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1 はじめに
外国語習熟度の自動評価として，発声能力を自動評
価する試みが広く行われている [1, 2, 3]。読み上げ音
声や，状況を限定した上で学習者に発話させるなど，
学習者が意図した単語列が既知となる（あるいは，精
度高く音声認識できる）場合は，音響・発音分析の粒
度を細かく設定し（例えば音素単位），分析的な特徴
量を使って評価の自動化を検討できる。その一方で，
自由発話を許した場合は音声認識精度の劣化を招き，
その結果，学習者が意図した単語列を十分に正確に
把握できず，分析の粒度を細かくすることは必ずしも
得策ではない。筆者らは先行研究において [4]，準自
由発話と言える学習者音声を対象として，様々な観点
から手動評定された主観的スコアの自動予測を検討
した。背景雑音も無視できない収録であったことも
あり，発話全体を通して得られる，全体的な音響的・
韻律的・音韻的特徴を抽出し，人間による評価値平均
（全体的・主観的評価スコアの平均）を予測した。
本研究では，a) 学習者が発すべき内容を事前に示
した上で発声させ，粒度の細かい特徴を用いて学習者
音声を分析する。テキストとモデル音声提示後に発
声させれば，b) モデル音声へ接近することが期待さ
れるが，時間をおいてテキストのみで読み上げさせ
ると，モデルから逸脱する様子を分析できる。また，
音声技術を用いた外国語習熟度評定は，発音評価（ス
ピーキングテストの自動化）が主であった。本研究で
は発話制約（発声タスク）を工夫し，c) 発声させる
ことで外国語音声の知覚能力を分析する（リスニング
テストの自動化）ことの可能性についても検討する。
具体的な発声タスクとしては，シャドーイングを採
用する。シャドーイングは，提示音声に対する，1)知
覚，2)理解，3)生成（模倣）をほぼ同時に行う訓練
法である。聞く・読むだけの訓練よりも認知タスクは
上がるが，通常の音声活動では，聞く，理解する，話
すプロセスはほぼ同時進行する。その意味において，
シャドーイングは外国語音声コミュニケーションの基
礎体力作り，と考えられる。この多目的型訓練法であ
るシャドーイングのタスクデザインを工夫し，提示
音声（モデル音声）への接近や逸脱の様子，更には，
モデル音声の知覚の様子を分析する。

∗Analysis of learners’ shadowing based on their convergence to and divergence from model speech and
their perception of model speech, Takuya Kunihara, Chuanbo Zhu, Daisuke Saito, Nobuaki Minematsu
(UTokyo), Noriko Nakanishi (KGU)

2 先行研究
2.1 全体的な音声特徴に基づく主観評価値の予測
[4]では，絵記述タスク実施時に収録された日本人に

よる英語準自由発話に対して，fluency, accentedness,
comprehensibility の自動予測を検討している。初級
35名，中級 55名，上級 35名，そして母語話者 10名
（合計 135名）と，バランスよく準備された話者に対
して絵記述タスクを課し，各話者から約 30秒の音声
を得ている。その音声を母語話者（非専門家）10名
に聴取させ，上記 3尺度を 9段階で評定させている。
この 10名の評価値平均を自動予測の対象としている。
重畳雑音も無視できず，発話の制約が低いことから，

音声認識精度も低く，発話全体を通して算出される特
徴量を抽出し，ElasticNetによる回帰を通して予測し
た。様々な全体的音声特徴を用いたが，学習者音声の音
素 Posteriorgram （Phoneme-based PosteriorGram,

PPG）の時間平均（PPG），当該学習者の PPGと母
語話者の PPGとのバタチャリヤ距離など，PPGに
基づく音韻的特徴が非常に有効であった。交差検証
の結果，PPGに関する特徴量だけを用いた場合でも，
上記 3尺度に対して，主観スコア平均と相関 0.782,

0.842, 0.779で予測が可能であった。

2.2 母語話者及び上級学習者による日本人英語音声
に対する瞬時的了解度の計測

多くの外国語教師は，「発音訓練の目標は母語話者
のような発音ではなく，相手に伝わる発音である」と
主張する。その一方で，どのような発話のどの部分は
どの程度伝わっているのか，は当然，聴取者の言語背
景にも依存する [5]。そもそも，学習者の音声を聴取
中に，聴取者の頭の中でどのような単語が想起されて
いるのか，そして，その単語をどのように観測すれば
よいのか，という問題が存在する。[6, 7]では，この
問題に対して以下の分析方法を提案した。学習者の
読み上げ音声を，聴取者（母語話者や上級学習者）に
シャドー（S）させ，その後，学習者が読み上げた原
稿を見せながら再度シャドーさせる（スクリプトシャ
ドー，SS）。なお，ここでは学習者の発音の癖を真似
る必要はなく，学習者が発声した単語列を聴取者自ら
の発音で追唱することが求められる。学習者音声の一



PPG-based DTW scores between S and SS
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Fig. 1 S,SSによる瞬時的了解度の計測 [9]

部が聞き取れないと，シャドーは崩れるが，スクリプ
トシャドーは基本的に，学習者音声に同期した読み上
げ音声となる。この Sと SSを比較すれば，学習者音
声の聴取中にどこで聞き取れなくなったのか，が検出
できる。具体的には，Sと SSをPPG-based DTWで
比較する。[8]では，S音声を第三者に書き起こさせ，
Sの書き起こしと学習者の読み上げ原稿を比較し，書
き起こしに基づく（単語，音節，音素単位での）瞬時
的了解度を求めた。これと，（書き起こしが不要な）S

と SSの PPG-based DTW （単語，音節，音素を単
位としたスコア計算）とを比較したところ，高い相関
を得た。図 1に母語話者（N），日本人の英語上級者
（J），非日本人の英語上級者（NN）7名の聴取者に
対する単語単位での相関を示す。横軸が PPG-based

DTWによる瞬時的了解度，縦軸が書き起こしに基づ
く瞬時的了解度である。個々の点は話者（学習者）を
表す。聴取者に S, SSを課し，両者を自動比較すれば，
様々な言語単位に対する瞬時的了解度（どの程度聞き
取れたのか）が計測できる。この場合聴取者が非母語
話者で，S, SSに外国語訛りがあっても発話比較は同
一話者内であり，訛りは精度に影響しない [8]。
図 1に示した上級学習者（非母語話者，▲NN1, ▲

NN2, ▲NN3）の結果であるが，彼らのシャドー音声
書き起こしより，正解聴取率は 68%であった（母語
話者の場合は 85%）。つまり，聞き取りに困難を抱え
ながらシャドーした聴取者の瞬時的了解度も，S, SS

を比較することで精度高く求まっている。これは，一
般の学習者にモデル音声（母語話者音声）を S, SSさ
せることで，学習者のモデル音声に対する瞬時的了解
度，即ち，聞き取り率（リスニング率）を計測するこ
とが可能であることを意味する。通常リスニングテ
ストは，提示された音声の意味理解を問う（選択肢）
問題が多い。提示音声のどこで聞き取りが阻害され
たのかを問うている訳ではない。S, SSの比較により，
モデル音声のどこで聞き取りに戸惑っているのかを，
自動検出することが可能となる。

S1 S3 SS* R*S2
2 weeks

 : 言い淀みなどの場合は繰り返し収録
*

Fig. 2 発声タスク

Fig. 3 SS用 Web 音声収録インタフェース

3 発声タスクデザインと実験参加者
3.1 発声タスクデザイン
シャドーイングは多目的型の訓練法であり，タスク

設計を工夫することで，個々の目的に応じた評価のた
めの素材を得ることができると考えられる。提示され
たモデル音声（M）に対して，シャドー（S）を繰り
返すことで（即ち聴取と発声を繰り返すことで），M

の聞き取りの様子がどのように向上するのかを知るこ
とができる。よって Sを複数回行い，その後，SSを
課すこととした。本実験では Sを三回，その後 SSを
一回行わせた（S1, S2, S3, SSと称する。図 2参照）。
なお，S収録に関しては言い淀んだとしても再収録は
行わず，Sn毎に 1回の収録となる。一方，SSは Sn

に対する比較対象となる参照音声であるため，言い
淀みなどが生じた場合は繰り返しの収録を許した。
SS収録後二週間して，モデル音声（M）の読み上

げ原稿のみを提示して，これを読み上げさせた（読み
上げ音声，R）。SS音声収録は，図 3に示すように，
Mの波形と再生位置，読み上げ原稿が（Mの聴覚提
示と共に）表示される。Rの収録は，SS収録と同じ
インターフェイスで，Mを聴覚提示せずに収録した。
SS同様，複数回の収録を許した。SSと Rの違いは，
SSは（Mを複数回聴取後に再度）Mを聞き，読み上
げ原稿を見ながらの発声であるが，Rは読み上げ原
稿のみを見ながらの発声となる。Mの有無によって
学習者の発声がどう変わるのかを分析する。
テキストを見た時に，当該テキストの読み上げ音声

を心的に表象する能力や表象されたイメージは，音韻
表象（心的音声イメージ）と呼ばれる。SS発声時は
Mを数回聞いており，原稿を見て心的にイメージす
る音声はMとなると予想される。一方，十分な時間
差を置いて再度原稿を見た時に，心的イメージが SS

発声時とどう異なるのか，その様子を SS, Rを用い



て分析する。なお，テキストを流暢に読めるようにな
るには，そのテキストを見ただけで流暢な英語音声
が心的に聞こえる能力が必須であると考えている1。
Mに対して，各学習者より，S1, S2, S3, SS, R の
五種類の音声を得ることになる。Mとしては，英検
2級のリスニング試験で使われたモノローグ音声（約
30秒）を，話速を 0.8倍に落として使用した。実験
前にシャドーイングの練習として，日本語音声のシャ
ドーイングや，one, two, threeなど平易な単語列，平
易な英語文音声，そして，実験で使用しなかった英検
２級のモノローグ音声のシャドーイングを行わせた。

3.2 実験参加者
K大学の学部 1, 2年生，合計 111名の音声が分析
対象である。実験概要を説明し，音声収録に関する許
諾を得た後に，シャドーイング練習を課し，その後，
本収録となった。S1-S2-S3-SS 収録後，二週間してR

を収録した。この作業を 16のモデル音声に対して行
なわせた。音声収録は宿題として課したため，学習者
間で提示音声内容について情報共有する恐れがある。
そのため 16種類のMは，原則学習者間で異なるもの
としたが，うち 4つは共通課題とした。本発表は，原
稿執筆時に分析が終了した第一，第二の共通課題（以
下，タスク A，Bとする）に対する分析結果となる。
先行研究 [4]では，学習者の習熟度を事前に調査し，
母語話者も参加させ，参加者の習熟度のバランス性
を考慮した実験計画となっていたが，本実験ではその
ような事前統制は行っていない。本実験の参加者は
事前に Versant Test [10]を受けている。総合スコア
を CEFR(A1～C2)に変換すると，A1が 64人，A2

が 45人，B1が 2人であった (B2以上の学生はいな
かった)。即ち，習熟度の偏りが非常に強い学習者群
となっている。

4 分析結果と考察
4.1 モデル音声への接近と逸脱
S1-S2-S3と繰り返すことでMへ接近し，読み上げ
原稿を参照した SSで更に接近し，2週間後の読み上
げ RはMから逸脱することが予想される。SnとM

の距離 |Sn−M|は，PPG-based DTWの最適パスを
Mから得られた音素境界で区分し，音素毎にDTWス
コアを計算し，その平均値を求めた（phoneme-based

DTW，pDTWと呼ぶ）。表 1に各タスクでの pDTW

の平均を示す。収録は，S1-S2-S3-SS-Rの順で行われ

1シャドーイングをメロディーのハミング練習に例えると理解
し易いかもしれない。新曲のメロディーとその楽譜を同時に示し
てハミング練習を数回行った二週間後に，楽譜だけでハミングで
きるのか（楽譜からメロディーが心的に聞こえるのか）という問
題である。楽譜を英語テキストとしたものが本実験である。

Table 1 モデル音声（M）への接近と逸脱
|S1−M| |S2−M| |S3−M| |SS−M| |R−M|

A 1.91 1.85 1.83 1.63 1.67
— p<0.001 p<0.1 p<0.001 p<0.005

B 1.83 1.77 1.75 1.55 1.61
— p<0.001 p<0.05 p<0.001 p<0.001

Table 2 スクリプトシャドー音声（SS）への接近
|S1−SS| |S2−SS| |S3−SS| |R−SS|

A 1.68 1.54 1.50 1.20
— p<0.001 p<0.001 p<0.001

B 1.43 1.32 1.27 1.17
— p<0.001 p<0.001 p<0.001

Fig. 4 全ての |Sn-M|が閾値を下回った学生数

Fig. 5 |SS-M|が閾値を上回った学生数

たが，n回目の収録と n + 1回目の収録とで，Mへ
の距離が有意に減少／増加したのかを t検定した結果
も示す。いずれのタスクにおいても，S1, S2, S3と距
離は縮まるが，S2→S3では強い有意差はなく，シャ
ドーを 3回以上繰り返す効果は今回の収録では低い。
一方，読み上げ原稿を参照させるとMへ一気に接近
するが，Mを提示しない Rは，有意に逸脱する。し
かし原稿無しでMを 3度聞かせたシャドー音声（S3）
よりも，M無しで読ませたRの方がMには近い。聞
き取りに苦労している様子が窺える。
これらの結果に対し，全ての |Sn−M|が閾値 θを下

回る学生数を示したのが図 4である。θとして |SS−M|
の平均値 |SS−M|をとると，シャドー時に常に |SS−M|



Fig. 6 タスク Bの |SS-M|と |R-M|の分布 (破線は
それぞれの平均)

を下回る，即ちシャドー上手の学生である。一方図 5

は，|SS−M|が閾値 θを上回る学生数である。θとし
て |S1−M|を考えると，読み上げ原稿を参照したシャ
ドー距離が，初回シャドー時の距離平均よりも大き
い学習者であり，これはシャドー下手な学生となる。
ここで，シャドーイングは 1)聞く（知覚する），2)

理解する，3)発声（模倣）するタスクであり，どの
プロセスが原因で |SS−M|が小さくならないのかは
不明である。例えば，公用語として英語を話す国から
の留学生でかつMとは大きく異なる発音をしている
場合，安定して S1, S2, S3, SSと発声しても（Mを
模倣しないため）|SS−M|は小さくならない。
|SS−M|から |R−M|への増分，即ち，Mを未提示
とする影響についてより詳細に検討する。この場合，
音韻表象が定着されていないと M からの逸脱は大
きくなると予想される。図 6 は横軸 |SS−M|，縦軸
|R−M| とし，タスク B の学習者数ヒストグラムを
カラーマップの形で示している。全体の傾向として
は表 1に示したように，|R−M|>|SS−M|であるが，
|R−M|<|SS−M|となる（Rの方がMに近づく）学
習者も少なくない。これらを聴取すると，（SSは 4回
目の発声とは言え）モデル音声を聴取しながらの発
声であり，モデルに追従することに注意の多くが割か
れたような発声が見受けられた。シャドーイングへの
慣れの問題と思われるが，Mのイメージを十分残し
たまま，M未提示の読み上げを SS直後に行うなど，
今後は便宜を図りたい。さて，図 6の左上に位置す
る学生は興味深い。|SS−M|の分布からは上位に位置
するが，|R−M|の分布からは下位に位置する学生で
ある。つまりMが未提示となることで，Mからの逸
脱が大きい学習者である。モデル音声を真似するこ
とは得意だが，テキストだけを表示されると，流暢に
読み上げることが難しい学生である可能性が高い2。

2文字の読み書きに苦労する発達性読み書き障害（dyslexia）と

4.2 モデル音声の知覚
S1, S2, S3, Rの各音声を SSを基準にその距離を計

測した結果を表 2に示す。SSは，内容を把握した上
でのシャドーであり，表 2は，シャドーイングの 3タ
スクのうち，1)聞く，2)理解することがどの程度出来
ているのかを定量化していると解釈できる（第 2.2節
参照）。Mを基準として距離計算をした表 1と比べて
有意に距離は小さいが，特に表 1と異なり，S2→S3

の場合でも距離減少が有意であることは興味深い。今
回の収録の場合，Mへの接近に関しては，3回以上
シャドーすることの効果は少ないが，Mの聞き取り
に関しては，3回以上聞くことの効果が窺える。

5 まとめと今後の課題
多目的型訓練法であるシャドーイングにおけるタ

スクデザインを工夫し，モデル音声への接近やそこ
からの逸脱，更には，モデル音声の知覚の様子を分
析した。本研究では pDTWスコアを用いて発話比較
を行ったが，韻律に基づいた比較も検討したい。また
今回は pDTWを全出現音素の平均として求めたが，
音素種類や音素連鎖種類毎に求めれば，各学習者の
発声や聞き取りにおける弱点を炙り出すことになる。
それらに基づいて，次に課すシャドーイング素材を学
習者毎に自動選択するなどの方法も検討したい。
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しての資質を持ち合わせた学生である可能性もある。


