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1. は じ め に

音声の分析・合成・認識等の音声研究を進める
上では，各種の分析方法や処理方法を比較してよ
り良いものを探る必要があるが，これを行う方法
としては現在のところ，共通の音声データを用い
てこれらの処理を行い，その結果を比較するとい
う方法以外は知られていない。そのためには音声
研究者が広く共通に利用できる音声データが必要
になる。以前は各研究者がそれぞれの研究の必要
に応じて音声データを収録・保有して研究に利用
してきた。そのため音声データは各研究者の手元
にはあるが公開されていないことから，他の研究
者が利用することはできず，上述のような各種の
手法の客観的な比較を行うことが困難であった。
また，最近の音声処理手法は統計的手法が主流で
あり，そのためますます大量のデータが要求され
るようになった。このようなことから，共通利用
可能な各種・大量の音声データを作成し，その利
用体制を整備することは，研究・開発過程での利
用及び各種の装置やシステムの性能評価の両面か
ら求められている。このような目的に利用される
音声データを一般に音声データベースあるいは音
声コーパスと呼んでいることは周知のとおりであ
る [1]。
一方，近年のインターネットの爆発的な普及に
よって海外の情報や資料が非常に身近なものとなっ
てきた。また，マルチメディア社会に向けてのイ
ンタフェースとして音声入出力が注目されるよう
になってきた。世界では数多くの言語が使われて
おり，それぞれの言語間の円滑なコミュニケーショ
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ンが求められている。現在，多くの音声認識シス
テムは単一の言語のみを受け入れるように設計さ
れているが，今後は多言語を対象とすることが求
められよう。例えば音声翻訳システムに関する研
究が盛んに行われているが [2]，多言語を対象とす
る場合には言語識別を自動的に行うことが必要と
なる。言語識別や多言語音声認識の研究を進める
ためには，多言語音声コーパスが必要とされる。
また，外国語教育に音声処理技術を応用する試み
も進められているが（例えば [3]），このためには
日本人が発声した英語音声のコーパスなどが求め
られる。最近では音声コーパスの整備が世界的に
進められるようになったが，多言語音声コーパス
はまだまだ少ない。
音声コーパスの必要性やその意義については近

年広く認められるようになってきた。更に音声研
究及び関連する各分野の研究の発展のためには，
音声データを作成・収集・蓄積・配布・共有する
ための共通の枠組を用意することが必要であると
考えられるようになった。このような要望に応え
るために幾つかの組織が作られた。

2. 音声コーパスに関する内外の動き

前述の背景のもとで，音声データベースに関する
国際協調を推進するためにCOCOSDA（Interna-
tional Committee for Coordination and Stan-
dardization of Speech Databases）が 1991年に
設立された。音声関係の国際会議に合わせて毎年
ワークショップを開催して，各国のデータベース
の現状報告や，多言語データ収集の協調等につい
て話し合っている。1993年にはEuroCOCOSDA
が組織されたが，後にこれは後述の ELRAに発展
した [4]。
米国では 1992 年に LDC（Linguistic Data

Consortium）が設立されている。これは，音声・
言語研究に関する国際的なコンソーシアムであり，
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米国の大学・企業を中心に約 100機関余が会員と
なっている。LDCは既存のデータをCD-ROM化
して頒布すると共に，新たな音声・言語データ開発
の資金援助を行っている。ヨーロッパでは，アメ
リカの LDCに相当する機関として ELRA（Euro-
pean Language Resources Association）が 1995
年に設立され，音声・言語コーパスの構築・供給
体制を確立している。
アジアの言語については 1994 年に Oriental

COCOSDA が提唱された。これは，東アジア言
語の話し言葉コーパスの構築，利用，普及に関す
る意見を交換し情報を共有して，地域的な問題や
音声認識・合成システムの評価方法について議論
すると共に，東アジア言語に関する音声研究を推
進することを目的として設立された。1997年の準
備会議以来，Oriental COCOSDA Workshopが
「東アジア言語資源・評価国際ワークショップ」と
して毎年開催されている。アジアの幾つかの国で
は既にコーパス関連の活動が行われているが，ア
ジア地域における研究機関・コンソーシアム間の
より広範な協力が必要である [5]。
韓国では 2001年に SITEC（Speech Informa-

tion Technology and Industry Promotion Cen-
ter）が発足した。これは米国の LDCに似た組織
を韓国にも作ろうということで実現したもので，5
年計画で 500 万ドル強の予算を獲得した [6]。こ
れは LDC発足の際の規模とほぼ同様である。
中国では 2002年に Chinese LDC が発足して
いる。予算規模等は不明であるが，973国家計画
に基づいて「中国語コーパス構築」及び “Chinese
LDC”の計画が開始された [7]。中国では中国コー
パスコンソーシアム（CCC）も活動している。
英語やヨーロッパの言語に関しては，LDC や

ELRAの設立によって世界的に音声・言語データ
が利用可能となってきたが，日本語に関しては海
外から利用可能なものは非常に少ない。日本語の
音声データについては，国内はもちろんのこと海
外からの関心が高く，日本語の音声データを入手
したいという海外からの要望には十分に応えてい
ないのが現状である。日本では（社）日本電子工業振
興協会（電子協，現在は（社）電子情報技術産業協会）
や日本音響学会で音声コーパスに関する委員会が
設立され，音声コーパスを作成して一般に公開し
ている。また，ATR 音声言語コミュニケーショ

ン研究所，文部省科研費重点領域研究等において
も研究課題の一部として取り上げられているが，
いずれも LDCや ELRAに比べると規模が小さく
また成果の利用範囲も限定されているのが現状で
ある。
日本においても音声データの開発を個々の機関

で行うのではなく，費用の負担を分担できるよう
な組織を作ることで，大規模な音声・言語データ
の開発及び普及が促進されるようにすることが必
要であることから，1994年に LRSI（言語資源共
有計画），1999年にGSK（言語資源共有機構，現
在は言語資源協会）が設立された。LRSIは資金の
裏付けを得ることができず活動が続かなかったが，
GSKはプロジェクト資金を獲得し，Web上にホー
ムページを開設して可能なところから活動を始め
ている [8]。日本では更に国立情報学研究所（NII）
が 2006年に音声資源コンソーシアム（NII-SRC）
を立ち上げた [9]。

3. 世界の言語の概要

世界には 6,000余の言語があると言われている
が，言語と方言の境界が明確でないことなどから
言語の数を正確に数えるのは大変困難である。こ
こでは参考文献 [10, 11]により，世界の言語の概要
を眺めてみよう。図–1～4と図–6～8は文献 [10]
の表を，図–5は文献 [11]の表を筆者がグラフ化し
たものである。

図–1 世界各地域の言語数

図–2 世界各地域の言語の話者数（単位：100 万人）
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図–3 主な語族の言語数

図–4 主な語族の話者数（単位：100 万人）

図–5 主な言語の母語話者数（単位：100万人）

世界の各地域における言語の数を図–1 に示す。
アジアの言語が最も多く 2,200を超え，それに次
いでアフリカの言語がやはり 2,000以上となって
いる。太平洋諸島には 1,300以上の言語が見られ，
アメリカ大陸には 1,000以上の言語があるが，ヨー
ロッパでは 200余りと比較的少ないことが分かる。
世界の言語の話者数を図–2 に示す。図–1と比
較してみると，言語数の最も多いアジアの話者数
が最も多く 35億人近くに達している。言語数と
しては 2番目に多いアフリカの話者数は 7億人弱
であるのに対して，言語数の少ないヨーロッパの
話者数が 15億人を超えている。一方，言語数が比
較的多いアメリカの話者は 4,800万人弱，太平洋
諸島では 600万人弱と非常に少なくなっている。
これらの地域では，多種類の言語が少数の話者に
よって話されていることが分かる。

図–6 母語話者数と言語数（縦軸は言語数）

図–7 母語話者数と人口（単位：100万人）

図–8 母語話者数と言語数の累積頻度（単位：%）

世界の言語は幾つかの語族に分類されている。
図–3は主な語族の言語数を，図–4は主な語族の
話者数を示す。図–3の言語数で見るとアフリカの
ニジェール・コンゴ語族が 1,500 弱で最も多く，
オーストロネシア語族が 1,200 強でそれに次ぐ。
図–4の話者数ではインド・ヨーロッパ語族が圧倒
的に多く 25億人に達しており，それに次いで多い
のがシナ・チベット語族の 13億人となっている。
アフロ・アジア語族，オーストロネシア語族，ニ
ジェール・コンゴ語族が 3億人強となっているの
に対し，トランスニューギニア語族は 300万人強
と非常に少ないが，図–3で見るように言語数は第
3位で比較的多いことが分かる。
図–5は主な言語の母語話者数を示す。北京語の
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話者が最も多く 8億人以上に達している。次いで
多いのがスペイン語と英語でともに 3億人を超え
ている。9位の日本語までが 1億人を超えている。
図–6は世界の母語話者数と言語数の関係，図–7
は母語話者数と人口の関係，図–8は母語話者数に
よる言語数の累積頻度を示している。図–6による
と母語話者数が 1億人以上 10億人未満の言語が
9言語（図では見えない）あり，その話者数の合
計は図–7に見るように 23億人に達している。ま
た，図–6に示すように母語話者数が 1,000万以上
1億人未満の言語が 75あり，その話者数の合計は
図–7から 22億人となる。結局，母語話者数 1,000
万人以上の言語の話者数の合計は 45億人に達し
ている。図–6から言語数の最も多いのは，話者数
が 1,000人以上 1万人未満の言語である。累積頻
度で見ると，母語話者数が 100万人以上の言語は
全体の 5%（図–6の左端の 3本の合計で 347言語）
を占めるに過ぎないが，その話者数の合計は図–8
に示すように全体の 94%（53 億人）に達してい
る。言い換えると，世界の人口の 94%の人は，世
界中の言語全体の中のたった 5%の言語を用いて
いて，残りの 95%の言語を話者全体の中の 6%の
人が用いていることになる。このように言語の使
用には大きな偏りのあることが分かる。
多言語音声コーパスとしては当面は話者数の多
い言語を対象とすることになるが，言語学的な観
点からは少数話者の音声を保存することは重要な
課題である。

4. 日本の音声コーパスの状況

日本では電子技術総合研究所（現在，産業技術総
合研究所第 2事業所）が 1973年に音声データベー
ス構築を始めた。（社）日本電子工業振興協会（現在，
（社）電子情報技術産業協会）の音声標準化に関する
委員会では単語音声データベースの構築を行った。
ATR自動翻訳電話研究所（現在，ATR音声言語
コミュニケーション研究所）は 1986年の創設以
来，各種の音声データベースを構築してきた。そ
の後，東北大学，日本音響学会，文部省科研費等に
より音声コーパスの構築が進められて来た。例え
ば，日本音響学会には 1992年に音声データベー
ス調査研究委員会が設置されて音素バランス文，
案内タスク読み上げ文，模擬対話音声を含む「研
究用連続音声データベース」や「新聞記事読み上

げ音声コーパス」を刊行した。ATR では単語音
声，文音声，多数話者音声，英語音声のコーパス
や電話対話等多数のコーパスを公開している。文
部省科研費重点領域研究「音声言語」「日本語音
声」「音声対話」では，それぞれ連続音声，方言音
声，模擬対話音声のコーパスを作成した。通産省
のリアルワールド・コンピューティングプロジェ
クト (1992～2001) では実世界（リアルワールド）
のデータとして，画像・音声・テキストデータベー
スの整備を進めた。音声については，海外旅行や
自動車購入の話題について，専門家を相手とした
対話音声やニュース音声，会議音声を収録し同時
に録画も行っている。話し言葉工学プロジェクト
(1999～2003) では 3機関の協力により 700万語
を含むCSJコーパスを構築した。同じ時期に名古
屋大学の統合音響情報研究拠点では 3万文，29万
形態素を含む 72時間の音声コーパスを構築した。
特定領域研究「メディア教育利用」(1999～2002)
では，日本人による英語読み上げ音声及び留学生
による日本語読み上げ音声コーパスが作成された。
特定領域研究「韻律と音声処理」(2001～2003) で
は韻律コーパスを作成した。

5. 多言語音声コーパスの概要

LDC，ELRAをはじめとして幾つかの機関から
配布されている代表的な多言語音声コーパスの概
要を紹介する。

5.1 LDCの多言語音声コーパス
5.1.1 CALL HOME
会話音声認識研究用コーパスで 6 言語を含む。

母語話者による 30分間以内の 120の自発的電話
会話から成る。

5.1.2 CALL FRIEND
言語認識研究用に設計されたもので 12言語を

含んでいる。各言語は 60の電話会話からなり，内
容はシナリオのない自由会話で 5～30分の長さで
ある。

5.1.3 CSLU多言語電話音声（1.2版）コーパス

言語認識や多言語音声認識のために設計された
コーパスで 11言語を含む話者 2,502名，38.5時
間の電話音声。内容は曜日，数字，10秒程度の話
題（天気予報等）指定発話，1秒間の自発発話等
である。619発話については時間整合された音声
記号ラベルがつけられている。以前に OGI 多言
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語電話音声コーパスと呼ばれていたものと構成は
同じである。

5.1.4 TDT4多言語放送ニュース音声コーパス

DARPA TIDES（言語間情報検出，抽出，要約）
プロジェクトの援助により LDCにより作成され
た。米語，アラビア語，中国語の放送・ニュース
音声で，2002～2003年の TDT（トピック検出・
追跡）評価に用いられた。TDTはニュースや放
送音声のようなデータストリームにおいて関連す
るトピックを検出・追跡するものである。

5.1.5 N4 NATO母語/非母語音声コーパス

オランダ語，英語，ドイツ語を含む多言語非母
語音声処理研究，社会言語学，話者照合，音声認識
研究用データである。英語による海軍での手続き
表現を含み，更に「北風と太陽」を英語と母語で
読み上げている。話者 115名中女性が 19名。話
者ごとに書き起こしテキストと話者データがつい
ている。

5.1.6 CSLU 22言語コーパス

21言語を含む電話音声コーパスであるが都合で
フランス語が入っていない。5万発話中約 2万発
話の書き起こしがある。

5.2 ELRAの多言語音声コーパス

5.2.1 BABELデータベース

BABELデータベースは EUの支援によるコペ
ルニクスプロジェクトにより構築された。ブルガ
リア語，エストニア語，ハンガリー語，ルーマニ
ア語が含まれている。内容構成は言語によって多
少異なるがおおむね次のようになっている。
共通セット（男女各 30又は 50名）
少数話者セット（男女各 4又は 5名）
極少数話者セット（男女各 1名）
拡張セット：各言語の説明等

5.2.2 EUROM1/MULTEXT

ヨーロッパの 11言語を含むコーパスで，各言語
60名以上の話者は共通の基準で選ばれた。内容は
数字，節，文，CVCを含んでいる。

MULTEXTは EUROM1の中の 5言語（英語，
フランス語，ドイツ語，イタリア語，スペイン語）
について，音韻・韻律ラベリングを行った韻律コー
パスである。各言語の話者は男女各 5名。これに
対応する日本語版コーパスが，特定領域研究「韻
律と音声処理」で作成された。

5.2.3 GLOBALPHONE
大語彙音声認識システムの開発・評価用に作成さ

れた 15言語の書き起こし音声データである。デー
タは各言語が公式に話されている国で収録された。
各言語約 100名の話者が 100文を読んでいる。テ
キストは大部分 1995～1998年の新聞の政治・経
済のニュースである。

5.3 NTT-AT電話音声多言語音声データベース
各種音声通信機器の性能評価用に作成されたも

ので，専門家でない 21言語の母語話者（各言語男
女各 4名）が 2～3秒の短文を読んでいる。短文
の内容は言語によって異なっている。

5.4 筑波大多言語音声コーパス

11言語について，各言語 1～7 名，合計 98 名
の話者によるデータ。内容は各言語共通で，数字，
月の名，曜日，天気用語，挨拶，返答，時間に関す
る用語等 50語とイソップ童話「北風と太陽」を読
んでいる。各言語のテキストは日本語（英語）を
基にして各言語の話者（少なくとも 2名）が作成
した。発話時間は 1人平均 5分程度で，本コーパ
スは NII-SRC（音声資源コンソーシアム）から入
手可能である。

ATRでは大規模な多言語音声コーパスを 3種
開発しているが，これらのコーパスは現在のとこ
ろ一般公開はされていない。

6. 音声コーパスの利用と今後の課題

日本では現在次のような機関から音声・言語コー
パスが配布されているが，これ以外にも少数のコー
パスは幾つかの大学・研究機関等から入手可能で
ある。
1. 言語資源協会（GSK）
2. 国立国語研究所（NIJL）
3. 音声資源コンソーシアム（NII-SRC）
4. 情報検索テストコレクション（NTCIR）
5. 情報通信研究機構（NICT）
6.（株）ATR-Promotions
7. NTTアドバンステクノロジ（株）（NTT-AT）
8. 日外アソシエーツ（株）
多言語音声コーパスについては第 5 章で紹介

したようにその種類はまだまだ少ない。特に同一
の仕様で作成された（comparable）コーパスの拡
充が必要である。多言語音声コーパスの作成にお
いてはデータチェックのため各言語の母語話者の
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協力がぜひとも必要である。このためにも CO-
COSDAやOriental COCOSDAのような国際組
織が十分機能することが期待される。また，利用
者に必要なコーパスを探す助けとしてコーパス間
の関係を図示する試みも行われている [12]。音声
コーパスの利用については下記を参照されたい。
http://research.nii.ac.jp/src/

7. お わ り に

本稿ではまず音声コーパスの必要性を述べ，音
声コーパスに関する内外の動きを紹介した。次い
で世界の言語の概要について述べた。更に日本語
音声コーパスの状況について述べ，多言語音声コー
パスの概要を紹介した。最後に音声コーパスの利
用と今後の課題について述べた。なお，本稿は文
献 [13]を加筆・修正したものである。
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