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コーパス資料を用いた単語分節方略に関する試論 
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あらまし  英語話者を対象にした研究において，成人と乳児が連続音声から単語を分節する手掛かりとして，韻

律的情報や統計的情報を利用する可能性が示されている．しかし，韻律的な構造の異なる日本語においては，連続

音声中の単語の同定がどのように処理されているかに関する実証研究はほとんどされていない．そこで本研究では，

自然な発話に対して先行研究で示された手掛かり情報が有効であるのかを検証するため，日本語の言語コーパスを

利用して，隣接音節間の遷移確率および F0 の情報に基づいて連続音声を分節する実験を行なった．実験の結果，
遷移確率に基づいた分節によって比較的要素長の短いものの検出が容易になる傾向が示された．F0の情報について
は分節の有効な手掛かりとなる可能性が示された． 
キーワード  単語分節，音節遷移確率，F0抽出，言語コーパス，言語獲得 
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Abstract  This study aims to clarify how Japanese speakers segment words from fluent speech. There are some 

indications that English speakers use multiple sources of information such as transitional probabilities and prosodic cue to 
segment words from fluent speech. In contrast of this, little is known about Japanese speakers’ strategy of speech segmentation. 
Japanese has different characteristics from English in terms of segmental and suprasegmental aspects of language. Thus, in 
order to examine word segmentation strategy in Japanese, we carried out experiments to segment Japanese corpora based on 
transitional probabilities and F0 extraction. Our results suggest that the transitional probabilities facilitate the detection of 
relatively short elements, and F0 may play a key role in segmenting words from natural speech. 
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1. はじめに  
われわれは，健常であれば，他者の発話を聴いて困

難なく，その意図，意味を理解することができる．複

雑な構造の文であっても，どこからどこまでがひとつ

の単語になっているかを聴き取っている．機械による

音声認識や言語獲得期の乳児のことを考えると，困難

なく連続音声中から単語を同定することが，いかに大

きな問題であるかが意識される．生後すぐの乳児が語

彙を記憶しているとは考えにくく，語彙の辞書を想定

するモデルでは，乳児が直面している単語同定の問題

を解決することができない．乳児に対して，大人が単

語を単独で発話することは 20%に過ぎないという指摘

があり [1]，乳児は語彙の知識がないうちから連続音声
から単語を見つけ出すという難問を課せられていると

いえるのだ．  
どのような手がかりを用いて乳児が連続音声から

単語を同定するのかについて，Prosodic Bootstrapping 
の考えがある [2]．これは，言語の韻律的側面が単語同
定の手がかりとなっていると仮定するものである．  
Cutler らの一連の研究による Metrical Segmentation 
Strategy[3]との総合的な議論から，英語を母語とする
話者において，乳児だけでなく成人も含め，強弱アク

セントが単語同定の一助となっていることが示されて

いる．これに対し，韻律的な構造の異なる日本語にお
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いては，ガーデンパス文やあいまい文を用いた，文レ

ベルの処理に果たす韻律の役割を検討した研究はある

[4][5]ものの，連続音声中の単語の同定がどのように処
理されているかに関する実証研究はほとんどなされて

いない．  
そこで本研究では，日本語を獲得しようとする乳児

が用いうる，単語同定の手がかりを解明するため，ひ

とつの試論として，コーパスを用いた検討を行なう．  
Saffran らの研究によると，乳児は統計的な情報を用

いて，連続音声に含まれる単語を同定している可能性

が示唆されている [6][7]．これらの研究では生後 7.5 ヶ
月の乳児を被験者として実験が行われ，結果，わずか

2 分間の聴取経験によって，隣接音節間の遷移確率に
基づいた連続音声の分節が可能であることが明らかに

なった．ただし，実験に用いられた音声刺激は各遷移

確率間の差異が明確なものであり，また，音声刺激を

構成する音節の種類も少なかった．自然発話には多様

な音節が含まれることから，遷移確率による連続音声

の分節はより困難な課題になることが推測される．本

稿では，Saffran らの研究を参考に，新聞記事読み上げ
コーパス（JNAS）を対象として，隣接音節間の遷移確
率に基づいた，連続音声の分節について検討する．資

料はわれわれの日常用いる言語であり，より実際的な

特徴が捉えられると考える．  
上述のように，英語話者においてはアクセントパタ

ンが優位な単語同定の手がかりであることが示されて

いる．そこで，日本語でもアクセントパタンが有効で

あるのかどうかを検討するため，日本語音声データベ

ースに含まれるアナウンサの読み上げ音声を対象に，

F0 の起伏に基づいた連続音声の分節を検討する．  
 

2. コーパスについて  
2.1. JNAS 
遷移確率に基づいた連続音声の分節には新聞記事

読み上げ音声コーパス（ JNAS）を利用した．JNAS は，
毎日新聞記事と ATR 音素バランス文 503 文を 306 人
（男女それぞれ 153 人）が読み上げたデータとそのテ
キストで構成される．本研究ではより自然な発話音声

を対象とするため，ATR 音素バランス文の読み上げ音
声は除外し，毎日新聞記事の読み上げ音声のみを対象

とした．分析の際には音声の転記テキストを利用した． 

2.2. 日本語音声データベース  
アクセントパタンに基づいた連続音声の分節には

日本語音声データベースを利用した．日本語音声デー

タベースは，重点領域研究「日本語音声における韻律

的特徴の実態とその教育に関する総合的研究」におい

て収集された音声資料によって作成された．日本語音

声データベースには大別して 105地点調査と 13都市調

査との 2つの音声資料群が含まれるが，本研究では 105
地点調査に含まれるアナウンサ音声を利用した．これ

に該当するのは，生年 1931 年の男性 2 名，生年 1941
年の男性 1 名の 3 名であった．105 地点調査では方言
音声・アクセント項目，単語・文節アクセント項目，

活用形項目，疑問文イントネーション項目，文章項目，

日本語教育項目，数字・五十音項目の 7 課題の音声が
収められているが，発話音声の分析を行なうために，

文章項目”天気予報”を対象にした．  
 

3. 実験内容  
3.1. 遷移確率による分節  

JNASの転記テキストに基づいて遷移確率を算出し，
その後，各モーラ間の遷移確率に基づいてテキストを

分節，評価を行うクローズドテストを行った．  
先ず，JNAS を利用した遷移確率の算出手続きにつ

いて説明する．先行研究 [6][7]では，対象言語が英語で
あることから，隣接する音節間の遷移確率が用いられ

ている．本研究で対象とした日本語はモーラ言語であ

るため，モーラ間の遷移確率を算出した．ここで言う

モーラ間の遷移確率とは，モーラ Y がモーラ X に後続
する場合，  

 
(Y|X) = (XY の頻度 ) / (X の頻度 )   (1) 

 
によって算出される条件付き確率を指す．  
続いて，算出した遷移確率に基づいて JNAS の文章

を分節した．先の手続きで算出したモーラ間の遷移確

率が低いということは，それらのモーラが隣接する可

能性が低いことを意味する．本稿では，閾値を設定し，

遷移確率が閾値よりも低い場合にモーラが隣接してい

ない，すなわち境界があるものとみなした．閾値は初

期値を 0.0005 に設定し，以降 0.0005 ずつ増加させた．  
以上の手続きを踏んだ後に，単語境界との適合性の

評価を行った．単語という定義は明確ではないが，本

研究では，形態素との一致率，名詞との一致率，動詞

に助詞・助動詞が伴った単位（以降は動詞＋助詞・助

動詞とする）との一致率を調べた．正解データには，

日本語形態素解析器 MeCab[8]で JNASの転記テキスト
を形態素解析した結果を用いた．ただし，遷移確率に

よって境界を決定することができない発話始端と終端

の要素は除外した．また，未知語は除外し，遷移確率

の面から見た場合，影響を受けると考えられる未知語

の前後の要素も除外した．これらを除外した結果得ら

れた形態素数は 294474 であった．  
評価指標として，再現率，適合率と完全一致率を用

いた．  
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表１ . 交差行列  
 検出された境界  検出されない境界  

単語境界  w x 

非単語境界  y z 

 
表１が与えられた場合，再現率 R，適合率 P はそれ

ぞれ以下の様に定義される．  
 

再現率  ：R =  w / (w + x) (2) 
適合率  ：P =  w / (w + y) (3) 

 
完全一致率とは，単語を完全な形で同定できた割合，

つまり，全要素数に対して，単語の前後の境界を検出

でき，且つ，単語内に余計な境界を検出しなかった要

素数の比率を指す．  

3.2. アクセントパタンによる分節  
アクセントパタンによる分節の手続きについて説

明する．前述したように，英語話者においては強弱ア

クセントパタンが優位とされている．日本語では単語

始端付近でピッチが上昇し始める，いわゆる句頭の上

昇 [9]が見られることから，F0 の上昇開始点付近と単
語境界が一致するかどうかを分析することとした．  
分節実験にあたり，次の処理を行った．先ず，前述

した音声データから 10ms を 1フレームとして F0を抽
出した後，無声子音によって F0 の値が 0 となる区間
を線形補間した．ただし，200ms 以上 0 が続く場合は，
発話中のポーズないし，発話終了後の間と見なし，補

間処理は加えなかった．これに加え，各フレーム間の

小さな F0 の揺らぎを減らし，安定した F0 の波形を捉
えるために平滑化処理も行なった．平滑化は，該当フ

レームの値と前後の値との平均値を該当フレームの値

とする平均移動法を 5 回行なった後，前後のフレーム
を含む 3 フレームのメディアンを取った．  
以上の処理によって得られたデータを対象として，

F0 の上昇開始点を含むモーラを始端として分節を行
なった．具体的には，直前直後のフレームと比較して，

F0 の値が低くなるフレームを F0 の上昇開始点と見な
し，検出した．  
単語境界との適合性の評価は，音声データの書き起

こしを行い，MeCab を利用して形態素に分割した結果
を用いて行なった．ここで言う単語とは形態素のこと

を指す．形態素解析した結果，形態素数は 129 が得ら
れた．同データベースにはアナウンサのデータが 3 人
分含まれるため，形態素数は総計 387 となる．適合性
の評価を行う際，MeCab によって求められた単語の始
端となるモーラの発声区間とその前後 1 フレーム以内

に F0 の上昇開始点が存在する場合と正答とし，それ
以外を誤検出とした．評価指標としては，遷移確率に

よる分節と同様に，再現率，適合率を用いた．  
Cutler らの研究によって，日常的な発話に含まれる

内容語の約 90％が強弱ストレスパタンをとる一方で，
機能語の大半は弱勢で発音されることが示されている

[10]．この結果から，英語において優位なアクセント
パタンと言える強勢アクセントを指標として分節を行

なった場合，機能語の同定は困難になると考えられる．

日本語においてもこれと同様の可能性がある．これを

検証するため，名詞・動詞・助詞・助動詞の 4 つの品
詞別の評価を行った．  

 

4. 結果  
4.1. 遷移確率による分節  
4.1.1. 形態素との一致率  

JNAS に含まれる文章を MeCab によって形態素解析
して得られた形態素と，上述の式に則って算出された

遷移確率によって切り出されるモーラ列との一致率を

調べた．結果を図１に示す．  
再現率は閾値の増加に伴い高くなっている．この結

果は，閾値が高くなれば，検出されない単語境界が減

少することを意味している．  
適合率は閾値 0.05 までは，閾値の変化に関わらず一

定の値をとり，閾値 0.05 以降は減少している．0.05 の
閾値までは，誤って検出した非単語境界の率が 50％程
度から増減しないこと，0.05 より高い閾値では誤って
検出した非単語境界が増加することが考えられる．  
完全一致率は，閾値 0.05 で最も高い値となったが，

最も良好な値でも 30％程度の一致率であり，単語を完
全に同定できる割合があまり高くないことが推測され

る．  

 

図１ . 形態素単位での一致率  
 

4.1.2. 名詞との一致率  
4.1.1.では形態素単位での一致率を調べたが，母語獲



  
＜＜この欄は編集者が記入します＞＞日本音響学会聴覚研究会資料，Vol.36，No 

Trans. Tech. Comm. Psychol. Physiol. Acoust., The Acoustical Society of Japan, Vol. 36, No ＜＜この欄は編集者が記入します＞＞ 

得者が直感的に判断することができる”単語”と形態

素は異なると考えられる．そこで，単語として認定し

やすい名詞を対象として，遷移確率に基づいた分節を

行い，評価を行った．結果を図２に示す．  
再現率，適合率，完全一致率の変化には，形態素単

位での分節の結果とほぼ一致した傾向が見られている．

しかし，形態素単位と比較すると，閾値の低い時点か

ら，再現率は高い値をとった．その一方で，適合率，

完全一致率は低い結果が示された．これは，非単語境

界を多く検出してしまっていることを示しており，形

態素単位での分節よりも精度が低いと言える．  

 

図２ . 名詞単位での一致率  
 

4.1.3. 動詞+助詞・助動詞との一致率  
4.1.1.では動詞を 1 単位として評価を行ったが，語幹

と活用語尾とを別々に分節しているとは考えにくい．

そこで，動詞とそれに後続する助詞，および助動詞を

1 つの単位として評価を行った．結果を図３に示す．  
再現率，適合率，完全一致率の変化は，形態素単位，

名詞単位とほぼ一致した傾向が見られた．しかし，形

態素単位，名詞単位での分節の結果と比較すると，再

現率，適合率，完全一致率共に低い値となり，前二者

よりも精度が低いと考えられる．  

 

図３ . 動詞+助詞・助動詞単位での一致率  

4.2. アクセントパタンによる分節  
前述の手順に則り分節を行った結果，再現率は 0.695，

適合率は 0.720，完全一致率は 0.331 であった．遷移確
率に基づいた分節と比較すると，再現率，適合率，完

全一致率の各値とも，高い値を示している．  
名詞，動詞，助詞，助動詞ごとに再現率を算出した

結果を図４に示す．名詞，動詞の再現率は，他者に比

して高い．名詞・動詞の単語境界は検出されやすいが，

助詞・助動詞の単語境界は検出されにくいということ

が分かった．  

 
図４ . 品詞ごとの再現率  

 

5. まとめ  
5.1. 遷移確率による分節  
モーラ間の遷移確率に基づいて言語コーパスを分

節する実験を行ない，形態素単位，名詞単位，動詞に

助詞・助動詞を伴った単位での単語境界の検出につい

て検討を行なった．三種の単位間で結果の傾向は概ね

共通しており，閾値を 0.05 に設定した場合に，適合率，
完全一致率が最も高くなることが分かった．このこと

から，モーラ間の遷移確率と閾値によって分節を行な

う場合，閾値 0.05が最適であることが推測される．0.05
より低い遷移確率を持つモーラ連続は単語境界になる

可能性が高く，一方，0.05 より高い遷移確率を持つモ
ーラ連続は語を形成しやすいと言える．日本語の音韻

連鎖規則を実証するデータとも考えられ，今後詳細に

検討する必要がある．  
三種の単位の結果を比較して，形態素単位が最も精

度が良好となることが示された．例えば，遷移確率に

基づいて検出した境界の確からしさの指標と言える適

合率に関して詳細に見ると，形態素単位は 50%前後，
名詞単位で 40％前後，動詞＋助詞・助動詞では 30％前
後であった．形態素単位の場合，助詞・助動詞を 1 単
位と見なしているため，要素あたりの平均モーラ数が

少なく，一方で名詞単位，動詞＋助詞・助動詞単位で
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は，比較的モーラ数が多い．要素のモーラ長が長いと

いうことは，検出される単語境界の可能性が高くなる

ことでもある．このことが，要素の長さがより短い形

態素単位で最も精度が良好となる結果をもたらしたと

考えられる．遷移確率に基づいた分節では，モーラ数

の長い要素の抽出は困難であることが示唆された．  
以上から，遷移確率に基づいた分節によって，助詞

や助動詞などの切り出しが可能であることが考えられ

るものの，形態素単位の結果によると，適合率は 50％
以下，完全一致率は 30％以下と，低い数値を取ること
が示された．閾値 0.05 付近で再現率は 80％程度で，
単語境界を正しく検出できている一方，誤って検出し

た非単語境界も多いと言える．これらの結果は，遷移

確率に基づく分節では，完全に単語を同定することが

難しいことを示唆している．ただし，単語同定の課題

に際して，乳児は様々な情報を手掛かりとしていると

されており，更に，遷移確率はアクセントパタンなど

の韻律情報と比較して，単語同定課題の手掛かり情報

としての優先順位が低い [11]，という点を踏まえると，
今回得られた数値は妥当なものと言うことができるか

もしれない．  

5.2. アクセントパタンによる分節  
アクセントパタンによる分節に関して，形態素を単

語単位として分析を行ったところ，再現率，適合率共

に高い数値が得られた．この結果は，アクセントパタ

ンによる分節によってより適切な単語同定が可能であ

る，と言うことを示唆していると考えられる．ただし，

品詞ごとの再現率から，助詞・助動詞の検出は困難で

あることが示されている．前述したように，英語にお

いて優位なアクセントパタンと言える強勢アクセント

を指標として分節を行なった場合，機能語の同定は困

難になると考えられるが，これは，日本語に関しても

同様のようである．  
また，今回の実験では，単語の始端となるモーラの

発声区間とその前後 1 フレーム以内に F0 の上昇開始
点が存在する場合を正答とする，としたが，調音結合

を手掛かりとして分節を行っているという研究結果

[11]もあることから，調音結合の影響が強く見られる
区間の F0 の起伏は無視して単語内のモーラ連続と見
なすなど，調音結合の影響を踏まえた分析が必要と考

えており，今後の検討課題としたい．  
本稿で使用した音声データに含まれる助動詞は「で

す」「でしょ」「う」の 3 つであったが，これらの内，
「です」「でしょ」の始端境界は必ず検出されたのに対

して，「う」は検出されることはなかった．このように，

品詞単位ではなく，語彙単位で検出されやすいものと，

されにくいものがあるようだ．乳児が，こうした検出

されやすい単語を足がかりに単語同定を遂行している

ことも考えられる．  
アクセントパタンに基づいた分節によって，助詞・

助動詞が併合した大きな要素の同定ではあるものの，

精度の高い連続音声からの単語の分節が可能であるこ

とが示された．一方，遷移確率に基づいた分節では，

助詞・助動詞といった小さな要素の検出は可能ではあ

るが，精度が低いことが分かった．乳児は複数の手掛

かり情報を統合することで連続音声の分節を行なって

いるとされている．遷移確率，アクセントパタンの 2
つの手掛かり情報を相補的に利用することで，より正

確な分節が期待でき，今後検討していきたい．  
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