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2020年を見据えた翻訳アプリケーションの開発：てがき翻訳  

ドコモはコンシューマ向け翻訳サービスとして，「はな
して翻訳Ⓡ＊1（音声認識翻訳）」の2012年リリースを皮切
りに，「メール翻訳Ⓡ＊2（テキスト翻訳）」「うつして翻訳
（画像文字認識翻訳）」とさまざまなシーンで利用できるス
マートフォン向け翻訳アプリケーションを提供してきた．
本稿では，これらに続く新サービスである「てがき翻訳Ⓡ＊3

（手書き文字認識翻訳）」を中心に，ドコモの翻訳サービス
について解説する．  

1. まえがき 
円安や訪日ビザ発給要件の緩和，

アジア圏における国際航空路線の拡

充などにより，政府目標の「2020

年に訪日外国人2,000万人」は前倒

し達成が確実視され，新たな目標値

が「2020年に4,000万人，2030年に

6,000万人」となった[1]．急増する

訪日外国人に「おもてなし」を提供

するために必要となる，言語の壁を

超えたコミュニケーションを実現す

る翻訳サービスのニーズが高まって

いる． 

そのような状況の中，ドコモはコン

シューマ向け翻訳サービスとして，

「はなして翻訳」の2012年リリース

を皮切りに，「メール翻訳」「うつし

て翻訳」「JspeakⓇ＊4」とさまざまな

シーンで利用できるスマートフォン

向け翻訳アプリケーションを提供し

てきた． 

また，訪日外国人の応対を支援す

る企業向けサービスとして，「はな

して翻訳 for Biz」を提供している．

本稿では，これらに続く新サービス

である「てがき翻訳」を中心に，ド

コモの翻訳サービスについて解説す

る． 

2. 翻訳アプリケーション
全体像 

2.1 翻訳アプリケーション 
概要 

各翻訳アプリケーションの入力手

段は，「話す」「（キーボードで）打

つ」「書く」「写す」の4つである．

また，各翻訳アプリケーションはさ

まざまなドコモのアセット＊5を活用

している（図1）．翻訳を行う際の

代表的なドコモのアセットとして，

音声認識，翻訳技術がある．それぞ

れの入力データの認識・翻訳におい

ては，語彙数に優れるクラウド型

（通信を介してサーバ内で機能を提

供）と通信が不要で即応性に優れた

ローカル型（通信を介さずアプリ

ケーション単独で機能を提供）があ

る．ドコモでは，各翻訳サービスの

機能特性に応じてクラウド型，ロー

カル型の選択を行っている．翻訳

サービスを実現するアーキテクチャ

は図2の通りである．言語ごとの利

用用途に適したエンジンを配備し，

提供するサービスの特性に応じエン

ジンを使い分けている． 

2.2 各翻訳サービスの概要 
各翻訳サービスの概要を以下に述

べる．各翻訳アプリケーションの画
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＊1 はなして翻訳Ⓡ：㈱NTTドコモの登録商標． 
＊2 メール翻訳Ⓡ：㈱NTTドコモの登録商標． 
＊3 てがき翻訳Ⓡ：㈱NTTドコモの登録商標． 
＊4 JspeakⓇ：「Jspeak」および「Jspeak」ロ

ゴは㈱NTTドコモの登録商標． 
＊5 アセット：技術資産のこと． 
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図1 翻訳アプリケーションとドコモのアセット 
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図2 翻訳サービスを実現するアーキテクチャ 

面を図3に示す．なお，てがき翻訳

については詳細を後述する． 

⑴コンシューマ向け 

①はなして翻訳 

「はなして翻訳」は，スマー

トフォンを通じて会話を互いの

言語に翻訳し合うアプリケー

ションであり，1台のスマート

フォンを使った対面での会話を

翻訳する「音声翻訳機能」と離

れた場所にいる相手との通話を

翻訳する「電話翻訳機能」を具

備する． 

②Jspeak 

「Jspeak」は，海外からの訪
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はなして翻訳 Jspeak メール翻訳 はなして翻訳 for Biz

うつして翻訳 てがき翻訳

 
図3 各翻訳アプリケーションの画面 

日旅行者をターゲットとし，

クーポンや観光地，店舗の情報

など，日本の魅力をよく知るこ

とのできる情報提供機能，フ

レーズ集・音声翻訳によるコ

ミュニケーション支援機能を備

え，訪日に関する活動をトータ

ルにサポートするアプリケー

ションである．はなして翻訳の

技術を活用して音声翻訳機能を

実現し，加えて会話集を提供し

ている． 

③メール翻訳 

「メール翻訳」は，他言語ユー

ザとのメールコミュニケーション

を円滑にするアプリケーション

である．メール作成時の翻訳，

メール受信時の翻訳機能を有す

る．他アプリケーションとの連

携を前提としたUIとなっており，

特にドコモメールとの連携を強

化している． 

④うつして翻訳 

「うつして翻訳」は，料理メ

ニューや地名など文字情報が含

まれる対象をカメラで撮影する

と，翻訳結果をリアルタイムに

画面に表示するアプリケーション

である．翻訳はアプリケー

ションに内包された画像文字認

識エンジン，翻訳エンジンに

よって行われる．そのため，利

用者はパケット通信を行わずに

翻訳機能を利用することができ

る． 

⑵企業向け（はなして翻訳 for Biz） 

「はなして翻訳 for Biz」は，空

港・鉄道などの運輸業，ホテル・旅

館などの宿泊業，飲食業，小売業な

どをターゲットに，訪日外国人の応

対を支援するアプリケーションであ

る[2]． 

コンシューマ向け「はなして翻訳」

にて培った音声翻訳機能，応対現場

で使用頻度の高い文例を収録した会

話集の提供，複雑なコミュニケー

ションにも対応可能なバイリンガル

オペレータとのビデオ通話機能を統

合して提供している． 

各業界の企業と実証実験を繰り返

し，応対者の使いやすさ・お客様の

分かりやすさを追求し，カウンター

越しの応対に加えて，お客様と横並

びの形で画面を見ながらの応対を可

能とした．対応言語数は10カ国語

（英語・中国語・韓国語・イタリア

語・フランス語・ポルトガル語・ド

イツ語・スペイン語・タイ語・イン

ドネシア語）である． 

ドコモでは，はなして翻訳 for Biz
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図4 てがき翻訳の変換例 

を含め，多様な利用シーンが想定さ

れる話し言葉の翻訳にも力を入れて

いる．現在，ニーズの多い会議内容，

SNS投稿の翻訳に適した技術とサー

ビスを開発中である[3]． 

3. てがき翻訳 
3.1 てがき翻訳概要 
てがき翻訳は，手書き文章を翻訳

するアプリケーションであり，6カ

国語（英語・中国語（北京）・中国

語（台湾）・韓国語・フランス語・

スペイン語）に対応する．手書き文

字の認識は，アプリケーション内に

搭載している認識エンジンにて，ペン

先位置の軌跡と移動速度を解析し，

文字情報に変換することで実現して

いる． 

また，手書き言葉・文章の翻訳機

能に加え，イラスト描画機能を備え

ている．例えば，訪日外国人を道案

内するとき，イラスト描画機能によ

り地図を描き，その上に手書き文章

を書けば，地図上に書き加えた文字

がリアルタイムに翻訳されて表示さ

れる． 

図4に変換例を示す．本図はイラ

スト描画機能により描いた地図上に

日本語で文章を書き，英語に翻訳し

た例である． 

このように言葉だけでは伝わりに

くい場面でも簡単にコミュニケー

ションを取ることができる． 

3.2 てがき翻訳開発の経緯 
⑴はなして翻訳における課題 

すでに提供済みの「はなして翻訳」

に対するお客様の声を分析したとこ

ろ，以下2点が課題として明らかに

なった． 

①会話が困難な騒音環境では音声

翻訳を利用できない． 

②翻訳サービスを利用した事がな

い外国人にスマートフォン・タ

ブレットへ音声入力してもらう

ハードルが高い． 

⑵課題の解決方法 

これら課題の解決をめざしたもの

がてがき翻訳であり，課題の解決方

法は以下の通りである． 

・課題①に対して：入力方式を音

声から手書きに変更することで，

騒音環境の影響を排除した． 

・課題②に対して：手書き文字で

対話をするという自然な体験の

延長で翻訳アプリケーションを

利用可能とすることで，スマー

トフォンに話しかける仕草に抵

抗があるユーザにも使いやすく

した． 

検討当初，「手書き」の自然な動

作を損なわないためにはどうすべき

か，ガイドブックや地図に文字を書

き込んで道を尋ねるといったコミュ

ニケーションをどうサポートするか

といった点を強く意識しUIを設計

した．また，トライアル時には，海

外旅行に行く機会がないお客様にも

「てがき翻訳」を体験してもらいた

いと考え，方言への翻訳などを備え

たもので試してもらい，好評価をい

ただいた（ただし商用版では方言機

能は対応していない）． 

3.3 翻訳範囲判定ロジック 
当初アプリケーション上に手書き

された文章の翻訳範囲の自動判定機
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複数文章の例

1文章の例

W，Hの値が一定値以上であれば，複数文章と判定

W，Hの値が一定値以内であれば，1文章と判定

今日は

いい天気ですね

W

H

⒜

⒝

H

おはよう

こんにちは

文字の位置関係イメージ

X座標 Y座標

W

 
図5 翻訳範囲判定 

能がなく，画面内に収まらず文章を

折り返して書いた場合や，1行に2

文書いた場合に，翻訳結果に誤りが

出るケースがあった．そこで，手書

きされた文字の位置座標を用いて，

1文章として翻訳するか，複数文章

として翻訳するかの翻訳範囲判定ロ

ジックを実装した（図5）．処理フ

ローは次の通りとなる． 

①1行か複数行かの判定を行う． 

②1行と判定した場合，左から順

に右隣の1文字と比較し，文字

と文字の間隔から「1文章」か

「複数文章」かの判定を行う．

なお，図5⒜のHは隣り合う文
字の下端と上端の距離である．

また，Wは隣り合う文字列の右
端と左端の距離である． 

③複数行と判定した場合，1行めの

文と2行めの文の位置座標を比

較し，「1文章」か「複数文章」

かの判定を行う．なお，図5⒝

のH は1行めの文字の下端と2
行めの上端の距離である．また，

Wは1行めの文字列の右端と2
行めの文字列左端の距離である． 

4. てがき翻訳の実証実験 
4.1 東京国際空港ターミナル 

株式会社 
⑴実験概要 

2015年9月より東京国際空港ター

ミナル株式会社と協力し，訪日外国

人のお客様へのご案内の充実を目的

に，羽田空港国際線旅客ターミナル

のコンシェルジュが常駐する案内カ
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サジェスト機能

ゆびさし会話集

てがき翻訳

 
図6 東京国際空港ターミナル株式会社との実証実験アプリ 

ウンターに「てがき翻訳」を導入し，

実証実験を行った[4]． 

本実証実験では，日本に到着し，

行き先などに困っている外国人のお

客様に「てがき翻訳」を用いて，滞

在予定先への行き方や，地図を描い

て空港内の施設案内などを行った．

また，案内コンシェルジュの方に

「てがき翻訳」を利用した感想をヒ

アリングした． 

⑵実験結果による課題 

実験の結果，雑音環境下や意思疎

通が難しい場面で「てがき翻訳」は

有効な手段であることは確認できた

が，手書きによる入力と翻訳にかか

る時間は，多数のお客様が訪れる中

求められる応対スピードに対して遅

すぎる場合があることが明らかと

なった． 

⑶改善策 

対策として，頻繁に利用する定型

文を一覧表示し，ゆびさしで意思を

表示，コミュニケーションを図る

「ゆびさし会話集」や，手書きした

単語から定型文を呼び出す「サジェ

スト機能」，音声での機械翻訳，オ

ペレータによる通訳を可能とする

「はなして翻訳for Biz」との連携機

能を実装した． 

これらの機能を応対者が状況に

よって使い分けることで，外国人と

の最初の対応では「ゆびさし会話集」

による迅速な応対，「ゆびさし会話

集」で解決が難しい場合は「てがき

翻訳」で「書く」，または「はなし

て翻訳for Biz」で「話す」ことで

コミュニケーションをとるといった

使い方を可能とした（図6）． 

また，スムーズにコミュニケー

ションができるよう画面回転機能の

追加や，翻訳された文章の意図が理

解できない場合にスムーズに再入力

を依頼できるUIへの変更なども行っ

た． 

4.2 東京海上日動火災保険 
株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社の

医療法人財団親会・海上ビル診療所

において，来院する訪日・在留外国

人の受付，問診申込み場面にて「て

がき翻訳」を活用する取組みを実施

した[5]． 

本実証実験では，海上ビル診療所

の業務ニーズに合わせたアプリケー

ション検討を行った．具体的には，

現場で実際に使用された用語・文章

の翻訳性能の評価を行い，アプリ

ケーション開発の参考とした． 

5. あとがき 
本稿では，てがき翻訳を中心に，

ドコモの翻訳アプリケーションの解
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説を行った．今後も，2020年に向

けて精度向上や対応言語の拡充を行

い，お客様にさらなる価値を提供す

る翻訳サービスを提供していく． 
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