。そのため，ｋ近傍法では素性集合Ｆ２だけを用いる

136(2000)

ことにする。素性集合Ｆ２での類似度の定義としては，

【００７４】〔抽出する素性〕本例では，日本文３の入

事例間で一致した文字列の最長がｘ−ｇｒａｍのとき，

力を与えられたときにテンス・アスペクト・モダリティ

類似度をｘとすることにした。

４として分類を出力する。このため，素性は入力される

【００７７】なお，他の機械学習の手法としては，他に

日本文３から取り出すことになる。ここでは，素性集合

Ｃ４．５などの決定木学習を利用する方法があるが，本

として以下の三種類のものに対して処理を行った。

例では，種々の問題で決定木学習手法が他の手法に比べ

（１）素性集合Ｆ１

て劣っていること，また，本例で扱う問題は属性の種類

日本語文末の１〜１０gramの文字列と入力された文全体

50

の数が多くＣ４．５が実行できるまで属性の数を減らす

( 9 )
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と精度が落ちるであろうことの二つの理由により用いて

べるために符合検定を行なった。これは，ｄ＝１の方が

いない。

精度がよかったのでｄ＝１で行なった。全事例３９，６

【００７８】〔第１の例〕まず，Ｋ社和英辞典の例文の

６０個のうち，素性集合Ｆ１で正しく素性集合Ｆ２で誤

データを用いた処理を行なった。その処理結果の精度を

った事例は６４８個であり，素性集合Ｆ２で正しく素性

図７に示す。本例では，クローズとオープンの二種類の

集合Ｆ１で誤った事例は４２７個であったが，これを符

処理を行なった。オープンの実験は１０分割のクロスバ

合検定にかけると０．０００００００１％（計算では８

リデーションで行なった。図７の括弧内の数字はクロー

桁で切っていたため，実際の値はこの値よりももっと小

ズでの精度を意味する。

さい可能性がある。）以下の危険率で有意な差があると

【００７９】この処理結果から以下のことがわかる。
・決定リスト法は素性集合Ｆ２を用いるときに，ｋ近傍

判定された。このことにより，サポートベクトルマシン
10

法において，形態素の情報を追加する効果があったこと

法と同程度の精度を得ている。

は，ほぼ間違いないと考えてよい。

・最大エントロピー法は，ｋ近傍法または決定リスト法

【００８３】次に形態素の情報といっても，実際にどの

に比べて高い精度を得ている。

ような素性が有効に働いているかを調べることにした。

・サポートベクトルマシン法は，常に他の手法に比べて

これは，素性集合Ｆ１で正しく素性集合Ｆ２で誤った事

高い精度をあげている。

例は，６４８個に偏って出現している素性を調べること

・素性集合の比較としては，最大エントロピー法および

によって行なうことにした。ここでは二項検定を利用し

決定リスト法では，素性集合Ｆ２が最も精度が高く，素

て，全事例３９，６６０個での出現確率よりも有意水準

性集合Ｆ１のように形態素の情報を追加すると逆に精度

１％で大きいと判断されたものを偏って出現しているも

が下がる結果となっている。これは，素性が増えても不

のとした。

要な素性も増えるために精度が低下したものと思われ

20

【００８４】この有効に働いたと思われる形態素素性の

る。

頻度の大きいもの上位２０個を図８に示す。図８では，

・サポートベクトルマシン法での素性集合の比較では，

「もう」「最近」「だろう」「まだ」「なければ」「ま

素性集合Ｆ１で最も高い精度をあげている。これは，サ

しょう」「あす」など，テンス・アスペクト・モダリテ

ポートベクトルマシン法では形態素の情報の追加が効果

ィの推定に役立ちそうな形態素素性が得られており，実

があったことを意味する。他の手法では形態素の情報の

際にこういった素性によって精度が向上したものと推測

追加では逆に精度が下がったので，サポートベクトルマ

される。

シン法では不要な素性を除去し有用な素性を選択する素

【００８５】〔第２の例〕次に白書データを用いて処理

性選択の能力も他の手法に比べて高いと推測される。

を行った。この場合には，精度の良かったサポートベク

【００８０】この結果に対し，手法の理論的な側面から

トルマシン法を用いて行なった。本例でも１０分割のク

は以下のような説明をつけることができる。

30

ロスバリデーションを行なうことでオープンでの精度を

・決定リスト手法は，ある一つの素性のみから解を求め

求めている。処理結果の精度を図９に示す。

る方法のため，不要な素性が多い場合その不要な素性の

【００８６】この処理結果より以下のことがわかる。

みを文脈として解を求めてしまいがちになり，不要な素

・白書データの精度は，最大で６４．６７％であった。

性が多い場合精度が低下する。

・白書データでも文末文字列のみを用いる素性集合Ｆ２

・最大エントロピー法は，常にほとんどすべての素性を

よりも一文全体の形態素情報も加えて用いる素性集合Ｆ

用いるので，不要な素性が多い場合には精度が低下す

１の方が高い精度を得ている。また，白書データでは素

る。

性集合Ｆ２よりも，一文全体の形態素情報を用いる素性

・これらに対し，サポートベクトルマシン法では，サポ

集合Ｆ３の方が精度が高い。これらの結果はさらに，一

ートベクトルとなる事例のみを用いそれ以外の事例を用
いないといった事例を捨てる操作があるため，多くの不

文全体の形態素情報の素性としての有効性を確かめるも
40

のとなっている。

要な素性をこの事例とともに捨てることになり，不要な

【００８７】〔第３の例〕次に，Ｋ社データを学習デー

素性が多くてもそれほど精度低下を招かない傾向があ

タとして，白書データをテストデータとしたような場

る。

合，すなわち異分野のデータを教師データとした処理を

【００８１】以上のように，全手法通じて最も精度が高

行なった。本例により，異なる分野のデータを用いると

かったのは，ｄ＝１, 素性集合Ｆ１のときのサポートベ

精度がどのようにかわるのかを調べることができた。こ

クトルマシン法であった。

の処理では精度の良かったｄ＝１およびｄ＝２のデータ

【００８２】上記の結果のうち，サポートベクトルマシ

を対象として, 素性集合Ｆ１のサポートベクトルマシン

ン法において，素性集合Ｆ１を用いる方が素性集合Ｆ２

法を用いて行なった。この処理でも学習データとテスト

を用いるよりも良かった，すなわち，形態素の情報の追

データが重なる場合は重なった部分において１０分割の

加が効果があった，という結果が有意なことなのかを調

50

クロスバリデーションを行なうことでオープンでの精度
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を求めている。処理結果の精度を図１０に示す。

可能である。例えば，本発明の実施の形態では，本発明

【００８８】この処理結果により以下のことがわかる。

に係るテンス・アスペクト・モダリティ翻訳システム１

・異なる分野のデータを用いると精度が非常に下がっ

は独立して構成されるものとして説明してきたが，他の

た。( 白書データを学習データとしてＫ社データを解析

機械翻訳システムの一部として構成されることも可能で

したり，Ｋ社データを学習データとして白書データを解

ある。

析したりすると，精度は１０％〜２０％程度に落ち

【００９７】また，機械学習部１３で用いる機械学習法

た。) このことから，入力されるデータと同分野の学習

は，決定リスト法，最大エントロピー法，サポートベク

データを用いることが有効であることがわかる。

トルマシン法に限らず，異なる形式の素性を組み合わせ

【００８９】人手で書いた規則を用いる手法では異分野
に適応したシステムを作るのが難しい。これに対して本

て扱うことができる方法であればどのような手法であっ
10

てもよく，また，テンス−素性組抽出部１２または素性

発明のような機械学習を用いる方法であれば，学習デー

抽出部１５で抽出する素性は，対象となる事例もしくは

タをかえて学習し直すことにより，分野ごとに適応した

入力文から抽出可能な素性であれば種類は限定されない

システムを作るのが容易となる。

ことは当然である。

・Ｋ社と白書の両方を学習データとして用いた場合は，

【００９８】

精度はほとんどかわらないか，もしくは少し下がる程度

【発明の効果】以上説明したように，本発明は以下のよ

であった。このことから，学習データは多ければよいと

うな格別の効果を奏する。

いうものではなく，異分野のデータの場合は，混在させ

・本発明では，テンス・アスペクト・モダリティの翻訳

て学習データを用いてもそれほど効果がないことがわか

の問題で，サポートベクトルマシン法に代表される，複

る。

数の形式の解析情報（素性）を取り扱うことができるよ

【００９０】本例において，テンス・アスペクト・モダ

20

うな機械学習法を用いる。これにより，従来の類似度を

リティの翻訳の処理を，ｋ近傍法も含めて様々な機械学

用いるｋ近傍法よりも高い精度でテンス・アスペクト・

習手法を用いて行なった。また検証のため，機械学習法

モダリティの翻訳を行なうことができる，テンス・アス

のうちどの方法がもっともよいかを調べた。

ペクト・モダリティ翻訳処理方法および翻訳システムを

【００９１】従来の手法（参考文献１等）では，テンス

提供することができる。

・アスペクト・モダリティの翻訳の際に，素性として文

・本発明では，テンス・アスペクト・モダリティの翻訳

末の文字列しか用いていなかった。本発明では文末の文

の際に，文末の文字列以外にその一文中の形態素情報を

字列以外にその一文中の形態素情報を追加して用いた。

新たに追加して用いている。これにより，素性として文

【００９２】その結果，従来では用いていなかった一文

末の文字列しか用いていなかった従来の手法に比べて精

中の形態素情報の利用が，処理精度を向上させる効果が

度の高い翻訳を行うことができる。

あることを検定を用いて確認した。

30

・本発明では，機械学習部１３で用いるテンス・アスペ

【００９３】また，機械学習手法として，決定リスト

クト・モダリティと素性の集合の組を抽出するテンス・

法，最大エントロピー法，またはサポートベクトルマシ

アスペクト・モダリティ・データベースとして，種々の

ン法のいずれか一の手法を用いても，従来のｋ近傍法よ

分野のコーパスを利用することができ，さらにそのコー

りも高い精度でテンス・アスペクト・モダリティの翻訳

パスにもとづいて人手によらずに学習結果を取得するこ

を行なうことができた。

とができる。これにより，異分野ごとに適応するテンス

【００９４】特に，サポートベクトルマシン法による方

・アスペクト・モダリティ翻訳システムを容易に実現す

法が最も高い精度を得て，従来手法のｋ近傍法による手

ることができる。

法よりも高い精度で，テンス・アスペクト・モダリティ

【図面の簡単な説明】

の翻訳を行なうことができた。
【００９５】また，異なる分野( 本例では，Ｋ社英和辞

【図１】本発明にかかるシステムの構成例を示す図であ
40

る。

典データと白書データ) のコーパスを用いた処理の例を

【図２】本発明にかかるシステムの処理フローチャート

行なった。この処理では，異なる分野のデータを用いる

である。

と精度が格段に落ちることを確認し，異なる分野ごとに

【図３】テンス・アスペクト・モダリティと素性の集合

テンス・アスペクト・モダリティの翻訳システムを構築

の組の例を示す図である。

する必要があることを確認した。このことは，異分野に

【図４】サポートベクトルマシン法におけるマージン最

適応するシステムを人手で作成することが困難であるこ

大化を説明するための図である。

とを考えれば，機械学習手法を用いる本発明の有用性を

【図５】入力文からの素性の集合の抽出の例を示す図で

示すことになる。

ある。

【００９６】以上，本発明をその実施の態様により説明

【図６】実施例におけるテンス・アスペクト・モダリテ

したが，本発明はその主旨の範囲において種々の変形が

50

ィ・データベースの一部の例を示す図である。

( 11 )
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【図７】第１の例におけるテンス・アスペクト・モダリ

１ テンス・アスペクト・モダリティ翻訳システム

ティの翻訳の精度を比較するための図である。

１１

テンス・アスペクト・モダリティ・データベース

【図８】有効に働いたと思われる形態素素性の例を示す

１２

テンス−素性組抽出部

図である。

１３

機械学習部

【図９】第２の例におけるテンス・アスペクト・モダリ

１４

学習結果データベース

ティの翻訳処理の精度を比較するための図である。

１５

素性抽出部

【図１０】第３の例におけるテンス・アスペクト・モダ

１６

変換先テンス・アスペクト・モダリティ推定処理

リティの翻訳処理の精度を比較するための図である。

部

【符号の説明】
【図１】

【図２】

【図４】

【図９】
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【図３】
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【図５】

【図７】

【図６】

【図１０】
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【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成１４年７月２９日（２００２．７．２

法，最大エントロピー法，またはサポートベクトルマシ

９）

ン法のいずれか一の機械学習法により学習する過程と，

【手続補正１】

前記機械学習する過程における学習結果を，入力文の変

【補正対象書類名】明細書

換先言語のテンス・アスペクト・モダリティを判定する

【補正対象項目名】特許請求の範囲

ための学習データとして学習結果データベースに保存す

【補正方法】変更

る過程と，変換元言語の入力文から，当該入力文の素性

【補正内容】

の集合を抽出する過程と，前記入力文の素性の集合をも

【特許請求の範囲】

とに，前記機械学習法により，前記学習データベースに

【請求項１】

コンピュータにより一の言語から他の言

保存された学習データを参照して前記素性の集合の素性

語へ翻訳処理をする際に，変換元言語から変換先言語の

の出現のパターンについて，なりやすいテンス・アスペ

テンス・アスペクト・モダリティを翻訳する方法であっ

クト・モダリティを特定し，前記入力文のテンス・アス

て，予め備えられた変換元言語の事例と当該事例の変換

ペクト・モダリティの推定解として出力する過程とを備

先言語におけるテンス・アスペクト・モダリティとの組

えることを特徴とするテンス・アスペクト・モダリティ

を記憶するデータベースであるテンス・アスペクト・モ

翻訳処理方法。

ダリティ・データベースにアクセスする過程と，前記テ

【請求項２】

ンス・アスペクト・モダリティ・データベースの各事例

語へ翻訳処理をする際に，変換元言語から変換先言語の

ごとに，テンス・アスペクト・モダリティと当該テンス

テンス・アスペクト・モダリティを翻訳するシステムで

・アスペクト・モダリティに対応する事例から抽出した

あって，予め備えられた変換元言語の事例と当該事例の

単語素性および文字列素性を含む複数の形式の素性の集

変換先言語におけるテンス・アスペクト・モダリティと

合とからなるテンス−素性組を抽出する過程と，前記テ

の組を記憶するテンス・アスペクト・モダリティ・デー

ンス−素性組を教師データとして用いて複数の素性の出

タベースと，前記テンス・アスペクト・モダリティ・デ

現パターンについて，それぞれのパターンのときになり

ータベースの各事例ごとに，テンス・アスペクト・モダ

やすいテンス・アスペクト・モダリティを，決定リスト

リティと当該テンス・アスペクト・モダリティに対応す

コンピュータにより一の言語から他の言

( 14 )
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る事例から抽出した単語素性および文字列素性を含む複

め，本発明に係る方法は，コンピュータにより一の言語

数の形式の素性の集合とからなるテンス−素性組を抽出

から他の言語へ翻訳処理をする際に，変換元言語から変

するテンス−素性抽出手段と，前記テンス−素性組を教

換先言語のテンス・アスペクト・モダリティを翻訳する

師データとして用いて複数の素性の出現パターンについ

方法であって，予め備えられた変換元言語の事例と当該

て，それぞれのパターンのときになりやすいテンス・ア

事例の変換先言語におけるテンス・アスペクト・モダリ

スペクト・モダリティを，決定リスト法，最大エントロ

ティとの組を記憶するデータベースであるテンス・アス

ピー法，またはサポートベクトルマシン法のいずれか一

ペクト・モダリティ・データベースにアクセスする過程

の機械学習法により学習する機械学習手段と，前記機械

と，前記テンス・アスペクト・モダリティ・データベー

学習手段における学習結果を，入力文の変換先言語のテ

スの各事例ごとに，テンス・アスペクト・モダリティと

ンス・アスペクト・モダリティを判定するための学習デ

当該テンス・アスペクト・モダリティに対応する事例か

ータとして学習結果データベースに保存する学習結果デ

ら抽出した単語素性および文字列素性を含む複数の形式

ータベースと，変換元言語の入力文から，当該入力文の

の素性の集合とからなるテンス−素性組を抽出する過程

素性の集合を抽出する素性抽出手段と，前記入力文の素

と，前記テンス−素性組を教師データとして用いて複数

性の集合をもとに，前記機械学習法により，前記学習デ

の素性の出現パターンについて，それぞれのパターンの

ータベースに保存された学習データを参照して前記素性

ときになりやすいテンス・アスペクト・モダリティを，

の集合の素性の出現のパターンについて，なりやすいテ

決定リスト法，最大エントロピー法，またはサポートベ

ンス・アスペクト・モダリティを特定し，前記入力文の

クトルマシン法のいずれか一の機械学習法により学習す

テンス・アスペクト・モダリティの推定解として出力す

る過程と，前記機械学習する過程における学習結果を，

る変換先テンス・アスペクト・モダリティ推定処理手段

入力文の変換先言語のテンス・アスペクト・モダリティ

とを備えることを特徴とするテンス・アスペクト・モダ

を判定するための学習データとして学習結果データベー

リティ翻訳システム。

スに保存する過程と，変換元言語の入力文から，当該入

【手続補正２】

力文の素性の集合を抽出する過程と，前記入力文の素性

【補正対象書類名】明細書

の集合をもとに，前記機械学習法により，前記学習デー

【補正対象項目名】００１１

タベースに保存された学習データを参照して前記素性の

【補正方法】変更

集合の素性の出現のパターンについて，なりやすいテン

【補正内容】

ス・アスペクト・モダリティを特定し，前記入力文のテ

【００１１】

ンス・アスペクト・モダリティの推定解として出力する

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた

過程とを備えることを特徴としている。

─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
(72)発明者

内元

清貴

東京都小金井市貫井北町４−２−１
行政法人通信総合研究所内

(72)発明者
独立

井佐原

均

東京都小金井市貫井北町４−２−１
行政法人通信総合研究所内
Ｆターム(参考） 5B091 AA15 AB13 BA03 CC03 CC16
EA01

独立

