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一般に，新聞記事など文字による伝達を意図したテキストは，語彙や言い回しなどにおいて通常の
話し言葉とは異なる．このため，音声合成ソフトウェアを使ってテキストをそのまま読み上げると，
不自然な印象を与える音声となる．本論文では，不自然でない聞きやすい読み上げ音声を出力するた
めの，書き言葉から話し言葉へのテキスト変換として，文体の変換及び体言止め表現の補完につい
て述べる．文体の変換処理は，変換規則の適用により実行した．体言止めの補完を実現するために，
文末の名詞及び時制等を考慮した決定木を作成した．新聞記事テキストを対象に評価実験を行い，精
度 89.7%，再現率 86.7%という結果を得た．
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This paper proposes a method of sentence-style conversion for generating spontaneous speech
in a text-to-speech synthesis system. Since written language is different from spoken language
linguistically, the speech by direct reading of written texts might be unnatural. The method takes
a fully rule-based approach to convert the sentence style and to complement sentences, which are
lacking some functional words or verbs. The method was evaluated using Japanese newspaper
articles. The precision was 89.7%, and the recall was 86.7%.

1 はじめに
新聞や雑誌，Web，電子メールなど，膨大な量の活

字メディアが日々生産されている．その一方で，我々
はこれらの大量のテキストを読むのに必ずしも多く
の時間を費やせるわけではなく，効率的に情報を獲
得することが望まれる．例えば，自動車の運転中，街
中での歩行中など，何かの作業中であっても，テキ
ストを読み上げた音声を聞くことができれば，内容
を効率的に把握することができる．
テキストの読み上げ音声を作成するには，単に音

声合成システムを使用すればよい．近年，音声合成
技術の進展は著しく，音響的にはかなり自然な音声
の生成が可能になりつつある．しかしながら，書き

言葉と話し言葉とでは語彙や言い回しなどにおいて
違いがあり，テキストをそのまま音声に変換しただ
けでは，言語的に不自然な箇所が発生することにな
る．音声の自然さは聞き手の聞きやすさに影響を与
えるため，言語的にも自然な音声を生成することが
重要である．
そこで本論文では，聞きやすい読み上げ音声を出力

することを目的に，書き言葉テキストから話し言葉テ
キストへの変換手法を提案する．本研究では，ニュー
ス音声の自動配信アプリケーションを想定し，新聞
記事を変換対象とする．
書き言葉から話し言葉への変換に関する研究とし

て，大泉らは，「構造改革する」から「構造を改革す



書き言葉
村山富市首相は年頭の記者会見で、「創造とやさ
しさの国造りのビジョン」と題する所感を発表し
た。今月中に首相を囲む学者グループが発表する
「村山ビジョン」の基本的な考えを示したもの。
「わが国にふさわしい国際貢献による世界平和の
創造」と銘打った非軍事分野の国際貢献など「四
つの創造」を打ち出している。所感は、冒頭で戦
後五十周年の節目の年のキャッチフレーズを「改
革から創造へ」と表現。

話し言葉
村山富市首相は年頭の記者会見で、「創造とやさ
しさの国造りのビジョン」と題する所感を発表し
ました。今月中に首相を囲む学者グループが発表
する「村山ビジョン」の基本的な考えを示したも
のです。「わが国にふさわしい国際貢献による世
界平和の創造」と銘打った非軍事分野の国際貢献
など「四つの創造」を打ち出しています。所感は、
冒頭で戦後五十周年の節目の年のキャッチフレー
ズを「改革から創造へ」と表現しています。

図 1: 文体及び体言止めに関する書き言葉と話し言葉の比較

る」への変換のような，名詞化した用言の変換手法を
提案している [2]．しかし，本論文で述べる体言止め
表現に対する処理については言及されていない．ま
た，鍜治らは，「受諾する」から「引き受ける」への
変換のように，書き言葉に特有の語彙を話し言葉の
語彙に言い換える手法を提案している [4, 5]．
本研究では書き言葉と話し言葉の差異に着目し，特

に文体及び体言止め表現の変換について述べる．文
体の変換処理は，述語表現の変換規則に基づいて実
行する．変換規則は，実際の新聞データの分析を通
して，動詞，助動詞，形容詞等の種類と出現パター
ンに基づく 14種類を作成した．また，体言止め表現
の変換規則として，文末の名詞及び時制等を考慮し
た決定木を作成した．
日本語新聞記事を対象に文体変換実験を行った結

果，精度 89.7%，再現率 86.7%という結果を得た．
本論文の構成は以下の通りである．2節では，書

き言葉と話し言葉の違いについて論じる．3節では，
書き言葉から話し言葉への変換方法について説明す
る．4節では，テキスト変換実験の概要と結果につい
て報告する．

2 書き言葉と話し言葉の違い
一般に，自然言語は書き言葉と話し言葉に大別す

ることができる．書き言葉は文字による伝達を意図
しており，話し言葉は音声による伝達を意図してい
る．表 1に，書き言葉と話し言葉の違いを示す [1, 2]．
このような違いが生じる原因として，同時性の有無
および聞き手の存在があげられる [3]．

同時性の有無 話し言葉では話し手による送信と聞き
手による受信がほぼ同時に行われる．聞き手が
容易に理解できるように，文を短くしたり，難
しい語彙の使用を避けたりする傾向がある．一
方，書き言葉では送信が完全に完了してから受
信が行われる．受け手は何度でも読み返すこと
が可能であり，長い文，重文・複文のようなや

表 1: 書き言葉と話し言葉の違い
書き言葉 話し言葉

文体 常体が主 敬体が主
文の長さ 長め，重文や複文も

多い
短め

語彙 比較的難しい 比較的易しい
語調 改まった表現が多い くだけた表現が多い
冗長性 低い 高い

や複雑な構文，難解な語彙などが話し言葉に比
べて躊躇無く用いられる傾向がある．

聞き手の存在 聞き手の存在は，文体や語調に影響を
与える．相手と対面して話す場合，親しい人間
との会話など特殊な場合を除き，相手への配慮
を示すために敬体（です・ます体）が用いられ
る．特に，ニュースのような不特定多数の人に
伝える場合には，必ず敬体が用いられる．一方，
書き言葉では，テキストのスタイルにもよるが
常体（だ・である体）が多い．

本研究では，書き言葉と話し言葉の違いのうち，特
に文体と冗長性を取り上げる．ただし，冗長性として
は，体言止めの出現に焦点を当てるものとする．図 1
に文体及び体言止めに関する書き言葉と話し言葉の
比較を示す．文体の違い，体言止めに該当する箇所
を太字で示す．

2.1 文体の違い

文体の違いは，書き言葉と話し言葉を明確に区別
していると考えられる．話し言葉が敬体であること
は，聞き手が言葉を自然に受け入れる上で重要であ
り，テキスト中の常体を敬体に変換することは，音
声を聞きやすくするために不可欠である．

2.2 体言止めの出現

体言止めは，名詞や代名詞で終わらせることによ
り文章を読み手に印象づける修辞技法である．以下



表 2: 変換規則と変換例
変換規則 変換前 変換後
1. 動詞基本形 → 動詞基本形 +「ます」 リストにはさまざまな訴えが並

ぶ。
リストにはさまざまな訴えが並
びます。

2. 動詞連用形/連用タ接続 + 助動詞
「た」基本形 → 動詞連用形/連用タ接続
+「ました」

政府筋が三十一日、明らかにし
た。

政府筋が三十一日、明らかにし
ました。

3. 動詞未然形 + 助動詞「ない」基本
形 → 動詞未然形 +「ません」

銃弾は見つかっていない。 銃弾は見つかっていません。

4. 動詞未然形 + 助動詞「ない」連用
タ接続 + 助動詞「た」基本形 → 動詞
未然形 + 「ませんでした」

脅威に思った関係者はほとんど
いなかった。

脅威に思った関係者はほとんど
いませんでした。

5. 助動詞「だ」基本形 → 「です」 政と官が一体になって国民に応
えていかなければならない課題
だ。

政と官が一体になって国民に応
えていかなければならない課題
です。

6. 助動詞「だ」連用タ接続 + 助動詞
「た」基本形 → 「でした」

それはコンピューター表現のマ
ンネリズムを見事に打破したも
のだった。

それはコンピューター表現のマ
ンネリズムを見事に打破したも
のでした。

7. 助動詞「ない」基本形 → 「ありま
せん」

党内にそれほどの動揺はない。 党内にそれほどの動揺はありま
せん。

8. 助動詞「だ」連用形 + 助動詞「あ
る」基本形 → 「です」

他の追従を許さないところであ
る。

他の追従を許さないところで
す。

9. 助動詞 「だ」連用形 + 助動詞「あ
る」連用タ接続 + 助動詞「た」基本形
→ 「でした」

独自の作風を打ち立てたのであ
った。

独自の作風を打ち立てたのでし
た。

10. 助動詞「だ」連用形 + 助動詞「あ
る」未然ウ接続 + 助動詞「う」基本形
→ 「でしょう」

自由な世界がくると信じたから
であろう。

自由な世界がくると信じたから
でしょう。

11. 助動詞「だ」未然形 +助動詞「う」
基本形 → 「でしょう」

決して楽な戦いではないだろ
う。

決して楽な戦いではないでしょ
う。

12. 接続詞「だが」「が」→「ですが」 だが、実質所得は激減してい
る。

ですが、実質所得は激減してい
ます。

13. 形容詞「ない」基本形 →「ありま
せん」

高利と分かっていてもほかに選
択肢がない。

高利と分かっていてもほかに選
択肢がありません。

14. 形容詞「ない」連用タ接続 + 助動
詞「た」基本形→「ありませんでした」

後続の運行に支障はなかった。 後続の運行に支障はありません
でした。

に例を挙げる．

• 要旨は次の通り。
• 年末に米紙で論争を展開。
• 同署は発砲事件とみて捜査。

新聞記事においては体言止めが頻出する．強調，印
象づけの他に，可能な限り冗長性を排除し，文章を限
られた文字数に収める意図もあると考えられる．一
方，読み上げの際に体言止めを用いると唐突で高圧
的な印象を与える．自然な話し言葉にするには，文
末に適切な動詞や助動詞などを補う必要がある．

3 書き言葉から話し言葉への変換

3.1 文体変換

本手法では文体の変換を規則に基づいて実行する．
変換規則は形態素情報（表層文字列，品詞，活用形）
および語の並びによって定める．変換規則は毎日新
聞 1995 年 1 月 1 日の記事 1130 文を元に作成した．
1130文中で，変換規則として取り出せるものをすべ
て規則化した．表 2に変換規則と変換例を示す．実
際には，“変換対象となる動詞の直後に句点または接
続助詞が存在する場合のみ変換する” などの詳細な
条件がある．

3.2 体言止めの補完

体言止め文に対する語句の補完を行う場合，考慮
すべき問題として以下の 3つが考えられる．



サ変接続
サ変接続以外 文中に、主語になりうる語句を含まない [[[[補完不要補完不要補完不要補完不要]]]]文中に、主語になりうる語句を含む [[[[ですですですです]]]] 現在形現在形現在形現在形 ですですですです過去形過去形過去形過去形 でしたでしたでしたでした

文中に、主語になりうる語句を含む [[[[ですですですです]]]]
文中に、主語になりうる語句を含まない [[[[しますしますしますします]]]] 過去形過去形過去形過去形 でしたでしたでしたでした現在形現在形現在形現在形 ですですですです

過去形過去形過去形過去形 しましたしましたしましたしました現在形現在形現在形現在形 しますしますしますします1. 補完補完補完補完するするするする語句語句語句語句のののの種別種別種別種別 2. 時制時制時制時制
3. 補完不要補完不要補完不要補完不要なななな体言止体言止体言止体言止めめめめ文末の名詞

図 2: 体言止めに補完する語句の決定木

(1) 補完する語句の種別

2.2節で述べたように，体言止め文に対して補完す
るべき語句は，文末の名詞によって異なる．そこで，
補完する語句の種別を決定するために，文末の名詞
の細分類に着目した．
例えば，MeCab[6]で形態素解析を行った場合，「要

旨は次の通り。」という文の文末の名詞「通り」は一
般名詞に分類される．一方，「年末に米紙で論争を展
開。」の文末の名詞「展開」はサ変接続名詞に分類さ
れる．サ変接続名詞には「します」や「しました」を
補完するのが適切であることが多く，それ以外の名
詞には「です」や「でした」を補完するのが適切で
あることが多い．
このことから，文末の名詞がサ変接続名詞である

場合には「です」または「でした」を，それ以外の
名詞には「します」または「しました」を補完する
こととした．
ただし，「韓国側から具体的な提案がある予定。」の

ような文の場合，「予定」はサ変接続名詞であるが，こ
の場合は「です」を補うことが適当である．このよ
うな問題に対応するため，文末の名詞がサ変接続名
詞であっても，主語になりうる語句（「～は」「～が」
など）を文中に含む場合は，「です」または「でした」
を補完することとした．

(2) 時制

上記の方法で補完する語句を「です」か「します」
に決定しても，3節で述べたように，文脈によって適
切な時制を考慮する必要がある．文の時制の判断に
は，文中における過去の助動詞や過去を示す語句の
有無が有効であると考え，文中に以下の語句を含む
場合は，補完する語句を過去形（「でした」や「しま

した」）とした．

• 過去の助動詞「た」
• 過去を示す語句（「前年」「去年」「昨年」「3年
前」など）

(3) 語句の補完が必要ない体言止めの存在

語句を補完する必要がない体言止めも存在する．例
えば「カナダの衛星都市群の一つリッチモンドヒル。」
という文はいわば主題の提示であり，「です」などを
補完すると不自然な文となる．このような主題を提
示する文は，語句の補完が必要ない体言止めである
と考えた．
そのため，文末の名詞がサ変接続以外の名詞であ

り，主語になりうる語句を文中に含まない場合は，補
完を行わないこととした．

以上の 3つを考慮し，図 2に示す決定木を作成し
た．決定木を適用することにより，補完する語句を
生成する．

4 評価実験
本手法の有効性を評価するために，テキスト変換

実験を行った．変換の対象として毎日新聞 1995年 1
月 3日の記事 687文を用いた．714個の変換すべき
箇所（常体及び体言止めの箇所）が存在した．
文体の変換には，表 2に示す 14個の変換規則を用

いた．体言止めに対する語句の補完には，図 2に示
す決定木を用いた．形態素解析には MeCab[6]を用
いた．
表 3に変換の精度と再現率を示す．なお，精度と



表 3: 変換の精度・再現率・F値
精度 再現率 F値
619/690 (89.7%) 619/714 (86.7%) 88.2

表 4: 文体変換の精度・再現率・F値
精度 再現率 F値
525/526 (99.8%) 525/559 (93.9%) 96.8

表 5: 文体変換できなかった原因の内訳
原因 数
形容詞止め 22
その他 12

再現率は，以下の計算式で求めた．

精度 =
正しく変換できた箇所
変換規則を適用した箇所

再現率 =
正しく変換できた箇所
変換する必要がある箇所

以下では，文体変換，体言止めの補完についてそ
れぞれ実験結果と考察を述べる．

4.1 文体変換実験の結果と考察

毎日新聞 1995年 1月 3日の記事 687文中，文体の
変換を行うべき箇所は 559個存在した．表 4に，文
体変換のみについての精度と再現率を示す．精度は
99.8%と非常に高い値を得た．誤った唯一の変換は以
下の通りである．

• 監督の表情はいま一つさえなかった。
→監督の表情はいま一つさえありませんでした。

これは，MeCabによる形態素解析において，「さえ」
が動詞ではなく助詞として解析されたため，表 2の
規則 4が適用されず規則 14が適用されたことが原因
である．
再現率は精度に比べ低くなっている．文体変換で

きなかった 34個について，原因の内訳を表 5に示す．
原因のそれぞれについて，詳細を以下に述べる．

形容詞止め

形容詞（+ 助動詞「た」）で終わる場合，敬体へ
の適切な変換が文脈によって異なる．そのため，形
態素情報のみでは規則が作成できない．以下に，変
換されなかった例と，適切と考えられる変換例をあ
げる．

• 香港にやってくる中国人や外国人も多い。→ 香
港にやってくる中国人や外国人も多くいます。

• 批判が強かった。→ 批判が強くなっています。

表 6: 体言止めの補完の精度・再現率・F値
精度 再現率 F値
94/164 (57.3%) 94/155 (60.6%) 58.9

表 7: 体言止めの補完誤りの原因の内訳
原因 数
時制 47
語句の種別 19
補完の必要/不要 4

• むしろ、歓迎されていると言ってもよい。
→ むしろ、歓迎されていると言ってもよいで
しょう。

これらは「多いです」「強かったです」「よいです」と
しても文法上誤りではないが，話し言葉としては不
自然である．

その他

「…したい。」「…らしい。」などは形容詞止めと同
様，「したいです」「らしいです」としても誤りではな
いがそれらは必ずしも自然ではない．また，名詞 +
助詞「か」の場合，「優勝するのは，どのシンジケー
トか。」などは「どのシンジケートでしょうか。」と
変換するのが適切であるが，「入院中で，復帰は二月
前後か。」の場合には当てはまらない．これらは形容
詞止めと同様，規則の作成が困難であり，文脈に応
じた適切な変換を考慮する必要がある．

4.2 体言止めの補完実験の結果と考察

毎日新聞 1995年 1月 3日の記事 687文中，体言止
めの補完を行うべき箇所は 155個存在した．表 6に，
体言止め補完実験の精度と再現率を示す．
補完を誤った 70個について，誤った原因の内訳を

表 7に示す．原因のそれぞれについて，誤りの例を
以下に示す．

時制の誤り

• 誤：昨年三月のスタート以来、加入者は年末ま
でに約二万人でした。

• 正：昨年三月のスタート以来、加入者は年末ま
でに約二万人です。

この例では「昨年」という語句を含むため，文全体が
過去形であると判断された．しかし，実際には前後
の文脈も考慮すると，現在形の方が適切である．こ
の時制の誤りが 47個と最も多かった．文中における
過去の助動詞「た」または過去を示す語句（「前年」



「去年」など）の有無のみでは適切な時制の判定が行
えないことが分かった．1つの文のみでなく，前後の
文についても考慮する必要があると考えられる．

語句の種別の誤り

• 誤：海外の学校や病院に対する社会貢献活動に
も、政府の規制の網です。

• 正：海外の学校や病院に対する社会貢献活動に
も、政府の規制の網がかかります。

補完する語句の種別が「です」「でした」「します」「し
ました」だけでは十分でないことが分かった．他に
以下のような例があった．

• 日本三景の宮島は…二日間で九万人。（が訪れま
した）

• 容疑者は…した疑い。 （が持たれています）
• 広告は各ページの下段に掲載。（されます）

補完の必要/不要判定の誤り

• 誤：米国のガス会社でこの２、３年の間に試験
的に実施されている仕組み。（補完なし）

• 正：米国のガス会社でこの２、３年の間に試験
的に実施されている仕組みです。

この例では，文末の名詞「仕組み」が一般名詞であ
り，かつ文中に主語になりうる語句（「～は」など）
を含まない．そのため，図 2の規則に沿って，補完
が必要であるにもかかわらず補完がなされなかった．
補完の必要/不要の判定についても，規則の見直しが
必要である．

5 おわりに
本論文では，テキストを音声合成ソフトウェアを

用いて読み上げる場合に不自然でない音声を出力す
ることを目的に，書き言葉を話し言葉に変換する方
法について検討した．
本研究では，文体変換及び体言止めの補完に着目

した．文体変換のために網羅的な規則を作成した．実
験により，文体変換については字句的な解析のみで
高精度な変換を行えることを確認した．体言止めの
補完実験においては精度や再現率が低かった．
今後は，補完する語句の決定規則の細かな見直し

が必要である．現在，変換規則を日本語話し言葉コー
パス [7, 8]や名古屋大学同時通訳データベース [9]な
ど，大規模な話し言葉コーパスを用いた学習により
生成することを検討している．
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