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言語横断検索の方式

近年，経済のグローバル化とコン

ピュータやネットワークインフラの発

達に伴い，各国で作成される技術文書

の分量が増加し，加えてそれら技術文

書へのアクセスが可能となってきまし

た。しかし，外国語で記載された情報

を適切に検索するには，通常，利用者

は，キーワードや自然文の検索質問

を，その外国語で入力することが必要

になります。しかし，その言語に習熟

していない利用者にとって，適切な検

索質問を入力することは困難です。

言語横断検索技術を用いると，複

数の言語で記載された文書を，それら

の言語を意識することなく，母国語

で検索質問を与えることによって検

索が可能になります。更に，母国語

に翻訳する機能を用意することで，

検索結果の情報を利用者が理解でき

るように手助けします。この言語横

断検索技術は，機械翻訳と情報検索

を融合した技術です。

言語横断検索は，翻訳処理の実現形

態で次の二つに分類できます（図1）。

⑴　検索質問を検索時に機械翻訳す

る逐次翻訳方式

⑵　検索対象の全文書をあらかじめ

機械翻訳して，データベース（DB）

に登録しておく事前翻訳方式

これらの方式には長所と短所があり

（表1），利用形態を考慮して実現方法

を選択する必要があります。

技術課題とアプローチ

●機械翻訳

機械翻訳では，各単語の訳がいかに

正しく得られているかが，翻訳及び検

索の精度に大きく影響します。特に，

特許文献など専門性の強い技術文書で

は，技術分野ごとに専門用語辞書の整

備が重要ですが，そのすべてを人手作

業で行うと多大なコストが掛かること

になります。

専門用語辞書の登録候補として見

出し語とその訳語を対訳文書から自

動抽出する，自動辞書メンテナンス

を実現することで，このコストの低減

を図っています（図2）。登録までを完

全自動化すると，誤った訳を辞書に登

録する危険性があるため，最終的な

チェックは人手で行います。

●情報検索

機械翻訳の結果にあいまい性が残る

ことは避けられません。例えば，日英

翻訳では，“車載システム”は，in-vehicle 

system, on-board system, in-dash 

systemなどに翻訳できますが，これ

らの中の一つだけが選ばれて機械翻訳

母国語で外国語の情報を
収集できる言語横断検索技術

海外の情報に，日本語で
簡単にアクセス
インターネットなどによりグローバルな情報へのアクセ

スが容易になっていますが，必要な情報が外国語でしか

存在しない場合や，ワールドワイドな情報収集に迫られ

る場合が多くあります。しかし，習熟していない外国語

の情報を正しく検索することや，かりにそのような情報

にアクセスできてもその内容を理解することは困難です。

東芝は，情報アクセスにおけるこのような言語障壁を

解消するために，外国語と母国語の情報を区別なく検索

できる言語横断検索技術を開発しています。件数が増大

している中国や韓国の特許文献の公知例調査で，この技

術の有効性が確認できました。

検
索
結
果

検
索
質
問

検
索

検
索
質
問

検
索
結
果

（
外
国
語
↓
母
国
語
）

機
械
翻
訳

検
索

（
母
国
語
↓
外
国
語
）

機
械
翻
訳

（
外
国
語
↓
母
国
語
）

機
械
翻
訳

⒝事前翻訳方式⒜逐次翻訳方式

外国語文献DB

事前に
翻訳

翻訳文献DB

外国語文献DB

図1．言語横断検索の方式̶逐次方式では検索質問を検索時に機械翻訳し
ますが，事前翻訳方式では検索対象の全文書をあらかじめ機械翻訳してDB
に登録しておきます。

処理方式 長　所 短　所

逐次翻訳
検索時に検索質問の翻訳を行うた
め，機械翻訳の訳語情報の更新に
対してシステムの追従が容易

検索実行時に翻訳処理も必要なた
め，検索レスポンスが低下

検索対象の各言語に対応した検索
エンジンが必要

事前翻訳
検索エンジンは一つの言語に対応
すればよく，システム全体の構成が
簡単

新語や翻訳情報の更新に際しDBの
再構築が必要

原文表示が必要な場合に翻訳結果
とともに原文の蓄積も必要

表1．逐次翻訳方式と事前翻訳方式の比較

ました。このシステムの構築には，中

日・日中翻訳エンジンに“The 翻訳

サーバTM”のコアロジックを，韓日・

日韓翻訳エンジンにJ-ServerTM（注1）

を，検索エンジンとしてXML（Ex-

tensible Markup Language）-DB

“TX1TM”を利用しました（図3）。中国

語と韓国語の特許文献を，日本語の請

求項やキーワードで横断的に検索でき

ます。

キーワードや自然文の検索質問で検

索する実験の結果から，自動辞書メン

テナンスによる専門用語辞書の構築及

び，その中の専門用語を重視した検索

処理が精度向上に有効であることが確

認できました。しかし，実験期間が限

られていたため，特許審査にそのまま

適用可能な規模の専門用語辞書は構築

できませんでした。専門用語辞書の拡

充と整備，及び，その上に立脚した言

語横断検索の全体精度の改善は今後の

課題です。

今後の展望

産業界のグローバル化が進むなか，

ワールドワイドな情報調査の重要性は

ますます高まると思われます。例え

ば，今後の特許審査では，現行の審査

スピードを落とすことなく，多言語の

文献調査を行うことが求められるよう

になると考えています。

今後，前述の調査研究での知見に基

づいて，自動辞書メンテナンスによる

専門用語辞書を充実させるなど，様々

な技術分野に言語横断検索を適用でき

るように開発を進めていきます。

の結果が出力されます。その結果をそ

のまま利用すると，選ばれなかった訳

語の情報は検索されないので，検索漏

れが発生する可能性が残ります。

この問題に対処するために，情報検

索時に検索語の追加を行うアプローチ

があります。検索語追加には，機械翻

訳と連携して複数の訳語候補を取得す

る方法のほかに，疑似適合フィード

バックと呼ばれる方法があります。疑

似適合フィードバックは，最初に入力

された検索質問で初期検索を実行し，

その検索結果の上位文書から新しい検

索語を選択し，追加します。これらの

検索語追加の処理は，機械翻訳の精度

が高い英語を対象とした言語横断検索

で有効であることを確認しています。

また，疑似適合フィードバックでは，

検索質問で明示されていない関連語が

自動的に追加されるため，言語横断検

索に限らずに，平均的な検索精度の向

上に効果があります。

特許審査での有効性調査

近年，中国や韓国での特許出願件数

が増大してきており，特許庁の審査業

務での公知例調査で，これらの出願特

許を調査範囲とする必要性が高まりつ

つあります。このため，特許庁は

2008年度の調査研究として，特許審

査業務での言語横断検索の有効性調査

を目的とした 「多言語横断検索技術に

関する次世代検索システム開発に向け

た調査」 に取り組みました。

東芝と東芝ソリューション（株）は，

特許庁からこの調査研究の委託を受

け，中国語及び韓国語の特許文献を検

索対象とした言語横断検索の実験シス

テムを開発し，その有効性を調査をし
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図3．言語横断検索の実験システム̶検索エンジンとしてのXML-DBと翻訳エンジンから構成さ
れ，中国語と韓国語の特許文献を日本語の請求項やキーワードで横断的に検索できます。

【構成】  被エツチング層1上にフオトレジスト層2を形成し，フオト
レジスト層2上に現像液またはアルカリ溶液を塗布し，フオトレジ
スト層2の表面に現像液に対して溶け難い難溶化層3を形成して
から，フオトレジスト層2を露光および現像することにより所望の
フオトレジストパターンを形成する。

CONSTITUTION :  A desired photoresist pattern is made by making a 
photoresist layer 2 on an etched layer 1, and applying developer or 
alkaline solution on the photoresist layer 2, and forming a refractory layer 
3 hard to dissolve in the developer on the surface of the photoresist 
layer 2, and then, exposing and developing the photoresist layer 2.

登録候補の抽出 登録候補の抽出
構成要素数が近い

対訳あり

既存対訳辞書

フオトレジストパターン = photoresist pattern
フオトレジスト層 = photoresist layer
 ：対応付け

人手のチェックを経て専門用語辞書に登録

photoresist pattern
photoresist layer
etched layer
alkaline solution
：

被エツチング層
フオトレジスト層
アルカリ溶液
フオトレジストパターン
：

対訳文書

図2．自動辞書メンテナンスによる専門用語辞書の構築̶日本で出願された特許とそれを元に外
国出願された特許などの対訳文書から，見出し語とその訳語の登録候補を自動抽出する，自動辞書
メンテナンスを実現していますが，最終的なチェックは人手で行っています。

（注1） J-Serverは，（株）高電社の登録商標。


