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1 はじめに
2020年冒頭より世界中に広まり，パンデミックと
化した新型コロナウィルス感染症（COVID-19）によ
り，人々の生活習慣は一変した [1]。「三密」を避ける
ことが常識となり，社会的距離（ソーシャルディスタ
ンス）を確保し，マスクやフェイスシールドなどの飛
沫対策用の防護具を装着し，また，国によってはロッ
クダウンを行い，経済活動を強制的に停止する政策
が執られることも珍しくない [2]。教育・学術活動に
目を向けると，講義は教室からネットへと移行し，講
義配信が当たり前となり，また，国内外を問わず学会
発表も遠隔発表，ビデオ発表が日常となっている [3]。
コロナ感染への対処法が周知されてくると，希望す
る受講者は教室で，それ以外はネットで受講するハイ
ブリッド型の講義も行なわれるようになった。この場
合講師は，飛沫対策として防護具（マスクなど）を装
着した上で，教室から講義配信することになる。
講義をネット配信すると，配信側，受信側の回線状
況により，画質，音質が劣化することが少なくない。
全ての受講者が良好なネット環境で生活している訳
ではなく，ネット環境の品質が学習品質を左右するこ
とも懸念されている [4]。ハイブリッド型の講義配信
となると，講師が防護具を装着することによる音質劣
化が加わり，さらに学習品質を下げる可能性がある。
本研究では，実際の講義配信で使われるマイク，マ
スク，フェイスシールドを用いて音声を収録して配信
した場合，音質劣化がどの程度，聴解を妨げるのかを
分析的に検討した。伝送系や符号方式による音質劣
化を考える場合，PESQ（Perceptual Evaluation of

Speech Quality）[5] や POLQA（Perceptual Objec-

tive Listening Quality Analysis）[6] など，元音声を
参照し，劣化音声に対する主観評価結果を予測する
形で定量化することが多い。本研究では，聴解が妨げ
られている様子を客観的に，かつ，時系列として観
測することを目的とし，提示音声をシャドー（追唱，
即ち，即時復唱）させ，シャドーの崩れを通して聴解
が崩れる様子を分析した。また，音声の音質劣化は，
その音声を母語とする聴取者よりも，その音声を非
母語とする聴取者（即ち留学生）への影響の方が大き
いことが予想される。これを鑑み本研究では，日本人
及び留学生（但し，日本語能力試験 1級（N1）を保
有する上級学習者，あるいは日頃，日本語の遠隔授業
を聴講している留学生）も対象として分析した。
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Table 1 使用した 4種類のマイク
R R社製 コンデンサーマイク・単一指向性
S S社製 コンデンサーマイク・無指向性
M M社製 laptop内蔵マイク・無指向性
Y Y社製 Webカメラ内蔵マイク・無指向性

Table 2 3種類のマスク条件
UM マスクなし（Unmasked）
NM 不織布マスク（Normal Mask）
SN フェースシールド+N95

2 実験の枠組み
2.1 文の選定
本研究で対象にするのは，品質が劣化した音声の

「音質」ではなく，その音声を聴取した場合に「どこ
で，どの程度，聴解が崩れるのか」である。これは，
提示音声の内容も大きく影響する。提示音声の意味
的・文脈的な難易度を揃えるため，日本在住の外国人
向けの「やさしい日本語ニュース」である News Web

EASY (NWE) [7]から，コロナ感染に関する記事を
集めた。固有名詞など，聴取者にとっての未知語とな
る可能性がある語は修正し，また，音声刺激長が約
30秒となるよう修正した。更に，選択・修正された
12文は，可読性（readability）の自動推定プログラ
ムである Jreadability [8]を用いて，全て中級相当の
難易度であることを確認した。

2.2 話者，マイク，防護具の選定
教育機関で講義配信する講師は，ナレータやキャス

ターのような発話訓練を受けた話者ではないことが一
般的である。そこで本研究では，語学教育の現場で，
講義をネット配信している女性講師 1名（第二著者）
に，選択・修正された 12文を読み上げてもらった。
録音用のマイクとしては，表 1に示す 4製品を用

いた。マイクRの使用時は当該マイクで直接録音し，
S, M, Y 使用時は，講義配信の状況を考え，Zoom

で講義動画を録画し（mp4），動画ファイル中の音声
データを提示音声として用いた。
防護具の選定であるが，女性講師が行ったハイブ

リッド講義で使われた防護具として，不織布マスク，
フェイスシールド＋N95マスクを用いた。比較用に，
マスクなしでの収録も行った（表 2参照）。
マイク条件数が 4，マスク条件数が 3であり，マイ

ク・マスク条件は 12となる。各条件に対して，可読性



が中級と判定された約 30秒の文を一文ずつランダム
に割り当てた（マイク・マスク条件と提示文の対応は
固定）。収録は講義配信の状況を考え，一般のオフィ
スで行い，16bit, 44.1kHz で収録・サンプリングし
た。ハイブリッド形式の場合，講師が教室を移動し，
マイクとの距離が数メートルとなることもあるが，本
実験では移動せず，マイクとの距離は数十センチと
した。Zoom 動画中の音声は 32kHz サンプリングと
なっていたが，音響分析結果の比較のため，44.1kHz

にアップサンプリングした後，シャドーイング実験に
用いた。また，音声パワーの正規化も施した。

2.3 被験者の選定
被験者としては，遠隔講義を日頃受講している，あ
るいは，講義配信を実施したことがある日本語母語
話者成人 11名，及び，日本語による遠隔講義を日常
的に受講している，あるいは，日本語能力検定試験 1

級を保有する留学生 9名である。被験者は全員，本
実験の趣旨を解説した説明書を熟読し，シャドーイン
グ音声資料の提供に同意している。

2.4 シャドーイングを用いた聴解モニタリング
聴取者の聴解の様子を時系列としてモニタリングす
る場合，認知負荷量（cognitive load）との相関が高
いと考えられている瞳孔サイズを計測したり [9]，脳
波計測に基づいて聴取努力（listening efforts）の大小
を検討することができる [10]。本研究では，言語教育
の分野で提案された「（学習者の）音声を（母語話者
が）聴取する際に，どこでどの程度，聴解が崩れるの
かを計測する」シャドーイング法を用いる [11]。
シャドーイングは元来，母語話者のモデル音声を学
習者が聴取しながら復唱する学習法である。聞く／
理解する／話す，というプロセスを並列に走らせるこ
とで，聴取した音声の音韻表象化，あるいは，音韻表
象の調音運動化，などのプロセスの自動化（無意識
化）を促進する効果がある [12]。[11]において，学習
者音声を母語話者にシャドーさせる方法が提案され
た。母語話者は学習者の外国語訛りの発音を真似る
のではなく，聞き取った単語列を自身の発音で即時復
唱する。シャドーイングは，母語話者の音声を別の母
語話者がシャドーする場合でも，意味理解が難しい
場合は（無意味文音声など）シャドーは崩れる [13]。
即ち円滑なシャドーは，提示音声に対する聴解が即
時的にできていることを意味し，崩れたシャドーは，
聴解が崩れたことを意味する。従来のシャドーイング
は学習者の聴取作業の自動化，無意識化が目的であっ
たが，本研究ではこれを，聴取者の聴解作業の円滑さ
を定量的に計測するための手段として用いている。
実際の音声収録では，シャドーイングの直後に，ス
クリプト・シャドーイング（テキストを提示した上で

Fig. 1 シャドーイング用 webインタフェース

のシャドーイング）も課している [14]。後者を「極め
て円滑に行われたシャドー音声」として解釈し，両発
話を posteriogram DTW により比較し，聴解が「ど
こで，どの程度，崩れたのか」を分析する。
[15]では，母語話者によるシャドー音声を第三者に

書き起こさせ，学習者が意図した単語列と比較する
ことで，単語単位の即時了解度（online intelligibil-

ity）を計測している。これとシャドー音声，スクリ
プト・シャドー音声の DTW 距離を比較すると，非
常い高い相関を報告している。即ち，シャドー音声
とスクリプト・シャドー音声の DTW 比較によって，
当̇該̇聴̇取̇者̇に̇と̇っ̇て̇の̇即時了解度を推定することがで
きる。この方法論を，品質劣化した日本語音声を日本
語母語話者及び非母語話者に提示し，各̇聴̇取̇者̇の̇即
時了解度を計測する方法として用いる。

2.5 シャドーイングインタフェース
音声の web 収録に際して，インタフェース上の工

夫を行った。聴覚提示のみを行ってシャドーさせる場
合，文中の単語は，文脈からそれが提示されるタイミ
ングを予測できる。しかし文を跨ぐ場合，文頭単語
が提示されるタイミングは，文中単語より予測しづ
らいことが予想される。文頭単語と文中単語で，シャ
ドーを始めるタイミングがずれる可能性がある。こ
れを回避するため，提示音声の波形を表示し，提示さ
れている音声の箇所をインジケータで示し，文頭単
語が提示されるタイミングを視覚的に把握させた。
スクリプト・シャドーイングは提示音声のテキスト

を見ながらシャドーすることが求められる。提示音声
は約 30秒であり，文字数（漢字仮名混じり文）は約
180である。これを提示音声に同期しながら確認し，
また，音声波形にも注意を払いながらシャドーするこ
とが求められる。一連の作業を円滑に行わせるため，
1) スクリプト・シャドーイングの前に，全文を見せ
て一読させ，内容を確認させた。
2) スクリプト・シャドーイング時は，テキストの全
文表示は行なわず，現在シャドーしている当該句のみ
を，波形表示のインジケータ直下に示した。インジ
ケータは web ウインドウの中心に固定されるよう設
計しており，被験者は，インジケータとその直下のテ
キスト（句）表示を見ながらシャドーする（図 1）。



2.6 実験の手順
被験者は所定の web にアクセスし，まず，再生レ
ベル，録音レベルの調節を行う。その後，シャドーイ
ング，スクリプト・シャドーイングの練習を行う。本
実験とは異なる内容の約 30秒の音声，2種類を使っ
て練習する。練習回数には制限を入れなかった。
その後シャドーイング実験となる。12種類の音声
が提示されるが，提示順序は被験者毎に異なるよう
に設計し，順序効果を排除した。個々の提示音声に対
して，シャドーイング，スクリプト・シャドーイング
を行う。スクリプト・シャドー時のみ，読み間違いな
どによる追加収録を許可した。

3 12種類の音声の音響分析
マイクの違い，Zoom配信の有無の違い，防護具の
有無など，12種類の音声は収録の条件が異なるが，こ
れらが音響的にどのような変化をもたらすのか，を
調査した。「新しいコロナウィルス」という句を 12種
類の条件で収録し，スペクトログラムを図 2に示す。
マイク条件によらず，不織布マスク（NM），フェー
スシールド＋ N95 マスク（SN）を装着することで
高域のエネルギーが抑制され，所謂「こもった」声
になることが分かる。特に SN時の抑制効果は大き
い。Zoomに通すと (+Z)，32kHzの音声となってい
たため，理論上，16kHzまでしか情報は伝達されない
が，音声伝達という意味では十分であろう。S+*+Z

とM+*+Zを比べると，マイクの違いより，マスク
の違いの方が音響変化は大きい。しかしマイクYは，
マスク無しの状態でも 2kHz以上のスペクトルが喪失
し，マスク無し条件でも明瞭性は極めて低くなった。
低価格のWebカメラの中には，低品質の内蔵マイク
が使われているものもあるようである。防護具を装
着することで声がこもることは誰でも分かるが，マ
イクの影響は，実際の遠隔講義音声を聞かないと分
からないだろう。講義提供者は注意すべきである。

4 即時聴解の崩れに関する分析
シャドー音声（S）とスクリプト・シャドー音声（SS）
を CSJ-KALDI[16]に基づく音響モデルに通し，pos-

teriorgram に変換した（音素クラス数は約 2000）。
SS を最も円滑なシャドー音声と仮定し，S-SS 間で
posterior-gram DTW を行い，Sに観測されるDTW

距離（=シャドー崩れ=即時聴解の崩れ）を分析した。
12 種類の音声を句に分割し，S-SS の DTW 平均
歪みを，句単位で計算した（句数は 15～17）。即ち，
各被験者，各マイク・マスク条件において，S-SSの
DTW歪みはサンプル数 15～17となる。本実験では，
マイク・マスク条件毎に提示文を固定しているため，

R+UM（コンデンサマイク・マスクなし）

R+NM（コンデンサマイク・不織布マスク）

R+SN（コンデンサマイク・face shield＋ N95）

S+UM+Z（コンデンサマイク・マスクなし）

S+NM+Z（コンデンサマイク・不織布マスク）

S+SN+Z（コンデンサマイク・face shield＋ N95）

M+UM+Z（laptop内蔵マイク・マスクなし）

M+NM+Z（laptop内蔵マイク・不織布マスク）

M+SN+Z（laptop内蔵マイク・face shield＋ N95）

Y+UM+Z（Webカメラ内蔵マイク・マスクなし）

Y+NM+Z（Webカメラ内蔵マイク・不織布マスク）

Y+SN+Z（Webカメラ内蔵マイク・face shield＋N95）

Fig. 2 12 種類の収録条件による音質劣化（Z は
Zoomで配信した音声であること示し，発声内容は全
て「新しいコロナウィルス」である）



Table 3 マイク条件の違いによる S-SS歪みの増加
被験者 S+Z M+Z Y+Z

UM – – <0.01
日本人 NM – – <0.01

SN – – <0.01
UM – – <0.01

留学生 NM – – <0.01
SN – – <0.01

Table 4 マスク条件の違いによる S-SS歪みの増加
被験者 NM SN

R – –
日本人 S+Z <0.05 <0.01

M+Z – –
Y+Z – –
R

留学生 S+Z – <0.05
M+Z – –
Y+Z – –

文によってはDTW歪みが極端に小さい／大きい句が
存在する場合がある。そこで，各条件において，S-SS
歪みが最小の 2句と最大の 2句を集計から省いた。
日本人と留学生別に下記分析を行った。まず，マ
イク R使用時の S-SS歪みを基準歪みとし，マイク
を S+Z，M+Z，Y+Zに変えることで歪みが 5%有
意に増加するか否かを，マスク条件毎（UM，NM，
SN）に，t検定により求めた。結果を表 3に示す。S，
M使用時はどのマスク条件においてもRから有意に
歪みは増加していない。Y使用時はどのマスク条件
においても有意に歪みは増加した。以上の傾向は，日
本人，留学生共通に観測された。
次に，マスク未使用時（UM）の S-SS歪みを基準
歪みとし，マスク条件をNM，SNに変えることで
歪みが有意に増加するか否かを，マイク条件毎（R，
S+Z，M+Z，Y+Z）に，t検定により求めた。結果
を表 4に示す。マイク S使用時以外は，どれもマス
クの有無，種類の違いによる影響はなかった。なお，
マスク装着時は若干話速が落ちる傾向にあった。S時
のみ有意差が観測されたが，これは各種条件と文と
の対応を固定したことに起因すると考えている。
マイクの品質に注意を払えば，防護具を装着するこ
とによる即時聴解の崩れは，日本人，留学生ともに十
分小さいと言える。しかしこれは，日本人，留学生の
各被験者群内において，基準条件からの S-SS歪みの
増減に基づく知見であり，日本人と留学生の崩れを比
較した訳ではない。留学生のR+UM，S+UM+Z，
M+UM+Z時の平均歪みは 0.76であり，これは，日
本人のY+UM+Z，Y+NM+Z，Y+SN+Z時の平
均歪み 0.75と，ほぼ一致した（p=0.87）。即ち高品
質マイク＋マスク無し音声に対する留学生の S-SS歪
みは，低品質のマイク時の日本人の S-SS歪みとほぼ
等しかった。Y使用時は 2kHz以下しか音声情報が伝

達できていないが，これらの音声を日本人がシャドー
することで，留学生の即時聴解の様子を追体験でき
ることになる。留学生が多く聴講する講義を日本語
で行う場合，マイクやマスクに対する配慮よりも，易
しい日本語で講義を行うことに留意すべきだろう。

5 おわりに
マイク・マスクの各種条件が，即時聴解にどのよう

に影響するのかをシャドーイング法を使って検討し
た。その結果，低品質マイクの利用を避ければ，マイ
クやマスクの違いによる即時聴解への影響は，非常
に小さいことが実験的に示された。その一方，日本人
と留学生の即時聴解の違いが明確となった。オンライ
ンコンテンツ配信時に留意すべきであろう。
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