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児童による音読の流暢性自動評価手法
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概要：本稿では人間による音読の流暢性評価を反映した，児童による音読における流暢性の自動評価手法
を示す．音読とは知識の獲得にあたって重要な学習方法の 1 つであり，児童においては音読の流暢性は読
解力と強い相関がある．また，児童は学習の際，頻繁に評価を受けることで学習効果が高められるといわ
れている．よって，流暢性を自動評価する手法を提案することは，児童が音読の評価を受ける機会を増や
し，学習効果を高めることが期待される．しかし，従来の研究では音読における流暢性の指標をある時間
内に正しく原稿から読めた単語数としていた．この指標は人間の感覚を反映しているとは考えがたい．本
稿では，収集した児童による音読音声を用いて，読み聞かせ経験者を対象に流暢性評価アンケート実験を
行い，流暢性の評価傾向を分析した．そして，児童の音読音声と模範音読音声を音素ごとの時間で比較し
た指標が，読み聞かせ経験者の評価傾向と強い相関（p < .005）を持つことが分かった．この指標は現存の
技術によって計測可能であり，また，この指標によって音読の流暢性を評価することの妥当性を確認した．
キーワード：音読，音読評価指標，自動評価，音声特徴量，順位相関
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Abstract: In this paper, we propose an auto evaluation method of children’s oral reading ﬂuency reﬂects
oral reading ﬂuency evaluation by human. Oral reading is one of the most important learning methods for
the acquisition of knowledge, and there is strong correlation between children’s oral reading ﬂuency and
children’s reading comprehension. In addition, frequent evaluation for children’s achievement lead to higher
learning eﬀectiveness. From the above, it is expected that auto evaluation method of children’s oral reading
ﬂuency make more chances of evaluation for children and lead to higher learning eﬀectiveness. Previous
studies regarded numbers of words that correctly read from document in time as measure of oral reading
ﬂuency. But it is doubtful that this measure reﬂects oral reading ﬂuency. At ﬁrst, we conducted a questionnaire survey about children’s oral reading, and analyzed oral reading ﬂuency evaluation by person with
storytelling experience. And it became clear that speech features comparing children’s oral reading voice and
professional’s oral reading for each time of phoneme has high correlation with trend of humans’ oral reading
ﬂuency evaluation. This speech feature can be measured by existing technology, and we conﬁrmed validity
of oral reading ﬂuency evaluation by this measure.
Keywords: reading aloud, indicator of reading aloud, automatic evaluation system, speech feature, rank
correlation
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文章から情報を得て知識を形成するにあたり，音読は基
礎的で重要な学習方法である．成人は集中して黙読するこ
とにより十分な情報を文章から得られるが，児童は黙読す
るより，音読した方が文章から情報を得られる [1]．音読は
このように有用性が実証された学習であり，授業に取り入
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れられている．学習指導要領解説 [2] には，
「小学校低・中
学年の国語科において音読・暗唱，漢字の読み書きなど基
本的な力を定着させた上で，各教科等において，記録，要
約，説明，論述といった学習活動に取り組む必要がある」
とあり，音読は各教科の学習において重要な基礎の 1 つと
位置付けられている．

研究の成果をまとめ，今後の展望について述べる．

2. 関連研究
2.1 児童と音読
音読は，児童の読解能力における成長を促進する有効な
学習方法である．高橋 [12] によると，児童が音読すること

児童の音読における流暢さと読解能力には相関があるこ

の有用性は大きく分けて 3 点ある．第 1 に書き言葉の理

とが示されている [3], [4], [5]．また，児童の音読における

解能力を児童に習得させる際，就学前には話し言葉のみに

流暢さを向上させることによって，読解能力が向上するこ

親しんでいるため，音声情報をともなう音読による指導か

とも示されている [5], [6]．よって児童が音読における流暢

ら始めることが，児童の言語理解に親和的かつ効果的であ

性を向上させることは重要だといえる．

る点．第 2 に発音という能動的な活動が含まれることで，

読み練習などにおいて児童の学習達成度を頻繁に確認す

文字情報の短期記憶を促進できる点．第 3 に音読をすると

ることは，児童の学習効率を高めることが示唆されてい

黙読よりも内容理解が容易になる点 [13] である．また，児

る [7], [8]．よって，流暢性を評価することで，児童による

童の音読における流暢さと読解能力には相関があり，流暢

音読の流暢性の向上につながることが期待される．しかし，

性の向上と読解力の向上にも相関があることが示されてい

学校では児童 1 人 1 人が教師から音読を評価される機会は

る [3], [4], [5], [6]．

少ない．家庭では児童の保護者などが音読の評価を行って
いるが，経験や専門知識がとぼしいので，適切に児童の音

2.2 音読の聞き手設定

読を評価することは困難である．また，保護者は必ずしも

親や教師などの聞き手がいない状況でも，児童が意欲的

多くの時間を児童の音読練習につきあうことに割けるとは

に音読できるように，児童に犬やロボットを聞き手と意識

限らない．よって，教師や保護者に代わって音読の流暢性

して音読させる試みが行われている．Reading Education

を適切に自動評価し，フィードバックする方法が必要であ

Assistance Dogs プログラム（R.E.A.D.）[14], [15] では，子

ると考えられる．

供たちが意欲的に音読練習できるようになることを狙っ

児童による音読の流暢性を評価には，ある時間内に正し

て，犬に向かって音読を行わせた．児童は犬に向かって音

く読めた単語数が指標とされていた [9], [10], [11]．しかし，

読しても，読み間違えを聞き手に指摘される心配がない．

この方法では児童が読み途中に間違えた場合や，止まって

このことから発生する安心感から，集中して音読ができる．

しまった場合でも，その分早口で補うと高評価になってし

これにより継続的な音読練習が可能になり，読解力の向上

まうので，人間が感じる流暢性をうまく反映できていない

につながるとしていた．また，中台らは児童に，動物型ロ

可能性がある．また，
「正しく」読めていたか判定する基準

ボットを聞き手と意識した音読をさせた [16]．この動物型

が人によって異なる可能性があるので，客観的な指標とは

ロボットは，児童に親しみや安心感を与えることをねらっ

いい難い．

て，音読を聞いているような動作をする．これらの児童が

本稿では，読み聞かせ経験者による音読の流暢性に対す

音読を聞かせる対象を設定する研究では，児童の精神的抵

る評価を反映し，児童による音読の流暢性を評価するため

抗感が少ない聞き手がいない環境でも，児童が意欲的に音

の客観的かつ自動化可能な手法を提案する．そのためにま

読練習を行うことを支援し，音読の楽しさが向上するなど

ず，読み聞かせ経験者の流暢性評価傾向をアンケート実験

の成果を得ていた．

によって明らかにし，この流暢性評価傾向と強い相関を
持った指標を設計する．そしてこの指標で流暢性を評価す
ることの妥当性について検討を行う．なお，学習指導要領

2.3 学年ごとの音読の目標
音読とは声に出して文章を読むことと定義されている．

解説によると，小学校低・中学年の児童が音読などの基本

小学校学習指導要領 [17] では，
「読むことの能力」を育て

的な力を定着させる必要があるとされているので，本稿で

るため，小学生の学年ごとに以下のような目標が設定され

は小学校低・中学年の児童による音読を評価対象とする．

ている．

2 章で音読の有効性，児童の学習を評価することの有効
性，発話などの自動評価に関する研究事例を紹介する．3 章
では，読み聞かせ経験者による音読における流暢性評価を
分析することを目的に行ったアンケート実験の結果と考察
について述べる．4 章では，3 章の分析結果に基づき，音
声特徴量を提案し，この音声特徴量を用いて音読の流暢性
評価を行うことの妥当性について検討する．5 章では，本
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• 小学 1・2 年生：語のまとまりや言葉の響きなどに気
を付けて音読すること

• 小学 3・4 年生：内容の中心や場面の様子がよく分か
るように音読すること

• 小学 5・6 年生：自分の思いや考えが伝わるように音
読や朗読をすること
朗読とは感情をこめて音読することである．小学 5・6
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年生では朗読という側面があり，評価が複雑になる可能性

能力の自動評価研究があった [20], [21]．これらの研究で

があるため，本稿では小学 1〜4 年生による音読を評価す

は，英語を第二言語とする被験者たちの自由発話に対し，

る手法の確立を目指す．

97.8%の識別率で人間による評価を予測することに成功し
ていた．しかし，発話内容の文法的間違いや文法的な複雑

2.4 評価による学習効率向上
頻繁に児童の学習達成度の確認を行うことによって，学
習効率が高まることが示唆されている．Bohannon [7] によ

さなどを特徴量として用いていたので，第三者の書いた既
存の文章を読み上げる音読を評価することには適用できな
かった．

ると，読みの練習をするにあたって，従来の方法で 30 分の

歌唱力を自動評価する研究 [22] では，歌唱力評価の基準

勉強をするより，1 分のテストを毎日行う方が多くの児童

や，2 つの歌唱の歌唱力評価値の距離感が評価者によって

の読み能力が向上した．また，Deno ら [8] によると，スペ

異なる可能性を考慮し，順位付けによる相対的な評価を得

ルの勉強をするにあたって，週に 1 度より毎日テストを行

て，評価者の歌唱力評価を分析していた．音読評価の距離

うことで児童の学習達成度を評価した方が，児童は正しい

感なども評価者によって異なることが想定されるので，本

スペルを早く習得した．以上のことから，音読を評価し，

研究は順位付けによる評価を用いる．

フィードバックすることは，音読学習の効率向上につなが
る可能性がおおいにある．

3. 読み聞かせ経験者による流暢性評価の分析
読み聞かせ経験者による流暢性の評価傾向を分析し，流

2.5 音読の流暢性評価

暢性評価指標を設計する際の参考にすることを目的に，流

音読における流暢性の評価方法には時間内に正しく読め

暢性評価アンケート実験を実施した．11 人の児童による音

た語数が用いられていた [9], [10], [11]．
「正しく」読めたと

読音声を用いたアンケートを，10 人の読み聞かせ経験者を

いうのは，読みおとし，読み替え，3 秒以上の休止，繰返

対象に行い，流暢性について相対評価，絶対評価および自

し，発音間違い，原稿にない発声などがなく読めたことを

由記述による内省報告を得た．

いう．この評価方法によって流暢性を測定する際には，児
童に原稿を 1 分間音読させ，評価者が正しく読めた語数を

3.1 児童による音読音声の収集

カウントする [9]，または，400 語程度の原稿を 5 分間音読

小学 4 年生までの児童 11 人（以後，音読者）の音読をサ

させ，評価者が正しく読めた語数をカウントし，1 分あた

ンプリング周波数 44.1 kHz で収録した音声を，アンケート

りに読めた語数に換算する [10], [11] などの方法がとられ

実験の評価対象として用いた．児童の学年および性別は，2

ていた．しかし，これらの方法であると，たとえば発音間

年生 5 人（男 3 女 2）
，3 年生 3 人（女 3）
，4 年生 3 人（男 1

違いなどに関して評価者によって判断の基準が違う可能性

女 2）であった．音読者それぞれに A〜K の識別 ID を振り

があった．この問題を解決するため，自動で正しく読めて

当てた．音読の題材には，小学校低学年の教科書に掲載さ

いたか判定し，時間あたりに正しく読めた語数を判定する

れている第三者目線によって語られる物語文形式の 2 作品

システムを構築した研究もあった [18]．しかし，時間あた

「かさこじぞう [23]」
（以後，作品 1），
「名前を見てちょう

りに読めた語数が多ければ流暢と判定されるので，正しく

だい [24]」
（以後，作品 2）から，約 200 字ずつを抜粋した

読めなかった回数が多くても早口であれば流暢と判定され

文を用いた．1 作品のみを用いて分析するとその作品の局

やすく，人間の感じる流暢性が反映されているとは考えが

所解的な分析になってしまう可能性があるので 2 作品を，

たいなどの問題があった．

また，評価基準が文の形式ごとに異なる可能性があるため
近い形式で書かれた作品を選定した．

2.6 発話などの自動評価
5，6 歳の幼児が用意されたリスト上の単語を 1 つずつ読

このような条件の下，作品 1 では平均 31 s，作品 2 では
平均 30.5 s の音読音声を得た（表 1）．児童が発声してい

んだ音声から，幼児の発音の正確さを推定し，人間による

る時間のうち，除いても原稿の文章が聞き取れる時間を，

7 段階の評価と有意な相関（p < .05）のある評価を自動判

言いなおしにかけた時間とし，著者らの主観によって言い

定した研究があった [19]．この研究ではあらかじめ用意し

なおし時間の判定・計測を行った．

た単語ごとの発音辞書と音響特徴を比較することで評価を
決定していた．しかし，知らない単語が多いことから単語
単位での音読にも困難を覚えがちな幼児が対象であり，か

表 1

収集した音読音声

Table 1 Collected oral reading voice.

つ，文章の音読は対象としていなかった．本稿では，単語
単位での音読は基本的にできると考えられる児童による，
文章の音読を対象として流暢性を評価する．
また，第二言語としての英語学習を支援する英語発話
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評価者が識別 ID によって 2 作品で同一の音読者を認識
できてしまうと，先入観が評価に影響してしまうので，作

表 2

作品 1 における流暢性評価の相関

Table 2 Correlation of fluency evaluation in manuscript1.

品ごとに音読者の識別 ID を変えて提示した．

3.2 流暢性評価アンケート実験
収集した児童による音読音声に対し，読み聞かせ経験者
を対象に相対評価，絶対評価および自由記述のアンケート
を行った．相対評価は流暢に感じた順に同順位なしの順位
付け，絶対評価は 3 段階とする．設問にあわせて国語辞典
における「流暢」の定義（
「言葉が滑らかに出てよどみない
こと」）を提示した．
音読評価に慣れた人であっても，人によって音読評価の
基準や，2 つの音読音声における流暢性の距離感が異なる
可能性を考慮し，相対的な評価値を得た．そのために複数

表 3

作品 2 における流暢性評価の相関

Table 3 Correlation of fluency evaluation in manuscript2.

の音読音声に対し，同順位なしで評価するよう依頼した．
しかし，相対的な評価値のみだと，実際に音読が流暢に感
じたのか感じていないのか分からない．また，音読者全員
が流暢または流暢でなかった場合，評価指標を分析するこ
とが困難になることが想定される．このことについて確認
するため，絶対的な評価も得た．
「流暢に読めていました
か？」という設問に対し，
「YES」/「どちらでもない」/
「NO」の評価を設定した．また，どのような基準で流暢性
を評価しているか，判断の難易度などについて自由記述を
してもらい分析の参考とした．
文を読んだ際の発話を評価する能力が比較的に高いと考

が 0.536，0.618，0.709，0.755 以上なら，それぞれ危険率

えられる大学生および社会人 18 歳〜23 歳の男女 10 人（以

5%，2.5%，1%，0.5%以内で，2 つの順位ベクトルは正の

後，評価者）を，アンケート実験の実施対象に設定した．

相関関係にある [26]．

この評価者らはお互いに読み聞かせを披露しあい，評価を

合計順位ベクトル σ を定義する．これは，複数の順位ベ

フィードバックしあう，図書館で児童に読み聞かせを行う

クトルを足し合わせ，要素の合計値が小さい順に順位を付

などの活動を半年以上行った経験があった．評価者それぞ

けた順位ベクトルである．たとえば，a，b の合計ベクトル

れに (あ)〜(こ) までの識別 ID を振り当てた．

は式 (2) で表す．

σ = (σ1 , σ2 , . . . , σi , . . . , σN )

3.3 アンケート結果の分析手法
アンケート結果を分析するにあたり，Spearman の順位


⇐ σ  = (σ1 , σ2 , . . . , σi , . . . , σN
)=a+b

(2)

σi = ai + bi である．「⇐」は要素 σi がベクトル σ  の要素

相関係数 [25] と合計順位ベクトルを用いた．

Spearman の順位相関係数 ρ とは，2 つの順位ベクトル

中で σi 番目に小さい要素であることを表す．

どうしの相関を測る指標である．本稿では順位ベクトル a
を a = (a1 , a2 , . . . , ai , . . . , aN ) と表し，ai は評価者 a が i
番目の音読者に付けた順位，N は音読者の人数である．a，

b という 2 つの順位ベクトル間の順位相関係数 ρab は式 (1)
N

6
(ai − bi )2
N 3 − N i=1

ところ，表 2，表 3 が得られ，絶対評価の回答結果をま
下行の「合計順位」は評価者全員による順位付けの合計順

(1)

ρ は −1 以上 1 以下の範囲の値をとる．2 つの順位ベクト
ルは，ρ が 1 に近いほど正の相関関係にあり，−1 に近い
ほど負の相関関係にあり，0 に近いほど相関がない．また，
順位をつける対象の要素数 N が 11 のとき，片側検定で ρ
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評価者間の順位付けに対して順位相関係数 ρ を計算した
とめたところ表 4 のようになった．表 2，3 中における最

のように表される．

ρab = 1 −

3.4 アンケート結果および分析結果

位と各評価者による順位との順位相関係数，最右列の「平
均」は全評価者との相関係数の平均，表 4 中の数字はそれ
ぞれ「YES」/「どちらでもない（表中では “-” と表示）
」/
「NO」と評価した評価者の人数である．
表 2 は作品 1 に対する流暢性評価の相関をまとめたもの
で，評価者（あ）と評価者（お）による順位付けの相関を全
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表 4

音読音声の絶対評価結果

Table 4 Results of absolute evaluation for oral reading voice.

3.5 考察
作品 1 では相関係数の最小は危険率 5%以内の 0.655 で
あり（表 2），また，作品 2 では相関係数の最小は危険率

5%以内ではなかったものの，評価者ごとの相関係数の平均
が評価者 (か) を除くと全員危険率 5%以内に収まっていた
（表 3）．これらのことから，読み聞かせ経験者による流暢
性の評価はおおよそ安定であることが考えられる．

2 作品で評価の安定性に差が出た原因は，言いなおし回
数のばらつきが一因として考えられる．作品 1 は言いなお
しを 3 回行っている音読者が 2 人いるが，言いなおしてい
ない児童は 3 人いるなど，言いなおし回数が幅広く分布し
ていたことに対し，作品 2 では大多数である 9 人の児童が
言いなおしをしていない．また，言いなおし以外の読みに
表 5

自由記述からの引用

Table 5 Cite from free description.

おける失敗も作品 2 に比べ作品 1 は多かった．また，言い
なおし以外の読みの失敗も作品 1 の方が多かった．自由記
述には「つっかえずにいえているか」
「つまずいていない
か」などを基準に評価したという評価者による内省報告が
ある．これらのことから，言いなおし回数に差があった作
品 1 では評価が行いやすく，言いなおしがあまり行われな
かった作品 2 では作品 1 に比べ評価が困難であったこと
が，2 作品に対する流暢性評価の安定性に差ができたこと
に影響したと考えられる．
「読む速さと流暢さには大きく関係があるのではないか」
というコメントがあり（表 5）
，実際に早く読んだ児童が流
暢だと評価されていることも多かった．しかし，作品 2 に
おいて，最も音読に時間をかけていた（表 1）音読者（K）
は，10 人中 9 人の評価者に流暢だと評価された（表 4）．
また，自由記述において「読む速さが遅くても，その読み
方が流暢ではないとはいいきれない」というコメントも
ある．以上のことから，ある時間内に正しく読めた語数に
よって，流暢性を評価するという従来手法は，読み聞かせ
経験者の感じる流暢性を必ずしも反映していないことを示
唆している．

4. 流暢性の自動評価手法
3 章で読み聞かせ経験者による音読における流暢性評価
を調査し，分析した結果をもとに，児童による音読の流暢
性を客観的に評価するための指標として音声特徴量を設計
体的に評価者同士に強い相関がみられた．評価者（お）と

する．また，設計した音声特徴量が，実際に読み聞かせ経

評価者（か）による順位付け間の相関係数が最小の 0.655

験者の評価を反映していることを確認する．

だったが，危険率 2.5%以内の相関があった．しかし，作
品 2 では作品 1 に比べると全体的に評価者同士の相関が弱

4.1 音声特徴量の設計

かった．評価者（え）と評価者（か）による順位付け間の

自由記述（表 5）において，
「つっかえ」
，
「つまずき」や

相関係数が最低の 0.118 となり，相関は見られなかった．

「区切り」などという言葉が目立ったことに着目する．こ

自由記述で得られたコメントから引用した文を表 5 に示

れらを反映するための音声特徴量を提案し，4.2 節で読み

す．流暢性の評価基準や，流暢性と関係していると感じた
ことについてコメントを得た．

聞かせ経験者による流暢性評価との相関を分析する．
音声特徴量を設計するにあたって，発声していたことを
確認するために音声の音響分析システム praat [27] を，音
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表 6

Julius の音素表記例

Table 6 Example of phoneme representation in Julius.

的として設計した．1 つの文を読むときに，半数以上
の人がまったく同じ部分でつまずく確率は低い．よっ
て音読者が音素にかかった時間の平均から離れている
ほど，つまずいていると考えられる．

• sIPA  ：言いなおし時間を未削除で算出した sIPA
sIPA では言いなおし時間を削除した音読音声を用い
て音素ごとの時間を Julius の音素セグメンテーション
素ごとにかかった時間を確認するために日本語に対応した
大語彙連続音声認識エンジンの Julius [28] を用いる．praat
は，75 Hz〜600 Hz までの周波数帯から 1 フレーム 0.01 秒
ごとに抽出するよう設定し，発声を確認する．本稿では，
音素ごとにかかった時間とは音素および，読点と句読点ご
とにかかった時間とする．音素とは，音声学における最小
単位である具体的単音のことである（表 6）
．言いなおして
いた時間を除いた音読音声と，音読題材を音素化した音素
ファイルを用意し，Julius の音素セグメンテーションキッ
トで音声ファイルを音素単位の forced alignment をするこ
とにより，音素ごとにかかった時間の計測を行う．Julius
の音素セグメンテーションキットでは，最後に読んだ音素
を発声したタイミングから，音素ファイルにおける次の音
素を発声するタイミングまでが，最後に読んだ音素にか
かった時間として計測される．よって，音読時につまずい
てしまった場合，直前に読んだ音素にかかった時間が，不
自然に長く計測される．
以上の方法を用いて，以下の 5 つの音声特徴量を設計し，
音読音声から抽出する．

• trep ：言いなおしにかけた時間長
児童が発声している時間のうち，除いても原稿の文章
が聞き取れる時間を，言いなおしにかけた時間とす
る．原稿の同じ部分を 2 度読んだ場合，先に読んだ時
間を言いなおし時間とする．児童の発声時間は，音声
の音響分析システム praat によって中心周波数（F0）
が存在していると判定された区間に含まれていること
で判定し，言いなおしていることの判定は，我々が主
観で行う．児童が読みに失敗したことによって「つま
ずき」や「つまった」のか，児童が意識的に間を空け
ているのか主観で確からしく判定することは困難なの
で，比較的判定が簡易と考えられる言いなおし時間を
計測する．

• sIPA ：各音素の平均時間との差
1 L
sIPA =
|IPAi − IPAi |
(3)
i=1
L

N
1
IPAi =
IPAi,x
(4)
x=1
N
IPAi は i 番目の音素または読点，句読点にかかった時
間，IPAi,x は，音読者 x が i 番目の音素または読点，

キットにより算出したが，言いなおし時間を含んだ元
の音読音声で音素ごとの時間を算出する．

• cIPA ：模範音読の各音素における時間との差
L

cIPA =

1
|IPAi,m − IPAi |
L i=1

(5)

IPAi,m は模範音声が i 番目の音素または読点，句読
点にかけた時間．教科書の指導用 CD に収録されたプ
ロによる音読音声 [29] を模範音声とする．sIPA では，

1 人がある音素で長時間つまずいた場合，正しく読め
た児童もその音素にかかった時間の平均との差が大き
くなってしまう．また，児童による音読音声の平均が
正しいとは限らないという問題がある．実際にほとん
どの児童は，間のとり方が短いことが多かった．そこ
で，自由記述（表 5）の指摘にもあったとおり，プロ
による音読音声と比較するために設計する．このこと
で，間のとり方，文の切れ目の理解などの反映が期待
される．

• cIPA  ：言いなおし時間を未削除で算出した cIPA
cIPA では言いなおし時間を削除した音読音声を用い
て音素ごとの時間を Julius の音素セグメンテーション
キットにより算出したが，言いなおし時間を含んだ元
の音読音声で音素ごとの時間を算出する．
また，従来研究で流暢性の指標とされていたある時間内
に正しく読めた単語数と参考程度の比較を行うために，以
下 2 つの音声特徴量も読み聞かせ経験者による流暢性評価
との相関分析を行う．

• t：音読音声全体の時間長
児童が原稿を読み始めたタイミングから，読み終わっ
たタイミングまでの時間．

• tF ：音読音声における発声区間全体の時間長
児童が原稿を読むために発声している時間．
設計した音声特徴量ごとに特徴量順位 ϕ をつける．たと
えば特徴量 t による特徴量順位 ϕt は式 (6) で表される．

ϕt = (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕi , . . . , ϕN )
⇐ t = (t1 , t2 , . . . , ti , . . . , tN )

(6)

ti は i 番目の音読者による音読音声の特徴量 t の値，ti は
t の中で ϕi 番目に値が小さい要素である．

句読点にかけた時間である．L は音読題材中の音素，
読点，句読点の数．音読中につまずくことが多い，ま
たは読めずに黙ってしまう音読者を検出することを目
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表 7 特徴量順位と流暢性評価の相関

表 8

Table 7 Correlation between feature’s rank and evaluation of

評価ラベルと特徴量順位

Table 8 Evaluated labels and feature’s ranks.

fluency.

類の音声特徴量による特徴量順位 ϕ 間の相関を確認した
ところ，表 7 の結果が得られた．特徴量 t は作品 1 におい
て流暢性評価との相関係数が 0.891 という最も強い相関を
持っていたが，作品 2 においては相関係数 0.300 をとり，
相関が最も弱かった．tF および trep は 2 作品の流暢性評
価に対し，最低危険率 5%以内の相関を持ち，2 作品の流暢
性評価に対し，sIPA  ，cIPA ，cIPA  は必ず危険率 1%以内，

sIPA は危険率 0.5%以内の相関を持っていた．
表 4 で得た絶対評価から，以下の条件で児童の音読音声
に対してラベル付けを行った．

• YES：1 人以上が YES と評価し，1 人も NO と評価し
ていない．

• NO：1 人以上が NO と評価し，1 人も YES と評価し
ていない．
実際に著者が確認したところ，YES のラベルがついた
音読音声は流暢に，NO のラベルがついた音読音声はたど
たどしく感じられた．ラベルのついた音読音声の各特徴量
順位を確認した（表 8）．この結果，YES のラベルがつい
た音読音声の順位が NO のラベルがついた音読音声の順位

1%以内という強い相関を示し（表 7），さらに，YES のラ

を必ず上回ったのは作品 1 における trep ，作品 2 における

ベルがついた音読音声の順位が NO のラベルがついた音読

sIPA ，両作品における cIPA であった．

音声の順位を必ず上回った（表 8）
．よって cIPA  も人間の
流暢性評価を反映した，自動で抽出可能な指標であること

4.3 考察

が分かった．sIPA  は万が一多くの児童が原稿の同じ部分

4.3.1 特徴量

で読みに失敗していた場合，読みに失敗した児童の方が流



暢だと判定されうる問題があるが，cIPA  では模範音読音

sIPA （言いなおし部分を未削除で算出した sIPA ）および
cIPA （模範音読の各音素における時間との差）による特徴
量順位は両作品において流暢性評価に対し，危険率 0.5%以

声との比較を行うので，このような問題が起きない．

sIPA（各音素の平均時間との差）による特徴量順位は，流

内という強い相関を示し（表 7），さらに，YES のラベル

暢性評価と危険率 1%以内という強い相関を示した（表 7）

がついた音読音声の順位が NO のラベルがついた音読音声

が，2 作品において YES のラベルがついた音読音声の順

の順位を必ず上回った（表 8）．このことから，sIPA  およ

位が NO のラベルがついた音読音声の順位を必ずしも上回

び cIPA は少なくとも今回選定した物語形式の 2 作品にお

らなかった．このことから sIPA は sIPA  ，cIPA ，cIPA  ほ

いて，読み聞かせ経験者による流暢性評価を反映した指標

どの精度を持った流暢性の指標にはならないことがうかが

であることが分かった．よって sIPA  ，cIPA は人間の流暢

える．

性評価を反映した指標であることが分かった．また，cIPA


trep （言いなおしにかけた時間長）による特徴量順位は，

と違って sIPA は言いなおし時間を手動で削除する必要が

作品 1 においては流暢性と危険率 0.5%以内という強い相

ないことから全自動での抽出が可能であり，かつ，模範音

関があったが，作品 2 においては流暢性との強い相関がみ

読音声のない原稿の音読に対しても適用可能である．

られなかった（表 7）
．これは，
「つまった」回数と「つまず



cIPA （言いなおし部分を未削除で算出した cIPA ）によ

き」の回数が作品 1 においては多かったが，作品 2 におい

る特徴量順位は両作品において流暢性評価に対し，危険率

ては少なかったことが原因だと考えられる．よって，trep
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は作品によらない流暢性評価の指標になるとはいい難い．

t（音読音声全体の時間長）による特徴量順位は，作品 1
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[14]

した特徴量でも，流暢性を評価するにあたって有意な指標

[15]

になりうることが予想される．大人複数人の音読音声と比
較する場合，sIPA や sIPA  のように模範音読音声がない原
稿にも適用可能であり，また，cIPA や cIPA  のように確実

[16]

に流暢性を評価できるという 2 つのメリットが考えられる．
今後は，今回提案した手法が他形式の文などについての

[17]

音読に対しても有効であることを確認し，児童による音読
の学習効率を向上させる音読練習システムの実装を行って

[18]

いく．
[19]

c 2016 Information Processing Society of Japan


高橋麻衣子：文理解における黙読と音読の認知過程—注
意資源と音韻変換の役割に着目して，教育心理学研究，
Vol.55, No.4, pp.538–549 (2007).
文部科学省：小学校学習指導要領解説国語編，文部科
学 省（ オ ン ラ イ ン ），入 手 先 http://www.mext.go.jp/
component/a menu/education/micro detail/ icsFiles/a
ﬁeldﬁle/2010/12/28/1231931 02.pdf（参照 2015-03-09）.
Baker, S.K., Smolkowski, K., Katz, R., Fien, H., Seeley,
J.R., Kame’enui, E.J. and Beck, C.T.: Reading ﬂuency
as a predictor of reading proﬁciency in low-performing,
high-poverty schools, School Psychology Review, Vol.37,
No.1, pp.18–37 (2008).
Wang, C., Algozzine, B., Ma, W. and Porfeli, E.: Oral
reading rates of second-grade students, Journal of Education Psychology, Vol.103, No.2, pp.442–454 (2011).
Reutzel, D.R. and Hollingsworth, P.M.: Eﬀects of ﬂuency training on second grader’s reading comprehension, Journal of Education Research, Vol.86, No.6,
pp.325–331 (1993).
Stayter, F.Z. and Allington, R.L.: Fluency and the understanding of texts, Theory Into Practice, Vol.30, No.3,
pp.143–148 (1991).
Bohannon, R.: Direct and daily measurement procedures
in the identiﬁcation and treatment of reading behaviors
of children in special education, Unpublished doctoral
dissertation, University of Washington (1975).
Deno, S.L., Mirkin, P.K., Lowry, L. and Kuehnle,
K.: Relationships among simple measures of spelling
and performance on standardized achievement tests
[Research Report No.21], Minneapolis: University of
Minnesota, Institute for research on Learning Disabilities (1980).
Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlett, G.L., Walz, l.
and Germane, G.: Formative evaluation of academic
progress: How much growth should we expect?, School
Psychology Review, Vol.22, pp.27–48 (1993).
Fuchs, L.S., Fuchs, D. and Maxwell, L.: The validity of
informal measures of reading comprehension, Remedial
and Special Education, Vol.9, pp.20–28 (1988).
Jenkins, J.R., Fuchs, L.S., van den Broek, P., Espin,
C. and Deno, S.L.: Sources of individual diﬀerences in
reading comprehension and reading ﬂuency, Journal of
Educational Psychology, Vol.95, pp.719–729 (2003).
高橋麻衣子：人はなぜ音読をするのか：読み能力の発
達における音読の役割，教育心理学研究，Vol.61, No.1,
pp.95–111 (2013).
Elgart, D.B.: Oral reading, silent reading, and listening
comprehension: a comparative study, Journal of Reading Behavior, Vol.10, No.3, pp.203–207 (1978).
Shaw, D.M.: Man’s best friend as a reading facilitator,
The Reading Teacher, Vol.66, No.5, pp.365–371 (2013).
Jalongo, M.R.: What are all these dogs doing at school?:
using therapy dogs to promote children’s reading practice, Childhood Education, Vol.81, No.3 (2005).
中台久和巨，李 昇姫，北島宗雄，星野准一：児童の音読
トレーニングを支援する読書介助アニマトロニクス，HAI
シンポジウム 2014, No.G-17, pp.230–237 (2014).
文部科学省：現行学習指導要領・生きる力，文部科学省，入
手 先 http://www.mext.go.jp/a menu/shotou/new-cs/
youryou/syo/koku.htm （参照 2015-03-19）.
Cheng, J. and Shen, J.: Towards accurate recognition for
children’s oral reading ﬂuency, IEEE Spoken Language
Technology Workshop, pp.103–108, IEEE (2010).
Black, M., Tepperman, J., Lee, S. and Narayanan, S.:

929

情報処理学会論文誌

[20]

[21]

[22]

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

[28]
[29]

Vol.57 No.3 922–930 (Mar. 2016)

Predicting Children’s Reading Ability using EvaluatorInformed Features, Proc. Interspeech, Brighton (2009).
Xi, X., Higgins, D., Zechner, K., and Williamson,
D.M.: Automated Scoring of Spontaneous Speech Using SpeechRater v1.0, Educational Testing Service,
Princeton (2008).
近藤悠介：第二言語における発話能力の自動評価システム
の開発，早稲田大学，入手先 https://dspace.wul.waseda.
ac.jp/dspace/bitstream/2065/36435/2/Shinsa-5478.pdf
（参照 2015-03-28）
.
中野倫靖，後藤真孝，平賀 譲：楽譜情報を用いない歌
唱力自動評価手法，情報処理学会論文誌，Vol.48, No.1
(2007).
小森 茂ほか：新しい国語二上，東京書籍株式会社，東京
書籍株式会社 (2010)．
小森 茂ほか：新しい国語二下，東京書籍株式会社，東京
書籍株式会社 (2010)．
Kendall, D.M. and Gibbons, J.D.: Rank Correlation
Methods, 5th edition, Oxford University Press (1990).
Zar, J.H.: Biostatistical Analysis, 2nd edition, PrenticeHall, Englewood Cliﬀs (1984).
Boersma, P.D. and Weenink, D.: Praat, a system for
doing phonetics by computer, Glot International, Vol.5,
No.9, pp.341–345 (2001).
河原達也，李 晃伸：連続音声認識ソフトウェア Julius，
人工知能学会論文誌，Vol.20, No.1, pp.41–49 (2005).
東京書籍株式会社：新しい国語 2 年指導用 CD，東京書籍
株式会社小学校国語編集部，東京書籍株式会社 (2010).

瀧田 寿明 （学生会員）
2014 年筑波大学理工学群工学システ
ム学類卒業，同年より筑波大学大学院
博士前期課程システム情報工学研究科
に在学中．学士（工学）
．

中薹 久和巨
2012 年東京工科大学大学院バイオ・情
報メディア研究科博士前期課程修了，
同年より筑波大学大学院博士後期課程
システム情報工学研究科に在学中．生
命感を創出する要素分析とそれを応用
した VR の研究に従事．修士（工学）
．

星野 准一 （正会員）
筑波大学システム情報系准教授．博士
（情報科学）．博士（デザイン学）．エ
ンタテインメントコンピューティング
の研究に従事．IEEE，ACM 各会員．

c 2016 Information Processing Society of Japan


930

