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1. 初めに 

近年英語、日本語、中国などのたくさん言語の間で

機械翻訳が盛んに行われるとともに、種々の翻訳手

法が開発された。コンピュータの発展、計算能力の

上昇に伴い、機械翻訳でも数学モデル(特に統計的モ

デル) を用いて新たなシステム構築などの研究も行

われていて、翻訳の性質もかなり上昇している。し

かし、ウイグル語に関しては機械翻訳の研究の歴史

が浅いということで、他言語に比べると翻訳に用い

るコーパスなどの資源が少ないのが現状である。 

2. 研究背景 

日本語とウイグル語ルールベース機械翻訳で現在は

各接辞が接合した時に母音と子音の変化の問題が生

じ、人称語尾の対応も複雑である。それらの問題を

統計翻訳で解決することができる。しかし、統計翻

訳に必要な対訳コーパスが現状では容易には入手で

きないため、我々がそれらの問題を解決するために

日本語形態素解析ソフトMecab[1] を用いたルール

ベース日本語・ウイグル語機械翻訳システム開発を

提案し、ルールベース機械翻訳と統計機械翻訳の実

装と実を進めている。 

3. 日本語とウイグル語の比較 

日本語とウイグル語は共に膠着言語に属し、文法構

造が SOV 形である。日本語では動詞が活用すること

に対してウイグル語で活用しない。日本語では人称

語尾がない、しかし、ウイグル語ではある。 

4.ルールベース機械翻訳手法と統計機械翻訳手法 

機械翻訳はルールベース翻訳と統計翻訳という大き

い二つの種類に分類される。前者の言語の文法的関

係を解析し、モデル化して、ルールを作って、その

ルールを従って言語生成する形で翻訳を行う手法で

ある。統計翻訳 (statistical machine translation) 

は 1990 年代前半に IBM 研究所から提案された機

械翻訳手法で、対訳コーパスを学習し、言語間で翻

訳を表すモデルを自動的に生成する。対訳コーパス

さえ整えば、どんな言語の間でも翻訳ができる。 

日本語の単語列 j が与えられた時、それに対する全

ての組み合わせから、確率が最大になるウイグル語

の単語列 u

を検索することで、翻訳を行う。統計

翻訳は雑音のある通信路モデルによって表される。

これを Peter[2]らは提案し、以下がその基本式であ

る。 
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5. 日本語・ウイグル語ルールベース機械翻訳開発

とシステム実装及び統計機械翻訳実験 

本研究で形態素解析 Mecab を用いて独自の日本

語・ウイグル語ルールベース機械翻訳システムの開

発手法を提案する一方、日本語・ウイグル語統計機

械翻訳に対して自作のコーパスを用いて実験を行っ

た。日本語形態素解析があれば、日本語の文の処理

が簡単になり、その解析で得られた情報を基に、辞

書を引くことで簡単な日本語・ウイグル語機械翻訳

ができる。トランスファー方式で使う構文解析を使

わなくても済む。なぜなら、日本語とウイグル語の

文法構造が共に SOV 形式であるから形態素解析で

出力された単語列に対して位置置換する必要はない。

そこで本研究でも、最初はルールベースシステムを

作った。 

5.1 日本語・ウイグル語ルールベース機械翻訳 

開発とシステム実装 

日本語形態素解析 Mecab の Java version を用

いてルールベース翻訳システムを開発して、実装し

た。次に自作の対訳コーパスを用いて、統計翻訳を

行った。最後に両方の翻訳結果を評価した。以下の

ような手順で行う。 

1. 日本語を分かち書きし、それらをリストに登録し

て置く。 

2. リストに登録され単語から対訳辞書を引いて、対

訳リストを作る。 

3.  対訳リストからウイグル語文を生成する。 

4. パターンを解析し、生成されたウイグル語単語列
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に対して整形を行う。 

5. 統計翻訳によりウイグル語単語列を生成する。 

6. 二つのウイグル語単語列に対して、自動評価手法

を用いて評価を行う。以下の図１で日本語・ウイグ

ル語ルールベース機械翻訳の流れを示す。 

 

図1.日本語―ウイグル語ルールベース機械翻訳 

5.2  統計機械翻訳実験 

日本語・ウイグル語の統計翻訳行う前、対訳コーパ

スの適切な処理が必要である。各対訳文が極めて長

いと翻訳モデルを学習することができないケースも

多少ある。現在日本語とウイグル語の間に実験に使

う対訳コーパスがないので、まず小規模な実験を行

うために、最小限の対訳コーパスを自作した。言語

モデルを N-gram モデルを用いて作成した。

N-gram モデルの学習には SRILM[3] を用いた。

本研究で句に基づく翻訳モデル用いることで、最初

は翻訳モデルを管理するフレーズテーブル (phrase 

table) を作成する。最初は単語アライメントの計算

をする。最後にデコーダを用いて翻訳モデルと言語

モデルの組み合わせから一番いい翻訳候補を選出す

る。デコーダは moses[4] を用いた。 

6. 実装と実験結果 

我々は BLEU[5]と NIST[6]を用いてルールベース

機械翻訳と統計機械翻訳に関して自動評価を行った。

以下の表 2,3,4 で学習データのまとめと実験結果を

示す。 

表２．学習データのまとめ 

翻訳手法 文 単語(重複可能) 

統計機械翻訳モデル 2565 29152 

統計機械翻訳言語モデル 6563 755441 

ルールベース機械翻訳モデル  5084 

 

表３.  BLEUスコア実験結果 

BLEUスコア N=1 N=2 N=3 N=4 

統計 0.453 0.198 0.142 0.072 

ルールベース 0.549 0.255 0.156 0.081 

表４.  NISTスコア実験結果 

NISTスコア N=1 N=2 N=3 N=4 

統計 2.513 0.172 0.037 0 

ルールベース 3.129 0.304 0.057 0.021 

7.まとめ 

今回日本語形態素解析 Mecab を用いて、日本語・

ウイグル語ルールベース機械翻訳システムを作るこ

とと日本語・ウイグル語統計機械翻訳実験を行って、

二つシステムで得られた結果を比較した。ルールベ

ース機械翻訳に対して、ウイグル語文生成にかかる

部分のみパターンを作成した。一方、統計機械翻訳

に関して対訳コーパスの量が不十分であるため、翻

訳精度がとても低いという結果になった。しかし、

統計機械翻訳でルールベース機械翻訳のように助詞

と接辞の役割を決める問題は少ないことを本実験で

確認した。翻訳モデルを作成した時に、日本語の学

習文に対して形態素ごとに分割した。一方、ウイグ

ル語の学習文に対して空白ごとに分割していたので、

単語アライントを計算した時に、助詞と接辞の多少

外れがあることを確認した。 
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