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1 研究の目的 
本研究は，人間が母国語の母音の音韻体系

を獲得する過程をコンピュータモデルによっ

て再現しようとするものである。 
健常な人間は，言語のある環境で生活すれ

ば，誰でも明示的な教示なしで母国語の音韻

体系を獲得できる。また獲得した音韻体系は

話者や環境の変化に対して頑強であり，これ

は既存の音声言語理解技術にはない，人間の

言語能力の優れた特性である。しかし，この

能力が学習によって獲得されるのか，言語に

特化した生得的な機構が存在するのかに関し

ては，明らかになっていない点が多い。 
本研究は，乳児が行っている言語獲得の原

理をモデル化し，その機能を明確化すること

で，音声言語理解技術への応用を目指す。 

2 先行研究 
2.1 母国語の音韻体系の獲得 
子音の同定に必要な音響的特徴を連続的に

変化させて聞き取ると，連続的には知覚され

ず，変化が一定の範囲内にあれば同一の子音

に知覚される。このような知覚様式をカテゴ

リー知覚（範疇化知覚）という。生後間もな

い乳児は，母国語にない子音に対してもカテ

ゴリー知覚を示すことが報告されており[1]，

子音の知覚能力が生得的に備わっているとす

る説の根拠になっている。また，生後 7～8
ヶ月で母国語の子音の範疇が獲得され，母国

語にない範疇は消失するという報告がある[2]。 
母音でも，類似した知覚様式が報告されて

いるが，子音に比べると範疇の境界が明確で

はないため，カテゴリー知覚と区別して「マ

グネット効果」とよばれる[1]。子音と同様に，

生後まもない乳児は母国語にない母音の対比

を弁別できることが報告されているが，明確

な範疇をもつかどうかは明らかでない。また，

生後 6ヶ月程度で母国語に特化した母音の範

疇が獲得されるという報告がある[2]。 
これらの知見をふまえて，母国語の音韻体系

の獲得メカニズムを考察するため，我々はこ

れまで子音範疇の獲得について調べてきた。 
2.2 子音範疇の獲得モデル 
コホネンの Self-Organizing Maps（以下

SOM）は，大脳皮質における神経細胞の情報
処理を参考に考案されたモデルであり，入力

値の分布傾向を教師なしで分類可能である。 
我々は，SOMが大脳皮質一次聴覚野のモデ
ルとして適当であると仮定して，これまでに，

有声・無声子音の獲得過程のシミュレーショ

ンを行った[3]。SOMに成人英語話者が発声す
る子音/d/， /t/の有声開始時間の頻度分布に基
づく値を入力して学習を行った結果，SOM 
が分類したクラスタの境界は，人間の有声・

無声子音の範疇の知覚境界とほぼ一致した。 
この結果だけでは，人間が生得的なメカニ

ズムなしで母国語の子音範疇を獲得できると

いうことは主張できないが，特殊な言語処理

機構をもたない神経回路モデルと，音声の統

計分布のみを用いた実験で子音範疇の再現が

できたことから，言語獲得における自己組織

的な機構と学習の重要性が示されたといえる。 

3 母音範疇の獲得モデル 
3.1 実験の目的 
本実験では，子音範疇の獲得モデル[3]を元

にして，母音範疇の獲得過程のシミュレーシ

ョンを行った。なお，特殊な言語処理機構を

もたないモデルと比較するために，生得的機

構を仮定したモデルについても検証した。 
特に，母国語の母音範疇の以下のパラメー

タの獲得過程を検証する。 
・ 母音範疇の数 
・ 母音範疇の境界（正解率） 
乳児の言語環境を模擬するために，乳児が

最初に親の音声を聞くと仮定して，単独の日



本人話者の第一フォルマント（F1），第二フ
ォルマント（F2）の値を入力とした。 
3.2 実験の手続き 
フォルマント解析 
日本語話し言葉コーパス（CSJ）に収録さ
れている講演再朗読音声をフレーム長 20ms，
フレームシフト長 10ms で解析し，F1，F2，
（F2-F1）を求め，学習用データセットを作成
した。その際，F1が 10Hz以下もしくは 1500Hz
以上，F2が 3000Hz以上，F1，F2が前フレー
ムより 500Hz以上変化していた場合は，エラ
ーデータと判断して削除した。また，学習結

果の評価用に，CSJ の音素ラベルに基づいて
各母音の定常部 20ms を取り出して同様の解
析を行い，母音ごとに 300個の音素ラベルつ
きデータセットを作成した。 
シミュレーション 
第一に，可能な限り言語に特化した機構を

除いたモデルとして，SOMのノードを全て同
一の重みベクトルに初期化した，16ノードの
1次元 SOMを使用する（制約なし条件）。 
第二に，あらかじめ各ノードに言語間に共

通した母音のバイアスをかけた，16ノードの
1次元 SOMを使用する（制約あり条件）。具
体的には，文献[4]で提唱されている分散収束
理論に基づいて計算された母音体系（世界の

31 母音）の F1，F2 の値とその差分値を入力
として，あらかじめ SOMの学習を 10エポッ
ク（310 回）分行っておく。これは，生後間
もない乳児が示すとされる，母国語にない母

音対比の弁別能力が，一次聴覚野の神経細胞

の結合状態として生得的に備わっている，と

仮定したといえる。 
3.3 評価方法 
データ密度ヒストグラムによるクラスタ数

の推定法[5]を使用することで，SOMが獲得し
た母音クラスタの数と境界を求める。なお，

生理学的により妥当性があると思われるクラ

スタ数推定法として，SOMに入力頻度に基づ
いた母音範疇化のアルゴリズムを導入する手

法[6]が報告されているため，今後検討したい。 
続いて，評価用データセットを使用して，

学習結果の正解率を求めた。 
3.4 実験結果 
制約なし，制約あり条件それぞれについて，

10回，100回，1000回学習を行ったときの正
解率とクラスタ（範疇）数を Table 1に示した。 

Table 1 Results of learning vowel categories 
 －Bias ＋Bias 
Learning 
Steps 

Accurac
y (%) 

Cate
gory 

Accurac
y (%) 

Categ
ory 

10 21.7  0.9 37.1  2.5 
100 42.2  4.3 51.7  4.8 

1000 62.8  6.0 59.4  5.5 
 
 学習の初期段階（学習回数 10～100回）で
は，制約あり条件のほうが正解率は高く，ま

た制約あり条件のほうが，日本語の母音クラ

スタ数「5」により早く近づいているといえる。 
学習が進行するにつれて，制約なし条件と

制約あり条件の差は少なくなっている。 

4 まとめ 
生得的な機構を仮定したモデルは，学習の

初期段階では，生得的な機構を仮定しないモ

デルに比べて日本語の母音範疇に対する高い

正解率を実現した。 
本実験の結果だけでは，人間が言語獲得の

際に生得的な機構を使用しているということ

は主張できないが，言語獲得の初期段階にお

いて，生得的な仕組みが効果的に働いている

可能性を示すことができたといえる。 
また，生得的な機構が脳内でどのように表

現されるのか，またこれらの機構を人間の乳

児が生得的に持っているのか，学習によって

獲得したのかに関しては議論の余地がある。 
乳児は短期間で新たな音韻の範疇を獲得で

きる可能性がある[1]。現在，SOMの多層化に
よってこれを再現することを検討している。 
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