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刊行のことば

　音響サイエンスシリーズは，音響学の学際的，基盤的，先端的トピックにつ

いての知識体系と理解の現状と最近の研究動向などを解説し，音響学の面白さ

を幅広い読者に伝えるためのシリーズである。

　音響学は音にかかわるさまざまなものごとの学際的な学問分野である。音に

は音波という物理的側面だけでなく，その音波を受容して音が運ぶ情報の濾過

処理をする聴覚系の生理学的側面も，音の聴こえという心理学的側面もある。

物理的な側面に限っても，空気中だけでなく水の中や固体の中を伝わる周波数

が数ヘルツの超低周波音から数ギガヘルツの超音波までもが音響学の対象であ

る。また，機械的な振動物体だけでなく，音を出し，音を聴いて生きている動

物たちも音響学の対象である。さらに，私たちは自分の想いや考えを相手に伝

えたり注意を喚起したりする手段として音を用いているし，音によって喜んだ

り悲しんだり悩まされたりする。すなわち，社会の中で音が果たす役割は大き

く，理科系だけでなく人文系や芸術系の諸分野も音響学の対象である。

　サイエンス（science）の語源であるラテン語の scientiaは「知識」あるいは

「理解」を意味したという。現在，サイエンスという言葉は，広義には学問と

いう意味で用いられ，ものごとの本質を理解するための知識や考え方や方法論

といった，学問の基盤が含まれる。そのため，できなかったことをできるよう

にしたり，性能や効率を向上させたりすることが主たる目的であるテクノロ

ジーよりも，サイエンスのほうがすこし広い守備範囲を持つ。また，音響学の

ように対象が広範囲にわたる学問分野では，テクノロジーの側面だけでは捉え

きれない事柄が多い。

　最近は，何かを知ろうとしたときに，専門家の話を聞きに行ったり，図書館

や本屋に足を運んだりすることは少なくなった。インターネットで検索し，リ
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ii　　　刊　行　の　こ　と　ば　

ストアップされたいくつかの記事を見てわかった気になる。映像や音などを視

聴できるファンシー（fancy）な記事も多いし，的を射たことが書かれてある

記事も少なくない。しかし，誰が書いたのかを明示して，適切な導入部と十分

な奥深さでその分野の現状を体系的に著した記事は多くない。そして，書かれ

てある内容の信頼性については，いくつもの眼を通したのちに公刊される学術

論文や専門書には及ばないものが多い。

　音響サイエンスシリーズは，テクノロジーの側面だけでは捉えきれない音響

学の多様なトピックをとりあげて，当該分野で活動する現役の研究者がそのト

ピックのフロンティアとバックグラウンドを体系的にまとめた専門書である。

著者の思い入れのある項目については，かなり深く記述されていることもある

ので，容易に読めない部分もあるかもしれない。ただ，内容の理解を助けるカ

ラー画像や映像や音を附録 CD-ROMや DVDに収録した書籍もあるし，内容に

ついては十分に信頼性があると確信する。

　一冊の本を編むには企画から一年以上の時間がかかるために，即時性という

点ではインターネット記事にかなわない。しかし，本シリーズで選定したト

ピックは一年や二年で陳腐化するようなものではない。まだまだインターネッ

トに公開されている記事よりも実のあるものを本として提供できると考えてい

る。

　本シリーズを通じて音響学のフロンティアに触れ，音響学の面白さを知ると

ともに，読者諸氏が抱いていた音についての疑問が解けたり，新たな疑問を抱

いたりすることにつながれば幸いである。また，本シリーズが，音響学の世界

のどこかに新しい石ころをひとつ積むきっかけになれば，なお幸いである。

　2014 年 6 月

音響サイエンスシリーズ編集委員会　

編集委員長　平原　達也　
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ま　え　が　き

　話した言葉をその場で相手の言語に翻訳して，あたかも母国語で話している

かのようなコミュニケーションを可能とするのが，自動音声翻訳あるいは音声

自動通訳システムと呼ばれるものである。すでに，種々の SF映画や漫画では

当たり前のように出てくる技術であるが，長い研究開発の末，ようやく実現が

近付いてきた。特に，日本人の外国語への苦手意識がきわめて高いことから，

わが国では世界に先駆けて音声翻訳の研究が，1986 年に国際電気通信基礎技

術研究所の中の自動音声翻訳研究所において開始された。筆者の中村はその発

足から 3年間プロジェクトに参加，さらに，2000 年から 2011 年までプロジェ

クトを率いる立場で参画した。その中で，コーパスベースの確率モデルによる

統計的な音声認識・合成や機械翻訳へのパラダイムシフト，多言語化のための

国際共同研究，標準化，種々の実証実験，携帯電話による音声翻訳の実用化な

どを経験，主導した。本書ではこれらの活動を通した，これまでの自動音声翻

訳・自動音声通訳技術の研究開発について述べていく。

　本書は，筆者の中村が 2011 年に奈良先端科学技術大学院大学に異動し，知

能コミュニケーション研究室で，共著者の戸田，Sakti，Neubigとともに音声

自動通訳の基礎研究を行ったことを機に執筆を決心した。それぞれ，音声翻訳

のプロジェクトを率いてきた中村，音声合成および声質変換の専門家である戸

田と高道，多言語音声認識の専門家である Sakti，そして，機械翻訳の専門家

である Neubigという，執筆時点で研究の先端を行く筆者が本執筆を担当した。

　本書の出版においては，音響サイエンスシリーズ編集委員会 委員長の富山

県立大学の平原達也教授に本書のご提案をいただいた。また，コロナ社には企

画から原稿の出版まで長きにわたり大変ご尽力をいただいた。また，これまで

音声翻訳の研究開発をともに進めてきた株式会社 エイ・ティ・アール自動翻
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iv　　　ま　　 え　　 が　　 き　

訳電話研究所，音声翻訳通信研究所，音声言語通信研究所，株式会社国際電気

通信基礎技術研究所・音声言語コミュニケーション研究所，情報通信研究機構

の共同研究者の皆様，音声翻訳の研究に継続的に資金提供していただいた総務

省，文部科学省，内閣府の皆様，そして，奈良先端科学技術大学院大学情報科

学研究科知能コミュニケーション研究室のスタッフ，学生諸君に感謝する。

　2018 年 3 月

 中村　哲　

執筆分担
　中村　哲  1 章，2章，3.1 節，3.2 節（日本

語訳），4章，5.1 節，6章

　Sakriani Sakti 3 .2 節（英語原文）

　Graham Neubig 3 .3 節，5.2 節

　戸田智基 3 .4 節

　高道慎之介 3 .4 節
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音声翻訳の概要

第１章

1 .1　音声翻訳システム

　音声翻訳システムの全体像を図 1 .1に示す。音声翻訳は，大まかに言って

入力音声の言語情報を認識する多言語音声認識，多言語機械翻訳，そして翻訳

されたテキストを読み上げる音声合成から構成される。また，原言語の入力音

声に含まれる感情，発話スタイル，声質，韻律などは言語を変換しても目的言

語で保持されるように保存，変換する必要がある。これらの処理は難易度が高

いため，どのような話題について話しているかの話題知識（ドメイン知識とも

言う）と，対話履歴や知識で内容を補って認識，翻訳を行っていく。現状で

は，文字化できる情報（言語情報）のみに注目し，話題を限定した状況で，多

入力
音声

機械
翻訳

保存
変換

言語情報

非言語情報
感情・スタイル
声質・韻律 声質，韻律

音声認識 音声合成 言語情報
出力
音声

声質，韻律

非言語情報
感情・スタイル
声質・韻律

機械翻訳結果
/ I/go/ to/Tokyo/

音声合成結果
“ai go tu tokyo/

音声信号
“to o kyo e i ku”

対話
知識

ドメイン
知識

目的言語原言語

図 1 .1　音声翻訳システムの構成図
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2　　　1.　音 声 翻 訳 の 概 要　

言語の音声認識，機械翻訳，音声合成と，それらを統合した音声翻訳が動作可

能な状況になってきた。筆者の中村が研究を開始した 1980 年代前半は，音声

認識で言えば 500 単語程度の特定話者の単語音声認識が動く程度のレベルで

あった。いまでは不特定話者大語
ご

彙
い

の統計的多言語音声認識，多言語の機械翻

訳，統計モデルによる多言語音声合成が実用可能になり，30 年の間のインフ

ラの進化を含めた飛躍的な技術の進化に感動を覚えざるを得ない。

　一方で，未解決の課題も山積している。話し言葉である音声言語をいかに翻

訳するか，人間の通訳のような五月雨式で内容を解した音声自動通訳をどう実

現するか，文脈をどう考慮するか，照応，省略をどう補完するか，原言語で曖

昧な表現を目的言語にそのまま訳せるか，文化・背景などの違いによって意味

の異なる表現をどう訳すか，方言はどうするのか，イントネーションや声質，

ジェスチャ，表情などはどう扱うのか，多くの課題が残されている。

1 .2　自動音声翻訳のこれまで

　わが国では，日本電気株式会社（以降 NECと表記）が 1983 年の世界電気通

信展示会で音声翻訳のデモンストレーションを行い世界の注目を集めた3）†。

その後，1986 年に NTTの民営化に伴う NTT株の売却益をもとに基盤技術研

究を行う民間基盤技術促進制度と基盤技術促進センターが発足し，産学官が共

同で研究を行う体制が整備され，多くの基盤研究を行う研究所が発足した5）。

日本人は外国語が苦手であることから，音声翻訳技術の研究開発がその一つに

選ばれ，1986 年に株式会社国際電気通信基礎技術研究所（エイ・ティ・アー

ル，Advanced Telecommunication Research Institute International，ATR）と，

実際の音声翻訳の研究開発を時限で行う会社である株式会社エイ・ティ・アー

ル自動翻訳電話研究所が創設され，国内外の多様な音声言語研究者が参画した。

　1986 年当時は不特定話者・連続音声の認識もまだ十分にできない状況であ

†　肩付数字は各章末の引用・参考文献番号を表す。
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　1.2　自動音声翻訳のこれまで　　　3

り，国際会議予約，ホテル予約，日常旅行会話に順次，研究開発の目標となる

話題とタスクを拡張しながら研究を進めた。1993 年には，自動翻訳電話研究

所（日本），カーネギーメロン大学（アメリカ，略称 CMU），シーメンス社（ド

イツ）の世界 3 地点を結んだ音声翻訳会話実験が行われた11）。この実験は

ニューヨークタイムズでも大きく取り挙げられた。これを機に国際的な音声翻

訳研究コンソーシアム（Consortium for Speech Translation Advanced Research，

C-STAR）が発足し，日本，アメリカ，ドイツ，（後に，イタリア，フランス，

中国，韓国も参加）が音声翻訳の国際共同研究を開始した。ATRのプロジェ

クト開始の後，世界でもさまざまな音声翻訳のプロジェクトが開始された。対

話音声翻訳を目指してドイツでは Verbmobilプロジェクト12），欧州で

NESPOLE!4）が，アメリカでは TransTacプロジェクトが実施された1）。また，

講演などの音声翻訳を目指して欧州で TC-STARプロジェクト6），EU会議の同

時通訳を支援する EU-BRIDGEプロジェクトが実施された2）。アメリカでは，

GALEプロジェクトが 2006 年から 5 年間実施された10）。GALEプロジェクト

は，アラビア語，中国語から英語への自動翻訳を目指したプロジェクトであ

り，これまで人間が行っていた多言語重要情報の抽出，翻訳，要約作業の自動

化を目的にしている。

　自動音声翻訳の国際共同研究コンソーシアム C-STARは，2004 年からより

学術的な研究を中心にした組織に変わり，IWSLT（International Workshop on 

Spoken Language Translation）という国際ワークショップとなった。この国際

ワークショップは，音声翻訳に関する性能評価トラックを中心としており，参

加者は規定の学習データを用いてシステムを構築し，テストデータとして

IWSLTから供給されるデータの結果と論文を投稿する。会議はこれらのシス

テム論文と，一般の研究論文から構成される。

　これらのプロジェクト等で研究開発された技術の実用化については，携帯電

話の通信速度と帯域の向上により高度な計算がリモートのサーバ側で実施でき

るようになり，大量の音声・テキストデータの収集により，性能が飛躍的に向

上し，スマートフォンを端末とした音声翻訳サービスの実用化，商用化が進ん
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4　　　1.　音 声 翻 訳 の 概 要　

でいる。日本においては，世界に先んじて ATRの技術を元にした携帯電話を

端末とし，分散音声認識のフレームワークを利用した音声翻訳サービス「しゃ

べって翻訳」が 2007 年に商用実用化され普及した。さらに，スマートフォン

を端末にした音声翻訳試験サービス VoiceTraを 2010 年にスタートさせ多くの

利用者に使用していただいている7）～9）。海外では，アメリカで Google翻訳，

さらに最近では Microsoft社が無料通話アプリ Skypeに音声翻訳を試験的に導

入して話題となっている。音声翻訳の歴史を図 1 .2にまとめた。

　任意の話題に対する自然な発話の音声翻訳は高度な課題であるため，特定の

話題に音声翻訳の対象を絞り込むことにより音声認識や翻訳の精度を利用可能

なレベルまで向上させ実用化が試みられている。対象とする会話は，会議予

約，ホテル予約，旅行会話，多様な日常会話へと比較的容易な翻訳から順次高

度な翻訳へ研究開発が進められてきた。現在は，5章で述べるように，講演や

ビジネス会話を対象に，「自動翻訳」から「同時自動通訳」への研究が始まっ

ている。
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　音声翻訳の研究に出会って早 30 年になる。筆者の中村が音声認識の研究を

始めたときは，音声の特徴量を線形予測の係数として抽出する手法，音声の発

話ごとの声道の違いによるスペクトルの変動をマルチテンプレートで吸収し，

時間変動を動的計画法で吸収する手法が主流で，それでも非常に巧妙であるこ

とに感動したものである。当時は日本の音声・言語処理技術は世界トップで

あった。しかし，その後，隠れマルコフモデルや Nグラムのようなそれまで

と異なる通信理論に基づく統計的なモデリング，さらには，深層学習による手

法が登場し，まったく景色が変わってしまった。さらに，アメリカでは国防総

省の DARPAプロジェクトのもと，共通タスクで性能競争するというフレーム

ワークが始まり，必ずしも新しくない手法の組合せだが，少しずつ性能を向上

させる，技術開発としての進め方を採用した。その結果，アメリカでは 1 000

単語の不特定話者連続音声認識システム（Sphinx）を生み，種々のプロジェ

クトにより数々のシステムや人材を輩出した。これに続いて欧州でも，性能競

争・評価型のプロジェクトとして TC-STARや EU-BRIDGEなどが実施され

た。それらに従事した学生，研究者が企業に参加し，スタートアップ企業を起

業するなどして，現在の音声・言語処理サービスを提供している。日本におい

ても ATRをはじめとする政府主導の研究開発プロジェクトが実施され，その

成果として，携帯電話用のネットワーク型音声翻訳のサービスが実現された。

ATRの成果についても ATRが関連するいくつかのスタートアップ企業を生み

成果展開が図られている。

　ATRプロジェクトには，日本以外にも海外からの研究者も多く関与し，そ

の数は膨大で，世界の音声・言語分野のシニアな研究者はなんらかの意味で

ATRに関わった経験があると言っても過言ではない。その意味で ATRは
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DARPA主流のアメリカ標準から見ても十分に存在感を発揮した。

　研究にはフェーズがあり，例えば，基礎研究，基盤研究，システム研究，応

用研究のフェーズがある。DARPAは研究の状況を観測し，このフェーズに

あったプロジェクト支援の形式として，性能競争・評価型をとっていたのでは

ないかと思う。その点で，現在の日本の大学や研究機関は，基礎研究にとどま

る傾向があり，また，それをよしとする傾向があるが，フェーズのシフトに応

じて，基盤研究，システム研究，応用研究に合わせた進め方があるのではない

かと思う。ほとんどの重要な技術の基礎研究フェーズでは，論文発表で日本の

大学が先行しているが，基盤研究，システム研究，応用研究では，新規性が小

さいため大学は機能を発揮できず，後塵を拝している。技術を確立していくに

はフェーズをシフトしていく仕組みと人材が必要である。

　音声翻訳は人類の夢である言葉の壁を越える技術である。5章に述べたよう

にいまだ解決できていない課題が山積しているが，通訳者のように，あるいは

母語で話したときのように異なる言語を話せるような技術を研究開発していく

必要がある。一方，コミュニケーションのためだけでなく，アメリカの

DARPAプロジェクトのように情報分析のために音声翻訳の研究開発を実施す

ることも非常に重要である。すべての情報がインターネットにつながり，膨大

な情報が利用可能な（ビッグデータ）時代にこのような情報分析は音声翻訳研

究のパラダイムシフトとも言える。

　1986 年に株式会社エイ・ティ・アール自動翻訳電話研究所が榑松 明氏を社

長として発足し，産官学から筆者の中村を含め多くの研究者が研究に参加し

た。音声情報処理では，カーネギーメロン大学滞在から NTTの鹿野清宏博士

が戻り，室長として参加した。そして，カーネギーメロン大学や IBMで進ん

でいた隠れマルコフモデル，Nグラム，MITの Zue博士らが進めていたスペ

クトログラムリーディングによる音声認識，ニューラルネットワークによる音

声認識を立ち上げ，その後の日本の音声認識研究に貢献した。また，NTTか

ら同様に参加した匂坂芳典博士も素片接続型音声合成をはじめ音声合成の研究

に貢献した。ATRでは同年，エイ・ティ・アール視聴覚機構研究所も発足し，
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聴覚，音声生成の基礎研究が行われた。人間の機能に関する基礎研究と音声翻

訳を目指した目的指向型研究の協力関係は相互に補完関係にあり非常に役立っ

たと感じている。

　1987 年には，現在，カーネギーメロン大学とカールスルーエ工科大学の教

授をしている Alexander Waibel博士が ATRに滞在された。Waibel博士は，

ニューラルネットワークで音声認識を行うという先験的な研究に挑戦され，時

間遅れニューラルネットワークを提唱し後に IEEE論文賞を受賞された。この

時間遅れニューラルネットワークは , 現在のたたみこみニューラルネットワー

クの原型である。

　筆者の中村はWaibel博士と，ほぼ同じ年代であった，武田一哉氏（現，名

古屋大学教授），阿部匡伸氏（現，岡山大学教授）らと研究や生活をともにし

た。当時，英語があまり得意でなかったが，日々の暮らしで英語を使うことは

コミュニケーション力と自信を付けてくれた。また，Waibel博士やその後の

多くの国際人脈は研究の実施をおおいに助けてくれた。このような国際的な

ヒューマンネットワークや，異文化交流が非常に役立っている。

　2010 年以降，そのニューラルネットワークが再来し，音声認識，機械翻訳

のいずれにも大きな性能改善をもたらしている。音声認識では switchboardタ

スクという電話会話音声の認識で，人間が聞き取って書き起こした際の単語誤

り率 6％に匹敵する性能が自動音声認識により達成されている。膨大な学習

データ，多数の隠れ層，いろいろな学習アルゴリズム，高速化アルゴリズム，

高速計算ハードウェアの賜物である。

　40 歳代にいくつかの書籍の執筆に参加させていただいた。その際に感じた

ことは自らの能力が書籍を執筆するに値しないので，55 歳になるまで止めよ

うということだった。ところが，時間はあっという間に過ぎてしまい，55 歳

を回ってしまっていた。日本音響学会　音響サイエンスシリーズ委員長の平原

先生から本書の執筆を引き受けてからも，奈良先端科学技術大学院大学の研究

室の立ち上げ，音声自動通訳をはじめとする数々の新たな研究テーマの立ち上

げ，研究資金獲得に奔走し，時間がとれず，予定を大幅に遅れてしまった。ま
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た，執筆中に，准教授だった戸田博士が名古屋大学教授に，助教だった

Neubig博士がカーネギーメロン大学のテニュアトラック助教に転出されてし

まった。本当に，人生のよい時期は一瞬だと痛感させられた瞬間であった。

　最後に，音声や言葉は人間の認知プロセス，創造活動の核心である。その認

知活動の核心を解き明かしていくのが言語研究の醍醐味であると思う。読者の

皆様には新たな時代へ向けて，夢を信じて既成概念にとらわれない研究開発に

打ち込んでいただきたいと思う。

　2018 年 4 月

 中村　哲　
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