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PC の普及と共に、Windows の日本語入力システム（かな漢字変換ソフト）を支える

マイクロソフト社製のかな漢字変換ソフト MS-IME がデファクトスタンダードとし

て君臨し、利用が日常化しながらも、意外とこの日本語入力システムのことについ

て知らないことが多いように見受けられます。特に、残念なことは変換効率の良さ

悪さにおいて誤解を生じさせていることがあるからに他なりません。高機能や完璧

さ、あるいは利便性を求める気持ちは理解できるところですが、コンピュータ(PC)

のソフトウェアである以上、コストパフォーマンスの面や今日の技術で表現できる

程度というものを機能や操作というものからある程度知っておく必要性があるの

です。この PC利用が日常化する中で、これらが稀薄なことも事実です。 

 

「たかがかな漢字変換」「されどかな漢字変換」であり、この機能の程度を知るこ

とで PC 利用をもっと有意義にして欲しいものです。 

 

本書は、この IME、日本語入力システムの誤解というよりは、多少でも知ってもら

いたいという気持ちから「しおり」と題して、皆様にお届けするものです。 

 

アイティーコーディネート株式会社 
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１．１．１．１．IMEIMEIMEIME とはとはとはとは    

 

IME（Input Method Editor）とは、PCの文字入力を補助するソフトウェアを意味し、

日本では日本語入力システム(かな漢字変換ソフト)の意味です。 

 

この由来は、1987 年に登場した Windows が、1991 年、Windows 3.0 でようやく実用

の域に達しますが、このとき、Microsoft は入力文字の変換ソフトのことを「IME」

と名付けたのです。そして、1993 年、Windows3.1 が登場したとき、初めてかな漢

字変換ソフトを日本語入力システムとして MS-IME を標準搭載したのです。 

 

この「IME」が登場した当時は、ダウンサイジングと言われながらも、まだメイン

フレームの時代でしたから、この同意語で「FEP（Front End Processor）」という

用語と並び称されていました。実際には MS-DOS 時代はまさに日本入力システム(か

な漢字変換ソフト)のことを「FEP」と呼び、当時は「IME」と表現すればマイクロ

ソフト社の日本語入力システム(かな漢字変換ソフト)の製品名として使われまし

た。 

しかし、今この時代、この「IME」という用語は、単にマイクロソフト社の日本語

入力システムに留まらず、一般的な「日本入力システム」を意味するようなコンピ

ュータ用語として定着し、マイクロソフト社製の日本語入力システムを特別名指し

する場合は、MS-IME と言う時代になったのです。現に、Google 社が 2009 年 12 月 3

日にブラウザ用（例えば、マイクロソフト社製の Internet Explorer、Google 社製

のChromeなど）の検索キーワード入力のために開発した日本語入力システムGoogle 

IME を発表し、β版ですが 2009 年 12 月 5 日に製品リリースされたことにもよりま

す。 
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２．２．２．２．IMEIMEIMEIME（日本語入力システム）について（日本語入力システム）について（日本語入力システム）について（日本語入力システム）について    

 

IME（日本語入力システム）の当初の目的は、あくまでもキーボードから入力され

た「かな(読み)」を適語の「漢字」に置き換えるものであり、当然ながら、この適

語は候補となる漢字を「候補リスト」という形で表示させるわけです。そして、こ

の候補リストの幾つかの漢字から利用者（操作者）に適語を選ばさせ、入力した「か

な（読み）」を「漢字」に置換え（変換）させるというものです。 

 

＜例＞： キーボードからの入力されたかな（読み）は「しょうじょう」 

 

 

 

従って、主体は「単語変換」と言われるように、入力されたかな（読み）を何らか

の「単語」を選ばさせ、漢字に置き換える（変換する）ことであり、「かな漢字変

換」と言われる所以なのですが、今日的には、この変換が単語に限らず、ある長さ

を持つ文章をかな（読み）で入力した際、この文章を構成する単語を適語に置き換

えて行くということも含まれてきますので、広い意味で「日本語入力システム」と

言われるところとなっています。 

この選んだ単語を利用者のこの行為（習慣性）の結果として覚えさせることで、次

回以降の入力時、この同語となる「かな(読み)」に対して、適語の「漢字」に置き

換える（変換する）ことが達せられるわけです。また、この行為こそが「単語変換」

の主でした。あるいは候補リストの上位に表示させ、次回以降の入力時に備えさせ、

利用者の習慣性をできるだけ損なわないような機能として持たせています。 

 

今どきの主流は、この「単語変換」から文の切れ目、即ち「文節」をひとつの変換

（翻訳）の単位とした「文節変換」以上(連文節変換や予想変換)の機能となります。 

  

候補リスト 

候補リストから選ばれた適語 



 

 3

 

３．３．３．３．IMEIMEIMEIME のまめ知識を持とうのまめ知識を持とうのまめ知識を持とうのまめ知識を持とう    

 

IME(日本語入力システム)には、入力されたかな（読み）を何らかの単語に置き換

えるわけですが、この置き換える方法として、今日的には、次の 2つの方法があり

ます。 

 

① 単語変換 

② 文節変換 

 

また、IME は一度変換した用語を覚えているという学習していますので、この学習

結果を基に、次の変換方式が備わっています。 

 

 ③予測変換 

 

これらについて、以降にご説明します。 

 

３３３３----１．単語変換とはなにか１．単語変換とはなにか１．単語変換とはなにか１．単語変換とはなにか    

 

単語変換とは、入力されたかな（読み）を適語の漢字に変換する方式です。この適

語は、先に説明したように候補リストから選ぶことで達成されます。 

 

＜例１＞： キーボードからの入力されたかな（読み）は「しょうじょう」 

 

 

 

  

候補リスト 

候補リストから選ばれた適語 
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＜例２＞：かな（読み）は「からだにしっしんのしょうじょうがでた」 

 

 

 

 

 

 

３３３３----２．文節変換とはなにか２．文節変換とはなにか２．文節変換とはなにか２．文節変換とはなにか    

 

具体的に初歩的な「文節変換」の例を次ぎに示します。 

 

＜例＞：かな（読み）は「くるまでまつ」 

 

 単語(品詞)で見る文節のケース： ① ＜くるま＞でででで＜まつ＞ 

② ＜くる＞までまでまでまで＜まつ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

候補リスト 

①～④の単語を右矢印キーを使って、対象のかな（読

み）を候補リストから適語の単語（用語）を選ぶ。 

実は、①から④は文節で区切られ、文節単位での変換

となる。 

①    ②     ③     ④ 

 

①          ② 

右矢印キーで次の分節の単語を変換する。 
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この例にあるように文章が文節単位に区切られますので、この文節単位に単語を変

換して行きます。ただし、このとき、既に学習されている単語が通常候補リストの

先頭にありますので、かな（読み）を入力し、スペースキーで変換を要求した際は、

この候補リストの先頭の単語（用語）になります。 

 

このように文節変換は「文節」をひとつの単位として、切り出して変換の対象とし

ます。これが文節変換と言われているものです。 

 

３３３３----２２２２----１．分節について１．分節について１．分節について１．分節について    

 

この文節変換を「文節」と言われる言語解析(構文解析)の面から次ぎに説明します。 

 

文節とは、自立語（名詞、動詞など）に接語がつながった発音上の単位であり、場

合、接語がないこともあります。また、文中には１個以上の文節がある。但し、文

節は必ずしも文の構造を反映しているとは限りません。 

 

また、文節の切れ目は、終助詞の「ね」などを挟みうるかどうかで判断できること

が知られています。さらに、文節間には係り受け（修飾）の関係が定義されます。 

 

＜文の構造と文節の例＞： 「あの人は私の患者です。」 

     （注）接語： 赤文字が接語（助詞） 

青文字がコピュラ（助動詞） 

 

文節変換は、上記の文章を「文節」の単位で変換を行うということです。 

 

但し、単語変換機能しかない日本語入力システム（かな漢字変換ソフト）において

も、①の構造（構文）の範囲で、②の順番を持って単語変換を事前に各適語として 

 

変換、学習させておけば、「あのひとはわたしのかんじゃです。」と「かな（読み）」 

入力されても、文節変換と同じ結果を得ることができます。 

「あの人」「私の患者」 

① 

「あの｣｢人｣｢は｣｢私｣｢の｣｢患者｣｢です。｣ 

② 
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要するに、文節変換とは、文節という単位で文章の構造を作っている構文の単位で

あり、これに適語を当てはめているということなのです。または、既に学習されて

いる構文の単位で、用語に当てはめているということなのです。 

 

３３３３----２２２２----２．文節の区切りを示す助詞について２．文節の区切りを示す助詞について２．文節の区切りを示す助詞について２．文節の区切りを示す助詞について    

 

文節変換は文節の区切りを持って変換を行っていますが、問題点は文節の区切りに

相当する「助詞」をどう判断しているのか(見分けているのか)という点です。 

 

単に、助詞と言っても、下記のように国語の文法上、種類があります。 

 

 

 

文節変換の要点は、この助詞の種類をどこまで見極めて判断しているのかというこ

とになり、文章を切りだすとき（構文解析上）の大きな要点となります。 

 

３３３３----３．予測変換とはなにか３．予測変換とはなにか３．予測変換とはなにか３．予測変換とはなにか    

 

本来、予測変換とは、はじめに入力された数文字(2 文字程度)を以って、後に続く

文字を予測して変換候補を提示してくれる機能のことをいいます。 

 

但し、MS-IME では、一度学習させても、この予想変換の効果はすぐには期待できま

せん。下記の例で示しているように学習させる行為という手間は発生しますが、同

じキーワードを繰り返し変換し、この学習の履歴を持って予測変換の候補を提示し

ます。 

 

＜助詞の種類＞：

種類 定義 例

格助詞 主に体言について、文節との関係を表す単語。 が・の・を・に・へ・と・より・から・で・やの１０語。

副助詞 さまざまな語について、意味を付け加える。 は・も・こそ・か・さえ・でも・しか・なり・やら・ほど・くらい・
のみ・だけ・まで・ばかり・など・・・など。

接続助詞 用言や助動詞について、後に意味を続ける単語。 ば・と・ても・ので・から・て・けれど・が・ながら・し・た
り・・・など。

終助詞 文末などについて意志や気持ちを表す。 な・か・の・よ・ぞ・とも・ね（ねえ）・わ・さ・・・など。

助詞の定義：　付属語で活用がなく、自立語について関係を示したり、意味を添えたりする単語。

＜参照＞：http://yslibrary.cool.ne.jp/harojapa010.htm
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例えば、Microsoft Office Word 2007 上での MS-IME2007 の場合、 

 

 

 

                    

 

                  

 

 

 

 

 

ただし、「医用辞書プラス（Mozc オープンソース版）」や「ATOK」の場合は、一度、

単語や文章を確定させて学習したら、この内容が常に優先され、予測変換の候補と

なります。 

 

また、Microsoft の場合、通常の候補リストに、この予測候補を表示させることも

できますが、この場合、予測変換の候補を選択するには候補リストの「0」番とい

う数字を入力しなければなりません。 

 

  

3回目で予想変換 

予想候補があることを知らせると共に、TAB キーの

操作で予想候補リストを表示する。 

この予測候補リストから選ぶ。 

TABキー操作で予想候補リストを表示する。 

MSの場合、何度か学習した結果の

利用頻度の多さということで予測

変換の対象となる。 
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これは、学習させた結果を候補リストの上位に掲載する考え方ではなく、あくまで

も予測ですから「もしかして、入力しようとしている文字はこれですか？」という

ことで先取り（予測）したものとなります。 

 

通常、Micosoft の候補リスト（「1」番から）に掲載される文字は、あくまでも過去

に学習させた文字、それも利用率の頻度で候補リストの上位に掲載するという性格

のものとなりますので、候補リスト上で取り扱われる予想変換の候補（「0」番目）

とは、まったく性格が異なっています。この性格の異なりから同じ候補リスト上（「0」

番目と「1」番以降）でも、見せ方、提示（掲載）の仕方という取り扱い方が区別

されています。 

 

しかし、この予測の考え方は、医用辞書プラス（Mozc オープンソース版）や ATOK

の場合は、先に説明したように、一度学習した内容を基本に入力文字の頭 2～3 文

字をキーとして、常に予測変換の対象とします。 

 

これら予測変換の考え方や見せ方に各社相違があるものの、基本は一度学習した内

容に沿って、全ての変換対象となる文字をかな（読み）として入力しなくとも「も

しや、この用語に変換するのでしょうか」ということを提示するのが予測変換なの

です。 

 

  

通常の候補リスト 
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４．代表的な４．代表的な４．代表的な４．代表的な IMEIMEIMEIME の比較を行ってみるの比較を行ってみるの比較を行ってみるの比較を行ってみる    

    

４４４４----１．１．１．１．MSMSMSMS----IMEIMEIMEIME についてについてについてについて    

 

 

４４４４----２．医用辞書プラス２．医用辞書プラス２．医用辞書プラス２．医用辞書プラス(Mozc(Mozc(Mozc(Mozc オープンソース版オープンソース版オープンソース版オープンソース版))))についてについてについてについて    

 

 

MS-IME　（2007版以降）MS-IME　（2007版以降）MS-IME　（2007版以降）MS-IME　（2007版以降）

方式 コスト最小法

特徴 ・複分節方式で一括変換を重視
・構文解析に忠実

※学問的な構文解析に一番忠実な方式であり、世界標準技術として
の地位を築き、長文の変換に優れている。

変換速度 やや遅い

変換例 「いたくないよう」
　・分節の区切り→「いたく」＋「ないよう｝
　・変換→「委託内容」

変換の注釈 学習する際に前の単語との接続まで覚えていることで、単体では前
に確定した単語が出て来ないことがある。
※あくまでも複分節のため。

辞書 基本辞書 新聞（読売新聞）や小説の利用用語から辞書化。

変換方式

医用辞書＋（プラス）医用辞書＋（プラス）医用辞書＋（プラス）医用辞書＋（プラス）
（Mozcオープンソース版）（Mozcオープンソース版）（Mozcオープンソース版）（Mozcオープンソース版）

方式 コスト最小法

特徴 ・単分節方式＋予測変換(サジェスト）

※予測変換が加わることによって、入力者の意図をさらに繁栄でき
る。

変換速度 早い

変換例 「いたくないよう」
　・予測変換３文字以上に依存＋分節
　　　　　　①いたく→「委託」などの候補
　　　　　　②いたくないよう→「委託内容」、「痛くないよう」など
　・変換　→「委託内容」を選択

変換の注釈 入力した文字（先頭3桁）からの予測変換（サジェスト）と学習結果を前
提に候補を表示し、確定した単語を以後サジェストの第一候補として
いる。
※基本は単文節変換でサジェストによって、さらに変換候補を絞り込
む。

辞書 基本辞書 IPAdic(情報処理振興事業協会(IPA)で設定されたIPA品詞体系日本
語辞書）を採用。

変換方式
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４４４４----３．３．３．３．ATOKATOKATOKATOK についてについてについてについて    

 

                                    

５．５．５．５．MSMSMSMS----IMEIMEIMEIME について少し知識を持とうについて少し知識を持とうについて少し知識を持とうについて少し知識を持とう    

 

Microsoft の日本語入力システムの名称は、バージョンによって、その名称が若干

異なりますが、その名称について、まず、知ることにします。 

 

No. 日本語入力システムの正式名称の種類 備 考 

1. Microsoft IME スタンダード 2002 / 2003 Office 系 

2. Microsoft ナチュラル インプット 2002 / 2003  

3. Microsoft Office IME 2007 Office 系 

4. Microsoft Office IME 2010 Office 系 

5. Microsoft IME（Vista 標準と Windows7 標準の 2種類） OS 標準系 

 

色々とその名称があるところから、正式な名称を本来は理解する必要性があります

が、便宜的に、ここでは、次の 2 種類に統一します。 

 

No. 便宜的な名称 備 考 

1. MS-IME xxxx （xxxx: 2002/2003/2007/2010） Office 系（正規版） 

2. xxxx 標準 （xxxx: Vista/Windows7） OS 標準系 （暫定版） 

但し、「Microsoft ナチュラル インプット 2002 / 2003」は除外します。 

 

このような表記にする理由は、Microsoft は時代対応で IME（日本語入力システム） 

ATOKATOKATOKATOK

方式 最長分節一致法

特徴 ・単分節ごとの変換

※統計学の確率論に照らし合わせた変換方式であり、特段学問的に
確立された方式ではなく、変換に誤りが多く、長文の変換には向かな
い。

変換速度 遅い

変換例 「いたくないよう」
　・分節の区切り→「いたくないよう」
　・変換→「痛くないよう」

変換の注釈 ユーザが前に選択したものがほぼ確実に来るようになっている。
※基本は単文節変換のため。

辞書 基本辞書 独自の辞書。

変換方式
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の呼び名を変えて来ましたが、ある種馴染みが深い簡略された「MS-IME」の名前に

統一するということです。 

 

但し、Office 系と OS 標準系の体系が生じているため、この区別だけは行います。 

 

５５５５----１．１．１．１．MSMSMSMS----IMEIMEIMEIME とととと MSMSMSMS----OfficeOfficeOfficeOffice の関連についての関連についての関連についての関連について    

 

この MS-IME は、MS-Office 製品と深い関わりを持っており、MS-IME のバージョン

名は,この MS-Office 製品のバージョン名に由来しています。 

 

この MS-Office のバージョンの系譜（歴史）は次ぎの通りです。 

（但し、MS-Office95 以前、Office1.0（1993 年）～Office4.3（1995 年）は除かせ

て頂きます。） 

011.02.01 現在                          

 

 

＜コメント＞： 

・WindowsVista（WindowsIME） Ver.10.0.6002.0 

・Windows7（WindowsIME）   Ver.10.1.7600.0 

 

裸で WindowsXP の PC を買って来ますと、Windows 標準ということで MS-IME がつい

ています。この MS-IME は、我々的には暫定版と呼んでいますが、フルバージョン

ではなく、XPの場合、バージョンは 2002 相当です。また、Vista 以降の PCですと、

MS-IME のバージョンは 2003 相当です。 

 

MS-IME の正規版（フルバージョン）は、MS-Office のパッケージに入っていて、

MS-Office をインストールした際に、暫定版とは別に正規版がインストールされま 

製品名 Ver. 発売年 名称 Ver. 備考(最新Ver.)

MS-Office95 Office7 1995 MS-IME95 7

MS-Office97 Office8 1997 MS-IME97 8

MS-Office2000 Office9 1999 MS-IME2000 8 SP3適応で2002

MS-OfficeXP Office10 2001 MS-IME2002 8 Ver. 8.1.4203.0

MS-Office2003 Office11 2003 MS-IME2003 9 Ver. 9.0.8164.0

Ver.
12.6413.1000（SP2）

Ver.
14.0.4006.1000

MS-Office2010 Office14 2010 MS-IME2010 14

MS-Office MS-IME

MS-Office2007 Office12 2007 MS-IME2007 12

Windows 標準(IME2003 相当) 
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す。 

従って、MS-IME のバージョン名は、本来、MS-Office のバージョン名に由来してい

ます。 

 

マイクロソフト社の戦略で MS-IME2010 以降からは、MS-OfficeXP 以降のライセンス

を持っていれば、MS-IME だけは最新版を無償でダウンロードできます。（2010 年 6

月 17 日プレス発表） 

 

５５５５----２．変換の機能レベル２．変換の機能レベル２．変換の機能レベル２．変換の機能レベル((((変換方式変換方式変換方式変換方式))))についてについてについてについて    

 

MS-IME2003 までは「単語変換」が基本です。MS-IME2007 からは「文節変換（連文

節を含む）」が基本になり、また、過去に変換した用語の蓄積(履歴)を基にして入

力の頭数文字から「予想変換」も加わり、変換効率が向上しています。 

 

MS-IME2010 では、さらにこの文節変換がより厳密な構文解析を経ていますので、従

前の「文節変換」よりも変換効率をさらにアップさせています。 

 

従って、変換のストレス（候補リストに上がる適語）はかなり改善されていると理

解してください。但し、どちらにせよ、初期の段階では変換用語を学習させる必要

性は当然あります。 

尚、MS-IME2010 は、ATOK の最新版と比較しても、何ら変わりなく、逆に、

WindowsUpdate（SP1・・・）の今後を考察したとき、MS-Office（MS-IME）を選択

しておく方が先々不具合の修正などで優位であることは言うまでもありません。 

特に、WindowsOS（XP/Vista/7）の不具合の修正との関係もあって優位だと思いま

す。 

 

５５５５----２２２２----１．分節変換について１．分節変換について１．分節変換について１．分節変換について    

 

例えば、MS-IME2007 では「けんさのみ」とキーボードからかな（読み）文字列を入

力しても「＜検査＞の＜未＞」となり、「の」が文節の区切りですので「検査のみ」

にならないのです。 

同じように「がいらい」もそうですが、「が＜依頼＞」で「外来」にはならないの 

です。 
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これは全て文節変換がある種（初歩的には）正しく行われているためであり、一度

で良いのですが、「Shift キー＋右矢印キー」の操作で文節越えを行い、どこまでを 

 

変換して欲しいという人的操作を行って、初めて、「検査のみ」「外来」という変換

ができるのです。 

  

 

この変換結果を持って学習しますから、次回以降は利用者の意図（習慣性）に従っ 

て変換されます。 

 

今日的には PC は当り前になったせいもあって、変換方式と操作に関しては、意外

と利用者の「大きな落とし穴」になっているのが現状です。 

 

但し、この「文節変換」の事例は、MS-IME2007 で起きることであり、MS-IME2010

では、この「文節変換」の機能精度（構文解析の精度）が向上していますから、起

きません。これは、文節の区切りを示す助詞が「格助詞」だけを判別していたのを、

他の助詞まで判別するようになったからです。 

 

５５５５----２２２２----２．予測変換について２．予測変換について２．予測変換について２．予測変換について    

 

「３-３．予測変換とはなにか」で述べていますが、Microsoft の場合、一度学習し

た内容を持って予測変換とせず、あくまでも何度か学習した結果の利用頻度の多さ

ということで予測変換の対象にしていますので、他の IME と若干の相違があります。 

 

６．医用辞書＋６．医用辞書＋６．医用辞書＋６．医用辞書＋((((プラスプラスプラスプラス))))についてについてについてについて    

 

「医用辞書＋」は、2009 年 12 月 5日に製品リリース(無償配布)された Google Inc.

の日本語入力システム「Google IME」の変換エンジンである「Mozc オープンソース

版」を基に「医用辞書」を組み込んだ医療分野専用の日本語入力システム(IME)な

のです。 

 

 

けんさのみけんさのみけんさのみけんさのみ    検査のみ 

Shift キー＋右矢印キー 
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この日本語入力システム「Mozc」の最大の特徴は、Microsoft の MS-IME も採用して

いるデファクトスタンダードとされる構文解析（変換方式）にサジェストと言われ

る「予測変換」機能を変換確定操作の全面に加えたことです。 

 

＜例＞：かな（読み）は「からだにしっしんがでた」 

 

①かな(読み)は｢からだ」 ②かな(読み)は｢しっしん｣  ③かな(読み)｢でた｣ 

 

 

 

 

 

  

 

一度、この変換の流れ(操作)が学習されると、次回以降は利用者の意図にそった形

で変換（一発変換）が実現されます。 

 

 
 

この「Mozc オープンソース技術」の予測変換は、前回学習した結果が同じかな(読

み)のとき、次回以降の変換時、必ず候補リストの先頭に来るのです。これは、

Microsoft の日本語入力システム「MS-IME」の予測変換とまったく異なる点です。 

 

また、この「Mozc オープンソース技術」での辞書は、他の日本語入力システム(IME)

が外部ファイルとして持っているのに対して、基本辞書も含め、サードパーティ用

の辞書(例えば、医用辞書)も全てプログラム(IME)の内部にプログラムの一部とし

て抱えているのです。その結果、変換速度はどの日本語入力システム(IME)よりも

速いのです。 

 

７．たかがかな漢字変換、されどかな漢字変換７．たかがかな漢字変換、されどかな漢字変換７．たかがかな漢字変換、されどかな漢字変換７．たかがかな漢字変換、されどかな漢字変換    

 

「たかがかな漢字変換、されどかな漢字変換」、ときに、「たかが医用辞書、されど

医用辞書」と表現しているひとつの理由は、どんなに高機能や多くの用語を網羅し 
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ても、この機能がある以上「操作がある」ことも意味としているということなので

す。なぜならば、この機能の存在や操作、総じて性格を知らなければストレスを抱 

 

く以上に何の役にも立たたず、目的を達し得ないということになるのです。 

 

また、医用辞書（産業別専門辞書）をこの日本語入力システム（かな漢字変換ソフ 

ト）に装備・搭載させても、この機能の存在、あるいは機能を達成させるための操

作の存在を知らなければ、この医用辞書は、ときに何も意味、何の効果をもたらさ

ないのです。 

 

従って、操作を最低のレベルでも覚えなければ「文節変換」されながらも、マイ辞

書になるような学習はしないのです。このことを理解しなければ、変換結果が可笑

しい、使い勝手が悪いというお話しになってしまうのです。 

 

恐らく、従前が「単語」レベルの変換が主でしたから、この「文節」という意味が

理解できていないのかも知れません。場合、「文節」という意味が「文章の自動翻

訳（変換）」に聞こえているのかも知れませんが、まだ時代はそこまで熟成してい

ません。 

 

仮に、自動翻訳が可能になったとしても、利用者本人の意図を反映させるには、そ

の本人の癖や好みと言う慣習を知る必要があるわけですが、そのためには、学習さ

せなければなりません。要するに、人生に例えるのであれば、子供時代から今日ま

での歩みを得るのと同じことだということです。その間の学習が知識、知恵として

蓄えがなければ達成できないということに等しいのです。 

以 上 
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