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研究成果の概要（和文）：初等中等教育での学校教育の情報化が推進されている状況のもと、音声言語情報処理技術を
用いた教育・自習支援システムの基盤形成のための研究を推進した。授業音声にさまざまな情報を付与したうえで保存
し、利用者（教員や児童・生徒）の求めに応じて適切な授業音声を利用（視聴など）できるようにするための基盤技術
の確立を目的として研究を推進し、次の成果を得た。
①小学校授業音声を収録したうえで、種々の情報の付与し、基礎資料となりうるデータベースを構築した。②子供向け
授業音声の自動書き起こし技術（音声認識技術）について研究を行い、知見を得た。③求めに応じて授業音声を検索す
る技術について研究を行い、知見を得た。

研究成果の概要（英文）：Fundamental studies for learning/teaching-support systems have been investigated. 
We have tried to realize basic technologies which enable both teachers and students to get lecture 
recording materials (e.g. movies) on elementary and secondary education schools. We have achieved several 
results as follows.
1) Elementary school lecture database (corpus) were developed. Lectures were recorded and several 
information including transcriptions were annotated. 2) Automatic speech recognition techniques were 
investigated and significant knowledges were obtained. 3) Information retrieval (spoken document 
retrieval) techniques were investigated and significant knowledges were obtained.

研究分野： 音声言語情報処理，音声ドキュメント処理
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１．研究開始当初の背景 
 
日本国において，学校教育の情報化が推進

されており，初等中等教育現場への情報通信
設備の整備が進められている状況にあった．
これらの設備をどのように活用し教育に役
立てていくかについて，我々の研究グループ
は，実際に何が実現可能かを情報通信処理の
専門家から提供すること（シーズの提供）が
重要と考えていた．我々の研究グループは，
情報通信処理の技術のうちでも音声言語情
報処理技術を専門としたメンバーで構成さ
れたグループであり，これに関連する諸技術
および知見を有していた． 
当時，音声言語情報処理技術や設備を用い

た教育支援の研究は，我々の研究グループに
限らず，基本的に高等教育向け，すなわち大
学講義や学術講演を対象として行われてい
た．これらの技術や設備を初等中等教育にお
ける授業支援・学習支援に活かそうとする取
り組みは十分に行われておらず，また，どの
ように活かせるか，活かすべきかの知見につ
いても不十分であった． 
 
  
２．研究の目的 
 
本研究は，初等中等教育における授業音声

を対象とし，授業音声の再利用システムの基
盤形成を試みたものである．すなわち，授業
音声にさまざまな情報を付与したうえで保
存し，利用者（教員や児童・生徒）の求めに
応じて適切な授業音声を利用（視聴など）で
きるようにするための基盤技術の確立を目
的としたものである． 
まず，既存の技術の適用可能性を調査した

上で，新たに実現すべき技術を明らかにし，
それらの実現（確立）を目指した． 
 
 
３．研究の方法 
 
授業音声の再利用システムの基盤形成の

ために，以下の研究を行った． 
 

（１）日本語の初等中等教育での授業（以
下，子供向け授業）の音声の収集・コーパ
ス作成，および子供向け音声の特徴の調査 

 
（２）子供向け授業を対象とした音声認識
システムおよび技術に関する研究 

 
（３）再利用のための検索技術に関する研
究 

 
 
 
 
 
 

４．研究成果 
 

（１）子供向け授業音声の収集・コーパス
作成，および子供向け音声の特徴の調査に
ついて 
 
子供向け授業音声を収集し，種々の情報

を付与してコーパスの作成を行った．また
子供向け授業音声の特徴についても調査
を推進した． 
 
①小学校において 14 名（男性 5 名，女

性 9 名）の教師による 44 授業の収録を行
った．学年（低学年向け，中学年向け，高
学年向け）や教科（算数，国語など）がで
きるだけ偏らないように収集した．これら
の音声に対して，書き起こしテキストを付
与し，各種の発話イベント（言いよどみや
言い直しなど）に関するタグを付与し，コ
ーパス化することができた．これは今後の
関連研究の基礎的資料となりうるもので
ある． 
 
②小学校授業の収録においては児童・生

徒の音声の混入を避ける処置を講じるこ
と，また，混入が避けられない場合には，
収録音声から教師の発話だけをきれいに
取り出すことが，再利用システムにおける
新たな課題であることがわかった． 
 
③授業における発話の速度や大きさ，お

よびその変動の調査と子供向け発話特有
の表現の調査を推進し，それらと授業にお
ける強調箇所や重要箇所の関係の調査を
推進した．子供向け授業発話は，発話速度
や抑揚の変動が大きい傾向がみられるこ
とを指摘し（これは子供の注意をひくため
と考えられる），再利用処理において，こ
れらに注意を払う重要性を指摘できた． 

 
  

（２）子供向け授業を対象とした音声認識
システムおよび技術に関する研究につい
て 
 
①言語モデル 
子供向け授業で使われる表現には，話し

言葉表現と子供向け表現が含まれるため，
これらをモデル化する重要性がわかった．
具体的には，大人向けのテキストでのモデ
ル化が難しいことを確認したうえで，話し
言葉表現のモデル化用に大人向けの講演
音声の書き起こしテキストを，子供向け表
現のモデル化用に子供向け WEB サイトテ
キストを選び，この両者を用いることで，
子供向け授業の言語的表現が従来（大人向
けのテキストのみを用いる）より高精度に
モデル化できることを明らかにした．また，
子供向け表現のモデル化のための学習デ
ータ量が不足する問題から，明示的に「子



供向け」と示されていない WEB サイトの
なかから，子供向け表現を多く含むテキス
トを自動抽出する方法についても研究を
行い，アルゴリズムの提案を行った． 
 実際の子供向け授業音声（（１）で収

集したコーパス）の書き起こしテキストを
用いて子供向け授業音声認識のための言
語モデル学習を行うことの有効性を確認
できた．より多くの子供向け授業音声の収
集とコーパス化の必要性を指摘できた． 
 
 
②音響モデル 
 大人向けの発話で学習した音響モデル
を用いた子供向け授業音声の認識では，高
い音声認識精度を得ることができないこ
とを明らかにした．大人向けの発話の中か
ら教師の発話と特徴が似ているものを選
んで学習しても高い音声認識精度を得る
ことができないこともわかった．一方，実
際の子供向け授業音声（（１）で収集した
コーパス）で学習した音響モデルでは，従
来（大人向けの発話で学習）よりも高精度
に認識ができることがわかった．このこと
は，子供向け授業音声は大人向け音声と音
響的特徴が異なることを示している．我々
は，人間の感覚として両者の発話スタイル
が異なることを指摘してきたが，それが裏
付けられた格好と認識している． 
 
 
③デコーディング方式 
複数のモデルを用いて音声認識し，さま

ざまな結果（候補）を，重要度を考慮して
統合するデコーディング方式（拡張
ROVER 法）について研究を推進し，アル
ゴリズムの提案とプログラムの実装を行
った． 
 
④子供向け授業音声認識システムの構築
とベンチマーク結果 
 種々の言語・音響モデルのうちから最も
適当と考えるモデルを選択し，デコーダと
組み合わせて音声認識システムを構築し
た．これを用いて，実際に子供向け授業（4
件）の大語彙連続音声認識を行い，その認
識率（ベンチマーク結果）を示した．この
結果は今後の関連研究のベースラインと
なる重要な指標といえる． 

 
（３）再利用のための検索技術に関する研究 
 
 授業音声の再利用のために，利用者が必要
とするものを検索・表示する要素技術を研究
した．収集した子供向け授業は件数が少ない
ので，大規模な大人向け音声のデータベース
で代用して要素技術の研究と評価を行った． 
 
 
 ① 音声ドキュメント検索（内容検索） 

 検索対象の音声の集合（音声ドキュメン
ト）から，利用者が知りたい内容に合致する
箇所の検索技術（自然言語による音声ドキュ
メント検索）の研究を推進した．その際，子
供による利用を想定し，入力を補助する技術
（クエリ拡張）に重点を置いて研究を推進し
た．これらの要素技術を発展させるための研
究基盤の整備（NTCIR-10，NTCIR-11 のタスク
設置）を行った． 
  
 ②音声ドキュメント検索（音声検索語検
出） 
 検索対象の音声集合のなかで，利用者が指
定したキーワード（検索語）が出現する箇所
を検索する技術である，音声検索語検索につ
いて研究を推進した．様々な音声認識結果を
統合的に利用して高精度に検出する方法や，
クエリ拡張に基づいて誤検出を抑制する方
法について研究を推進した．これらの要素技
術を発展させるための研究基盤の整備
（NTCIR-10，NTCIR-11 のタスク設置）を行っ
た． 
 
 ③検索システムの構築 
 子供による検索を想定し，タブレット型 PC
を利用者端末とする音声ドキュメント検索
システム（内容検索）を構築した．これは実
際のユーザによる検索実験（被験者実験）を
行うための基盤と位置付けている．実際の被
験者実験は，実用上どの程度の音声認識精度
および検索精度を要するか（目標）を明らか
にするために重要と考えている． 
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