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研究成果の概要（和文）：モダリティの異なる二つの対話型自然言語である日本語音声と日本手話を横断的に分
析した結果、どちらもプロソディが非常に重要な役割を担っており、実時間での言語理解や円滑な実時間コミュ
ニケーションに有効に利用されていることが明らかとなった。また、両者には聴覚言語と視覚言語というモダリ
ティの違いがあるため、その特徴にはいくつかの違いが見られたが、言語情報に付加されたプロソディの存在が
対話型自然言語での会話において必須であることがわかった。

研究成果の概要（英文）：Analysis of two interactive natural languages, Japanese speech (JS)  and 
Japanese Sign Language (JSL) with different modalities showed that prosody plays a very important 
role in real-time understanding and communication. Although there are some differences between JS 
and JSL due to the difference between auditory and visual languages, it was suggested that adding 
prosody to linguistic information is essential in dialogue in both interactive natural languages.

研究分野： ヒューマンマシンインタラクション
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
音声や手話は実時間対話言語であり、プロソディ（韻律）と呼ばれる文字で表現できない情報（声の高さ、早
さ、声色、頭や視線の動き、表情、ジェスチャー等）が言語理解やコミュニケーションにおいて重要な役割を担
っているが、本研究ではそれらプロソディの機能を解明した。近年、人と会話する人工知能が登場してきている
が、実際に人と会話しているような実感は得られない。自然な会話を実現するためにはプロソディなど、人間が
会話で用いている情報を利用する必要があり、本研究は未来の人工知能のために必須となる技術である。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
音声の韻律に関しては国内外において研究が盛んであり、科研費特定領域研究「韻律と音声処
理」の実施後も韻律と感情表現の関連に関する分析や対話における韻律の機能、音声認識・対
話システムへの利用等の研究が続けられている。一方、手話に関する韻律研究はほとんど行わ
れていないが、平成 23 年に障害者基本法が改正され、日本手話は言語であると認められたた
め、今後、ますます基礎研究が必要となる研究分野である。しかしながら、国内の手話研究者
は非常に少なく、手話の韻律に関する研究者はほとんどいない。また、音声と手話という異な
るモダリティ（聴覚，視覚）による対話型自然言語において、両者の韻律に関して分析・解明
できる研究者は他に類を見ない。本研究ではモダリティの違いを考慮しながら日本語音声と日
本手話の韻律を横断的に分析することにより、両言語の韻律情報がどのような機能を持ってい
るのかが明らかになることが期待される。 
 
２．研究の目的 
本研究では音声（日本語）／手話（日本手話）の韻律について横断的に分析することにより、
韻律の特徴、機能に関して、各モダリティで共通の性質をもっているもの、モダリティの特性
により変化するもの、言語の違いにより変化するものなどの観点から各種韻律情報の分析を行
い、個別の研究では得られない韻律と言語との関係を明らかにする。本研究の具体的な目的は
以下の通りである。 

(1) 音声と手話における韻律の物理的特徴量の解明 
(2) 音声と手話の韻律機能の解明 
(3) 音声と手話の韻律機能の比較分析 

 
３．研究の方法 
本研究ではモダリティが異なる対話型自然言語である日本語音声と日本手話において、どのよ
うな韻律情報がどのような物理的特徴量として表出され、また、どのような機能を有している
かを横断的に分析する。 
 (1) 音声と手話の対話データの収集・書き起こし・タグ付け 
    音声会話データは既存のデータベースを利用する。日本手話の会話データに対しては、 

ネイティブ手話者の協力のもと、手の動き、頭の動き、目・眉の形、口の形のタグ付 
けを行う。 

(2) 音声と手話における韻律の物理的特徴量の解明 
   音声と手話の韻律の物理的な特徴量として、時間的な特徴量、言語情報に重畳される 

特徴量、マルチモーダルな特徴量を明らかにする。 
(3) 音声と手話の韻律機能の解明 

    音声と手話の韻律の機能を下記の観点に基づいて解明する。 
・実時間での言語理解を助ける（統語理解、意味理解、談話理解等） 
・実時間コミュニケーションを制御する（話者交替等） 

(4) 音声と手話の韻律機能の比較分析 
音声と手話の韻律機能に関して、横断的な比較分析を行い、類似の特徴量は類似の機 
能を有するかどうか、また、異なる特徴量で類似の機能を有する韻律が存在するかど 
うか、などを分析し、それらについて、モダリティの違いや言語体系の違いからの考 
察を試みる。 

 
４．研究成果 
 
(1) 日本語音声の F0モデル（藤崎モデル）パラメータの推定手法の検討 
 日本語音声の韻律を表現する情報として、声の高さに相当する基本周波数(F0)の情報は非常
に重要であるが、物理的な特徴量として表現することは困難である。本研究ではその優れた表
現方法である周波数パターン生成過程モデル（藤崎モデル）を韻律分析に利用することを検討
した。しかしながら、藤崎モデルのパラメータを決定するためには、従来、専門家による手作
業で行う必要があった。本研究では藤崎モデルパラメータ推定において、基底周波数の自動決
定手法を開発した。また、マイクロプロソディ（微細変動）の除去手法に関する検討を行い、
パラメータ推定精度の向上を達成した。 
 
（2）日本語音声の韻律特徴量と感情表現の関係の分析 
音声の韻律として、声の高さ、話速、声色（スペクトル／音色）が挙げられるが、これら韻律
特徴量と感情表現の関係を聴取実験により分析し、各韻律特徴量の変化と表現される感情の種
類と強度の関係を明らかにした。全体的な傾向としては音声の高さと長さが感情表現の再現性
に寄与しているのに加え、音色に相当するスペクトルも感情表現の再現性に寄与することが分
かった。また、それらを組み合わせることにより、さらにその影響が大きくなった。 
 
(3) 日本手話における手動作の認識手法の検討 
 日本手話における手の動きを測定する方法として、これまで磁気センサーをろう者の体に装



着して測定してきたが、このような接触型のセンサーによる測定方法では自然な手話を表出す
ることが困難である。そこで、本研究では Microsoft Kinect(R)距離カメラを利用し、非接触
で手の動きを計測する手法を提案し、有効性を確認した。また、手話の自動認識手法に関する
検討を行った。 
 
（4）日本手話の頭部動作の分析 
日本手話では、マルチモーダルな特徴量のうち、頭の動きが非常に重要であるため、日本手話
のうなずき等の頭部動作について対話データを分析した結果、日本語音声ではパラ言語または
非言語的な情報であるのに対し、日本手話では言語としての文法的な機能を有するうなずきが
存在し、意味理解や会話制御に用いられていることが明らかとなった。 
 
（5）手話の停止動作の分析 
日本手話において、音声言語の無音に相当する現象として、手話言語において手の動きが停止
する状態を３種類（基準位置、保持、ゆるみ）に分類し、その出現した文脈を実時間コミュニ
ケーションにおける会話制御の観点から分析した結果、保持、ゆるみでの停止は聞き手の発話
開始を抑制し、話し手が発話を継続する傾向が見られたことから、音声言語にはない手話特有
の会話制御の手法であることを明らかにした。 
 
(6) 日本語音声における母語話者と非母語話者のプロソディの違いの分析 
母語話者と非母語話者の日本語音声による話者交替の比較実験の結果、円滑な話者交替を実現
するためには、適切なプロソディを付与する必要があり、まだ十分にプロソディを付与できな
い非母語話者（日本語学習者）の場合、適切な話者交替ができないことが明らかとなった。 
 
(7) 日本語音声と日本手話の話者交替の比較分析 
対話型自然言語におけるコミュニケーションにおいて、話者交替は円滑な会話を実現する上で、
非常に重要な問題である。日本語音声では統語情報に加え、声の高さ、話速等の韻律により予
測を可能としていることが示された。一方、日本手話では統語情報に加え、手の動きや顔の動
きの大きさ、速さ等が話者交替の予測に利用されていると示唆された。また、オーバーラップ
が生じる話者交替においては、日本語音声と日本手話で顕著な差が表われた。日本手話では言
換えや繰返しの表現が表出することが多いが、繰り返し表現により発話権の譲渡が明示される
現象が見出された。これらの分析結果から，視覚言語と聴覚言語のモダリティの違いにおける
プロソディの違いが話者交替に与える影響が明らかになった 
 
これらの結果から、モダリティの異なる二つの自然言語である日本語音声と日本手話において、
どちらもプロソディが非常に重要な役割を担っており、プロソディが実時間での言語理解や円
滑な実時間コミュニケーションに有効であることが明らかとなった。また、両者には聴覚言語
と視覚言語というモダリティの違いがあるため、その特徴にはいくつかの違いが見られたが、
言語情報に付加されたプロソディの存在が対話型自然言語での会話において必須であることが
わかった。 
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