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1 はじめに
これまでに，J-CAT（Japanese Computerized

Adaptive Test）[1] と呼ばれる，日本語学習者の日
本語能力を自動で評価するテストが運用されており，
国内外で広く利用されている．J-CATでは，ウェブ
ブラウザを用いてインターネット上で受験ができる．
また，アダプティブテストであるため，テストの所要
時間の短縮と，採点精度の向上を同時に実現してい
る．現在のところ，J-CATは聴解，語彙，文法，読
解のセクションからなり，発話能力の評価は行われて
いない．
そこで我々は，J-CATへの導入を目指し，自動採点

形式のスピーキングテストである SCAT（Speaking
section of J-CAT）を開発している．SCATには，文
読み上げ，選択肢読み上げ，文生成，空所補充，自由
発話の 5つのタスクが設定されている．この順に解
答の自由度が高くなり，自動採点も難しくなる．これ
は，読み上げのように発話内容が既知である問題で
あれば，発話音声そのものを評価すればよいが，文生
成以降の問題は，発話内容が未知であるために，発話
音声に加え発話内容の評価も必要になるためである．
本研究では，受験者が指定文を読み上げる，文読み

上げ問題を対象とする自動採点手法を提案する．文
読み上げ問題における日本語教師による採点は，0～
4点の 5段階絶対評価尺度を用いた総合的な印象評価
のみによって行われている．以下，これを総合点と呼
ぶ．この評価の際には発音のような個別要因を意識
していると考えられる．そこで，まず総合点に影響
を及ぼす要因を主観評価実験を行うことで確認する．
次に，各要因を推定するための特徴量を提案する．最
後に，提案手法の有効性を評価する．

2 提案手法の概要
提案手法のフローチャートを Fig. 1に示す．提案

手法では，まず解答音声から特徴量を抽出し，それを
用いて各要因の値を推定する．次に，各要因の推定値
を用いて総合点を推定する．なお，前者の推定対象と
なる要因は事前に決定する．後者の推定に用いる総合
点推定モデルは，人間の主観値に基づいて決定する．
提案手法の特徴は，各要因の推定値から総合点を

推定することにある．これは，特徴量から直接総合点
を推定するよりは，容易であると考えられる．また，
受験者に対し総合的な採点結果だけでなく，発話能力
を改善するためのアドバイスを示すような応用も可
能である．

3 文読み上げ問題の採点に影響を及ぼす
要因

3.1 要因の設定

文読み上げ問題は発話内容が既知とみなせるため，
発話内容ではなく発話音声に関する要因が総合点に
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Fig. 1 Overview of the proposed method

影響を及ぼすと考えられる．そこで，文献 [2, 3]を参
考に，発音（X1），イントネーション（X2），アク
セント（X3），流暢さ（X4），ラウドネス（X5）を
要因として設定した．なお，流暢さは，言い淀みの有
無等の時間軸方向のスムーズさに着目する．
3.2 主観評価実験
主観評価実験を行うことで各要因と総合点との関

係を調査する．被験者は大学院生 5名であり，防音室
内でヘッドホンにより音声サンプルを受聴し，上述し
た全ての要因についてそれぞれ評価した．音声サン
プルは，3つの設問に対して留学生 20名が発話した
計 60個である．各要因の評価尺度は，一般の日本人
が日常会話で使用する標準的な日本語を基準とする，
0～4の 5段階（非常に悪いから非常に良い）である．
各要因の主観値は 5名の評価点の平均である．また，
総合点は日本語教師 3名の平均である．
3.3 実験結果と考察
主観評価実験の結果，各要因間には相関の強い組が

存在することが分かった．そこで，日本語教師による
総合点を目的変数，各要因を説明変数として，ステッ
プワイズ法により変数選択を行った．その結果，発音
（X1）及び流暢さ（X4）が選択され，式（1）の関係
が得られた．

総合点 = 0.27X1 + 0.42X4 + 1.30 (1)

これが，Fig. 1の総合点推定モデルである．なお，設
問の区別はせず，すべての設問のデータを用いて 1つ
のモデルを構築した．これは，設問に依存せず，どの
ような設問に対しても使用できる共通のモデルを構
築するためである．
次に，3.2節の実験で得た各要因の主観値を，式（1）

に代入して総合点を推定した．教師による総合点と，
推定した総合点の関係を Fig. 2に示す．相関係数は
0.89，RMSEは 0.30であり，高い精度で総合点を推
定できることが分かる．また，設問毎の差もそれほど
みられない．
4 提案手法の有効性の評価
4.1 各要因を推定するための特徴量
発音（X1）の自動評価には，音声認識によって得

られる音響尤度を利用した手法が提案されている [4]．
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Fig. 2 Relationship between the subjective overall
score and the overall score esttimated from the
subjective scores of each factor

しかし，音響尤度は個人差や周囲環境の影響を受け
てしまう．それらの影響を除去するために，音響尤度
に対し正規化を行うことは容易ではない．
そこで，発音（X1）の主観値を推定するために，音

声サンプルに対し，指定文（読み上げ対象の文）への
アライメントと連続音素認識結果へのアライメント
を行い，両者の対応を比較することで算出される特
徴量 x1a，x1b を提案する．

x1a : 発話区間において，両者の音素が一致してい
るフレームの割合

x1b : 発話区間において，両者の音素が一致してお
らず，かつ両者の音響尤度の差が閾値以上で
あるフレームの割合

ここで，発話区間とは，指定文へのアライメントにお
いて，発話の前後の無音部を除いたフレームの集合を
表す．また，発話区間中であっても，無音が対応する
フレームは特徴量 x1a，x1bの計算に使用しない．x1a

は一定レベルの発音をしている部分，x1bは発音が特
に悪い部分に着目している．予備実験により，x1bの
閾値を 2.25に設定した．指定文を上手に発話してい
る場合，x1aの値は大きく，x1b の値は小さくなると
想定される
流暢さ（X4）は，時間軸方向のスムーズさに着目

している．3.2節の音声サンプルを観察した結果，流
暢さの主観値が低いデータにおいて，発話中の言い
淀みが長く，その回数も多い，また，音節が間延びす
る傾向がみられた．そこで，流暢さ（X4)の主観値を
推定するために，音声サンプルに対し，指定文へのア
ライメントを行うことで算出される特徴量 x4a，x4b

を提案する．

x4a : 発話区間における，無音区間の割合
x4b : 発話区間における，音節長の変動係数
（音節長の標準偏差を音節長の平均で割った値）

x4aは言い淀み，x4bは音節長のばらつきに着目して
いる．各特徴量の値が大きくなるほど，発話が流暢で
なくなると想定される．

4.2 提案手法の有効性の評価

発音（X1）の主観値，及び 3.2節の音声サンプルか
ら算出した x1a，x1b の値を用いた重回帰により，式
（2）の発音推定モデルを得た．流暢さに対しても，同
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Fig. 3 Relationship between the subjective overall
score and the overall score estimated from the
estimated scores of each factor

様の手順で，式（3）の流暢さ推定モデルを得た．

X1 = 1.03x1a − 8.90x1b + 3.05 (2)

X4 = −4.77x4a − 2.39x4b + 4.67 (3)

なお，音声認識器は Julius[5]，音響モデルは日本人の
音声から学習された IPAの不特定話者 PTMトライ
フォンモデルを用いた．
3.2 節の音声サンプルから算出した特長量を，式

（2），（3）にそれぞれ代入し，各要因の主観値を推定
した．その結果，発音（X1）では，主観値と推定値
との相関係数が 0.78，RMSEが 0.48となった．流暢
さ（X4）では，相関係数が 0.80，RMSE が 0.60 と
なった．
次に，各要因の推定値を式（1）に代入して総合点

を推定した．教師による総合点と，推定した総合点
の関係を Fig. 3に示す．相関係数は 0.83，RMSEは
0.39である．各要因の主観値を代入した場合（Fig. 2）
に比べ，推定精度はやや劣るものの，それに近い精度
が得られた．
5 おわりに
本稿では，SCATにおける文読み上げ問題を対象

として，総合点に影響を及ぼす要因を考慮した採点
手法を提案し，その有効性を評価した．今後の課題と
して，各推定モデルの性能向上，及び従来手法との比
較が挙げられる．
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