


 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

近年�日中における貿易と文化交流に伴って�中国語を学習する人が増加している�ま

た�中国語で文書を書く機会も増加しているが�中国語が母国語でない人にとって�日中

辞書だけをもとに自然な中国語を作成することは困難である�したがって�中国語が母国

語でない人を対象とした�自然的な中国語を効率よく作成するためのツールが求められて

いる�中国語作文支援には�大きく分けて日中対訳コーパスを用いる方法と�中国単言語

コーパスを用いる方法があり�双方に異なる利点がある�前者は新聞記事や小説など既存

の翻訳資源を利用した分野を特定したコーパスを用いるので�当該分野においての訳文は�

高い精度を保つ�しかし�中国語は非常に複雑なので�人手でより大規模の対訳コーパス

の構築をしなければならず�時間やコストがかかる欠点がある�後者は�大規模なテキス

トを確保することで�汎用性が確保することができるため�様々な分野の文章に対して適

用することができる�しかし�単言語コーパスは�あらゆる分野の文章を含むので�訳文

の精度は低くなる� 

本研究では�ウェブ検索エンジン内のテキストデータを大規模な中国語単言語コーパス

として用いることにより�表現の一般性を検討する機能や�コーパスから効率的に訳語の

用法を提示する機能を実現するシステムの提案と構築を行う�さらに�提案システムは�

単言語コーパスの低い精度を高めるために�ワイルドカード検索を用いてフレーズの候補

を列挙する機能�検索結果のスニペットを利用して�候補フレーズを含む例文の提示する

機能を実現した�上記のような機能を利用することにより�あらゆる分野の精度が高い中

国語作文作業を�効率よく行うができると考えられる�評価の結果�中国語作文支援を行

う本手法の有効性を示すことができた� 
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第�章 はじめに 

近年�日本企業の中国への事業展開や�国際文化交流の促進により�母国語を中国語と

しない日本人が中国語へ接触する機会が増加している�日本語と中国語は漢字を利用する

言語ではあるが�両者の文法構造は明らかに違う�したがって�日本人にとって�日中辞

書だけをもとに自然な中国語を作成することは困難である�そこで�効率的に自然な中国

語を作成するためのツールが求められている� 

中国語を作成するためのツールには�日本文を入力として辞書マッチングや統計的なア

プローチを用いて自動的に中国語を生成する機械翻訳のアプローチと�コーパスからの検

索によって人間の翻訳作業を支援するアプローチの�通りがある� 

一つ目のアプローチである日中機械翻訳には�文法規則に基づく手法�統計的な手法�

用例ベースの手法等があるが�いずれも上記のニーズに応えられる精度を持っていない�

主に�同義語の選択の際に語の組み合わせ方を考慮しないことや�格助詞の適切な使い方

などといったことが原因で�直訳と呼ばれる訳文になってしまう�上記のような問題を解

決し�直訳でない自然な訳文を作成することができる機械翻訳を実現するには�課題が多

く年月を要する�そこで�二つ目のアプローチであるコーパスに基づく翻訳支援に関する

研究が�近年盛んに行われている[1][2][3][4]� 

コーパスベースによる中国語作文支援には�大きく分けて単一言語コーパスを用いる方

法[1][2][3]と�文対応付けがされた対訳コーパスを用いる方法[4]がある� 

中国語単言語コーパスを用いた研究例として�CCL[1]�国家語委現代漢語語料庫[2]�

Kiwi[3] などがあり�いずれもデータを大量に入手できるため�一般に使用されている表

現かどうかを調べるのに適しているという�国家語委現代漢語語料は�7000万語が登録さ

れており�最大規模の中国語単言語コーパスである�しかし�国家語委現代漢語語料には�

語彙を検索して�コーパス内での出力結果として例文を表示する形式をとっているため�

ユーザーがコーパス内での出現回数や単語の用法などを直接参照できない�また�Kiwi で

は�ワイルドカード検索を用いて検索結果からフレーズの抽出を行っているが�フレーズ

の一覧を表示するに留まり�当該フレーズの具体的な用例などの選択基準を与えていない� 

一方�文対応付けがされた対訳コーパスを用いた研究例として�日中対訳コーパス�中

日対訳語料庫�[4]がある�対訳コーパスを用いた手法は�検索語に対応する訳語がどのよ

うに使用されているかを参照できる点や�翻訳したい文と似た文を探して�訳文作成の土

台として用いることができる点などがある�しかし�人手による大規模な対訳コーパスの

構築が極めて困難であり�半自動構築や自動構築の手法については実現していない�また�

小説や詩歌などのテキストは��文が非常に長く複雑な構成になっていることが多いので�
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そのまま表示したのでは�検索語の訳語やその周辺を参照するために効率が悪いという問

題点がある� 

これらの問題に対し本研究では�検索エンジン特有の機能を利用し適切な語彙選択を支

援する機能や�文対応付けがされた対訳コーパスから効率的に訳語の用法を学習できる機

能を実現するシステムの提案・構築を行った�具体的には�これまでの中国単言語コーパ

スを用いた研究例ではユーザーが自身でフレーズの選択を判断するための基準を与えてい

ないのに対し�ワイルドカード検索により検索結果から抽出したフレーズ候補について�

検索エンジンでの出現回数を語彙選択の判断基準として提示し�適切な語彙選択を支援す

る�また�機械的な対応付けがされた対訳コーパスからの検索時に�検索語の訳語やその

周辺を参照するために効率が悪いという問題に対し�検索語の訳語対応を自動的に取得し�

訳語周辺の参照を効率的に行えるようにした�以上の機能を実装した中国語作文支援シス

テムを利用することにより�効率的な中国語文書の作成が行えると考えられる� 

本論文は�本章を含めて6 章から構成される�以下�第2 章では中国作文支援に関する

関連研究を述べる�第3 章では本システムで利用している手作業により検索エンジンを利

用した中国語作文の検討方法について述べる�第4 章では�提案システムの概要と各機能

の詳細について述べる�第5 章で本システムの評価�考察を行う�第6 章で本論文のまと

めとして今後の課題を述べる� 
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第2章 関連研究 

本章では�中国語作文支援に関連する研究について述べる�中国語作文支援のアプロー

チとして�大きく分けて�つのアプローチがある� 

� 単言語コーパスを用いる方法 

� 文対応が付けられた対訳コーパスを用いる方法 

 単言語コーパスは�大量のデータを入手できるため�実際の利用例を参照したり�一般

に使用されている表現かどうか調べるといった目的に利用できる�しかし�中国語の習熟

度が高い利用者でなければ�中国語だけの例文を見てもすぐに意味を理解することができ

ないという欠点がある� 

対訳コーパスを用いる方法は�日本語と中国語の例文を同時に参照することにより�例

文中にわからない単語やフレーズがある場合もスムーズに意味を理解し�利用方法を習得

できるという利点がある�しかし�中国語単言語コーパスに比較すると�利用できるデー

タ量が圧倒的に少なく�目的とする例文を発見できない場合があるという問題がある� 

以下�本研究に関連する�中国語単言語の大規模コーパスを用いる方法と機械的に対応

付けを行った対訳コーパスを用いた方法について述べ�本研究の位置づけについて述べる� 

 

2.1 中国語単言語コーパスを用いる方法 

 中国語を母国語としない人にとって�適切な語彙の組み合わせを選択し�自然な中国語

作文を作成することは困難である�適切な語彙の組み合わせを選択するための用例データ

ベースとして�検索エンジン内の膨大なテキストデータや大量に収集した中国語文テキス

トを用いている関連研究について述べる� 

 

2.1.1 北京大学漢語語言学研究中心�CCL�[1] 

 CCLは�北京大学漢語語言学研究中心が開発したコーパスである�内容は新聞記事�文学�

芝居�テレビ・映画脚本�ネット文学などのテキストを基にして�規模が2008年1月11日現

在は現代漢語�2億字・古代漢語�8千万字である�漢字単語を入力として�検索結果を効

果的に絞り込むいくつかの特別構文を用意されている�文献[1]で取り上げられている例を

以下に示す� 

例1�「吃亏」が含まれているすべての文章を検索する場合は� 

� 吃亏 

例2�「吃」と「亏」が同時に含まれて�また「吃」が前に�「亏」が後ろに�両者の間

が一つ字の間隔を取るようにする場合は� 

� 吃+1亏  
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 例3�古代「明」の漢語コーパスから「所以」が含まれている文章を検索する場合は� 

� 所以 path:13明 

そのうちに「13明」は中国古代明代を示す構文である�また先頭に「path:」を指定しなけ

ればいけない� 

 CCLでは�検索キーワードの特別構文を使い�より理想的な結果を得ることができるが�

特別構文が複雑である�また�検索結果画面をそのまま表示するため�実際に格助詞の使

用頻度や汎用性を参照するのに非常に効率が悪いといる欠点がある� 

 
図2.1 CCLの「吃+1亏」での検索結果表示([1]より引用) 

 

2.1.2 国家語委現代漢語コーパス[2] 

 国家語委現代漢語コーパスは�中国言語文字応用委員会が主催し�1993年から構築され�

今現在最大規模の現代漢語コーパスと言われている�教科書�新聞記事�総合・専門ジャ

ーナル�図書を元に作成されている�今現在�億�千万字のテキストデータが有するとい

う�国家語委現代漢語コーパスの特徴としては�例文が所属される分野別に詳しく分類さ

れており�特定の分野を限定することによって�より正確に例文を洗い出すことができる�

また�品詞指定することもできるため�特定の品詞を含む例文を検索することができる�

しかし�検索した結果を提示しているだけに過ぎないため�最適なフレーズを提示する機

能がない�したがって�ユーザーにとって�非常に読みにくくなっている� 

 国家語委現代漢語コーパスを使った検討の例を示す� 

 例1�「吃亏」を含むフレーズの検索場合は� 

� 吃亏 
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 例2�動詞と名詞の組み合わせを検索する場合は� 

� n v  

 例3�品詞指定して検索する場合は� 

� 回答/n あるいは 回答/v 

 

図2.2 国家語委現代漢語コーパス検索画面�[2]より引用� 

 

図2.3 国家語委現代漢語コーパス結果画面�[2]より引用� 
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2.1.3 Kiwi[3] 

 2003 年に試作された東京大学の中川研究室による多言語用例指南ツールKiwi[3] では�

ワイルドカード検索での検索結果からフレーズの候補を抽出する機能を実現している�

Kiwiでは�コーパスとして用いる検索結果の数を100 � 1000 の間で設定し�ワイルドカ

ード検索での検索結果から�検索フレーズの該当部分を抽出し�最も多く出現する順に表

示する�例えば�「吃亏」�目に遭う�の前置詞を検討する際に�「吃 * 亏」と入力する

ことにより�検索結果の中から抽出したフレーズの一覧表示し�「吃了亏」が上位に表示

されるので�「吃了亏」が最適なフレーズであるということを発見できる�しかし�上位

数百件の文書中での出現頻度を見ているため�必ずしも最適なものが上位にランクされる

わけではなく�記号などを含むゴミフレーズを抽出してしまいやすいという特徴がある� 

また�フレーズを選択すると�AltaVista の検索結果画面をそのまま表示するため�実

際の使用例を参照するのに非常に効率が悪い�さらに�表示されたフレーズの汎用性につ

いて確認できないため�フレーズ選択の判断に利用できないという問題点がある� 

 

図2.4 Kiwiの実行結果画面�[4]のシステムの出力画面� 

 

 

2.2 対訳コーパスを用いる方法 

本節では�日中対訳コーパスに関連研究について述べる�日本語に関して�英語との

間の対訳コーパスの開発が行われているが�中国語を相手言語としたものは少なく�その

翻訳率は比較的短い文を対象とした場合でも50�以下である�そこで�文対応付けた対訳
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コーパスからの検索ツールとして開発されている日中対訳コーパスについて�北京日本学

研究センターは唯一の日中対訳コーパス[5]を開発しており�実用化をしている� 

ここでは� 日中対訳コーパス�「中日対訳語料庫�[5]について述べる� 

2.2.1 日中対訳コーパス[5] 

中日対訳語料庫は�北京日本学研究センターの徐一平らによって�1998年9月から企画・

開発され�2003年7月に第一版が公開されている�内容としては�小説�エッセイ�伝記�

政治評論・白書�法律関連文書・条約文書�詩など各ジャンルの中日対訳テキストである�

開発された2 千万字余りの対訳データのうち�文学作品�中国23 篇�日本22 篇とその訳

本 (合計105 件�約1130.3 万字)と文学以外�中国14 篇�日本14 篇�日中共同2 篇とそ

の訳本 (合計45 件�約574.6万字)が収録されている� 

検索結果について�図2.5のようにInternet Explorer 上に表形式で順次表示されていき�

最後に全ヒット数が表示される�検索ごとに個別のウィンドウが開くという形になってい

る�例文番号�行番号とともに検索されたテキストが表示され�対訳が並んで表示される 

(検索時にオプションで表示・非表示を選択できる)� 

 

 

 

図2.5 日中対訳コーパスの検索結果�[6]の出力画面� 

2.3 関連研究のまとめ 

 本節では�関連研究のまとめを表2.1 に示す�中国語作文支援において�中国単言語コ

ーパスと対訳コーパスそれぞれにメリットがある�したがって�本研究では�その両方を
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対象とした�検索フロントエンドの提案・試作を行った�中国単言語コーパスを利用した

これまでの研究例では�語彙の組み合わせの検討を行う際�組み合わせの候補を提示する

ものはあるが�ユーザーに判断基準を与えていない�本研究では�組み合わせの候補を提

示するとともに�検索結果文書数を一覧で提示することにより�ユーザーに語彙組み合わ

せの判断基準を与える� 

また�現在の対訳コーパスからの検索システムは�原文の検索語に対応する訳語を手動

指定する必要があるという問題がある�本研究では�原文の検索語に対応する訳語を自動

的に取得する機能を実現した� 

表2.1 関連研究のまとめ 

 

提案者・システム

名 

CCL・北京大学漢

語語言学研究中

心[1] 

現代漢語コーパ

ス・中国国家語委

[2] 

Kiwi・東京大学中

川研究室[3] 

日中対訳コーパ

ス・北京日本学研

究センター[5] 

分野 中国語単言語コーパスを用いた中国語作文支援 

対訳コーパスを

用いた中国語作

文支援 

ソース内容 

新聞記事�文学�

芝居�テレビ・映

画脚本�ネット文

学 

教科書�新聞記

事�総合・専門ジ

ャーナル�図書

ウェブ検索エン

ジン�AltaVista�

内のテキストデ

ータ 

小説�エッセイ�

伝記�政治評論・

白書�法律関連文

書・条約文書�詩

ランキング方法 不明 不明 
AltaVistaの検索

結果順位 
不明 

データ量 

現代漢語�2億字

古代漢語�8千万

字 

2億5千万字 不明 
2千万字対訳テキ

スト 

特徴 

特別構文を利用

することにより�

検索結果を絞り

込むことができ

る 

分野や品詞指定

することができ

る 

ワイルドカード

検索を利用して�

検索エンジンか

らフレーズ候補

を抽出する� 

対訳コーパスか

らの検索機能を

提供 

問題点 

特別構文が複雑�

また検索結果文

章数について提

示がない 

フレーズ検索や

言語前後の品詞

の用法を検索す

る機能がない 

語彙の組み合わ

せの例を提示す

るに留まり�選択

基準を与えない

検索語に対応す

る訳語を自分で

指定する必要が

ある 
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第3章 検索エンジンを利用した中国語作文の検討 

本章では�中国語作文の検討を行う検索テクニックとその問題点について�例を挙げな

がら説明する��章で挙げた中国語単一言語コーパスとして�検索エンジンを用いている

研究例では�ユーザーが自身でフレーズの出現文書数を比較して�語彙の組み合わせの選

択を行うことができない�しかし�検索エンジン特有の機能を利用し�フレーズ検索での

検索結果数の比較を行うことにより�語彙組み合わせの検討を行うことができる[7]� 

本研究では�検索エンジンにはYahoo! Japan[8]を利用する�Yahoo! Japan[8]は検索結

果の要約テキストに検索キーワード周辺文脈を表示するため�検索結果要約テキストを用

いることによって�膨大な量のテキストを用例として参照できるほか�結果文書数を見る

ことにより一般に使用されている表現かを調べることができる�また�Yahoo! Japan[5]に

は多くの検索構文があり�効果的に使うことによってより的確な情報が見つかることがあ

る� 

 

3.1 中国語の特徴及び中国作文するときの問題点 

中国語は�シナ・チベット語族に属し�中国語祖語を元に�タイ諸語などの南方諸語や

モンゴル語�満州語など北のアルタイ諸語の発音�語彙�文法など特徴を取り込みながら

文化したと考えられている�特徴として�声調を持ち�孤立語で�単音節言語であること

が挙げられる[9]�以下では�声調�表記�文法�語彙から述べる� 

� 声調 

中国語では�5種類のイントネーションがあり�陰平声�第一声��陽平声�第二声��上

声�第三声��去声�第四声�の四つの声調と軽声を用いて�漢字ごとに決まっている� 

� 表記 

中国大陸では字画が少なく�字体が簡略した「簡体字」を使われている� 

� 文法 

中国語には語と語の結び付き方を示す�いわゆる活用がなく�また日本語の「てにをは」

に当たる助詞も少ないため�語を結ぶ文法的な関係は主として語順に従う�基本語順は

SVO�主語�動詞�目的語�である� 

� 語彙 

中国語の表記に使う漢字は�基本的に一音節�一単語�一文字の言語であるという� 

 そこで�日本人が中国語作文するときの問題点について述べる� 

� 接置詞の誤用[10] 

日本語の文法構造がSOV�主語�目的語�動詞�に対して�中国語が名詞句の前に置く接置

詞�前置詞�がよくある� 

例�家には誰もいません 
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  谁都不在家 

ここで�「在」が場所を示す前置詞である�つまり�日本語は「てにをは」で品詞の関係を

表するが�中国語にはこれらはない�その代わり�語順で品詞の役割を表現する� 

� 活用形 

中国語�日本語�英語の活用形について以下の表にまとめた� 

表3.1 中国語�日本語�英語の活用形 

中国語 日本語 英語 

我每天都写信 私は毎日手紙を書きます I write letters everyday 

我在写信 私は手紙を書いています I am writing a letter 

我将要写信 これから手紙を書きます I will write a letter 

我写过信了 私は手紙を書きました I wrote a letter 

表3.1より�中国語が動詞と名詞句の間あるいは動詞の前に副詞を付けることより�日本語

と英語の活用形を表現する� 

� 動詞の用法 

例�お茶をいれる 倒茶 

  ごみを捨てる 倒垃圾 

中国語動詞の特徴は�日本語からはまったく違った単語が見えるにもかかわらず�似た

ような動作を示す�ここでは�「容器を傾ける動作」�動詞を使っている�そのため�日

本人にとっては�中国語の文章を理解しておかないと�動詞の扱いには困難である� 

 

3.2 フレーズ検索を用いた汎用性の調査 

パソコンで中国語を入力する時�中国語の単語間の区切りには「スペース」を用いる�

従って�入力した中国語をそのままYahoo! Japan にクエリとして入力すると�全ての単語

のAND 検索になってしまい�語順を保ったままの検索ができない� 

以上の問題点を解決する方法として�「フレーズ検索」がある�語順を保ったまま検索 

を行いたい文章に対して半角の二重引用符(ダブルコーテーション) で囲んで検索を行う 

と�その単語の並びのものだけを検索することができる�フレーズ検索を行い�結果文書 

数が極端に少ない場合は�一般に使用されない表現であることがわかる� 

例えば�フレーズ検索を活用することによって�格助詞の用法をチェックすることができ 

る�「川に飛び込む」の中国語表現は「跳下河」となるが�格助詞「下」の使い方がいい

のか�また「进」の方がいいのかを調べたい場合は�「”跳下河”」と「”跳到河”」で

フレーズ検索を行って検索結果を比較してみると�表3.1のようになる� 

表3.2 格助詞の汎用性検討 

検索文字列 検索結果件数 

“跳下河” 51,210 

“跳到河” 2,810 
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表3.2より�「“跳下河”」の方が検索結果件数が多いことから�格助詞「“下”」の汎

用性が高いと思われる� 

 

3.3 ワイルドカード検索を使った語彙組み合わせの検討 

 3.1で述べたように�中国語作文を行うときに�格助詞に何を選択するか�ある名詞と相

性のよい形容詞は何かといった疑問を持つことがある�この疑問点を解決する方法として

ワイルドカード検索を使った検討がある�フレーズ中の�語を「*」で置き換えることによ

り�「*」部分に任意の1 単語を含むフレーズを検索できる�ここで�二つの例文をあげる� 

例�� 

「川に飛び込む」という表現を中国訳する場合�Excite 翻訳[9] で翻訳してみると�「跳

入河」という結果を得る�前節の方法で格助詞の検討を行うと�翻訳した結果は適当では

ないことがわかり�次に�格助詞の使用方法について検討してみる� 

“跳 * 河” 

と格助詞の部分をワイルドカードに置き換えて検索すると�検索結果として表示された

よう例の中から�格助詞の下�進�到 を使っているものがあった�Excite翻訳[9]で訳し

た時の格助詞「入」を含め�「川に飛び込む」の中国訳として� 

� 跳入河 

� 跳下河 

� 跳進河 

� 跳到河 

以上の四つを中国訳の候補が抽出できる� 

次に�以上四つの短文の候補に対し�それぞれフレーズ検索を行う�結果は表3.3のよう

になった� 

表3.3 語彙組み合わせによる検索結果例� 

検索文字列 検索結果件数 

“跳下河” 51,210

“跳到河” 2,810

“跳進河” 171

“跳入河” 9

 表3.3から�「下」を使った場合�一番ヒット件数が多いことがわかり�この表現がよく

使われていることがわかる� 

 

例2� 

「自分の名前を書く」とういう表現を中国訳する場合�Excite 翻訳[9] で翻訳してみる

と�「写自己的名字」という結果を得る�ここで「書く」と名詞句の間に�適切な接置詞

がないかを検索エンジンに入れると� 
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� 写上自己的名字 

� 写出自己的名字 

� 写好自己的名字 

 以上三つの候補が抽出される�次に�以上三つの短文の候補に対し�それぞれフレー

ズ検索を行う�結果は表3.4のようになった� 

表3.4 語彙組み合わせによる検索結果例2 

検索文字列 検索結果件数 

“写上自己的名字” 86,300

“写出自己的名字” 8,210

“写好自己的名字” 1,350

表3.4から�「上」を使った場合�一番ヒット件数が多いことがわかり�この表現が適切

であることがわかる� 

 

3.4 検索結果要約テキストからの用例の参照 

 

図3.1 Yahoo! Japan[8]の検索結果 

 検索結果には�ページタイトルとURL の他に検索キーワードの周辺の文章を含んだスニ

ペットが表示される�図3.1 の例で挙げると� 

… 眼前的山下, 还真的是那个在自己被哥哥欺负时当在前面�看到落水的小狗也会跳下河�总是带着

浅浅微笑的人么?难以置信� 山下已转过身来,倚靠在平台边缘� 不知是不是逆光的缘故,在山下那张

锦户无比熟悉的脸上带上了一丝邪魅的气息� 唇 … 

 の部分に相当する�検索キーワードを含む�文が表示されるので�スニペットを参照す
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ることによって�検討したい語句がどのように使われているかを調べることができる�し

かし�省略部分や見出し語など�完全な文になっていないものが多く含まれ�非常に読み

にくい状態となっているため�用法について把握するために効率が悪いという問題がある� 

 

3.5 検索エンジンを利用した中国語作文の検討のまとめ 

本研究で用いる検索テクニックと手作業での検索を行う際の問題点について�3.4 にまと

めた�これまで挙げた検索テクニックを自動化することにより�問題点を解決できると考

えられる� 

表3.4 検索エンジンを利用した中国語作文の検討のまとめ 

検討の手法 手作業における問題点 

ワイルドカード検索を用いたフレーズの検

討�3.2� 

品詞を指定できないため�不要な情報が多 

くなってしまう� 

検索結果要約テキストからの用例 

の参照(3.4) 

検索結果要約文は非常に読みづらく�用法 

を把握しにくい� 
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第4章 検索エンジンを使った中国語作文支援システムの

構築 

本章では�提案システムの概要と機能の詳細について述べる� 

まず�本システムは主に2つの機能から構成される�表4.1 にこれまでに挙げた問題点と対

応する機能についてまとめる� 

4.1 本システムの機能一覧 

従来の研究例における問題

点及び手作業による検討の

問題点 

問題点を解決するための本

システムの機能 
機能の概要 

CCL�Kiwiなど検索結果画面

から用例を参照する際に�選

択基準を与えない 

ワイルドカード検索を用い

た検索 

ワイルドカード検索を用い

て�フレーズの候補と出現文

書数を提示する 

検索構文が複雑であり�「国

家語料庫」 

可読性を考慮した検索結果

からの例文抽出 

検索結果から例文を抽出�読

みやすい順に表示する 

フレーズの一般性�用例の参照を対象としているため�中国語単言語コーパスとして検

索エンジン内のテキストデータを利用している�ユーザーは�作成したい中国語について

検討・推敲する際�場面に応じて各機能を使い分けることにより�効率的に中国語の作成

が行えると考えられる� 

以下�各機能の詳細について述べる� 

 

4.1 ワイルドカード検索を利用した語彙組み合わせの検討 

3.3 では�ワイルドカード検索を使った前置詞の検討について述べた�この一連の作業

を自動化する方法について�再度3.3 の例を挙げて説明する� 

本機能を構成する言語資源として�単一言語コーパスにYahoo! API を通してYahoo! 

Japan 内の検索結果要約テキストを用いた�本機能の処理の流れを図4.1 に示す� 
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図4.1 ワイルドカード検索を利用した接置詞の検討 

 

4.1.1 ワイルドカード検索によるフレーズの抽出 

まず�ユーザーはテキストボックスに動詞と名詞をスペースで分けて入力する�たとえ

ば�「川に飛び込む」というフレーズの中国訳を考える際に�「跳ぶ」と「河」の間適切

な接置詞について検討したい場合�「跳 河」というフレーズを入力する�抽出するフレー

ズの動詞と名詞の間の部分を接置詞に限定する場合は�接置詞をチェックする� 

ここで�文章全体を入力してしまうと�文章全体のフレーズ検索になってしまい�定型

文でない限り検索結果が0 件になる可能性が高い�従って�文章の一部分について入力を

してもらう� 

フレーズの検索にはYahoo�Web検索API[10] を使用する�Yahoo! Web検索APIでは�1

番目から1000番目までの検索結果を取得できます�Yahooへのクエリ回数を減らすために一

回につき50個の返答を要求する�検索結果の1�50件目�51�100件目といった具合に�並

列にYahooへクエリを送信し�合計1000件の検索結果のスニペットから�赤字になっている

該当フレーズを抽出する� 

 

4.1.2 ワイルドカード部分の接置詞チェック 

 抽出したフレーズの一覧には�ワイルドカード部分の語が意図しない接置詞のものも含

まれるため�言語の指定や文字コードを限定することより�適切なものと一致するフレー

ズのみ抽出する�Yahoo� Japanを使用しているため�検索結果では�日本語漢字が出る

ことがあるので�言語を中国語に指定する�まだ�中国語の場合は�ワイルドカード部分

の接置詞が一文字の場合が大いため�一文字のみを限定する�句読点が混在するときに�
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文字コードを\x{4E00}�\x{9FA5}を指定する�従って�入力が「跳 河」というフレーズと�

「接置詞」を指定していた場合�漢字一文字のみ抽出する� 

 

4.1.3 結果文書数提示による汎用性の比較 

抽出したフレーズを全て�検索エンジンへのクエリとして検索を行い�検索結果文書数

を取得する�取得したフレーズと検索結果文書数の一覧を図4.2 のように提示することに

より�ユーザーはフレーズ選択の基準として検索結果数一覧を利用できる� 

ここで�自動的に出現文書数の上位のフレーズのみを選択せず�一覧表示を行うのは�実

際には必ずしも出現文書数が多いものが最適であるとは限らないため�ユーザーの判断に

任せるためである� 

 

 

図4.2 ワイルドカードを使った検討を行ったシステムの結果画面 
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第5章 システムの評価 

本章では構築したシステムの有用性を調査するための評価を行う� 

アンケート形式のユーザー評価を行い�実際の利用についての有効性・改善すべき点に

ついて利用者の意見を集計した� 

  

5.1 評価方法 

20 人の大学生・大学院生�内に10人中国人,10人日本人�にWEB上で本システムを試用して

もらい�フォームからアンケートに記入してもらった� 

比較対象として�WEB 上でフリーに利用できる機械翻訳サービスのExcite 翻訳について有

用性の評価を行ってもらった�中国単一言語コーパスを利用してフレーズの出現頻度を調

べるシステムでは�WEB 上で公開されているものがなかったため�比較対照にはできなか

った� 

 

5.2 ワイルドカード検索を利用した表現の一般性の検討 

 ワイルドカード検索を利用した語彙組み合わせの検討の機能を試用してもらい�以下の 

�点について「」の�段階で評価してもらった� 

� 出力結果が妥当であるか 

� 中国語文書を作成する際に有用であるか  

図5.1に回答の結果を示す� 

 

図5.1 ワイルドカード検索を利用した機能についてのアンケート回答 

集計の結果�概ね利用者には中国語文書を作成する際に有用であると感じてもらえたよ

うである�しかし�ワイルドカードを含むフレーズを作成するという行為にある程度の中

国語知識を必要とするため�利用者によっては�何を入力としたらよいかわからないとい

う意見があった�また�検索結果上位1000 件のみからフレーズを抽出しているため�品詞

を限定すると�検索結果が極端に少なくなる場合が多いため�意図した結果が得られない

ことが多いようである� 
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5.3 既存のツールとの比較 

 比較対象として�WEB 上でフリーに利用できる機械翻訳サービスのExcite 翻訳[11]につ

いても有用性の評価を行ってもらった�単一言語コーパスを利用してフレーズの出現頻度

を調べるシステムでは�WEB 上で公開されているものがなかったため�比較対象にはでき

なかった� 

 

 

図5.2 エキサイト翻訳と比較アンケート結果 
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第6章 おわりに 

本論文では�日本語から中国語に直す中国語作文の作業を支援するために�検索エンジ

ンを使った中国語訳の検討の方法を提案し�検討の作業を自動化する中国語作文支援シス

テムの構築を行い�有用性があることを明らかにした� 

しかし�今回構築したシステムは�有効に適用できる場面が限られており�今後様々な 

場面に対応できるようにしていく必要がある� 

また�入力がフレーズやキーワード単位であり�有効に利用できるような入力語を選択 

し�出力結果を中国語作成に生かすためには�中国語知識を必要とする� 

従って�ある程度の中国語知識を持った人にとっては使いやすいシステムとなったが�

中国語の構成力のない人にとっては使いにくいシステムであることが分かった� 

今後は�日本人にとって難点となる動詞の使い方や受動態と能動態の選択のように�大

幅な文型の変化にも対応する語彙組み合わせの検討など�有効に適用できる範囲を広げる

とともに�中国語の知識を問わず誰でも使いやすい中国語作文支援システムを構築する必

要があると考えられる� 
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