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異文化コラボレーションを支援 

言語資源の連携 

言語資源の利用 

計算資源の管理 
P2Pグリッド基盤 

複合サービス 
（折り返し翻訳，専門翻訳，…） 

異文化コラボレーションツール 

原子サービス 
（機械翻訳, 形態素解析, 辞書, 用例，…） 

言語サービスを利用し，多言語環境でコ
ミュニケーションを支援. NICTでは言語
グリッドコラボレーションツールを提供． 

複数の言語資源（Webサービス）を，
ワークフローを用いて連携． 

言語資源を標準インタフェースを持つ
Webサービスとして提供． 

インターネット上の複数のサーバを
連携させ，言語資源, 計算資源を世界
中からアクセス可能に 
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情報の共有 

サービスの呼出し 
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② 

③ 
④ 

⑤ 

日本語 
形態素解析 

専門辞書 
防災（日英韓中西仏） 

韓国語 
形態素解析 

日韓翻訳 

専門辞書 
生命科学 
（日英） 日英翻訳 

英仏翻訳 

イメージ図 
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機械翻訳 

言語サービス提供者 

Webサービス 

形態素解析 

専門辞書 

対訳辞書 
機械翻訳 

形態素解析 

専門辞書 

対訳辞書 

言語グリッド 

言語資源 標準インタフェース 
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異文化コラボレーションツールのための言語サービス 

～ 防災時の英語・韓国語・仏語への日本語の翻訳 ～ 

多言語折返し翻訳ワークフロー 
MeCab 
（工藤拓／NTT） 

=「避難所」は専門辞書に登録されている用語 

折り返し翻訳結果 

英　語：  Please look for the shelter in the neighborhood.  どうぞ、付近の避難所を捜しなさい。 
韓国語：  !"# $% &'() *+ ,-./.  近くある避難所を探して下さい。 

仏　語：  Veuillez rechercher le refuge dans le voisinage.  どうぞ、付近の避難所を検索しなさい。 

日本語：近くにある避難所を探してください。 

日英専門 
翻訳サービス 

日韓専門 
翻訳サービス 

日仏専門 
翻訳サービス 

英日専門 
翻訳サービス 

韓日専門 
翻訳サービス 

仏日専門 
翻訳サービス 

日仏専門翻訳ワークフロー 

日本語形態素解析サービス 

専門用語 
がある? 

専門辞書 
サービス 

日仏翻訳サービス 

日英翻訳 サービス 

英仏翻訳 
サービス 

日仏翻訳 
ワークフロー 

原子サービス 

多国語防災 
用語集 
>日英韓中西仏? 
（アジア防災センター） 

J-Server 
（高電社） 

WEB-Transer 
=JG,"
((((([b@*HA?"

翻訳結果 

NO YES 
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テキスト翻訳 多言語掲示板 

言語資源作成 アーキテクチャ 

・折り返し翻訳機能により、翻訳結果の内容確認ができる 

・多言語に翻訳される掲示板 
・翻訳結果を人により修正し、翻訳の品質を向上できる 

フォーラムリスト 

・機械翻訳と連携し利用するためのコミュニティ辞書や　
対訳集の作成ができるツール 

入力テキスト 翻訳結果 

折り返し翻訳結果 

XOOPS (オープンソースソフトウェア) 

多言語 

辞書作成 

多言語用例 

対訳作成 

多言語 

辞書データ 

多言語用例 

対訳データ 
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>大学? 
      大阪大学，関西大学，関西学院大学，京都大学，東北大学，長岡技術科学大学，名古屋大学， 

      はこだて未来大学，北海道大学，立命館大学，早稲田大学，和歌山大学 
      カトリック大学（韓国），韓国国民大学（韓国），上海交通大学（中国），インドネシア大学， 

      シュツットガルト大学（ドイツ），清華大学（中国），プリンストン大学（アメリカ）， 

      ケベック大学（カナダ），コペンハーゲン大学（デンマーク）など 

>研究機関? 
      DFKI（ドイツ），CNR（イタリア），中国科学院，NECTEC (タイ)，国立情報学研究所，NTT研究所など 
>NPO/NGO? 
      愛知県国際交流協会，アジア防災センター，NPOパンゲア，NPO多文化共生センターきょうと， 

      川崎市総合教育委員会，川崎市立富士見中学校，多言語防災情報研究コンソーシアムなど 

>企業?（社会貢献または言語資源の提供） 

      Google inc., 東芝，沖電気など 

参加組織（18カ国131組織が参加） 

言語サービス（90以上のサービスを共有） 

>機械翻訳? 
      Google Translate（51言語）, J-Server（日英韓中）,  

　  WEB-Transer（日中韓英仏独伊西葡）, 東芝（英中)，      
      沖電気（日英)，Parsit (英->泰) 

>対訳辞書? 
      EDR, ライフサイエンス辞書， 

      学術辞書，防災用語集など 

>用例集? 
      医療用例対訳集，教育用例対訳集など 

>形態素解析? 
　 日中韓英仏独伊西蘭葡露 
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