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音声 自然言語処理技術の開発・評価を行う上では, 多種・多様 。大量の音声 言語データが必要となる このため

研究開発に共通利用可能な音声データや言語データ (音声・言語コーパス)を 収集・整備する取 llみ が進められている

海外では LDC,ELRAが 設立されて音声・言語コーパスの供給体制をliF立 し音声・言語研究の進展に寄与 してきた 日

本では言語資源協会 (CSK),音声資源コンソーシアム (NII SRC'が 設立されて音声・高語コーパスの保存 利用を促

進するための活動を進めている 本稿では日本国内・海外における音声・言語コーバスの現1犬 とcsK・ NII SRCの 取組
みを紹介し,最後に最近の新 しい動きと今後の課題を,杢 べる
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1.は  じ め に

i三訳を介さずに外国人と会話ができる自動音声播]1訳 の

研究が進められている これらのシステムの開発には自

然言語処理や音声処理の研究がベースになっている。こ

のような研究を進める上で音声・言語データが必要なこ

とはいうまでもない。そのデータは多種多様であること

が求められる 最近では統計的手法の発達により,大量

のデータがシステムの学習のために必要とされるように

なった。一方,音声・言語処理システムの研究・lTT発 を

進めるためには,各種の手法を適切に比較・評価するこ

とが必要であるが, これを行う方法としては現在のとこ

ろ,共通の音声・言語データを用いて処理を行い,その

結果を比較するという方法以外は知られていない。

このようなことから共通利用可能な各種・大量の音

声・言語データを作成 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ヱ、
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図 1 言語資源

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・言語データを一般に音声 。言語デー

タベー スあ るい は音 声・ 言語 コーパス と呼 んで い

る向・ .更に図 1に 示すように,音声データやテキス ト

データのほかに,辞書,専門語集,各種の音声・言「nrL処

理ツール等を含めて言語資源 という・ '・
.

音声・言語 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・言語及

び関連する分野の研究の発展のためには,音声・言語

データを作成・収集・蓄積・配布するための共通の枠組

み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 以下では,海外と日本における音声・言語コーパス

の状況,言語資源協会と音声資源コンソーシアムの取組

み,音声・言語コーパスに関する最近の新 しい動き等に

ついて紹介する.
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2.海 外 にお ける音声・ 言語 コーパ スの状 況

アメリカでは 1.の ような背景の もと 1992年 に LDC

(言語デー タコンソーシアム)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′、で ,

アメリカの大学・企業 を中心 に約 100機 関余が会員と

なっている LDCか らは各種の音声・言語コーパスが

入手可能である ヨーロツパでは LDCに相当する機関

として EIレRA(ヨ ーロツパ言語資源協会)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 .=.

音声データベースに関する国際協調を推進するために

CttCOSDA(音 声データベースと評価技術標準化国際協

調委員会,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 ワークシヨップを開催 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
う その後,テ キス トデータに

関 して もこの ような組織が必要である との認識 か ら

VヽRI 「́ E(ヽVritten Resourccs lnfrasttuctul‐ e, Techllology

and Evaluation)が 2004年 に設立 され,最近は両者合同

の小規模 な会議が LREC(言 語資源・評価国際会議)関

連 ワークシ ヨ ソヽプとして開催 されている .

アジアの言語 について も同様 の動 きがある.音声資源

に つ い て は ヒ記 CttCOSDAの 東 ア ジ ア部 会 と して

Oriental COCOSDA,言 言吾資源 については ALR(ア ジア

言語資源 ワークシ ヨツプ)が活動 を行 つている 前者 は

1998年 に 日本で第 ]回 の会議 を開催 して以来毎年会議

を開催 し 2008年 には 10周 年記念大会が 日本で開催 され

た・ .後者 はアジアにおける言語資源の充実 を図 ること

を目指 して 2001年以来会議 を開催 しているが,最近で

は lICNLP(国 際 自然言語処理連合 会議)の併設 ワー ク

ショップとして開催 されている

一方,中国では Chillese LDCと CCC(中 国コーパスコ

ンソーシアム)が,韓国では SITEC(音声情報技術・産

業振興センター)が 21世紀の初頭に発足 して言語資源

の供給・利用を推進 している・
―
.音声・言語 コーパスを

扱 う主な機関をまとめると図 2の ようになる.

■ 用  語  解  説

上位語 。下位語  ある話についてその上位概念または下

位概念を表す語で,例 えば「′El」 は「すずめJの上位語であ

り,「すずめ」は「鳥Jの下位語である

概念辞書  語の意味の説明だけでなく,そ の用法や分類 ,

他の語との F・1係 も記述 した辞書

バランスコーパス  出版物 として刊行 された新聞・雑

誌・書籍等から現代 日本語の書 き言葉のサンプルを無作為に

抽出して作成 したもので,現代日本語の書き言葉の全体をバ

ランス良く反映 し́たコーバス

||||

解説  計声言語 コーバスの現状 と課題

図2 世界の主な音声・言語コーパス取扱い機関

2.1 海外の音声コーパス

音声コーパスは大 きくラベル付 きとラベルなしに分類

される ラベルとは音声データのどの部分がどのような

音声に相当するかについてのマークである.ラ ベル付け

処理の完全自動化はできず,音声波形やスペクトルを表

示 して人間が音声を聞きなが ら確認を行 うため非常に手

数がかかるので,ラ ベル付 きのコーパスは少ない .

音声コーパスは 1ンDCや ELRAか ら多数配付されてい

るが,イ 表ヽ的なものとしてはLDCの Top10コ ーパスが

挙げられる これはLDCコ ーパスの中でこれまでに最

も多く配付された10種類であるが,こ の中の①,0,⑥ ,

0が音声コーパスである

C)TIMIT:音響音声学連続音声コーバス

O CELEX2:辞書 (英語, ドイツ語,オ ランダ語)

O WeblT 5 gram ver.1:Nグ ラム(N=1～ 5)

(Ⅳ グラ′、lN個の単語ダ1の 出現頻度を調べたもの)

① TIDIGITSi連続数字認識用音声コーパス

O ECI:多言語テキストコーパス

O NTIMT:TIMITコ ー パ ス の電 話 帯 域 音 声 版

O TIPSTAR:情報検索用テキストコーバス

O Treebank 3:統語構i宣 の注釈付テキストコーパス

O YOHOi話者認識用音声コーバス

⑩ MUC7:メ ッセージ理解会議テキストコーパス

22 海外のテキス トコーパス

テキス トコーバスには分類の観′点が幾つかあるが, こ

こでは次のような大まかな分類を取 り上げる・ .

(a)シ ツーラス :同義語・類似語・上位語
IH詢 ・下

位語・
J‖

'な どを体系的にまとめたもの

(b)辞 書 :多 くの言葉を一定の基準で並べ,その表

記法・発音・語源・意味・用法などを記 した も

ιD.

(C)生 コーパス :種々のテキストデータ

(d)タ グ付コーパス :生 コーパスに形態素・情文1青

報等を付与 したもの.

シツーラスでは「ロジェのシソーラス」が古 くから有
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名であるが,最近 で は概 念辞書・
‖計

(意 味辞書)と して

WordNetが あ る「 .辞書 は例 えば 2.1の O CELEX2が
挙 げ られ る タグ付 コーバ ス と して は例 えば 210
Treebank 3が 挙 げ られ る「 生 コーバ ス と して は 2.1

0 ECIが あるが, BrO、in COrpusが よ く知 られている .

これは ]961年 刊行の 15ジ ャンルのテキス ト100万語 を

集めた もので,ア メリカのブラウン大学で 1964年 に刊

行 され,テ キス トコーパスの哨矢 といえるものである

イギ リスの British National Corpus(BNc)は 1億語規

模のコーパスでその中の 90%は テキス トであるが,10%
は音声データ (約 1千万語 に相当)を含んでいる｀

“

3.日 本 国内 にお ける音 声 ,言語 コーパスの状 況

日本においても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,

1999年 に言語資源協会 (GSK)が 設立 された GSI(は
2003年 に特定非営利活動法人 (NPo)と して東京都の認

可を受け,主 にテキス トコーバスの配布を中心に活動 を

進めているⅢ Ⅲ
。 また 2006年 には日立情報学研究所に

音声資源 コンソーシアム (NII sRC)が 設置 され,音声

コーパスの供給 を始めたⅢⅢ 以下では日本における音

声コーパスとテキス トコーバスの概要を紹介する

31 日本の音声コーパス

日本音響学会では,音素バランス文,読み上げ文,模
続対話音声を含む「り1究用連続音声データベースJを刊

行 している。 ATRの音声関連研究所では単語音声,文
音声,多数話者音声,英語音声のコーパス等を多数構築

している 文部省の重点領域研究「音声言語」「日本語

音声J「 音声対話」では連続音声,方言音声,対話音声

のコーバスを作成 した司.通 産省のリアルワール ド・コ

ンピコ、一テ ィングプロジェクト(RWCP)で は,1毎外旅行

や自動車購入の話題に関する対話音声コーバスを構築 し

た・ 1 
日本音響学会と情報処理学会の音声関係者の協力

により,新聞記事読み上げ音声コーパスが作成・公開さ

れた司・  話 し言葉工学プロジェク トでは延べ 700時間 ,

700万形態素の話 し言葉コーパス (CS」 コーパス)が作

成された」〕J・ .名古屋大学の CIAIRコ ーバスは車内対

話,同時通訳,子供の声等を含む大規模音声コーパスで

ある 特定領域研究「メディア教育利用 |で は日本人学

生による読み上げ英語音声コーバスや留学生による日本

語読み上げ音声コーバスが作成され,特定領域研究「韻

律 と音声処理Jで は韻律コーパスを作成 したに.音
声コー

パスの詳細については文献 (10)を参照されたい.上記

の音声コーパスは音声資源コンソーシアム,国立国語付|

究 131千 ,(株)ATR― Langlle, NTT― AT(株 )等から盾己イ寸さ

れている (図 3).
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32 日本のテキス トコーパス

シソーラスとしては次のものが挙げられる.国立国語

研究所が作成 した分類語彙表は約 10万語 を 6階層に分

類 している EDR概 念体系辞書は約 40万概念を 10階

層 に分類 してぃる NTT日 本語語彙体系は名詞 12階

層,計 30万語 と用言 4階層 6千語 を含んでいるf.辞

書 としては, EDR IJ_語辞書 (27万 語),茶先辞書 (24

万語), JuMAN辞 書 (基本 3万語十固有名詞 3万語 ),

UniDic(12万 語)等カツ脅げら,tる
.7.1..

大規模生 コーパスとしては新聞記事 コーパスや Web
コーパスなどがある.新聞言己事 としては, 毎 日新聞, 言売

売新聞,朝 日新聞, 日本経済新聞等の 1975年以降の記

事がコーパスとして一般に販売されている・ 。国立情報

学研究所の情報学研究用デー タレポジ トリ(lDR)で は

Q&Aサ イト等のデータを配付 している 同所の情報検

索システム評価用テス トコレクション構築 (NTCIR)プ ロ

ジェク トでは情報検索用の文書データ,検索課題 とその

正解から成るタスクデータを配布 している

タグ付コーパスとしては, 日本語話 し言葉コーバス
,

EDRコ ーバス,京都テキス トコーパス等がある「.バ
ランスコーバス‐古としては,現在開発中の「現代 日本

語書 き言葉均衡コーパス (BccwJ)」 ‖
'がある また vヽcb

ページから収集 した Nグ ラム (Ⅳ =1-7'も ある

テキス トコーパスの状況については文献 (8),(13),(14)

が掲載 されている特集号を参照されたい 上記のテキス

トコーバスは言語資源協会,国立情報学研究所,国立国

語 lll究所,情報 j臣 信研究機構 (NICT), 日外アソシエー

ツ(株)等 で配布 している (図 3).   
｀

4.言語資源協会 (GSK)と 音声資源コンソー

シアム(NII SRC)の 取組み

41 目的

言語資源協会 (GSK)は ,言語資源の流通を促進するこ

とにより, 言語資源を必要とする音声・自然言語処理分

野の学術・研究・産業の発lF_,更 には言語学分野の1■進

に貢献することを目的とし,大学・公的研究所や企業に

所属する言語処理技術や言語学の研究者を中心 とした委

員会によって運営 されている・
.・  音声・言語1青 報処理

に関する研究・開発を1笙 進するために, まず既存の音

声・言語 コーーパスの調査 とカタログ化 を行い,そ れを

ホームベージで公開する また,Flt存 の音声・言語コー

パスの提供依頼を進める それに基づいて,音声・言語

コーパスの配布・普及・広報活動 を推進する.更 に音

声・言語に関連する学術・教育・産業の発展に必要な電

子データやソフ トウェアッールの収集,配布,調査,り |

究及び標準化を目指す・ .

一方,l■ 1立 情報学研究所 (NII)は情報学のナショナル

センターとしての ミッションの具体的推進の一環 とし
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て,情報 メデ ィア特に音声メディアの未来価値創成に向

けて音声資源の普及・配布を推進するために,音声資源

コンソーシアム(NII SRC)を 設置 した その目的は上述

の GSKの 目的 とほぼ同様であるⅢ‐. IヽI SRCは 主 とし

て音声 コーパスを, GSKは 主にテキス トコーパスを扱

うという形で,互 いに協力 しながらコーバス事業を進め

ている.両組織はこれらの活動を通 じて言語資源の保存 ,

利用,広報を促進 して情報社会の発展に貢献することを

目指 している

42 活動

音声・言語'青報処理の研究・開発に必要な言語資源に

ついて,その内容,所在,利用方法に関する情報を提供

し,言語資源の提供者 と利用者 (ユ ーザ)と の間の仲介業

務を行 う.両組織 を利用することにより,利用者は,簡

単な手続 きで必要な言語資源を入手 し利用することが可

能になる 具体的には次のようなことが挙げられる

0 言語資源の標準化

0 言語資源収集・配付用の標準的契約書様式の作成

O 需要の高いFlll存 コーパスの再版及び改訂版の作

成・配 ilヽ

言語資源の分析・処理,調査・研究

新 しい言語資源の設計・構築

i毎外の類似組織 との連携

4.3 コーパス配布方針

(1)無 償配布 (GSK/NII SRC)

コーバス自体は無償であつても, コーパスの配布に伴

う作業や送付にかかる費用は利用者負担を原則 とする。

両組織では定型的な契約書を用意 しているが,提供者の

趣旨に沿った契約書の原案の提示等 も行 う。

(2)仲 介方式 (GSK/NII SRC)

利用者からの入手希望の受付を両組織に委託する方式

である データ提供者に関する情報をホーヱ、ページに掲

載 して音声・言語研究者への幅広い情報提供を両組織が

代行する.

(3)広 告依頼 (GSK)

データや商品の案内などを公開広告する営業業務 を

GSKに 委託するものである.言語処理関係の研究者が

頻繁に参照する GSKの サ イトを利用 して,そ こに言語

資源の広告などの情幸風を公開する。

(4)有 償配布 (NII SRC)

例えば新 l■l記事読み上げ音声 コーパスを作成する際

は,読み上げ文に用いた新聞記事の利用に対する著作権

使用キ|を 支夕、うことが求められるため,そのコーパスは

解 jL 音声言語コーパスの現状と課題

有償 となる.

なお,音声・言語コーバスを利用 した場合は,論文等

の成果報告書にそのコーバス名を記載することとし,音
声・言語研究に力」

｀
する提供者の貢献を明らかにすること

は両組織 とも同様である

5.最 近 の動 きと今後 の課題

日本では現在図 3に示す機関から音声・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.

以下では図 3を 参照しながら音声・言語コーパスに関

する最近の新 しい動きを紹介する.

「言語 グリッド」プロジエクトは京都大学で 2006年

度から5年計画で運営されている これはインターネッ

ト上の言語資源や翻訳機能などを自由に組み合わせて使

うことができる環境を提供するもので,更 に利用者が

作った言語資源を追加 して新 しいサービスを作 り出すこ

とができるものである 111

新 しく発足 した「高度言語情報融合フォーラムJは ,

音声・言語に関する各種の技術やこれらの前提となる大

規模言語資源を研究開発 し,その成果としてのツールや

言語資源を広 く会員に提供することを目指している.情

報通信研究機構(NICT)の MASTAR(高 度多言語音声・

言語資源協会

情報検索システム評価用
テストコレクション構築プロジェクト

国立国語研究所

④

⑤

⑥

情報通信研究機構 言語グリッド

高度言語1青報融合フォーラム

(fF).ATR-Langue

NTT.AT (T'A)

日外アソシエーツ(株 )

図 3 日本の主な音声・言語コーパス取扱い組織等
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テキスト研究)プロジェク トと関連 してお り, NICTが

開発した言語資源を広 く会員に公開し, フォーラムの活

動により得 られた成果を共有 して高度な言語情報融合を

統合的に推進することを目指 している 平成 20年 度に

は商用利用可能な対訳コーパスや対訳辞書の配信が予定

さオ■ている.]・

.

情報通信研究機構では大規模言語資源データベース

“SHACHI"を 運営 している.こ れは言語資源の有機的

結合を目的に,世界の言語資源の詳細なメタ情報を大規

模に収集 したものである。これによつて言語資源間の関

係性 を記述 し,言語資源間を有機的に結合することを目

的としている

更に電子情報技術産業協会の知識情報処理技術専門委

員会では「言語情報処理ポータル」を運営 している。こ

の Webペ ージは言語資源に関する各種の情報 を掲載 し

て,種々の言語情報にアクセスすることができるJ・

図 3に示すように日本では音声・言語コーパスを扱 う

機関が多数並立 しているが, これらの間の有機的な連携

が望まれる。その一つとして上述の「言語グリッドJの

拡充が考えられよう また利用者のコーパス選択 を助け

る工夫が必要であるコ・ .

既存コーパスの大部分は書 き言葉であ り,話 し言葉の

コーパスは非常に少ない.テ レビやラジオでは音声によ

る放送が日夜行われている。これらの音声データが音声

研究に利用できれば,そ の恩恵は多大なものとなるが
,

残念ながら現状ではほんの限られた研究で用いられてい

るにすぎない.新聞や雑誌の記事がテキス トコーパスと

して CD―ROMの形で販売・利用 されているのに比べ る

と大 きな違いがある 音声データについても, このよう

な1′で供給 されることが望ましい.テ キストコーパスと

しては新聞記事や辞書等の電子化データが大量に利用で

きる状況になってきた.既存の電子化データを利用する

場合は著作権等の権利関係の処理が問題 となるが, これ

は CSKや Nll SRCに 期 待 さ れ る 大 き な 役 割 の 一 つ で あ

ろう.

6.む   す  び

本稿ではl■l内 外における音声・言語コーパスに関する

活動を概観 し,音声・言語コーパスの概要を述べた 更

に言語資源協 会 (GSK)と 音声資源 コンソー シアム

(NII SRC)の 活動を紹介するとともに最近の新 しい動 き

と今後の課題を述べた 音声・言語研究者あるいは研究

機関が作成・保有 している音声・言語コーバスは多数あ

るが,保有者自身がそのデータをA・L布 し利用に供するこ

とは容易ではない GSKや NII SRCの 介在 によ り,そ
れが容易 に実現で きるようにな り,デー タの有効利用 を

促進することがで きる.日 本における音声・言語 コーパ

スの充実 を図 り, また,ロ ーマ宇以外の文字 をit用 す る
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言語が多いアジアの諸言語についても,そのコーパスの

集積と利用を図ることが今後ますます必要となるであろ

う。

どのような音声・言語コーパスがあるか知 りたい,音
声・言語コーバスを利用したい, または入手したいとお

考えの方は,是非下記のホームページを参照されたい

また, コーパスを提供 したいとお考えの方は下記のメー

ルアドレスあて御連絡されたい

http://www.gsk.or.ip/   infOCgsk.or.jp

http://rcsearch nii ac ip/sl C/  Src(]nii ac.ip
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(4)

(5)

(6)
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