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OJAD and its use for teaching/
learning Japanese prosody

(OJAD = Online Japanese Accent Dictionary)

峯松 信明
(MINEMATSU, Nobuaki)

東京大学大学院工学系研究科
(Grad. School of Eng. Univ. of Tokyo)

講演者 自己紹介
氏名: 峯松 信明（みねまつ のぶあき）
所属: 東京大学大学院工学系研究科
　　: 電気系工学専攻・教授
専門: 音声科学・工学（外国語学習支援を含む）
経歴: 高校時代に一時期英語教師を目指すも理科系に。
　　: 大学1, 2年は，英語劇の舞台の上で過ごした。
　　: 89年学部４年夏から音声研究を開始する。
　　: 95年博士（工学）取得＠東大工学系
　　: 95年～ 豊橋技術科学大学情報工学系
　　: 00年～ 東京大学大学院工学系研究科
　　: 12年, INTERSPEECHにてCALL tutorial担当
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本日のメニュー
最近の PC は上手に喋るけど，誰が日本語教えてる？
韻律に着目。単語アクセント・アクセント結合・アクセント句
日本人ってアクセントの誤りに敏感なの？
興味深い聴取実験が示す事実のご紹介
日本人にとって分かり易い発声とはどういうものか？
フレージング（チャンキング）とポージング
OJAD 作りました。ご紹介します。
単語検索 / 動詞後続語検索 / 任意テキスト版 / 韻律音読チュータ
OJAD 使って教えています。指導のヒントをご紹介。
フレージング＆ポージングによる PS 指導 / 単語アクセント導入
まとめ
OJAD講習会完全版＠マッコーリー大学

日本語教育の目的の一つ
学習者が日本語文を流暢に読み上げられるようにする。
そのために様々な教育理論・教育戦略がある。
（日本語を対象とした）音声工学の目的の一つ
機械が日本語文を流暢に読み上げられるようにする。
そのために様々な音声理論・音声技術がある。

日本語教育と音声工学

初めてバンクーバーに来ました。

初めてバンクーバーに来ました。
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パソコンに日本語を読ませる技術
私も日本語教師です。でも生徒はパソコンです。
日本語テキスト音声合成（text-to-speech synthesizer）の例
http://www.ai-j.jp

パソコンに共通語（東京方言）で読ませるにはどうすればよい？

テキスト音声合成の全体像
まずは，全体像から始めましょう。

テキスト

単語分割
品詞同定
係り受け
読み

アクセント核
ポーズ位置

スペクトル包絡
音素継続長
ポーズ長

イントネーション
アクセント
パワー

入力テキスト
解析部

音響パラメータ
生成部 波形生成部

波形接続
韻律変形
HMM接続
音源生成

ソースフィルタ

合成音声

生まれて初めて，
バンクーバーに来ました。

テキスト

単語分割
品詞同定
係り受け
読み

アクセント核
ポーズ位置

スペクトル包絡
音素継続長
ポーズ長

イントネーション
アクセント
パワー

入力テキスト
解析部

音響パラメータ
生成部 波形生成部

波形接続
韻律変形
HMM接続
音源生成

ソースフィルタ

合成音声

単語・文節・アクセント句・フレーズの区切り
テキスト解析結果に基づく区切り

テキスト

単語分割
品詞同定
係り受け
読み

アクセント核
ポーズ位置

入力テキスト
解析部

生まれて初めて，バンクーバーに来ました。
　　単語（形態素）に区切る
生まれ（動） | て（助） | 初めて（副） | バンクーバー（名）
| に（助） | 来（動）| まし（助動） | た（助）
　　単語境界の一部が文節境界に
生まれて | 初めて | バンクーバーに | 来ました
　　文節境界の一部がアクセント句境界に（アクセント的まとまりを作る）
生まれて初めて | バンクーバーに | 来ました
　　アクセント句境界の一部が句境界に（イントネーション的まとまりを作る）
生まれて初めて || バンクーバーに来ました　（|| ポーズを置く）

一端ばらばらにしてから，まとめ上げる。
韻律は，まとめ上げを助ける糊のようなもの。
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読みが決まれば次はアクセント
各モーラのH/Lを適切に自動推定する。
出力すべきは共通語（東京方言）の音声
モーラ：日本語の発声の単位。拍。凡そ平仮名一つ分
かなだ＝カ｜ナ｜ダ，バンクーバー＝バ｜ン｜ク｜ー｜バ｜ー
Vancouver = Van | cou | ver

とうきょう＝と｜ー｜きょ｜ー，サッカー＝サ｜ッ｜カ｜ー
各モーラに H/L を割り振る。
単語を孤立発声したときの H/L パターンは単語属性の一つ
カナダ＝HLL，バンクーバー＝LHHLLL，東京＝LHHH
始まる＝LHHH，許可する＝HLLL，謝る＝LHHL

単語同士の連接／用言の活用→アクセントは変わる（アクセント結合）
大学＝LHHH
カナダ大学＝LHHHLLL，バンクーバー大学＝LHHHHHHLLL
謝ります＝LHHHHL，謝ろうとした＝LHHHLLLL

孤立単語のアクセントの知識だけでは運用上，不十分。

アクセントってそもそも何？
単語アクセントとは？
単語の一部を目立たせる。どうやって？
より強くする：強さアクセント（強勢，弱勢）
英語

より高くする：高さアクセント（Ｈ，Ｌ）
日本語

日本語の共通語（東京方言）における単語アクセント
原則として，第1モーラから第2モーラにかけて LH と上がる。
そして，単語のどこかで HL と下る。下るともう上がらない。
どこで下るのか，によってアクセントは分類される。
HL と下る H のモーラ：アクセント核

LHH....HLL....

アクセント核の位置によって分類
複数の命名法（４モーラ単語を例にとって）

アクセント核は単語中に高々一つ
ちなみに音声工学の世界では「Ｎ型」という呼び方が殆ど

単語アクセントの分類

さ ん が つ ひ こ ー き か ん ご ふ い も ー と お は な み
頭高型 中高中高型 尾高型 平板型

起伏起伏式 平板式

１型 ２型 ３型 ４型 ０型（∞）

-４型 -３型 -２型 -１型
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単語・文節・アクセント句・フレーズの区切り
テキスト解析結果に基づく区切り

テキスト

単語分割
品詞同定
係り受け
読み

アクセント核
ポーズ位置

入力テキスト
解析部

生まれて初めて，バンクーバーに来ました。
　　単語（形態素）に区切る
生まれ（動） | て（助） | 初めて（副） | バンクーバー（名）
| に（助） | 来（動）| まし（助動） | た（助）
　　単語境界の一部が文節境界に
生まれて | 初めて | バンクーバーに | 来ました
　　文節境界の一部がアクセント句境界に（アクセント的まとまりを作る）
生まれて初めて | バンクーバーに | 来ました
　　アクセント句境界の一部が句境界に（イントネーション的まとまりを作る）
生まれて初めて || バンクーバーに来ました　（|| ポーズを置く）

一端ばらばらにしてから，まとめ上げる。
韻律は，まとめ上げを助ける糊のようなもの。

似て非なるもの
文節とは
自立語に付属語が繋がって構成される文の構成要素
ある自立語から次の自立語の前までを一つの単位としたもの
文中で「ね」を入れて区切れる単位
→与えられた文をどう発声しても，区切り方は変わらない。
生まれて｜初めて｜バンクーバーに｜来ました。

アクセント句とは（日本語独特のピッチ制御）
幾つかの語がひとまとまりで発話される時の韻律的単位
単語アクセントに見られるピッチ制御が適用される単語系列
通常句頭でピッチは上昇し，アクセント核の直後で下落する。
アクセント核は通常高々一つ（副次核を認める場合もあり）。
→与えられた文の発声の仕方で，区切り方は変わる。
生まれて｜初めて｜バンクーバーに｜来ました。
生まれて初めて｜バンクーバーに来ました。

複数の単位と韻律的まとまり
文節・アクセント句・イントネーション句
文：うまれて｜はじめて‖バンクーバーに｜きました。
ア：うまれて｜はじめて‖バンクーバーに｜きました。
ア：ＬＨＨＨ　ＬＨＬＬ　ＬＨＨＬＬＬＬ　ＬＨＬＬ
イ：

ア：うまれてはじめて‖バンクーバーにきました。
ア：ＬＨＨＨＨＨＬＬ　ＬＨＨＬＬＬＬＬＬＬＬ
イ：

イ x 1

ア x 2 ア x 1

イ x 1

複数の単語
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そもそも，どこまでまとめるんだ？
アクセント句の曖昧さ・非決定性
生まれて初めて，カナダに来ました。
　　　　　　↓
うまれて｜はじめて｜かなだに｜きました
うまれてはじめて｜かなだに｜きました
うまれてはじめて｜かなだにきました
工学的な解決策の一つ
ある話者に文章セットを与え，自然な話速で読んだ時に，どの
文節境界がアクセント句境界になるのかをラベリング
アクセント句境界ラベル付きのテキストコーパスを使って，任意
のテキストに対して，アクセント句境界を付与する機能を実装
その話者のアクセント句境界付与（感覚）を実装する。

？

しっかりアクセント制御しないと売れない
アクセント句＝常に0型として発声すると
うまれて｜はじめて｜かなだに｜きました
うまれて｜はじめて｜かなだに｜きました
恐らく「地方出身者」と認識されると思います。
日本語は「方言の違い＝アクセントの違い」となることが多い。
「どこで HL が出現するのかの違い＝方言の違い」となる。
日本では public speaking は，東京方言で行なうことが多い。

単語アクセントと地方性（ちょっと極端な例？）
東京での東西南北

浜松での東西南北

東 西 南 北
方角として ひがし にし みなみ きた
人名として ひがし にし みなみ きた

東 西 南 北
方角として ひがし にし みなみ きた
人名として ひがし にし みなみ きた

「目立つ」ところは何処にくる？
後ろから数えることがポイント
窪薗晴夫「日本語の音声」岩波書店（1999）
川越いつえ「英語の音声を科学する」大修館書店（1999）
基本的なアクセント付与手法を日本語／英語（名詞）について解説
当然，この手法の通りにならない単語も沢山，存在します。
日本語の単語アクセント
語末音節を切り離し，その次から前へ数えて二つ目のモーラを含む音
節にアクセント核が存在する。
英語の単語アクセント
語末音節を切り離し，その次から前へ数えて二つ目のモーラを含む音
節に語強勢が存在する。
原則は日英で変わらない。音節とモーラという二種類の単位が関与。

後ろから数える
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日本語教育的には
凡その傾向・基本的なパターンを伝えたい
「さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳」
簡単辞書：動詞，形容詞，複合名詞，接続詞・副詞，数詞，助数詞，更
には人名などのアクセント傾向についてまとめ，活用語の場合は活用に
伴うアクセント変形について示したもの。
動詞のアクセント
平板型か-2型，たまに-3型。
平板型：行く，聞く，知る，変える
-2型：食べ’る，読’む，来’る，見’る
-3型：帰る，返す，入る，通る

活用形（活用語尾）によってアクセント型が決まる。
平板型：行きま’す，聞きませ’ん，知りま’した，変えませ’んでした
-2型：食べま’す，読みませ’ん，来ま’した，見ませ’んでした
-3型：帰りま’す，返しませ’ん，入りま’した，通りませ’んでした

規則を用いてアクセント結合の様子を予測する
電子情報通信学会論文誌D, J66-D, 7, 849-856, 1983

音声工学的には

幾つかの場合に分けて規則を構築
名詞＋名詞＋・・ → 複合名詞
接頭語＋自立語 → 複合語
自立語＋接尾辞 → 複合語
自立語＋付属語 → 文節
文節＋文節 → アクセント句
　　　　：
これらを運用する際の適用則
基本的にはアクセント辞書の巻末にある規則と類似している
自立語＋付属語 → 文節の場合
付属語 → アクセント結合様式と結合アクセント価を定める
アクセント価＝接続後，その語の何モーラ目に核が生じるか？
アルク＋マス　→　アルキマス　（マスは１価）

音声工学的には
表 1 日本語アクセント結合規則 [1]

Table 1 Rules of word accent sandhi of Japanese

（N1 モーラM1 型+N2 モーラ ⇥M2 価→ Nc モーラMc 型）
(a) 付属語アクセント結合規則

結合様式 文節のアクセント型Mc

M1 = 0 M1 |= 0

(F1) 従属型 M1

(F2) 不完全支配型 N1 + ⇥M2 M1

(F3) 融合型 M1 N1 + ⇥M2

(F4) 支配型 N1 + ⇥M2

(F5) 平板化型 0

(b) 複合名詞アクセント結合規則
結合の種類 後続名詞の性質 複合名詞Mc

(C1) 保存型 N2 >= 2, M2 |= 0, N2
† N1 + M2

(C2) 生起型 N2 >= 2, M2 = 0, N2
† N1 + 1

(C3) 標準型 N2 <= 2 N1

(C4) 平板型 N2 <= 2 0

(c) 接頭辞アクセント結合規則
結合の種類 文節のアクセント型Mc

M2 = 0, N2
† M2 |= 0, N2

†

(P1) 一体化型 0 N1 + M2

(P2) 自立語結合型 N1 + 1 N1 + M2

(P3) 分離型 M1 M1

(and N1 + M2 )

(P4) 混合型 N1 + 1 M1 (and/or)

(or)M1 N1 + M2

† 後続名詞の最終音節が 2 モーラからなる場合は N2 を N2 � 1 とする．

るアクセント型を取り得る点に注意が必要である．
2. 4 文節内アクセント制御規則
アクセント結合規則を実際に適用する場合には，以下で述べ

る各種文節内アクセント制御規則に従う必要がある．
2. 4. 1 巡回適用則
単語が複数個連接した場合，原則としてアクセント結合規則

は左から巡回的に適用される．
2. 4. 2 音節内移動規則
撥音，促音，長母音，重母音などのモーラにアクセント核が

くると，アクセント核は原則として１モーラ前にずれる．
2. 4. 3 無声化に伴う移動規則
無声化した母音にアクセント核がくると，アクセント核は原

則として１モーラ前にずれる．
2. 4. 4 一段活用動詞処理規則
終止形を基本とすると，一段活用動詞の未然形，連用形の

モーラ数は１つ減少し，アクセント核も１モーラ前に移動する．

3. アクセント結合属性推定に関する先行実験
前節で説明した規則を用いることで，任意の文節，複合単語

のアクセント型を記述することができる．ただし，この規則を
実際に適用する場合には，事前に全ての付属語，接辞に対して，
アクセント結合属性（結合アクセント価およびアクセント結合
様式）を定義しておく必要がある．
ここでは，2000年度に IPAプロジェクトの活動で行なわれ

たアクセント結合属性推定に関する先行実験について概説する．

表 2 付属語アクセント結合属性決定手順
Table 2 Procedures of estimating accentual attribute values of

given auxiliary words⌅ �
■ 手順 1：「付属語」に「歩く（有核）」を接続
if 「歩く＋付属語」が 0 型（無核） → 付属語の属性は F5

else 2 型（「歩く」の核位置） → 手順 2 へ
else 3（「歩く」のモーラ数）＋ N 型 → 手順 3 へ
■ 手順 2：「付属語」に「笑う（無核）」を接続
if 「笑う＋付属語」が 0 型（無核） → 付属語の属性は F1

else 3+N 型（有核） → 付属語の属性は F2/N

■ 手順 3：「付属語」に「笑う（無核）」を接続
if 「笑う＋付属語」が 0 型 → 付属語の属性は F3/N

else 3+N 型 → 付属語の属性は F4/N⇤ ⇥
対象とした単語は日本語形態素解析ツールである茶筌 2.4辞書
中の付属語，接辞，約 1400語で，被験者は事前に日本語のア
クセント型の知識を教えられた東京方言話者 10名である．ま
ず，各被験者に対して，どの程度アクセント型を正しく聞きと
ることができるかを見るために，無意味モーラ列を発声した音
声によるアクセント型同定テストを事前に行ない，その正答率
⇥i(⇥i = 0～1.0) を「各被験者の信頼度」として以下の集計作
業に用いている．次に，作業の効率化を図るために，例えば表
2のような手順を被験者に提示し，各単語について結合アクセ
ント価および，アクセント結合様式を決定させた．最終的に，
以下のような形でアクセント結合属性を推定した．

(品詞 (助動詞)) ((見出し語 (た 0)) (読み タ) ....)

F1(0.7875) F2/-1(0.2947) (0.0000)

F2/1(0.1353) F3/0(0.0773) (0.0000)

F3/0(0.0773) (0.0000) (0.0000)

動詞接続時 形容詞接続時 名詞接続時

F2/1はアクセント結合様式が F2，結合アクセント価が１であ
ることを意味する．結合アクセント価を要しないものには記さ
れていない．括弧内の数字は，各アクセント結合属性に対する
信頼度であり，S =

�
⇥i とした場合，[そのアクセント結合属

性を採用した被験者の信頼度の和]/S，として計算される．信
頼度の総和が 1.0にならないのは，推定結果として「推定不能」
が選択されたことによる．
上記の例でも分かるように，ある単語に対して異なる被験者

が異なる属性を推定する場合がある．これには，属性の推定誤
りによる場合と，アクセントが本来持つ揺れ（個人差）による
場合がある．図 2は，このアクセント結合属性の推定に伴う揺
れの様子を，助詞の場合について示したものである．即ち，各
単語の最高信頼度を示す属性に着眼し，最高信頼度が � 以上の
属性を持つ単語が全体の何割を占めるかを示している．信頼度
が 0.6 以上の単語の全体に対する割合は 6割程度しかないこと
が分かる．また，信頼度が 1である（すなわち，全員が同じ属
性をつけた）単語は 3割程度と，非常に少ないことが分かる．

— 3 —

？
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パソコンに日本語を読ませる技術
私も日本語教師です。でも生徒はパソコンです。
日本語テキスト音声合成（text-to-speech synthesizer）の例
http://www.ai-j.jp

パソコンに共通語（東京方言）で読ませるにはどうすればよい？

本日のメニュー
最近の PC は上手に喋るけど，誰が日本語教えてる？
韻律に着目。単語アクセント・アクセント結合・アクセント句
日本人ってアクセントの誤りに敏感なの？
興味深い聴取実験が示す事実のご紹介
日本人にとって分かり易い発声とはどういうものか？
フレージング（チャンキング）とポージング
OJAD 作りました。ご紹介します。
単語検索 / 動詞後続語検索 / 任意テキスト版 / 韻律音読チュータ
OJAD 使って教えています。指導のヒントをご紹介。
フレージング＆ポージングによる PS 指導 / 単語アクセント導入
まとめ
OJAD講習会完全版＠マッコーリー大学

中国人留学生の日本語音声の例
とある訓練に対する before & after を聞き比べる
「フード・マイレージ」について
＝「食物の重さ x 輸送距離」で計算される量
before
after
後者の方が聞きやすいと誰もが分るのか？
留学生の一部は，それが分らない。
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何をやったら after のようになるのか？

１）文の意味を理解し、（聞きながら）句切りを入れる  
２）ピッチカーブを描く 
   

 
いなかのひとたちは がいこくじんがにほんごをはなすと びっくりします。 

  フレーズ             フレーズ                フレーズ 

 

A 簡単なフレージングができる 
「句切り」と「への字」（チャンキングとポージング） 
⇒大きいリズムをとることができる 

何をやったら after のようになるのか？

１）句切りを入れる 
２）ピッチカーブを描く（「へ」の字にする） 
       
                  
 
いなかのひとたちは がいこくじんがにほんごをはなすと びっくりします。 

 

A 簡単なフレージングができる 
「句切り」と「への字」（チャンキングとポージング） 
⇒大きいリズムをとることができる 

何をやったら after のようになるのか？

上級学習者・テキストを作る人が使いやすい辞書 

１）文の意味を理解し、句切りを入れる  
２）（聞きながら）ピッチカーブを描く（「へ」の字にする：山か丘） 

  ３） (アクセント辞典を使って） 
  フレーズの中の最初のアクセント核を見つける 
       
 
 
いなかのひとたちは がいこくじんがにほんごをはなすと びっくりします。 

C 下がり目があるとしたら、それはどこにあるのかに注
意して発音することができる 
(頭高型アクセント⇒複合名詞のアクセント⇒動詞のアク
セント） 
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単語・文節・アクセント句・フレーズの区切り
テキスト解析結果に基づく区切り

テキスト

単語分割
品詞同定
係り受け
読み

アクセント核
ポーズ位置

入力テキスト
解析部

生まれて初めて，バンクーバーに来ました。
　　単語（形態素）に区切る
生まれ（動） | て（助） | 初めて（副） | バンクーバー（名）
| に（助） | 来（動）| まし（助動） | た（助）
　　単語境界の一部が文節境界に
生まれて | 初めて | バンクーバーに | 来ました
　　文節境界の一部がアクセント句境界に（アクセント的まとまりを作る）
生まれて初めて | バンクーバーに | 来ました
　　アクセント句境界の一部が句境界に（イントネーション的まとまりを作る）
生まれて初めて || バンクーバーに来ました　（|| ポーズを置く）

一端ばらばらにしてから，まとめ上げる。
韻律は，まとめ上げを助ける糊のようなもの。

本日のメニュー
最近の PC は上手に喋るけど，誰が日本語教えてる？
韻律に着目。単語アクセント・アクセント結合・アクセント句
日本人ってアクセントの誤りに敏感なの？
興味深い聴取実験が示す事実のご紹介
日本人にとって分かり易い発声とはどういうものか？
フレージング（チャンキング）とポージング
OJAD 作りました。ご紹介します。
単語検索 / 動詞後続語検索 / 任意テキスト版 / 韻律音読チュータ
OJAD 使って教えています。指導のヒントをご紹介。
フレージング＆ポージングによる PS 指導 / 単語アクセント導入
まとめ
OJAD講習会完全版＠マッコーリー大学

OJAD 開発の背景
日本語の音声教育 ～ 需要 ＞ 供給という現実 ～
学習者「聞き取り易い，自然な発声を身に付けたい」
教師１「でも，授業時間にも制約があるし」
教師２「私自身，十分な音声（韻律）教育を受けてないし」
音声（韻律）教育のインフラ作りの重要性
非母語話者の教師でも十分に実行できる簡便な教育法
なるべく短期間で十分な効果が期待できる教育法
一つの解として，フレージング＋ポージング法（中川ら’09）
フレーズ＋ポーズで聞きやすい日本語にはなるが
より自然な日本語 → フレーズ内単語アクセントの勉強も必要
アクセント（含変形）を初級者教育へ導入（平野ら’11）
アクセント（含変形）を教育するための教材不足
アクセント辞典は孤立単語のアクセント型がメイン
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OJAD 開発の背景
何時・何処でも使える web アクセント辞書
単語アクセントやその変形を視覚的／網羅的／聴覚的に呈示
アクセントはよく揺れる。（必要に応じて）揺れも含めて呈示
まずは動詞・い形容詞・な形容詞とその基本活用を対象
用言の基本活用に伴うアクセント変形は比較的規則的
多種多様な用言の後続語表現にも対応する必要あり
名詞の（孤立発声時の）アクセントも呈示
各種教科書に準拠した形での情報提供（教科書の副読本的）
文音読時の自然なピッチパターンの視覚呈示
単語や文節という単位を超えて，文としての韻律が知りたい
フレーズ＋ポージング法（中川’09）との融合

�����⏎

Online Japanese Accent Dictionary
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad

1min PV を作りました

この画面が出てきたら，
アクセス成功です。

配布資料 PDF 版は
こちらから入手可能。
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OJAD ４機能
単語検索

動詞の後続語検索

OJAD 任意テキスト版
上記三つはアクセント学習がメイン

韻律音読チュータ・スズキクン
イントネーション＋アクセント学習

�����⏎

三種類の OJAD 利用法解説ページ
OJAD 4機能のご紹介
いわゆる「取り扱い説明書」的なページです。
使ってみよう OJAD → 使ってみよう XXX
以下の3機能について「使うことで学ぶ」ためのページです。
使ってみよう単語検索
使ってみよう後続語検索
使ってみようスズキクン
使ってみよう OJAD → タブレット端末用 OJAD デモ
学会デモ発表用のページ，「手っ取り早く学ぶ」ページです。

�����⏎
✔

✔

教科書ガイドとしての単語検索

動詞，い形容詞，な形容詞，名詞，約12,700単語
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何を検索し，どう表示したいのか？
単語検索の検索・表示条件

何を検索するのか？
絞り込み方法の指定
検索結果をどう表示
するのか？
その他のオプション
検索語の個別指定

さあ，これで今日から貴方も検索上手？

入力文＝フレーズ１＋フレーズ２＋フレーズ３＋・・
生まれて初めて，バンクーバーに来ました。
とても住みやすい所と，聞いています。
フレーズ＝複数のアクセント句
|| 生まれて | 初めて || バンクーバーに | 来ました ||
|| とても住みやすい | 所と || 聞いています || 
|| フレーズ句区切り　　| アクセント句区切り

上級者用と初級者用
上級者用：全てのアクセント句に必要な核を置く。
初級者用：自然性を保ちながら核の数を減らすモード
　　　　＝フレーズ冒頭アクセント核＋
　　　　　３モーラ以上の１型アクセント句の核
　　　　　だけを残して，後は核を消失させる。

韻律音読チュータの二種類のモード

韻律音読チュータの二種類のモード
上級者モードと初級者モードの表示

初級者モード＝自然性を落とさずに，フレーズをアクセント句に
アクセント句に沿ってL/Hを割り当てると，アクセント句境界で
HL（ピッチの下降）となることが多い。
これを「アクセント核」と呼ぶべきかどうかは分りません。
無声化すべきモーラを網かけ表示
無声化モーラがアクセント核になる場合は，有声に戻しています。

生まれて初めて，バンクーバーに来ました。とても住みやすい所と，聞いています。
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ピッチエディタとしてのスズキクン
例えば，東京方言以外のアクセントを示したい，とか
とある web の情報
スズキクンのピッチエディタにかけると・・・
平仮名をクリックすると，そこの H/L が入れ替わります。

音声合成機能について
全てのピッチパターンで読み上げる訳ではありません
ピッチ及びアクセントの条件
ピッチパターン＝上級，テキスト上のアクセント＝上級
ピッチパターン＝初級，テキスト上のアクセント＝初級
但し「初＆初」でも，呈示される音声は「上級」です。
ピッチエディタによる H/L の修正について
ピッチ＝上，アクセント＝上の場合のみ，修正は反映されます。
ピッチ＝初，アクセント＝初の場合，合成音は「元の上級」のまま。
画面上では H/L は反転します。

東京方言として不適切なアクセントを指定すると，合成できません。
Nモーラアクセント句＝0, 1, 2, ..., N 型のいずれかのみ

無声化母音をアクセント核として指定すると，合成できません。

二種類のアクセント句境界推定
アクセント句境界推定の二つの方針
アクセント句境界ラベル付きのテキストコーパスを使って，任意
のテキストに対して，アクセント句境界を付与する機能を実装
その後，個々のアクセント句内でアクセント核位置を推定する。
ア句＝適度な長さ，となるが，境界／核位置推定を誤ることもある。
文節＝アクセント句，と解釈して文節境界を句境界とする
各文節（最短のアクセント句）に対して，アクセント核位置を推定。
誤りは減るが，アクセント句が短くなり，ドタバタしたパターンに。
但し，初級者モードにすればフレーズ句がアクセント句に。
どちらを使うべき？
合成音声は，自然性が僅かに高い前者（機械学習）
アクセント制御を勉強する場合は，僅かに誤りが少ない後者（文節）

工学的な解決策の一つ

うまれてはじめて｜かなだに｜きました
うまれて｜はじめて｜かなだに｜きました
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本日のメニュー
最近の PC は上手に喋るけど，誰が日本語教えてる？
韻律に着目。単語アクセント・アクセント結合・アクセント句
日本人ってアクセントの誤りに敏感なの？
興味深い聴取実験が示す事実のご紹介
日本人にとって分かり易い発声とはどういうものか？
フレージング（チャンキング）とポージング
OJAD 作りました。ご紹介します。
単語検索 / 動詞後続語検索 / 任意テキスト版 / 韻律音読チュータ
OJAD 使って教えています。指導のヒントをご紹介。
フレージング＆ポージングによる PS 指導 / 単語アクセント導入
まとめ
OJAD講習会完全版＠マッコーリー大学

OJADの利用状況
2012年8月に一般公開
それ以来，Google Analytics を使ってアクセス状況を調査。
合計約 15.3 万のアクセス。約 5 割は海外からのアクセス。

(Google Analytics が提供するアクセスマップ）

OJADの利用状況
2012年8月に一般公開
それ以来，Google Analytics を使ってアクセス状況を調査。
合計約 15.3 万のアクセス。約 5 割は海外からのアクセス。

(Google Analytics が提供するアクセスマップ）

訪問数／週
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学習者数は，オーストラリア ＝ 米国 x 1.9 ＝ 台湾 x 1.3
アクセス数は，米国 ＝ オーストラリア x 6
　　　　　　　台湾 ＝ オーストラリア x 33
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日本語学習者数＠2012調査

OJAD 講習会
～ 各地での OJAD 講習会の様子 ～

　　　　　　東京　　　　　　　　　　　　長春（中国）

　　　　アリゾナ（米国）　　　　　　　　　　東京　　　　　　　　　　　ベルリン（ドイツ）

　　　　台北（台湾）　　　　　　　　　　　　秋田　　　　　　　　　　　　　  北海道

　　ホーチミン（ベトナム）　　　　　　　　　金沢　　　　　　　　　　　　　  名古屋

　　　　　釜山（韓国）　　　　　　　ミュンヘンン（ドイツ）　　　　　グルノーブル（フランス）

国内外で OJAD 講習会を開催し
て参りました。講習会後の集合写
真を示します。次回の講習会は，
あなたの町で開催するかもしれま
せん。是非ご参加下さいませ。

　　　　　　名古屋　　　　　　　　　バンクーバー（カナダ）　　　　　　　　　東京

　　　　　　大阪　　　　　　　　　　ポズナン（ポーランド）　　　　　　　　　熊本

　　ウィーン（オーストリア）　　　　　オロモウツ（チェコ）　　　　　　　　　香港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　高雄（台湾）

 　　　　　　　　　　　　ソウル（韓国）

　　　　　深圳（中国）　　　　　　　　　　香港（中国）　　　　　　　　　パリ（フランス）

　　　　　　　　　　　　キルギス

ダブリン（アイルランド）

　　　エジンバラ（イギリス）　　ストックホルム（スウェーデン）　　ヘルシンキ（フィンランド）　　　　　　

サンクトペテルブルグ（ロシア）　　　　　　　鹿児島　　　　

OJAD 講習会
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OJAD 講習会完全版＠Macquarie Univ.
Google “OJAD” → 講習会申込 web
あるいは http://goo.gl/TEW56g
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ご清聴，有り難うございました
?

?
?

49

50

51


