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1 まえがき

話し言葉 (spoken language)は、一人の話者のみが連
続して話す「独話 (monologue)」と複数の話者が交替で
話す「対話 (dialogue)」に分類できる。これまでの話し
言葉処理に関する研究は、対話文を対象としたものがほ
とんどであり、応用として、音声対話や対話翻訳などの
システムの実現が検討されてきた。
それに対して本稿では、講演や講義などの独話を対象

とした話し言葉処理技術について概説する。テキストと
同様、独話には、人間の知識や意見などが内在しており、
それをデータとして蓄積することにより、貴重な知的資
源としての利用が可能となる。

2 独話音声の特徴

独話文は、対話文に比べ、1文の長さが長く文の構造
が複雑であるといった特徴がある1。そのような文に対
して処理を実行すると、一般に、解析時間が長くなると
ともに、高い処理精度の達成が難しくなる。また、対話
にはターンという物理的に明確な区切りが存在するのに
対して、独話では文の区切りを認識するのは難しいとい
う問題がある。
独話の処理単位として「節 (clause)」が有効である。

節とは、述語をまとまりとした言語的単位であり、例え
ば、独話文

• 先日総理府が発表いたしました世論調査によりま
すと死刑を支持するという人が八十パーセント近
くになっております

は、「先日総理府が発表いたしました」、「世論調査によ
りますと」、「死刑を支持するという」、「人が八十パー
セント近くになっております」の 4つの節から構成され
る。節境界解析により検出された節境界ではさまれた単
位を節境界単位とよぶ2。

3 独話音声の言語処理

3.1 節境界単位に基づく独話文解析 独話文を一つ
以上の節の連接とし、また、各節の文節は、節の最終文
節を除き節内の文節に係るとする。これを仮定すること

1もちろん、一文が長く複雑な構造をもった対話文も存在す
る。しかし、これまでの対話処理では、短くて単純な対話文か
らなる対話が処理対象として用いられてきた。

2節には、主節に埋め込まれた従属節も存在するため、文を
一次元的に分割することは一般には困難であるが、節の終端位
置を検出することにより節に相当する単位を近似的に抽出する
ことができる。
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図 1: 節と係り受けの関係

により、独話文の解析を、節レベルと文レベルの二段階
の解析として実行でき、解析の効率化が期待できる [4]。
この手法では、まず、独話文を節境界単位に分割する。

分割には、節境界解析プログラムCBAP[2]を用いる。係
り受け解析の手順は以下の通りである。

1. 節レベルの係り受け解析
一文中のすべての節境界単位に対して、各節境界単
位ごとにその内部の係り受け構造を解析する。

2. 文レベルの係り受け解析
一文中のすべての節境界解析に対して、その最終文
節の係り先を解析する。

NHKの解説番組「あすを読む」の文字化データに形
態素解析、文節まとめ上げを施した 500文を用いて実験
した。節境界をまたぐ係り受け関係は 152個存在した。
一方、学習データとしては、5532文を使用した。実験
の結果、節境界分割を行わない文単位での解析と比較し
て、解析速度は平均して 3倍向上し、分割による処理の
効率化を確認した。係り受け正解率は 79.0%であり、文
単位の解析 (76.3%)に優る解析精度を備えていることが
わかった。

3.2 独話文の同時的な解析 同時通訳や字幕生成の
ように、独話を入力と同時に処理するようなシステムで
は、話者による音声入力に従って順次、解析を実行する
漸進的解析手法が必要である。節を解析単位とすること
により、独話の漸進的解析が可能となる [5]。
独話音声の漸進的解析では、節が入力されるたびにそ

の節の内部の係り受け構造を作りあげればよく、最終文
節の係り先のみ、適切なタイミングで決定を試みる必要
がある。本研究では、係り先の決定を、後続するいくつ
かの文節との係り受けの尤度を考慮した動的なタイミン
グで実行する。これは、文節間の係り受け関係が文をま
たぐことはなく、また、その距離が格段に長くなること
はないという観察に基づいている。
「あすを読む」の 7番組 (470文)を用いて解析実験を



実施した。学習データとして、前節と同じ 5532文を使
用した。係り受け解析の正解率は、全体で 76.2%となっ
た。全 7番組の解析時間は 12.5秒であり、本手法の実用
性が示された。

4 独話音声の言語資源

独話音声研究を遂行するために、音声言語コーパス等
の言語資源の整備が重要となる。そのような言語資源の
一つとして、CIAIR同時通訳データベースがあげられる
[3]。これは、独話音声とその通訳音声を収集し、文字化
したデータである。

4.1 独話データの収録 1つの講演者発話ソースに対
し、複数の通訳データを収録した。個人に特化しない通
訳事例を幅広く収集したり、複数の通訳事例を比較する
ことが可能であり、通訳経験年数の違いによる訳出の特
徴分析などにも利用できる。20時間余りの独話音声に対
して、約 50時間の通訳音声を収集している。

4.2 収録音声のデータベース化 音声データの文字
化は、日本語話し言葉コーパス (CSJ)[1] の書き起こし
基準に準拠した。以下に主な基準を列挙する。

• 発話単位: 200msec以上の無音（ポーズ）ではさま
れた音声区間を発話単位とした。

• タグ付与: 発話単位に時間タグ（開始時刻、終了時
刻）を付与した。また、話し言葉に特有の言語現象
(フィラー、言い淀みなど）に談話タグを与えた。

データの規模は、話者音声の約 17万単語に対して、通
訳音声が約 39万単語となった。
音声データを視覚的に分析するために、話者と通訳者

の発声タイミングを図式的に表示するツールを開発した
(図 2参照)。これにより、両発話の時間的重なりに関す
る様相を観察できる。また、話者音声と通訳者音声を対
応づけるための作業支援環境を開発し、発話単位を最小
単位とした細かいレベルでの対応付けを行っている (図
3参照)。これらのデータは同時通訳者の訳出戦略の獲得
などに利用している（例えば、[7])。

5 独話処理技術の応用

5.1 音声翻訳 独話音声の翻訳では、必然的に同時
通訳の形態を採用することになる。音声言語文を単位と
した逐次的な翻訳と異なり、話者発声途中のどの時点で
訳出を開始するか（訳出タイミング）、また、どのよう
なフレーズを単位として翻訳処理を実行するか（通訳タ
イミング）といった問題に対処する必要がある。著者ら
は、これまでに漸進的な解析・変換・生成に基づき、動
的なタイミングで処理を実行する同時翻訳機 Linasを開
発しており [6]、簡単な独話データを用いた翻訳処理を
試みている。

5.2 音声要約 講演や講義などの音声を再利用可能な
データして蓄積するためには、音声を要約するなどによ
り、適切に編集することが重要となる。その他に、リア
ルタイム字幕生成などを目的とした場合には、ユーザが
追従可能な速度で文字を表示することが不可欠である。

図 2: 同時通訳音声の視覚化

図 3: 同時通訳音声の対訳対応付け

そのために、音声を要約することが一つの方法であり、
話者発声に対して同時的に処理する必要がある。

6 まとめ

本稿では、独話音声を対象とした話し言葉処理に関す
る研究動向として、解析技術、言語コーパス、及び、応
用システムについて概観した。講演や講義など、独話に
は人間の知識や意見が含まれる極めて知的なコンテンツ
であり、それらを蓄積し、知識ベースとして整備するこ
とにより、共有可能な知的資産として利用できる。この
ような仕組みの実現に向けて、独話音声の言語処理技術
の一層の高度化が望まれる。
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