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� はじめに

音声，及び言語処理技術の進展にともない，近年，話し
言葉翻訳がますます重要な研究テーマとなっている．すで
に，対話翻訳の実験システムがいくつか提案されており ���，
特定タスクドメインでの異言語間対話の実現可能性が明ら
かになりつつある．ただし，対象となる対話は，発話者だ
けでなく通訳者の発話権をも保障することが前提となって
おり，今後はより自然なクロスリンガルコミュニケーショ
ンを目指し，翻訳技術を高度化することが望まれる．
このような目的に対して，話し言葉のパラレルコーパス

を作成し分析することは，効果的な方法の一つである．パ
ラレルコーパスは，通訳付きの言語データであり，通訳者
の経験的知識を獲得するための基礎データ，統計的手法に
基づく翻訳の対訳用例，さらには，システムを評価するた
めのテストセットとしての役割を担っており，これまでも
機械翻訳技術の向上に重要な役割を果たしてきた ��� ��．
本稿では，我々が現在，構築している話し言葉コーパス

について述べる．このコーパスの特徴として，
� 異なる言語間での対話だけでなく，講演通訳も収録し
た英語と日本語のパラレルコーパスである．

� 自然な音声コミュニケーションのため，同時通訳者に
よる講演通訳，及び対話通訳を実現している．

� 同一の講演に対して経験度が異なる複数の通訳者を用
意し，複数の講演通訳データを収録している．

� 話者，及び通訳者の発話をポーズで分割し，各々を一
発話として収録している．各発話には開始時間，終了
時間を付与している．

などがあり，話し言葉翻訳技術の向上はもちろん，通訳会
話の分析や通訳理論の構築のための基礎データとしても活
用できる．

� データの収集

これまでに作成された話し言葉のパラレルコーパスでは，
対話が収録の中心であった ��� ��．これは，自動翻訳電話な
ど，対話翻訳の基礎資料とすることが収録の目的であった
ことが背景となっている．しかし，講義や講演など，片方
向の音声コミュニケーションもまた，話し言葉翻訳の対象
であり，現在の通訳需要からみても，将来の講演通訳シス
テムに対する期待は大きい．このような観点から，我々は，
対話だけでなく，通訳者を介した講演音声も収録している．
コーパスの内容を表 �に示す．本節の以下では，収録会話の
形態，内容，ならびに，環境について述べる．
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表 �� コーパスの内容
会話様式 講演，対話
使用言語 英語，日本語
発話様式 原稿あり発話，模擬対話
通訳様式 同時通訳
データ様式 音声，書き起こしテキスト

表 �� 講演のテーマと対話のトピック
講演 政治，経済，技術，言語，都市，環境 など
対話 旅行（入国審査，空港，ホテル，電話予約など）

��� 会話の形態

円滑な異言語間コミュニケーションを実現する上で，通
訳者の発声タイミングが重要である．話者と通訳者との間
の発声の同時性が高いほど，

� 講演では，聴衆が，通訳者の発声と話者の振舞いを結
び付けて理解すること

� 対話では，話者が，効率的で結束性の高いインタラク
ションを遂行すること

が可能となる ���．同時通訳システムのための基礎データの
提供を目指し，同時通訳者を介した英語講演，日本語講演，
及び英語日本語間対話を収録している．

��� 収録の内容

講演では，英語話者の発声と通訳者による日本語発声，
ならびに，日本語話者による発声と通訳者による英語発声，
をそれぞれ収録している．同時通訳は，豊富な訓練を必要
とする高等技術であり，通訳者の熟練度により，結果に大
きな違いが生じる．熟練度の影響を調査するために，同一
の講演に対して経験年数が異なる複数の同時通訳者を用意
し，その通訳結果を収録している．また，通訳者が講演を
実際に同時通訳する場合には，原稿やレジュメなどをもと
に，あらかじめ講演内容を把握しておくことが普通である．
そこで，実際に近い状況を設定するために，さらには，あ
る程度の通訳の品質を確保するために，通訳者には事前に
講演原稿を渡し，内容に精通してもらうようにしている．
さらに，社会的にみて頻度の高いテーマ及び内容 �表 �参照	
を採用した．話者には，原稿の読み上げでなく，できるだ
け講演調で話すように依頼している．
一方，対話では，英語話者と日本語話者の通訳者を介し

た対話を収集している．通訳の品質を高めるために，英日
及び日英の二人の同時通訳者を用いている．対話ドメイン
として，これまでに構築されているいくつかの対話データ
ベース ���と同様，「旅行会話」を採用し，表 �に示すよう



表 �� 現在までに文字化されたデータの量
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に，空港やホテルなど，海外旅行において想定されるトピッ
クをいくつか定めた．遂行される対話のドメインに応じて，
対面，非対面の会話環境を作り上げ，収録を行っている．
なお，対話様式は模擬的であるものの，できる限り自由な
発話を収集するため，対話タスクと話者役割のみを事前に
設定している．

��� 収録の環境

実音響環境下での音声データを収集するために，教室レ
ベルの録音環境で収録を行っている．同時通訳では，対象
となる音声だけでなく，その発声者の表情や振舞いもまた，
重要な情報となるため，通訳者は，話者をガラス越しに観
察可能な専用のブースに入り通訳を行う．講演の収録では，
話者には通訳者の音声が伝わらないようにし，聴衆の様子
を窺いながら自らのペースで発声できるようにしている．
一方，対話では，話者は，相手の話者の発声を通訳した結
果のみを聞くことができ，通訳者は，両ネイティブ話者の
発声を聞き取ることができる．すべて同一のスタンドマイ
クを使用し，話者とその通訳者の音声は，サンプリング周
波数 �
��， �
ビットでデジタル化し，デジタルオーディ
オテープに複数チャネル環境で収録している．

� データの分析

��� 音声データの文字化

収集した音声データの文字化は，人手によって行ってい
る．データの言語学的分析として，話し言葉の特徴的現象
である，フィラー，言い淀み，言い誤り，言い直しなどに
タグを付与している．講演音声と通訳音声データの文字化
の例を図 �に示す．現在までに文字化が完了しているデータ
量を表 �に示す．
同時通訳技術の実現にあたり，システムが生成する内容

とその出力タイミングが重要なポイントである．原言語と
目標言語との間の語の生起順序の違いのため，通訳文の品
質を確保し，かつ，入力に対する出力の同時性を満たすこ
とは難しい．我々は，通訳者が，どのような発話をどのよ
うなタイミングで発声するのかを調査するため，話者，及
び通訳者の発話をポーズで分割し，各々を発話単位と定め，
その開始時間及び終了時間を記録している．

��� 音声データの視覚化

データの文字化作業で付与した発声時間情報をもとに，
話者と通訳者の発声タイミングを視覚的に表示するツール
を作成した．対話に対する音声の視覚化の例を図 �に示す．
図中，右側の発話が，左のグラフ内に記された時間に行わ
れたことを表している．グラフの左から順に，英語話者，
英日通訳者，日本語話者，日英通訳者の発声時間であり，
話者と通訳者の発声の重なり具合がわかる．

�� えー�理事長からのご紹介あったように �� えー�私 �わたし�

は長い間外交官として �� ま�様々な ���国で勤務してきたわけで
すが �� ま�その中でも大使として �� え�ジュネーブでの勤務が
もっとも長く �� ま�多少なりとも国連についてもお話しできるの
ではないかと思い本日の講演の依頼をお受けした次第であります．
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図 �� 講演音声と通訳音声の文字化

図 �� 対話音声と通訳音声の視覚化

� おわりに

本稿では，現在，収集している話し言葉コーパスについ
て述べた．本コーパスは，同時通訳者を介した講演，及び
対話データから構成されており，話し言葉処理のための言
語データとして，また，同時通訳に有用な知見を獲得する
ための基礎資料として利用できる．引続き，コーパスの収
集を進めるとともに，言語処理に有用な各種タグ付け，な
らびに，対訳アライメント作業の実施を予定している．
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