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話し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明に基づく『話し言葉工学』の構築

研究計画の概要

研究計画の概要
従来の音声言語処理技術は、文法的に整ったテキストを朗読した音声や、発話内容が厳しく制限さ
れた課題遂行型の対話音声を処理対象としてきている。この現状を打破して、自発性の高い話し言葉
音声の情報処理技術の基盤を確立することが本研究の大目標である。
本研究の目標を達成するための研究方法として、実データの統計的解析に基づくデータ駆動型のアプ
ローチを採用する。このアプローチでは大量の話し言葉データの集積が必要とされるので、研究期間
の前半では大規模な話し言葉コーパス（データベース）の構築に全力を注ぐこととした。コーパスに
は 700 万語相当のモノローグ音声（学会での研究発表音声や一般の講演会を模したスタジオ録音音声
など）と、書き起こしテキストを始めとする種々の付加情報を格納する。さらにデータの一部（50 万
語相当、
「コア」と呼ぶ）には、パラ言語情報を研究するためのイントネーションラベル（韻律ラベル）
等の研究用情報を付与する。
具体的には以下の三つのサブテーマを設定して研究を進める（図 1 参照）
。
●サブテーマ 1：話し言葉固有の特徴を利用した「話し言葉工学」基礎技術の研究
話し言葉固有の特徴を利用した工学的処理技術の基礎研究として、テキスト情報と韻律等のパラ言
語情報を利用して発話を解析し、その流れを把握する手法を研究する。
●サブテーマ 2：話し言葉コーパス構築とその効率化に関する研究
本研究全体の基盤となる大規模な話し言葉音声コーパスを構築する。同時にサブテーマ 1 の成果を
利用してコーパスへの情報付与の半自動化手法を研究する。
●サブテーマ 3：話し言葉要約システムの研究
サブテーマ 1 と 2 の成果を利用した話し言葉要約システムプロトタイプを構築する。具体的には、
まとまった内容をもつモノローグ音声を認識し、発話の流れを把握した上で、話された内容を要約し
たテキストを出力するシステムを試作する。
融合研究期間の分担関係は、概略的には通信総合研究所＝サブテーマ 1、国立国語研究所＝サブテー
マ 2、東京工業大学＝サブテーマ 3 であるが、個々の研究テーマには、各研究所の研究員が分散して参
加している。
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言語学的知見

国立国語研究所
研
究
組
織

言語研究

通信総合研究所
知能情報処理研究

データ処理技術

サブテーマ２

東京工業大学
音声情報処理研究

『日本語話し言葉
コーパス』
・話し言葉音声
・書き起こしテキスト
・分節音ラベル
・韻律ラベル
etc

話し言葉の音声的・
言語的特徴の解析

サブテーマ１

放送や講演
などの音声

世界知識・言語情報
の自動抽出

サブテーマ１
要約
テキスト

話し言葉
音声認識

書き起こし

自動要約

テキスト

話し言葉音声認識要約プロトタイプシステム

サブテーマ３
図 1 融合研究「話し言葉工学」の全体像
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研究体制とその状況
1．研究体制
研究総括責任者： 古井貞煕（東京工業大学（教授）
、国立国語研究所に併任）
◎サブテーマ責任者、○研究項目リーダー
研 究 項 目

所属機関

研究担当者

サブテーマ 1「話し言葉固有の特徴を利用し
た『話し言葉工学』基礎技術の研究」
(独)通信総合研究所
1 発話の流れの把握に関する研究

◎井佐原 均

2 言語情報・世界知識の自動獲得に関する研 (独)通信総合研究所
究

○井佐原 均
内山 将夫
野畑 周
馬 青
内元 清貴
神埼 亮子
村田 真樹

3 パラ言語情報の数値モデル化の研究

(独)国立国語研究所
(独)通信総合研究所

4 話し言葉の文法研究

(独)通信総合研究所

(独)国立国語研究所

5 パラ言語情報の音声特徴の研究

(独)国立国語研究所

(独)通信総合研究所

サブテーマ 2「話し言葉コーパス構築とその (独)国立国語研究所
効率化に関する研究」
1 コーパス構築のための研究

○井佐原 均
内山 将夫
野畑 周
村田 真樹
矢野 博之

○前川
籠宮
白戸
太田

喜久雄
隆之
保
公子

○井佐原 均
内元清貴
山田 篤
村田 真樹
小椋 秀樹
山口 昌也
木村 睦子
○前川 喜久雄
小磯 花絵
籠宮 隆之
菊池 英明
山田 篤
小作 浩美
◎前川 喜久雄

○前川 喜久雄
小磯 花絵
小椋 秀樹
山口 昌也
籠宮 隆之
菊池 英明
木村 睦子
伝 康晴
千葉大学（国立国語研究所非常
宮島 達夫
勤）
京都橘女子大学（国立国語研究
石井 正彦
所非常勤）
井佐原 均
大阪大学（国立国語研究所非常
内元 清貴
勤）
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村田 真樹
山田 篤
馬 青

(独)通信総合研究所

◎古井 貞煕

サブテーマ 3「話し言葉要約システムの研究」
1 話し言葉要約システムの研究

東京工業大学（国立国語研究所 ○古井 貞煕
併任）
前川 喜久雄
東京工業大学（国立国語研究所
菊池 英明
併任）
河原 達也
(独)国立国語研究所
南 康浩
京都大学（国語研究所非常勤）
田中 英輝
NTT 研究所（国立国語研究所非常
勤）
井佐原 均
ATR 音声言語通信研究所（国立国
小作 浩美
語研究所非常勤）
張 兵
(独)通信総合研究所
山田 篤
2．融合への取り組み
2．1．研究総括責任者の指導性
全体として、音声認識・自然言語処理・言語学の三領域間にまたがる研究を共通の目標に向かって
収斂させるために必要な指導をおこなった。サブテーマ 2 におけるコーパス構築については、各研究
領域で要求される仕様の差異に配慮しつつ、プロジェクト全体の目標が達成されるように指導をおこ
なった。これと並行して、大学等から非常勤研究員を招く、公開ワークショップを開催するなどの方
法によって、国立国語研究所、通信総合研究所以外の研究者との連係をとることに努めた。これらの
指導の効果は、コーパス構築作業の順調な進捗としてあらわれ、同時に「話し言葉工学」に対する国
内外の興味を喚起したと判断する。
2．2．サブテーマ間の連携
プロジェクト前半における最重要課題である『日本語話し言葉コーパス』の構築作業（サブテーマ 2）
には国立国語研究所が主要な役割を果たしたが、データの蓄積が進んでからは、コーパスに含まれる
解析誤りの発見に通信総合研究所が協力し、成果を挙げた。また、現在は、国語研究所において作成
された形態素解析結果を学習データとして、通信総合研究所が自動形態素解析プログラムの開発に取
りくんでいる。
その他、サブテーマ 1 において通信総合研究所が開発したテキスト分割技術は、国語研究所が今後
実施するコアのラベリング作業におけるラベル初期値の決定に応用する。同じく通信総合研究所が開
発した重要文抽出システムは、サブテーマ 3 の話し言葉要約システムに応用する。
プロジェクトの後半においては、科学的研究と話し言葉要約プロトタイプシステムを新たな軸として、
より緊密な連携関係を実現することが必要であり、特に東京工業大学を中心とする音声情報処理研究
チームと、通信総合研究所を中心とする自然言語処理チームとの成果を、話し言葉要約プロトタイプ
システムの構築にむけて有機的に統合してゆく予定である。
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2．3 融合（研究所間の融合、サブテーマ内、研究項目内の融合）の取り組み状況
総括責任者が国立国語研究所に併任し、国語研と通信総研のサブリーダーが互いの研究所に兼任し
た。また、原則として毎月 1 回、これまでに延べ 22 回の融合研究研究会（全員参加）を開催して意見
交換の場とし、サブテーマ間および研究機関間の有機的な協力体制の実現に努めた。
この研究会で明らかになった重要なテーマについては、国語研究所および通信総合研究所のメンバー
からなるワーキンググループを編成して問題の解決にあたった。これまでにワーキンググループを設
置した問題には、自動形態素解析、形態素解析結果のエラー検出、談話構造ラベリングなどがあり、
いずれも問題の解決に貢献した。
融合研究機関以外への情報提供のために、2000 年 12 月には、プロジェクトで作成したデータの一部
（2 時間分）を共通データセットとして公開し、それを様々な角度から分析して発表してもらう「話し
言葉の科学と工学」ワークショップを 2001 年 3 月に開催した。さらに 2001 年 8 月にはコーパスの一
部(86 時間分)を試用希望者に対してモニター公開した。2002 年 3 月には第 2 回「話し言葉の科学と工
学」ワークショップを開催したが、融合研究機関以外から 12 件の発表があり、そのうち 5 件が上記モ
ニター版を用いた研究であった。
3．融合研究推進委員会の支援
3．1．開催状況及び構成メンバー
準備期間も含めてこれまで 4 回開催した。構成メンバーは、両融合機関の組織変更に伴って変動し
てきているが、現在の構成メンバーを以下に示す。委員長（○印）には任期 2 年で両融合機関長が交
替で就任する。

○

委
飯田 尚志
酒井 保良
福地 一
田中 宏
中山 治人
井佐原 均
甲斐 睦郎
木村 直
相澤 正夫
前川 喜久雄

員

所属および役職
(独)通信総合研究所 理事長
(独)通信総合研究所 理事
(独)通信総合研究所 情報通信部門長
(独)通信総合研究所 総務部長
(独)通信総合研究所 けいはんな情報通信融合研究センター
長
(独)通信総合研究所 自然言語グループリーダー
(独)国立国語研究所 所長
(独)国立国語研究所 理事
(独)国立国語研究所 研究開発部門長
(独)国立国語研究所 研究開発部門第二領域長

3．2 実施した措置及び効果の考察
平成 12,13 年度には、通信総合研究所井佐原グループの京阪奈地区への移動、両研究所の独立行政
法人への移行、これにともなう国語研究所の大幅な組織改変など、両融合機関ともに研究環境が著し
く変動したが、これによって融合研究の実施に支障が生じることのないように措置した。
特に独立行政法人への移行により、初めて委託契約を締結した平成 13 年度には、委託契約の終了ま
での期間における非常勤研究員の人件費支払いについてのサポートが重要であった。
平成 14 年 3 月の推進委員会では、融合研究終了後の『日本語話し言葉コーパス』の管理体制が話題
となり、我が国の音声・言語資源全体の管理機構の問題として、今後とも検討を続けることになった。
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研究成果の概要

総

括
研究全般の基盤となる『日本語話し言葉コーパス』の構築を推進した結果、当初予定よりもやや早

いペースで構築が進んでいる。これと並行して、漸次利用可能となったコーパスの一部を利用して、
音声認識用言語モデル・音響モデルの構築とそれを利用した音声認識実験、および話し言葉処理のた
めの自然言語処理技術の研究を進めた。

サブテーマ毎、研究項目毎の概要
1．サブテーマ 1「話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究」
中項目「発話の流れの把握に関する研究」では、話し言葉要約システムのために、話し言葉の書き
起こしテキストから、書き言葉の「文」に相当する単位を切り出す技術を開発し、さらに発話の音声
情報（ポーズ情報）を利用するための研究を進めている。
「言語情報・世界知識の自動獲得に関する研究」では、コーパスからの用語・固有表現を自動抽出
する技術や、コーパスに含まれる解析誤りの自動抽出手法を開発した。これらの研究に利用するため
に高精度のテキスト検索ツールを開発し公開した。
「パラ言語情報の音声特徴の研究」では、文字に書き起こすことが困難な音声情報（パラ言語情報）が、
音声によって、どのように伝達されているかを解明するための研究をおこなった。音響分析と知覚実験によ
り、パラ言語情報の伝達に利用される音響特徴とパラ言語情報の知覚空間の基本的構造を解明した。
「パラ言語情報の数値モデル化の研究」では、パラ言語情報のうち、発話の「丁寧さ」に注目して、
丁寧さをテキストから推測するモデルの構築と、丁寧さの知覚における語彙的要因と音声的要因との
交互作用に関する研究をおこなった。
「話し言葉の文法研究」では、サブテーマ 2 で構築を進めている『日本語話し言葉コーパス』の書
き起こしテキストを形態素解析するために必要な自動形態素解析システムの開発をおこなった。
2．サブテーマ 2「話し言葉コーパスの構築とその効率化に関する研究」
本サブーマでは、研究全般の基盤となる『日本語話し言葉コーパス』の構築をおこなう。Ⅳで詳細
に記述するように、全般的に当初予定を上回る進捗を達成している。また、サブテーマ 3 で開発され
た音素モデルを利用して分節音ラベルの初期値を付与したり、短単位に基づく形態素解析結果から規
則によって長単位に基づく形態素解析結果を導くなど、情報付与作業を半自動化するための手法を開
発した。情報付与の自動化については、サブテーマ 1 のうち自動形態素解析システムについての記述
も参照されたい。
3．サブテーマ 3「話し言葉要約システムの研究」
本サブテーマでは、サブテーマ 1，2 の成果を応用して、話し言葉音声の自動要約プロトタイプシス
テムを構築する。まず『日本語話し言葉コーパス』の一部を利用して音素モデルと言語モデルを作成
し、実験用の音声認識システムを構築した。音声認識の精度は研究開始時の 40％から 70％まで向上し

6

話し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明に基づく『話し言葉工学』の構築

たことが確認されている。一方、音声認識システムの出力から要約文を作成するために、動的計画法
を用いて複数の要約スコアを最大化することによって要約文を生成する実験システムを構築した。さ
らに要約の精度を客観的に評価するために、多数の被験者が人手で作成した要約文と自動要約文を単
語ネットワーク上で比較する手法を提案した。

波及効果、発展方向、改善点等
本研究の波及効果として顕著なものは、国外への影響である。米国では DARPA プロジェクトの一環
として、音声要約研究が開始された。また英国シェフィールド大学でも、音声要約の研究が開始され
た。これらはいずれも本研究からの直接的な影響によるものである。台湾、韓国、米国からは、本研
究で作成した『日本語話し言葉コーパス』作成用マニュアル類に対する提供要請があり、これに応じ
た。台湾では書き起こしマニュアルの翻訳が検討されている。また 2001 年に韓国国立国語研究院が主
催した音声データベースのシンポジウムの予稿集では、『日本語話し言葉コーパス』が 10 ページにわ
たって詳細に紹介されている。
一方、国内においても、2001,2002 年に開催した「話し言葉の科学と工学」シンポジウムや、
『日本
語話し言葉コーパス』モニター版（2001 年）の配付を通じて、音声言語情報処理を中心とする広い領
域において自発音声研究への興味を喚起している。
次に今後の発展方向について述べる。本研究の前半 3 年間においては、研究全般の基盤となる『日
本語話し言葉コーパス』の構築を最優先してきた。残る 2 年間の研究期間においては、当初の予定通
り、このコーパスを利用した「話し言葉工学」基盤技術の研究、および話し言葉要約プロトタイプシ
ステムの構築に研究の重点を移してゆく予定である。
『日本語話し言葉コーパス』は、本研究期間の終わりにあたる 2004 年 3 月に一般公開することを予
定している。そこで問題になるのが、研究終了後のコーパスの保守管理体制である。コーパスに含ま
れるエラーの修正や、今後多くの研究機関が独自に作成してゆくであろう様々な二次的付加情報など
を、どのようにして一元的に管理してゆくかの方策を探る必要がある。その際、
『日本語話し言葉コー
パス』だけの問題としてではなく、日本語に関する音声・言語資源全体の問題として、解決策を検討
することが重要であると認識している。

研究成果の発表状況
（1）研究発表件数 【 】内は融合研究グループ各機関間の共著
原著論文による発表 左記以外の誌上発表
口頭発表
国内
6 件【0】
4 件【1】
64 件【4】
国外
2 件【0】
0 件【0】
30 件【3】
合計
8 件【0】
4 件【1】
94 件【7】
（2）特許出願等
国内 11【0】件、国外 0【0】件
＊【

】内は融合研究グループ各機関間の共同出願数（内数）
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合 計
74 件【5】
32 件【3】
106 件【8】
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（3）受賞等
3 件（うち国内 2 件）
電子情報通信学会フェロー、古井 貞煕、平成 13 年 9 月 19 日
言語処理学会第 6 回年次大会優秀発表賞，内元清貴・関根聡・井佐原均：
「最大エントロピーモデルに
基づく形態素解析と辞書による影響」、平成 12 年 6 月．
Mira Paul Memorial Award、古井 貞煕、平成 13 年 10 月 18 日．
（4）主要雑誌への研究成果発表
Impact
Journal 名
Factor
自然言語処理

サブテーマ 1

サブテーマ 2

サブテーマ 3

合計

1

1

日本語科学

1

認知科学
情報処理学会論文誌
電子情報通信学会論文誌
Terminology

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

＊ 査読制度のあるジャーナルに限る。
（5）シンポジウム等の開催状況
年次

開催テーマ名

11

Toward the Realization of
Spontaneous Speech
Engineering

12

13

概

要

自発音声研究の課題

自発音声を対象とする韻
自発音声韻律ラベリングワ
律ラベリングの問題点検
ークショップ
討
話し言葉の科学と工学ワー
融合研究の成果および関
クショップ（第 1 回）
係する研究成果の発表
話し言葉の科学と工学ワー 融合研究の成果およびモ
クショップ（第 2 回）
ニター版を用いた研究成
果等の発表

8

開催
日数

参加人数の累計
内外国人

2

115

12

2

48

3

2

85

5

2

76

0
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1. 話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究

1.1. 発話の流れの把握に関する研究

通信総合研究所
井佐原 均

要

約

話し言葉の要約に必要な基礎技術のひとつとして、発話を意味のある単位に分割する手法を研究した。

研究目的
発話の流れの把握に際し、まず必要となる文境界の認定技術と、発話全体をいくつかの意味的なま
とまりに分割する技術を開発する。また、得られた文を対象として、文の重要度を決定し、重要文を
抽出する技術を開発する。

研究方法
文の単位が明確ではない話し言葉のデータから「文」を切り出す技術、全体の発話をいくつかの部
分に分割する技術、さまざまな尺度を用いて重要文を抽出する技術の研究開発を行った。これらの技
術の開発と検証には、話し言葉コーパスを元に重要文抽出正解コーパスを作成して利用した。

研究成果
平成 12 年度までは、書き言葉を対象として、tfidf 等の技術を利用した重要文抽出手法を開発した。
13 年度からは話し言葉を対象とした研究を開始し、ポーズ情報と人手で作成したパタンとを併用する
ことによって、F 値で 92%程度の文境界検出制度を得た。テキスト分割においては、統計的手法を利用
することにより、分野に依存しないで話題に応じた分割を可能とする技術を開発した。

考

察
本項目で開発した重要文抽出技術はテキストを対象とするものとしては、世界的にもトップレベル

のものであるが、話し言葉要約システムプロトタイプに用いるに十分な精度を持つ要素技術とするた
めには、正解コーパスの増加と、そのデータを用いた学習が必要となろう。

成果の発表
1）原著論文による発表
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ア）国内誌（国内英文誌を含む）
内山将夫・井佐原均：「統計的手法による分野非依存性のテキスト分割」自然言語処理、8-4、2001.

2）口頭発表
内山将夫・井佐原均：”A Statistical model for Domain-Independent Text Segmentation,” Association for

Computational Linguistics, 39th Annual Meeting and 10th Conference of the European Chapter, France, 2001.
井佐原均：”NLP Technologies for Transcribed Spoken Japanese,” Japanese-German Workshop on IR and NLP

2001, Germany, 2001.
関根聡・野畑周：”Semantic Extraction with Information Extraction Technique,” Document Understanding
Conference, USA, 2001.

野畑周・関根聡・井佐原均・Ralph Grishman：「自動獲得した言語的パタンを用いた重要文抽出システム」言語処
理学会第 8 回年次大会, 京都、2001.

野畑周・関根聡「複数記事に対する要約や情報抽出に関する一考察」言語処理学会第 8 回年次大会.
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1. 話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究

1.2. 言語情報・世界知識の自動獲得に関する研究

通信総合研究所
井佐原 均

要

約
話し言葉の要約に必要な基礎技術のひとつとして、コーパスからの情報抽出手法とコーパスの誤り検出手法の

研究を行った。

研究目的
日本語と話し言葉の特徴を抽出し分析することにより、また、そこで必要となる技術を開発することにより、
話し言葉工学の基盤技術を確立する。コーパスの誤り検出の研究を行うことによりコーパス作成を支援し、得ら
れたコーパスからの言語知識を獲得することにより、話し言葉工学の確立に資する。

研究方法
大規模コーパスを利用して、用語・固有表現の自動抽出、語彙の客観的分類を目指す意味マップの構築、話し
言葉と書き言葉の言い換え、コーパスの誤り検出と修正、発話の流れの予測に関する研究、話し言葉コーパスか
らの語の特徴分析、また、これらの研究の基盤となるツール群を開発することにより、幅広い研究開発を行う。

研究成果
固有表現抽出システムを開発した。また、神経回路網モデルを用いた意味マップを提案した。自然言語処理用
の検索ツールとして、基本的な KWIC ツールを開発した。話し言葉データからの基礎的なデータとして、用語・固
有表現・連語の抽出技術を開発した。用語抽出においては、講演タイトル等の知識を使う手法と他のコーパスを
知識として使う手法とを開発した。このような語の相互関係を客観的に表現する手法として、自己組織型神経回
路網モデルを用いた意味マップの研究を進めた。話し言葉と書き言葉との変換を行う手法を開発した。発話にお
ける漸進的予測や話者交代について、実例に基づいて研究を進めた。
「で」に注目して、話し言葉コーパスを定量
的に分析した。コーパス中の誤りを検出する手法として、頻度情報を用いる手法と、神経回路網モデルの収束を
用いる手法の二つを開発した。

考

察
話し言葉コーパスが充実したことに伴い、本テーマで開発した技術を話し言葉の書き起こしに適用し、実用的

な精度を達成することが必要とされる。
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成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
馬青・神崎享子・村田真樹・内元清貴・井佐原均：「日本語名詞の意味マップの自己組織化」、情報処理学会論文
誌、42-10、2001.

イ）国外誌
内山将夫・村田真樹・井佐原均：”Using author keywords for automatic term recognition,” Terminology, 6-2, 2001.
内元清貴・関根聡・村田真樹・小作浩美・井佐原均：”Term recognition using corpora from different fields,” Terminology,
6-2, 2001.
2）口頭発表
神崎享子・井佐原均：”Similarities in the semantic behavior of nouns and adjectives in Japanese when used adnominally,”
First International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon, Swiss, 2001.
井佐原均：”A self-organizing semantic map of Japanese nouns based on their adnominal constituents,” First International
Workshop on Generative Approaches to the Lexicon, Swiss, 2001.
村田真樹・井佐原均「頻度に基づく正の例からの負の例の予測－日本語標記の誤り検出と外の文の自動抽出－」、
電子情報通信学会言語理解とコミュニケーション研究会、2001.

内山将夫・井佐原均「情報検索パッケージの実装」、情報処理学会情報学基礎研究報告 2001-FI-63、2001
他6件

3）特許出願等
村田真樹・井佐原均：「文章語文体変換システムおよび文章語文体変換処理プログラム」2001-205888
馬青：「データエラーの検出方法および装置、ソフトウェアならびにその記録媒体」2001-246642
馬青：「テキストコーパスの誤り検出方法および装置」2001-246643
村田真樹・井佐原均：「複数尺度の利用による言語変換処理システムおよびその処理プログラム」2001-268513
村田真樹・井佐原均：「話し言葉の書き言葉への変換装置」2001-324096
村田真樹・井佐原均：「話し言葉による音声出力装置およびソフトウェア」2001-324097
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1. 話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究

1.3. パラ言語情報の数値モデル化の研究

国立国語研究所
前川

要

喜久雄

約
発話に含まれる情報のうち書き起こしテキストには転記することが困難な情報をテキストないし音声から予測

するモデルの研究を行った。

研究目的
A）発話の丁寧さをテキストから推測するモデルを構築する。これとは独立に、B)発話の丁寧さの知覚における
語彙的要因とイントネーションの交互作用を検討する。さらに C)、
『日本語話し言葉コーパス』に含まれる講演音
声の多元的な印象評定値の要因分析を行い、コーパスと共に公開する。

研究方法
A)については、自然言語処理の観点からテキストの特徴から発話の丁寧さを計算するモデルを構築した。B)に
ついては、熊本方言を対象として、終助詞とイントネーションを制御した知覚実験を実施した。C）については、
『日本語話し言葉コーパス』の収録時に同時に収録した講演の印象評定値と講演の音声的特徴の関係を多変量解
析の手法で解析した。

研究成果
A)については、一対比較法を用いた被験者心理実験により、敬語表現の待遇値（丁寧さの度合い）の数値モデ
ルを構築した。B)については、年齢と性別を考慮に入れた大規模な知覚実験を実施し、丁寧さの表現に関与する
語彙的要因（終助詞）と音声的要因（イントネーション）の交互作用を検討した結果、40 歳代以下では語彙的要
因と音声的要因とが交互作用なしに独立した貢献をなしていることが判明した。C)については講演に対する肯定
的印象と否定的印象とがどのような音声特徴によって形成されるかの統計的要因分析を実施した。その結果、講
演に占めるポーズの比率が印象の形成に大きな影響をおよぼしていることが判明した。ポーズの比率は主観的に
評定される発話速度にも大きな影響をおよぼしている。

考

察
C)については、最終年度に実施する予定の評定実験に向けて、主観的評定語のリストを確定する作業が残され

ている。
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成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
白土保・井佐原均：「待遇表現選択ストラテジの数値モデル」電子情報通信学会論文誌 A、J85-ANo.3 2002.

2）口頭発表
K. Maekawa: “Contributions of lexical and prosodic factors to the perception of politeness,” Proceedings

of the 14th International Congress on Phonetic Sciences, San Francisco, August 1999.
前川喜久雄・槙洋一・吉岡泰夫「発話の丁寧さの知覚におよぼす語彙的要因と韻律的要因の関係とその社会差」、
電子情報通信学会技術報告(TL99-19)、1999-10.

丸元聡子・白土保・井佐原均「敬語表現の誤用の認知に関する分析」人工知能学会ことば工学研究会、2001.
籠宮隆之・山住賢司・前川喜久雄・槙洋一、
「発話速度の違いが印象評定に及ぼす影響」、日本音響学会 2002 年春
季研究発表会講演論文集、2002-3．
他4件

3）特許出願等
丸元聡子・白土保・井佐原均：「敬語表現の誤用分析方法及び敬語学習方法」2001-271593．

14

話し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明に基づく『話し言葉工学』の構築

1. 話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究

1.4. 話し言葉の文法研究

通信総合研究所
井佐原 均

要

約
『日本語話し言葉コーパス』への情報付与を目的として自動形態素解析システムの開発を行った。

研究目的
話し言葉工学の基礎技術として、学習手法を用いて話し言葉の文法規則を獲得し、自動解析システムの精度向
上を図る。さらに『日本語話し言葉コーパス』への自動情報付与を目的とする自動形態素解析システム
および係り受け解析システムの開発を行う。

研究方法
大規模な言語データを利用し、最大エントロピー法を中心とする学習システムを利用して、高精度の自然言語
解析システムを開発する。形態素解析システムにおいては、未知語の取り扱いに注目するとともに、辞書が精度
向上に与える影響を分析する。また、構文解析システムにおいては、実際の発話のデータを用いた実験に基づい
て話し言葉の特徴を活かしたシステムの開発を目指す。

研究成果
話し言葉を形態素解析するためには、発話中に含まれる未定義語の処理が必要となる。そのために未定義後の
処理を含む形態素解析手法を開発した。また、辞書を併用することによる効果を検証した。話し言葉の書き起こ
しテキストに本システムを適用し、フィラー等の話し言葉特有のデータに対する処理法を検討した。構文解析に
関しては、並列構造の表現を検討するとともに、話し言葉における構文構造の表現法の検討を行った。

考

察
本研究の成果は『日本語話し言葉コーパス』の自動情報付与に使用される。学習に用いることができるデータ

の増大に伴い、精度の向上が見込まれるが、同時に学習時間と必要とされる計算機の能力も増大する。使える限
りの大量のデータを利用できる枠組みと計算機の整備が必要である。また、実データに適用した結果に基づき、
今後どの程度の性能向上が必要かを定量的に検証することが必要となろう。
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成果の発表
1）口頭発表
内元清貴・関根聡・井佐原均：”The unknown word problem: a morphological analysis of Japanese using maximum
entropy aided by a dictionary, ” 2001 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing,
2001．

村田真樹：
「機械学習手法を用いた日本語格解析－教師信号借用型と非借用型、さらには併用型－」電子情報通信
学会

言語理解とコミュニケーション研究会、2001.

2）特許出願等
内元清貴・井佐原均：「テキスト処理方法」2001-139563
内元清貴・井佐原均・関根聡：
「形態素の解析方法及びシステム並びに形態素解析プログラムを記録した記録媒体」
2001-160250

村田真樹：
「機械学習法を用いた言語解析処理システム、教師データ生成処理方法、機械学習法を用いた言語解析
処理方法、機械学習法を用いた言語省略解析処理システム」2001-311453
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1. 話し言葉固有の特徴を利用した『話し言葉工学』基礎技術の研究

1.5. パラ言語情報の音声特徴の研究

国立国語研究所
前川

要

喜久雄

約
パラ言語情報の生成と知覚のメカニズムに関する音声科学的な研究を行った。

研究目的
音声に含まれる情報のうち、話し手が意図的に表出する情報でありながら、文字には転写することのできない
情報がパラ言語情報である。日本語の音声においてパラ言語情報がどのように伝達されているかのメカニズムを
解明する。

研究方法
パラ言語情報の伝達に利用される基本的な音声パラメータを検討するために、実験環境下での生成データの解
析を実施する。また、解析結果の妥当性を検討するための知覚実験を実施する。

研究成果
6 種類のパラ言語情報を意図した発話データの特徴を音響分析し、パラ言語情報の伝達に関与するパラメータを
推定した。また多次元尺度構成法を利用して、パラ言語情報の知覚空間の解析を実施した。この解析結果からパ
ラ言語情報がイントネーションや持続時間などの音声の韻律的特徴だけでなく、子音や母音の調音にかかわる音
声の分節的特徴にも強い影響を与えていることが推測されたので、その影響を調音運動の測定により実証するた
めの実験も行った。さらに調音運動の変動によって生じる音声スペクトルの変化がパラ言語情報の強度の知覚に
およぼす影響についての知覚実験を実施した。以上の研究成果を反映した韻律ラベリング体系（X-JToBI）を考案
し『日本語話し言葉コーパス』の韻律ラベリングに適用した。

考

察
話し言葉のイントネーションは非常に複雑であるので、今後も X-JToBI の部分的な改定作業を継続してゆく必

要がある
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成果の発表
1）原著論文による発表
イ）国内誌（国内英文誌を含む）
前川喜久雄・北川智利：「音声はパラ言語情報をいかに伝えるか」、認知科学、9-1、2002．

2）原著論文以外による発表
前川喜久雄：「パラ言語的情報」、別冊国文学「現代日本語必携」53、2000．

3）口頭発表
ア）招待講演
菊池英明：「日本語音声への韻律ラベリング」人工知能学会研究会資料(SIG-SLUD-A003-4)、2001-3．
前川喜久雄・菊池英明：「日本語音声の韻律ラベリング」電子技術産業協会、2002-1．

イ）応募・主催講演等
K. Maekawa and T. Kagomiya: “Influence of paralinguistic information on segmental articulation,”

Proceedings of the 6th International Conference on Spoken Language Processing, Beijing, 2000.
前川喜久雄・菊池英明・五十嵐陽介：
「X-JToBI：自発音声の韻律ラベリングスキーム」、電子情報通信学会技術報
告(NLC2001-71＆SP2001-106)、2001-12.

前川喜久雄・菊池英明・五十嵐陽介：
「日本語自発音声の韻律ラベリングスキーム：X-JToBI」、日本音響学会 2002
年春季研究発表会講演論文集、2002-3．
他4件
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2. 話し言葉コーパス構築とその効率化に関する研究

2.1. コーパス構築のための研究

国立国語研究所
前川

要

喜久雄

約
自発性の高い自然な話し言葉の情報処理学的研究の基盤を開拓するためには、大規模なデータベース（コーパ

ス）を構築する必要がある。そのために、従来十分に解明されてきていない話し言葉の諸特性を分析しながら、
音声の書き起こし基準や韻律ラベリングの基準を設計し、詳細な作業用マニュアルを作成した。研究開始以来の 3
年間でコーパスの構築はあらまし終了した。今後は、サブテーマ 1 で開発を進めている自動形態素解析技術を用
いて、コーパス全体の形態素解析を実施する。

研究目的
自発音声の大規模なデータベース（『日本語話し言葉コーパス』）を構築する。このコーパスには、自然に発音
された日本語共通語のモノローグ 700 万語分（650 時間相当）の音声の他に、研究用情報として、音声の書き起こ
しテキストと書き起こしテキストの形態素解析情報を格納する。さらにデータの一部、50 万語（45 時間）につい
ては、上記情報の他に、音声ラベリング（子音や母音の属性を示す分節音ラベルと、イントネーションの特徴に
関する韻律ラベルの二種類）を実施する。このサブセットデータをコアと呼ぶ。コアは音声学・言語学研究用の
データベースであると同時に、コーパス全体を自動形態素解析するための学習データとしても位置付けられる。

研究方法
1）自然な話し言葉を組織的に書き起こすために、言い淀み、言い誤りなど、話し言葉に固有の現象に対応した
書き起こしマニュアルを開発する。2）書き起こしテキストは、情報検索のための漢字仮名混じり標記と、発音を
表現するための片仮名表記の二種類を作成する。前者については、漢字および送り仮名の表記のゆれを根絶する
ことが要請されるので、漢字仮名まじり表記にゆれのない正書法を新たに考案するとともに、書き起こし作業用
電子辞書を開発する。3）分節音ラベリングのために、自然な話し言葉に対応したラベリングスキームを開発し、
マニュアルを作成する。また、音声認識技術を応用して、分節音ラベルの初期値を自動的に付与するシステムを
開発する。4）韻律ラベリングのために、自然な話し言葉に対応したラベリングスキームを開発し、マニュアルを
作成する。5）形態素解析は長短二種類の単位を用いた二種類の解析を実施する。そのために、短単位解析用マニ
ュアル、長単位解析用マニュアルをそれぞれ作成する。長単位による形態素解析は、短単位の解析結果から規則
により半自動的に長単位を導出する方法で実施するので、そのために必要な変換規則を整備する。6）コーパス全
体の形態素解析を人手で実施することは不可能であるので、計算機を利用した自動形態素ラベリングを実施する。
そのために、話し言葉に対応した形態素解析ソフトウェアを開発する（サブテーマ 1 参照）。その開発過程で必要
となる学習用の形態素解析データは、コアを人手で解析することによって作成する。
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研究成果
上記 1－5）のマニュアル類および電子辞書は作成を完了し、実用に供している。分節音ラベルの初期値は、平
均 14ms（標準偏差 20ms）程度の精度で自動付与することが可能となった。この初期値を人手修正する方法で作業
を進めており、現在平均で毎月 2.5 時間分のデータを処理している。韻律ラベリングについては、東京語の自発
音声韻律ラベリング体系である X-JToBI を考案し、これによるラベリング作業を実施している。データ処理のペ
ースは毎月 3．0 時間程度である。形態素解析については、短単位による解析マニュアルを作成し、手作業による
コア(50 万短単位)の解析を実施した。また、短単位解析結果から長単位を導出する規則群を作成し、長単位によ
る形態素解析結果を半自動的に導く方法を検討している。コーパス全体の自動形態素解析は、2002 年度の最重要
課題であり、実施のためのソフトウェア開発を進めている（サブテーマ 1 参照）。下表に 2001 年 3 月段階でのコ
ーパス構築作業の進捗状況をまとめた。全体的に研究開始時に想定したスケジュールを上回るペースで作業が進
捗している。

収録した音声データ量
音声の書き起こし
形態素解析（手作業）
形態素解析（自動）
分節音ラベリング
韻律ラベリング

考

2002 年 3 月の進
捗状況
680 時間
515 時間
88 万語
0 時間
25 時間
7 時間

目標値
650 時間
650 時間
50 万語
612 万語
45 時間
45 時間

達成率
105％
79%
176％
0%
56％
16％

目標値達成予定
達成済
2003 年 2 月
達成済
2003 年 3 月
2002 年 12 月
2003 年 5 月

察
サブテーマ 2 で作成したマニュアルは、要請に応じて国内外の研究者、研究グループに提供してきており、話

し言葉の書き起こしにおける一種の標準となりつつある。
『日本語話し言葉コーパス』の構築作業は順調に進展し
ており、作成されたデータは逐次、サブテーマ 1、3 で利用されている。また融合研究の終了時にはコーパスの一
般公開が可能である。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
小磯花絵・土屋菜穂子・間淵洋子・斉藤美紀・籠宮隆之・菊池英明・前川喜久雄：「『日本語話し言葉コーパス』
における書き起こしの方法とその基準について」、日本語科学、9、2001．

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
前川喜久雄・籠宮隆之・小磯花絵・小椋秀樹・菊池英明「『日本語話し言葉コーパス』の設計」音声研究、4-2、
2000．

前川喜久雄：「スピーチのデータベース―『日本語話し言葉コーパス』について」、日本語学、20-5、2001．

前川喜久雄・菊池英明・籠宮隆之・山口昌也・小磯花絵・小椋秀樹：「『日本語話し言葉コーパス』の構築におけ
る計算機利用」、日本語学、20-12、2001．
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3）口頭発表
ア）招待講演
前川喜久雄：「言語研究における自発音声」、日本音響学会 2001 年春季研究発表会、2001-3．

S. Furui, K. Maekawa, H. Isahara: “A Japanese national project on spontaneous speech corpus and processing
technology,” Proc. ISCA ITRW ASR2000. Oct. 2000.

イ）応募・主催講演等
K. Maekawa, H. Koiso, S. Furui, and H. Isahara: “Spontaneous speech corpus of Japanese”, Proceedings

of the Second International Conference of Language Resources and Evaluation. June 2000.
小磯花絵・土屋菜穂子・間淵洋子・斉藤美紀・籠宮隆之・菊地英明：「『日本語話し言葉コーパス』の書き起こし
基準について」、信学技報 NLC2000-56＆SP2000-104、2000-12．

前川喜久雄・籠宮隆之・菊地英明・小磯花絵・小椋秀樹：
「モノローグを対象とした自発音声コーパス：その設計
について」第 14 回日本音声学会全国大会予稿集、2000-10.

小磯花絵：「『日本語話し言葉コーパス』の書き起こし基準」話し言葉の科学と工学ワークショップ講演予稿集、
2001-2．
他7件

21

話し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明に基づく『話し言葉工学』の構築

3. 話し言葉要約システムの研究

3.1. 話し言葉要約システムの研究

東京工業大学／国立国語研究所
古井

要

貞煕

約
サブテーマ 1，2 の成果を応用して話し言葉音声の自動要約プロトタイプシステムを構築するために必要な研究

開発を実施した。

研究目的
音声認識部については、本研究で構築したコーパスを用いて音素モデルと言語モデルを作成し、これを用いた
実験システムを構築し、その性能を評価する。さらに音声認識システムの出力から適切な要約文を生成するため
の要約部を構築する。

研究方法
音声認識部については、本プロジェクトでこれまでに構築したコーパスを用いて、音素モデルと言語モデルを
作成し、これを用いた実験システムを構築した。構築したシステムの性能を評価するとともに、音声認識誤りの
原因に関する分析を行った。要約部については、要約スコアを最大化する単語セットを動的計画法を用いて自動
的に抽出し、これらの接続によって要約文を自動生成する実験システムを構築する。

研究成果
音声認識部に関しては、書き言葉から作成した音素モデルや言語モデルを用いた場合に比べて、話し言葉から
作成したモデルを用いることにより、大幅に認識性能が向上することが確認されている。音声認識誤りの原因と
して考えられる、話し言葉の種々の属性について、音声認識誤りとの相関を分析した結果、発声速度、未知語率、
言い直し率が、音声認識誤りと相関があることが明らかとなった。また、言語モデルの単位としての単語（形態
素）に関して、音声認識誤りとの関連性を分析した結果、言語モデルの学習コーパス（データベース）中での頻
度が比較的低い単語や、長さ（含まれる音素数）が比較的小さい単語の誤りが大きいことが明らかになった。こ
の分析に基づき、これらの二つの要因と単語正解率との関係を示すモデルを作成し、正解率が最大となる最適単
語セットを自動的に構成した。その結果、音声認識精度が向上することを確認した。
要約部については、要約スコアとして、単語 N グラム、単語重要度、認識結果に対する信頼度などの線形和を
用い、スコアを最大にする単語セットを、動的計画法を用いて抽出し、要約文を生成する方法が有効であること
を確認した。また、要約文において原文の意味を保存するために、要約スコアに、単語（形態素）間の係り受け
関係に基づく単語間遷移スコアを導入し、不適切な単語連接にペナルティーを与えるようにした。これにより、
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意味的に適正度の高い要約文が生成できるようになった。要約文を評価する方法として、多数の被験者がマニュ
アルで作成した正解要約文を単語ネットワークの形で融合し、自動要約文と、このネットワーク上の最も類似し
た単語列との一致度によって測定する方法を提案した。この方法により、自動要約文の適正度が客観的に評価で
きるようになった。上で述べた音声自動要約法を、日本語ニュース音声、英語ニュース音声、日本語講演音声に
適用し、種々の言語やタスクに適用できる方法であることを確認した。

考

察
音声認識部については、音声認識誤りの原因となっている種々の要因に対処できる音素モデルおよび言語モデ

ルの適応化アルゴリズムを構築する必要がある。また、音声の個人差に対する音素モデルの適応化が認識精度の
向上に有効であることがすでに確認されているので、その性能をさらに向上させる必要がある。そして本プロジ
ェクトで作成している単語（形態素）短単位をもとに、発音変形も考慮した、音声認識に最適な単語単位を決定
する必要がある。
要約部については、話し言葉の意味情報を適切に抽出するためには、係り受け関係を表現する確率的係り受け
文脈自由文法を大量のコーパスから学習する必要があるので、今後このためのコーパスを構築していく必要があ
る。また、要約文を客観的に評価する方法として、要約を利用する目的に合わせた評価法、例えば情報検索など
の目的に合わせた評価法を検討していく必要がある。
今後，最終的なプロトタイプシステムの仕様を決定し、システムを構築するために、音声認識部、要約部とも
仕様の細部を固める必要がある。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
堀智織・古井貞煕：「単語抽出による音声要約文生成法とその評価」、電子情報通信学会論文誌

Ｄ-ＩＩ, vol.

J85-D-II, 2, 2002.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
古井貞煕：「音声ドキュメントの文字変換と情報抽出」、映像情報メディア学会誌, 55-11, 2001.

古井貞煕・前川喜久雄・井佐原均：「科技庁開放的融合研究制度による「話し言葉工学」プロジェクトの紹介」、
日本音響学会誌、56-11、2000．

3）口頭発表
ア）招待講演
S. Furui, K. Maekawa, and H. Isahara: “A Japanese national project on spontaneous speech corpus and
processing technology.” Proc. ISCA Workshop on Automatic Speech Recognition. Paris. 2000.
S. Furui: “From read speech recognition to spontaneous speech understanding.” Proc. Workshop on Speech

Recognition as Pattern Classification (SPRAAC), Nijmegen, July 2001.
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S. Furui, K. Iawno, C. Hori, T. Shinozaki, Y. Saito, S. Tamura: “Ubiquitous speech processing,” Proc.

2001 IEEE Int. Conf., Acoust., Speech, Signal Processing, Salt Lake City, SPEC-L1.4, May, 2001
S. Furui: “Toward Flexible speech recognition -Recent progress at Tokyo Institute of Technology-,“ Proc.
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