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音声認識技術の性能が著しく向上し，携帯電話に音声

ダイヤラーが搭載され，パソコンでも大語彙連続音声認

識（ディクテーション）ソフトが動作するようになって

きた 1）．また，日英・英日を中心に多くの翻訳ソフトが

市販されている 2）．このように，音声情報処理の観点か

らも，自然言語処理の観点からも，いま話しことば処理

技術が花開くための下地が整いつつある．

しかしながら，音声情報処理と自然言語処理を組み合

わせるだけで簡単に話しことばが処理できるわけではな

い．たとえば，「道しるべ：ここまできた音声認識技術」1）

と「道しるべ：機械翻訳技術とその適用」2）を組み合わせ

れば音声の翻訳 3）ができるのだろうか．それだけでは十

分でない．話しことばを処理する技術が必要なのである．

音声の翻訳より対象を広げて，たとえば，図-1のよう

な音声対話システム 4）を想定しよう．入力音声を問題解

決器への指令（意味表現）に変換する機能を音声理解シ

ステムと呼ぶ．音声対話システム実現のためにはテキス

ト・音声・画像等を組み合わせた出力系も重要である

が，本稿では入力系に絞って話を進める．音声を利用し

た入力系の主要な要素技術として，まず音声認識技術と

自然言語処理技術が挙げられる．さらに，その境界分野，

もう少し前向きにいえばフロンティア領域の技術が必要

であり，それを「話しことば処理技術」と呼ぶことに

する．

以下では，まず，なるべく分かりやすい例を挙げなが

ら，典型的な技術課題を紹介することで，研究分野の必

要性を説明する．次に，その研究基盤であるコーパス作

成を進めている大型プロジェクトを紹介する．さらに，

文献，会議，研究グループ，関連URLなどの情報を紹介

する．

典型的な技術課題として「人間が喋る単位と機械が処

理する単位」「話の流れの把握と利用」「音声認識誤り等

に対して頑健な処理技術」の 3つを紹介する．音声をテ

キストに変換するのが音声認識の主な課題である．テキ

ストを対象に翻訳などの処理をするのが自然言語処理

の主な課題である．これから紹介する3つの技術課題は，

その狭間で必要な技術であり，このような技術なくして

は音声認識と自然言語処理は決してつながらないので

ある．

○人間が喋る単位と機械が処理する単位

人間はたいてい単語や文を意識して喋ったりしない．

しかし，翻訳や解釈のためには処理の単位が必要と

なる．

仮に単文なら何でも受け付けられるようにできたとし

ても，たいてい単文とは子供でも分かるような簡単な文

のことだろうくらいにしか解釈されない．そのため，た
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報は明示的に言わない方が自然であり，その情報は「ご

ざいます」「したい」「思って」「電話したんです」等の述

部の言い回しに含まれて，聞き手に運ばれているのであ

る．しかし，とにかく日本語から英語に翻訳するために

は話し手や聞き手に関する情報を必須格として明示的

に伝える必要がある．そのため，英語に翻訳する際に必

須となる主語等を日本語の述部等の情報から補う技術

が研究されている7）．

図-1のような音声対話システムでデータベース検索な

ど問題解決に必要となるのは話し手や聞き手に関する

情報ではなく，それ以外のガ格，ヲ格，ニ格などの情報

である．ATRの会話音声翻訳研究用データベース 5）から

例を次に示す．書式は先ほどと同様である．

• チケット持ってるんですけれども，*便を * 変更したい

んですけれども．

• 5月3日は *チケットが * ありますでしょうか．

ATRの会話音声翻訳研究用データベース5）を調べると，

発話のほぼ半分にこのようなデータベース検索に必要

となる語句の省略表現が含まれている 8）．図-2に示すよ

うな画面に地図等を表示しながら，音声や画面上の指示

動作により質問ができる観光案内システム 8）において，

次のような会話がなされたとしよう．

U1: 奈良県新公会堂はどれですか．

S1: 奈良県新公会堂はこちらです[画面を動かす]．

U2: 近鉄奈良駅から歩いて行けますか．

[ ] 内は画面上の操作を示し，Uはユーザの発話，Sはシ

ステムの発話をそれぞれ表すものとする．U2のユーザ発

話は「奈良県新公会堂まで」が省略されていると考える

のが妥当である．案内システムが応答するためには，そ

の省略を補うことが必須である．しかし，U2のユーザ発

話を英語に翻訳するのであれば，聞き手が協調的な対話

とえば「青じゃなくて赤です」のような発話がなされる

ことになる．「青じゃなくて」が並列節を構成し，「赤です」

が主節になるので，いまのは複文だという説明があって

も，使えないシステムと判断されるだけであろう．

そこで，そのような形式的な制約を課すことなく，日

常的な会話に現れるような言い回しを対象にすること

が望ましい．そのため，たとえば，ATR音声翻訳通信研究

所では，音声翻訳研究のために，日本語話者と英語話者

の，通訳者を介した旅行会話等を収集し，データベース

化している 5）．その会話音声翻訳研究用データベース 5）

には，しばしば次のような言い回しが見受けられる．無

音区間の長さの情報を[ ]内に記す．

（1）お待たせいたしました．[440ms]シングル1泊1万円の

お部屋でしたね．

（2）お部屋を調べます．[170ms]しばらくお待ちください．

たいてい翻訳や解釈は文を単位として処理される．そ

のような単位を言語処理単位と呼ぶことにすれば，例

（1），（2）ともに1つの発話が2つの言語処理単位で構成

されている．発話に自然に含まれる息継ぎ等の無音区間，

つまりポーズ情報を利用して分割するという手段がま

ず考えられる．しかし，日本語には「っ」で表記される促

音がある．会話文に含まれる促音で分割されないように

するには，目安として300ms以上の無音区間が必要とな

る．例（1）のポーズは300msより長いので，無音区間の情

報だけで分割することができるが，例（2）のポーズは

300msより短いので，無音区間の情報だけでは分割する

ことができない．

そこで，たとえば文献6）では，境界位置の前2語と後

1語の合計3語の範囲の品詞・活用形・活用型の情報を

利用して，入力発話を言語処理単位に分割する手法を提

案し，実験用音声翻訳システム 3）で利用できる程度の性

能を達成している．

○話の流れの把握と利用

やりとりの多い対話の場合には省略される語句が多

い．解釈や翻訳のためにはそれを補う必要がある．

ATRの会話音声翻訳研究用データベース5）を調べると，

英語に翻訳する際に必須格となる話し手と聞き手に関

する情報は，日本語の会話文ではほとんど常に省略され

るといってよい．例を次に示す．省略されている話し手

と聞き手に関する必須格を * で囲んで下線を引いた形式

で補って示す．

• *こちらは * ニューワシントンホテルでございます．

• *私は * 部屋の予約をしたいと思って *あなたに * 電話

したんですけど．

日本語の会話文ではこのような話し手や聞き手の情

図-2 マルチモーダル入力，マルチメディア出力の

案内システム: MMGS
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参加者で十分な知性を有していることが期待できる場

合は，必ずしも「奈良県新公会堂まで」を補って翻訳す

る必要はないであろう．このように翻訳で必要となる省

略解析と，音声対話システムで必要となる省略解析は若

干異なるものになると考えられる．音声対話システム向

きの省略補完に関する研究としては文献8）が挙げられ

る．翻訳向きの省略解析が主に述部の情報を活用するの

に対して，音声対話システム向きの省略解析は対話履歴

を格納／検索することで省略されたものを発見する．

○音声認識誤り等に対して頑健な処理技術

音声認識の性能が向上しても100%は望めない．少しく

らいなら誤りがあっても対応できることが必要である．

音声認識誤りは解析を失敗させるのみならず誤った

解釈や翻訳の原因となることもある．ATR音声翻訳通信

研究所で構築された実験用音声翻訳システム 3）では，一

部に誤りを含んだ音声認識結果を扱うための頑健な言

語翻訳として部分翻訳機能 9）を実現している．誤認識や

くだけた表現により1文全体を正確に翻訳できない場合

でも，翻訳可能な部分のみを検出・処理することにより

話者が伝えたい内容をかなりの程度相手に伝達できる．

ATRの実験用音声翻訳システムでは，話し言葉に現れ

る多様な言い回しや多少くだけた表現に対応するため

に，言い回しのパターンの解析と類似した翻訳用例の検

索を解析過程で統合した翻訳処理手法を採用している．

類似用例の検索は，シソーラス構造に基づいた意味的距

離計算により距離の近い用例を選択することで実現さ

れる．そして，解析過程で入力に対して複数の構文構造

候補ができた場合は，用例に基づく意味的距離計算のス

コアで候補を絞り込みながら解析を進める．

部分翻訳機能は，この意味的距離計算の情報と，解析

できた語句の大きさに関して，次の2つのヒューリステ

ィクスを仮定することで実現される．

（1）対訳用例に類似した言語表現は誤認識の度合も少な

く，解析結果の信頼性も高い．そこで，文または句の

表現と対訳用例との意味的な距離をシソーラスにし

たがって計算し，その上限閾値を設定する．

（2）より長い語句の範囲で解析できた結果の方が誤認識

の度合も少なく，解析結果の信頼性も高い．そこで，

対応する語句を構成する形態素数の下限閾値を設定

する．

図-3に部分翻訳の例を示す．たとえば，意味的な距離

の上限閾値を0.2，形態素数の下限閾値を2とする．「料金

は」が「料決ま」と誤認識されており，その構造がそれ以

上大きくできないので，棄却される．「えーそれぞれおい

くらなんですか」という構造を作ることはできたが，そ

の意味的な距離は 0.4となるので，意味的な距離の上限

閾値を越えるため，それより一段階小さい「それぞれお

いくらなんですか」の部分のみを翻訳対象として選ぶこ

とができる．

これまでの音声翻訳システムの研究では窓口業務の

ような場面が想定されており，そのような場面で協調的

な応答が期待できる場合にはキーワードが分かるだけ

でも助かる状況があるため，部分翻訳機能は有効である．

しかし，音声認識誤りに対して頑健な処理技術としては

他にもいろいろなやり方を検討する必要があるだろう．

音声情報処理も自然言語処理も大規模なデータから

得られた情報を活用することで飛躍的に性能が向上し

ている．計算機のない時代からずっと欧米において辞書

編纂や人文学研究のために集めた言語資料をコーパス

と呼んでいた．そのため，近年計算機処理可能な形態で

音声やテキストなど言語データを大量に集めたものに

ついてもコーパスと呼ぶことが多い（計算機処理可能な

データの集まりという観点に重きを置いてデータベー

スと呼ばれることもある）．そのような研究基盤である

日本語話しことばの大規模コーパスを作成している大

型プロジェクトを紹介する．

○名古屋大学統合音響情報研究拠点（CIAIR）

名古屋大学統合音響情報研究拠点（CIAIR: Center for Inte-

grated Acoustic Information Research）☆ 1は，平成11年度の文

部省COE（Center of Excellence）プログラムに基づき発足

したものである．「多元音響信号の統合的理解」を研究テ

ーマとして，音情報に対し物理学，工学，人間情報学な

ど様々な角度から多面的な研究が進められている．活動

期間は5年間が予定されている．

話しことば処理技術に関連する研究としては，音声を
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図-3 部分翻訳の例

話しことばの処理を支える
研究基盤

☆1 http://www.ciair.coe.nagoya-u.ac.jp/



42巻2号　情報処理　2001年2月4

研究活動を開始した．研究活動期間は 5年 2カ月の予定

である．

平成12年2月末に研究活動を終了したATR音声翻訳通

信研究所では，対話に代表される日常の話し言葉は，必

ずしもきれいな理論的な枠組みのみによってとらえる

ことはできないという認識に立ち，対話に関する具体的

表現を集めた大規模対訳コーパス5）を作成した．そして，

音声認識，言語翻訳等の要素技術の研究を進めるととも

に，実験用音声翻訳システム 3）を構築し，種々の視点か

ら評価実験を実施した．その結果，限定された話題であ

れば，コーパスに基づく手法により日常の話し言葉がか

なりの精度で翻訳可能であることが実証された．

ATR音声言語通信研究所の研究目標の1つは，限定され

た話題に対して実証されたコーパスに基づく対話音声

翻訳技術が，実世界で利用可能であることを示すことで

ある．もう 1つの研究目標は，従来まったく未開拓であ

った講演等の独話の音声翻訳を可能とすることである．

詳しくは解説12）をご覧いただきたい．

パソコンに限らず，携帯電話やPDAが普及すると，話

しことば処理技術の出番がますます増えるに違いない．

しかも大型プロジェクトの研究活動の進展に伴い，使い

切れないほどのコーパスがもうすぐ利用可能となる．従

来の研究で利用されていた音声データが無響室や録音

スタジオのようなノイズのない環境で収録されたもの

であるのに対して，現在進行中の大型プロジェクトで収

集しているコーパスは，実走行中の車内での対話や学会

での講演のように，いずれも実世界の音声データであり，

実世界で利用可能な話しことば処理技術の研究が待ち

望まれている．したがって，「いまこそ話しことば処理技

術の研究を」なのである．そこで，最後に，興味を持った

読者のために，文献，会議，研究グループ，関連URLなど

の研究動向を調べるうえで有益な情報を紹介する．

○教科書・参考書

話しことば処理技術は音声情報処理と自然言語処理

の境界分野，もう少し前向きにいえばフロンティア領域

に相当するため，音声情報処理から自然言語処理までの

範囲を中心に，対話処理的な分野を加えて紹介する．志

は高く，ダブルメジャーになるつもりでその範囲を理解

すると良いだろう．書誌情報を次に列挙する．

•古井貞煕: 音声情報処理, 森北出版（1998）.
•鹿野清宏, 中村　哲, 伊勢史郎: 音声・音情報のディジタル信号処
理, 昭晃堂（1997）.

• 中川聖一: 確率モデルによる音声認識, 電子情報通信学会（コロ

用いた自然なヒューマンコンピュータインタラクショ

ンの実現を目指し，特に，適切なタイミングでの発話の

理解および生成が円滑な対話の実現に不可欠であるこ

とに着目し，話し言葉を漸進的に処理する手法について

研究が進められている．

さらに，関連するデータベースとして，車内音声対話

データベース等が収集されている．運転操作に関する多

様な情報の収集が可能な車内音声対話収集車を設計製

作し，実走行中の音声対話を収録している．カーナビゲ

ーションに関するオペレータとの対話音声や，音素バラ

ンス文の読み上げ音声等を収録しており，最終的には

500名分の音声収録が予定されている．実走行中の車内

音声対話データであるため，音声による車内機器操作に

関する現実的な研究を進める基盤となるものと期待で

きる．

他にもいろいろな研究やデータベースの構築が進め

られている．詳しくは解説10）をご覧いただきたい．

○科学技術振興調整費による開放的融合研究推進制

度 ─ 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─

新聞記事などのあらかじめ用意されたテキストの読

み上げ音声であれば，かなり高い精度で認識できるよう

になり，パソコン上で動作するソフトウェアも市販され

ている．しかし，言い淀み，言い直し，言い誤り，不正確

な発音などの現象を含んだ自然な話し言葉を認識しよ

うとすると，性能が低下してしまう．このような話し言

葉の音声認識・理解・要約に関する技術の確立を目的

として，国立国語研究所と通信総合研究所が中心となっ

て，大規模コーパスに基づく「話し言葉工学」の構築に

関するプロジェクト☆ 2が平成11年度に発足した．活動

期間は平成15年度までの5年間が予定されている．

このプロジェクトでは，タスクを限定しないモノロー

グを主体として，延べ約800時間，日本語形態素で約700

万語規模の話し言葉コーパスの作成を目標としている．

大語彙連続音声認識研究のための統計的言語モデル構築

のために十分な規模のデータとなることが期待できる．

モノローグ音声の収集は，データの集めやすさなどの

ために，国内の種々の学会での講演，大学での講義，国

立国語研究所の設備を用いた模擬講演等を対象として

いる．模擬講演は一般の話者が簡単なメモを頼りに日常

的な話題について行なったスピーチである．収録された

音声は，書き起こし，日本語形態素解析等がなされる．

詳しくは解説11）をご覧いただきたい．

○ATR音声言語通信研究所

実世界で利用可能な音声翻訳技術の実現を目指して

（株）ATR音声言語通信研究所☆ 3が平成12年1月31日に

文献等関連情報

☆2 http://www.crl.go.jp/orc-speech/
☆3 http://www.slt.atr.co.jp/
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ナ社）（1988）.
•新美康永: 音声認識, 共立出版（1979）.
• Lawrence Rabiner, Biing-Hwang Juang（古井貞煕監訳）: 音声認識の基
礎, NTTアドバンステクノロジ（1995）.

•北　研二, 中村　哲, 永田昌明: 音声言語処理, 森北出版（1996）.
•長尾　真（編）: 自然言語処理, 岩波書店（1996）.
•田中穂積: 自然言語解析の基礎, 産業図書（1989）.
• 野村浩郷: 自然言語処理の基礎技術, 電子情報通信学会（コロナ
社）（1988）.

• 長尾　真（監修）: 日本語情報処理, 電子通信学会（コロナ社）
（1984）.

•長尾　真: 言語工学, 昭晃堂（1983）.
• 堂下修司, 新美康永, 白井克彦, 田中穂積, 溝口理一郎（共編）: 音
声による人間と機械の対話, オーム社（1998）.

• 益岡隆志, 田窪行則: 基礎日本語文法－改訂版－, くろしお出版
（1992）.

•村木新次郎: 日本語動詞の諸相, ひつじ書房（1991）.
•国立国語研究所: 話しことばの文型（1）－対話資料による研究－,
秀英出版（1960）.

•国立国語研究所: 話しことばの文型（2）－独話資料による研究－,
秀英出版（1963）.

○会議・研究会

国際会議や研究会も音声情報処理や自然言語処理を

対象とするものをカバーするのが良いだろう．また，人

間と機械のインタラクションに関連するならば，対話処

理やヒューマンインタフェースに関する会議・研究会

も適している．

音声情報処理関連の国際会議では，隔年に交互に開催

される ICSLP（International Conference on Spoken Language 

Processing）とEUROSPEECH（European Conference on Speech

Communication and Technology）が大きなものである．自然

言語処理関連の国際会議では，COLING（ International 

Conference on Computational Linguistics）とACL（Annual Meeting

of the Association for Computational Linguistics）が大きなもので

ある．たとえば，「人間が喋る単位と機械が処理する単位」

に関連する発表がこれらの会議で見受けられるので，話

しことば処理技術の分野は会議の話題に含まれている

と考えられる．

国内の学会としては，音声処理関連では日本音響学会

の年2回の研究発表会，言語処理関連では言語処理学会

の年次大会が挙げられる．また，もちろん，情報処理学

会の全国大会も適当なものである．

研究会は関連のあるものの名称とURLを次に列挙する．

•情報処理学会自然言語処理研究会（NL）
<URL:http://cl.aist-nara.ac.jp/SIGNL/>

•情報処理学会音声言語情報処理研究会（SLP）
<URL:http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/sig-slp/>

•情報処理学会ヒューマンインタフェース研究会（HI）
<URL:http://www.ipsj.or.jp/sig/hi/>

•電子情報通信学会/日本音響学会音声研究会（SP）
<URL:http://www.ieice.or.jp/iss/sp/jpn/sp-index-j.html>

•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（NLC）
<URL:http://www.ieice.or.jp/iss/nlc/jpn/nlc-index-j.html>

•人工知能学会言語・音声理解と対話処理研究会（SLUD）

<URL:http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/sig-slud/>

○話しことば処理技術研究用コーパス

話しことば処理技術を研究するためにはコーパスが

必要である．日本語の音声認識研究のための標準的なデ

ータベースは日本音響学会音声データベース調査研究

委員会で構築されている．そのウェブページ☆4には関連

情報へのリンクが整備される予定である．

米国ではLDC（Linguistic Data Consortium）☆ 5という組織

が音声やテキストのコーパスを収集・頒布している．米

語が中心であるが，最近は日本語や中国語等のコーパス

も扱っている．コンソーシアム組織であり，会員になる

とその年度にリリースされたコーパスが入手できる．非

会員に対しても一部のデータは非会員価格で販売する

こともある．

○連続音声認識コンソーシアム

情報処理学会の音声言語情報処理研究会（SLP）のもと

に「連続音声認識コンソーシアム」☆ 6が設立された．平

成 11年度まで実施されていた情報処理振興事業協会

（IPA）のプロジェクトの成果物である「日本語ディクテ

ーション基本ソフトウェア」をベースに，オープンソー

スのソフトウェアとして一層の拡充・発展を図ること

が目的である．

平成9年度から平成12年度まで毎年8月に会津大学に

おいて情報処理学会音声言語情報処理研究会（SLP）の主

催で開催された「音声認識セミナー─基礎からディクテ

ーションまで─」の内容をベースに近いうちに充実した

教材の入ったCD-ROM付きの教科書が出版される予定で

ある．コンソーシアムの会員になれば，その教科書を使

った講習会やセミナーにも参加できる．
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