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1. はじめに
国際化・情報化社会が進み、コミュニケーションの手段
として英語を運用する能力が強く求められるようになってき
た。英語教育分野の研究者との意見交換により、その能
力の向上を支援する手段として、自然言語処理技術に対
する期待が高まっていることも明らかになってきた。このよ
うな状況に鑑み、我々は自然言語処理技術を用い、英語
学習を支援する環境を構築することを考えている。その一
環として英語学習者の「話す」能力に重点を置き、英会話
能力の習熟度を自動判定するシステムの開発を目指して
いる。習熟度が自動判定できるようになれば、習熟度ごと
の誤りの傾向を調べることによって、習熟度に応じた学習
方法を提案できるようになると考えている。本研究では英
語学習者発話コーパスを作成し、それを用いて習熟度判
定を行なう。
本稿では次の 2 点を明らかにする。(1)コーパスの情報
を用いて習熟度を判定することはどこまで可能か。(2)習熟
度判定に有効な情報は何か。

2. 英語学習者発話コーパス
これまでに作成されてきた英語学習者コーパスは、書
き言葉を対象とするものがほとんどであり、話し言葉の英
語学習者コーパスは極めて少ない。また、現存するコーパ
スは小規模のものしかなく、学習段階別に分けられていな
い。本研究で行なっている大規模な英語学習者発話コー
パスの作成は世界的に見ても初めての試みと言える。

2.1 概要
英語学習者発話コーパスは㈱アルクの実行する英語
のスピーキング能力を判定するインタビュー形式のテスト
（Standard Speaking Test ：SST）のデータから作成したも
のである[1]。テストの受験者は日本人学習者である。SST
では、各学習者に対し、およそ 15 分間、1 対 1 方式のイン
タビューが行なわれる。英語学習者コーパスは、インタビュ
ーテストをテープに録音し、テープからインタビューにおけ
るすべての発話（発音の間違いは考慮しない）を書き起こ
すことによって作成される。コーパスに収録されるインタビ
ューはおよそ 1200 件の予定である。学習者のコミュニケー
ションに関する情報、たとえば、繰り返しや言い直し、発話
の重複、あいづちやポースなどには基本タグとして XML
形式のタグが挿入される。さらに、文法的な間違いに対し
ても同様に XML 形式でエラータグが付与されつつある。

その他、本コーパスには学習者の習熟度に関する評価結
果が 9 段階の数値情報として付与されている。

2.2 習熟度評価方法
一般にスピーキングに対する評価は非常に難しい。本
コーパスには SST と同じ基準が適用されている。SST の場
合は、2 人または 3 人の評価官がインタビューのテープを
聴いて、評価を行なう。評価官は専門の訓練を受けた方
に限られている。各インタビューは、あらかじめ用意した評
価基準に基づいて、言語機能、内容、発話の形、正確さ
から総合的に判断し、9 レベルに分けられる。正確さの基
準は、語彙、流暢さ、文法的正確さ、発音、社会言語学上
の適切さ、の 5 つの項目からなる[2]。
次節では本コーパスからこれらの条件に当てはまると
考えられる情報を素性として利用した習熟度判定方法お
よび、その実験結果について述べる。

3. 習熟度判定実験
3.1 実験に用いる素性
受験者の習熟度を判定するために、評価官は様々な
観点から評価を行なっている。我々は、ＳＳＴの評価基準
を考慮し、2 節で述べた英語学習者発話コーパスから利
用可能な情報を次の 5 つの観点により分類した。ここで述
べる個々の情報を以後、素性と呼ぶ。
語彙： 習熟度に応じて、使える語彙の幅が広がると考
えられる。使用する頻度も習熟度と関係がありそう
である。また、受験者の理解可能語彙と生成可能
語彙を区別する必要があるかもしれない。そこで、
受験者の発話に出現した語に関して、次のような観
点で、素性を設定した。
(1)発話に出現した語(W)
(2)発話に 2 回以上出現した語(Wd)
(3)発話に出現した内容語(CW)
(4)発話に 2 回以上出現した内容語(CWd)
(5)(1)と発話に出現した連続する 2 語（単語 Bigram）
(BW)
(6)(5)のうち、発話に 2 回以上出現したもの(BWd)
(7)発話に出現した受験者の生成可能語(受験者が
発話した語から試験官が発言した語を除いた語)
(Wb-a)
(8)レベル別語彙リスト「標準語彙水準 12000 リスト」

の各レベル（12 段階）を単語クラスとした場合の、
1

各単語クラスの出現頻度 (Alc)
文法： 文法に関しては、次の 2 種類の観点が考えら
れる。「どのくらい幅広く文法を使いこなせるか」と
「どのくらい文法の誤りを犯しているか」ということで
ある。本稿では前者の観点からどのくらい多くの品
詞を使えるかに焦点を当て、また、品詞(Ty)は文法
の一部であると考え、各品詞の出現頻度を素性とし

することにより二つのクラスからなるデータを分類する二値
分類器のことである。二つのクラスを正例と負例とすると、
学習データにおける正例と負例のマージンを最大にする
超平面を求め、それを用いて分類を行なう。通常は、学習
データにおいてマージンの内部領域に少数の事例が含ま
れてもよいとする拡張（ソフトマージン）や、超平面の線形
の部分を非線形とする拡張（カーネル関数の導入）などが
なされたものが用いられる。これらの拡張によりクラスを判
別することは、以下の識別関数の出力値が正か負によっ

て利用する。後者については、現段階ではコーパ
スにエラータグを付与している途中であることから、

であると考えられる。受験者がスムーズに会話でき
ている場合には流暢さがあると考えられる。そのスム
ーズさを表わす指標という観点から、コーパスから
利用可能な情報のうち、次の要素を素性として利用
する。
(1) 言いよどみや繰り返しを表わす基本タグの数
(F)
(2) 1 単語あたりの発話平均時間(Tpw)
(3) 単語の総数(Wc)
(4) 文の平均長(Wps)
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てクラスを判別することと等価である。
ここで x は識別したい事例の文脈（素性の集合）を、xi
と yi (i = 1,…,l,yi∈{1,-1}) は学習データの文脈とクラスを
意味する。また、関数 sgn(x)は、x ≥ 0 のときに 1，x < 0 の
ときに-1 となる 2 値関数であり、各αi は式（3）と式(4)の制
約のもと式(2)の L(α)を最大にするものである。
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ているかどうかを判定するためには 2 者間の会話を

(2) Maximum Entropy (ME) Model

考慮する必要がある。そこで、SST の試験官の発話

このモデルでは、素性 fj(1≤j≤k) の集合をとするとき、
式(5)を制約とし、式(6)で表される目的関数つまりエントロ
ピーを最大にするような確率分布を求め、その確率分布
にしたがって求まる各クラスの確率のうち、最も大きい確率
値を持つクラスを最適なクラスとする[ 3,4]。

および試験官とのやりとりに関する下記の情報も素
性として利用することにした。
(1) 試験官の発話における各単語とその出現頻度
(Wa)
(2) 会話中に起こる試験官と受験者のターンの数
(Tu)
試験官はインタビューの過程で、受験者のレベル
に合った文や句、単語を用いると考えられる。また、
会話中に起こる試験官と受験者のターンの数は 2
者間の会話がスムーズ進んでいるかどうかのひとつ
の指標になると考えられる。

3.2 機械学習モデル
習熟度判定はクラス分類問題の一種と考えられる。そ
のため本稿では初期段階の実験として、テキスト分類でよ
く利用される Support Vector Machine と Maximum Entropy
Model を用いた。

(1) Support Vector Machine (SVM)
Support Vector Machine[5,6]とは空間を超平面で分割
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流暢さ：流暢さは習熟度判定を行うために重要な情報
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12 のレベルに区分した段階別学習語彙リストである。
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ただし、A,B はそれぞれクラスと文脈の集合を意味し、
gj (a,b)は文脈 b に素性 fj があってかつクラスが a の場合 1
となりそれ以外で 0 となるとなる 2 値関数である。また
~
p (a,b) は、既知データでの (a,b) の出現の割合を意味
する。

3.3 習熟度判定の実験設定
SVM についての実行環境としては Chang ら[8]が開発
した LIBSVM を利用した。
カーネル関数は K (x,y) = (ax*y+b)^d であり、a = 1/k,
b = 0, d = 1, 2, 3 とした。ここで、k は入力データの長さを
表す。
SVM は 2 値分類器であるため、本稿では LIBSVM で
用意されている one-against-one という手法を利用する。こ
れは 2 値分類器のＳＶＭを多値分類器に拡張する手法で
ある。

表 1. 全素性を含む素性セットと最適な素性セットの精度比較（ＳＶＭ）

表 4. 全素性を含む素性セットと最適な素性セットの精度比較(ME)

素性セット

d=1

d=2

d=3

素性セット

正解率

[Wb-a Wa Ty Alc F S Tu Ti Tpw Wps Wc]

63.78%

57.00%

56.20%

[BWd Wa Ty Alc F S Tu Ti Tpw Wps Wc]

60.39%

[Wb-a Ty Alc F S Ti Tpw Wps]

65.57%

56.91%

57.09%

[BWd Wa Ty F S Tu Ti Wps Wc]

61.11%

ME で扱う素性は基本的に、存在するか、しないかの 2
値のものであるため、素性の値を量子化する必要がある。
実験では、語彙に関する素性を単語の出現頻度に応じて
以下のように量子化した。
-(A)各単語を、その単語が出現したか、しなかったか
の 2 種類に分割。
-(B)各単語を、出現頻度により、0、1 から 5、6 から 10、
11 以上の 4 種類に分割。
-(C)各単語を、出現頻度により、0、1、2 から 5、6 から
10、11 以上の 5 種類に分割。
-(D)各単語を、出現頻度により、0 から 10 までのそれ
ぞれと、11 以上の 12 種類に分割。
語彙に関する素性のみを用いた実験では、上記の(B)
が最も良い結果になったため、ME の実験では(B)の量子
化の方法を採用した。

3.4 最適な素性セットの選択
習熟度判定に最適な素性セットは、10 分割のクロス
バリデーションによる判定精度が最大となるものをトップダ
ウンに探索することにより決定する。まず、3.3 節で述べた
すべての素性を用いて（これを root とする）、SVM と ME そ
れぞれのモデルに対する精度を求める。次に root から、
素性を一種類取り除いた素性セットを作成し、同様の実験
を行なう。一種類取り除いた素性セットのうち、精度が root
より高くかつ最大となる素性セットをより良い素性セットとし
て選択する。この削除と選択を繰り返すことにより、最終的
に最高の精度が得られる素性セットが決まる。

4. 実験および評価
本節では、SVM と ME それぞれに対する最適な素性セ
ットを決定し、全素性セットを用いた場合との精度を比較
するとともに、機械学習モデル間に共通して有効であった
素性と、共通して有効でなかった素性、個別に有効であっ
た素性を明らかにする。また、語彙に関する素性と精度と
の関係についても述べる。

間、文の平均長に関する素性を用いた場合が最適であっ
た。表１にカーネル関数の多項式の指数 d がそれぞれ 1、
2、3 の時の精度をあげる。すべての素性を含む素性セット
と、探索の結果得られた最適な素性セットそれぞれを用い
たときの精度をあげた。精度が最も良いのは d = 1 の時で
あった。
表 2 は語彙に関する素性のみを変えた場合の各素性
セットの精度を表わす。語彙に関する素性のみを利用す
る場合は、単語 Bigram を用いた場合が最も精度が良かっ
た。しかし、他の素性と組み合わせた場合には、語彙に関
する素性として、全単語を用いるより、受験者の生成語彙
に関する素性のみを用いた方が良い結果が得られている。
試験官は受験者が発話した単語が生成語彙か理解語彙
かを判断の基準にしていると考えられる。同様の性質を素
性として用いた場合に最適な素性セットとなった点は興味
深い。

4.2 ME を用いた実験の結果
結果を表 4 に示す。最適な素性セットは[BWd Wa Ty F
S Tu Ti Wps Wc]であった。つまり、受験者と試験官の発話
に現れた単語、品詞、言いよどみや繰り返しの数、文の数、
ターンの数、発話時間、文の平均長、総単語数に関する
素性を用いた場合が最適であった。
表 3 は語彙に関する素性のみを変えた場合の各素性
セットの精度を表わす。語彙に関する素性のみを利用した
場合、他の素性と組み合わせた場合ともに、単語 Bigram
を用いた場合に最も精度が良かった。
表 5 は Baseline、ME、そして SVM を用いた場合の精
度を表わす。Baseline とは常にコーパスにおける最多のレ
ベルを出力するモデルである。最多のレベルは 4 であった。
ME と SVM は Baseline に比べて、20%以上良かった。
表 5. 機械学習モデルの精度比較
システム

正解率

Baseline

40.18%

4.1 SVM を用いた実験の結果

ME

61.06%

結果を表 1 に示す。最適な素性セットは[Wb-a Ty Alc
F S Ti Tpw Wps ]であった。ここで、[ ]内の各記号は、3.1
節にあげた各素性の集合を意味する。つまり、受験者の
生成語彙、品詞、レベル別単語クラス、言いよどみや繰り
返しの数、文の数、発話時間、1 単語あたりの発話平均時

SVM

65.57%

5 考察
本稿の目的のひとつは、コーパスから得られる情報を用
いて英語学習者の発話の習熟度をどこまで判定できるか

表 2. 語彙に関する素性間の精度比較（ＳＶＭ）
W

Wd

Wb-a

CW

CWd

BW

BWd

語彙に関する素性のみ

58.93%

58.25%

51.70%

54.11%

53.97%

59.59%

61.02%

[語彙 Ty Alc F S Ti Tpw Wps] (最適)

64.41%

64.59%

65.57%

63.51%

63.43%

60.04%

60.04%

[語彙 Wa Ty Alc F S Tu Ti Tpw Wps Wc] （すべて）

63.16%

63.36%

63.78%

63.51%

63.60%

61.20%

61.37%

素性セット

表 3. 語彙に関する素性間の精度比較（ＭＥ）
W

Wd

Wb-a

CW

CWd

BW

BWd

語彙に関する素性のみ

56.11%

55.22%

50.41%

50.85%

47.28%

57.00%

55.40%

[語彙 Wa Ty F S Tu Ti Wps Wc] （最適）

58.34%

58.70%

58.25%

58.16%

58.70%

58.07%

61.06%

[語彙 Wa Ty Alc F S Tu Ti Tpw Wps Wc] （すべて）

60.39%

60.39%

59.68%

59.95%

58.61%

60.21%

60.48%

表 6. 各レベルのデータ数と最適素性セットを用いたときの精度
レベル

精度(0)

精度(±1)

1

3

0.00%

100.00%

2

29

65.52%

100.00%

3

198

68.69%

99.50%

4

453

83.23%

99.78%

5

226

44.69%

98.67%

6

127

47.24%

92.13%

7

52

26.92%

82.69%

8

24

12.50%

70.83%

9

0.00%

11.11%

1121

65.57%

96.52%

9
All

データ数（ファイル）

を明らかにすることであった。機械学習モデルである SVM
と ME を用いて実験をした結果、SVM を用いた場合の精
度は 65.57%であった。この結果は一般的なテキスト分類の
タスクと比較すると、若干低い。また、Mayfield ら[7]は機械
学習の手法を用いて Native と Non-Native の発話を分類
する実験を行ない、高い精度が得られることを報告してい
る。しかし、習熟度判定のタスクは、ＳＳＴの試験官の間で
も初期段階の判定結果が割れることも多いことから、テキ
スト分類や Native と Non-Native の区別に比べて分類先の
カテゴリの境界が曖昧であると考えられる。ちなみに、レベ
ルの判定が一段階違っても正解と認めるという緩い基準
では、表 6 で示したように精度が 96%を超えるという結果で
あった。また、ＳＳＴの試験官にシステムの結果を見てもら
うと、かなり良いという評価であった。これらのことを考慮し、
コーパスを用いた習熟度判定は実際の判定結果とかなり
近いところまで可能であると言える。
本稿のもうひとつの目的は、習熟度判定に有効な情報
が何かを明らかにすることであった。実験から、SVM と ME
に共通する素性は、語彙、品詞、言いよどみや繰り返しの
数、インタビューに要した時間、文の平均長に関するもの
であることが分かった。これらは、3 節で示したような語彙、
文法、流暢さを表わす情報として習熟度判定に有効な素
性であると言える。語彙に関する素性の中で比較すると、
習熟度判定に有効な素性は学習モデルによって異なる。
表 2 や表 3 のように語彙に関する素性のみを利用する場
合はできるだけ多くの情報を利用した方が良いということ
が分かった。しかし、これは他の素性と組み合わせた場合
の結果とは必ずしも一致しない。この結果は、本稿で行な
ったように最適な素性セットを探索する必要があることを示
している。4.1 節でも述べたように、SVM では、語彙の素性
として、全単語ではなく、その部分集合である学習者の生
成語彙に関する素性を用いた場合が最適な素性セットで
あった。一方、ME では、単語 Bigram まで用いた場合が最
適な素性セットであった。これは、ME で用いられる素性は
量子化をする必要があるために多少情報が欠落し、その
結果、最適素性セットとして必要となる語彙関係の素性と
して SVM よりも多くの情報を持つものが選ばれたのではな
いかと考えられる。文法、流暢さを表わす素性はどの学習
モデルにおいても習熟度判定に有効であったが、コミュニ
ケーション能力に関する素性の有効性については学習モ
デルによって異なる。例えば、SVM では有効でなかったタ

ーンの数に関する素性が ME では有効であった。
最後に、今回の実験に用いなかった 81 件のデータに対
し、最適素性セットとすべての素性を含む素性セットの精
度を比較してみたところ、それぞれ、64.20%、62.59%であり、
最適素性セットの方が精度が良いことが分かった。このこと
から、今回の実験で得られた最適素性セットは閉じたデー
タに対する最適素性セットではなかったことが分かる。

6 おわりに
本稿では「コーパスの情報を用いて習熟度を判定する
ことはどこまで可能か」「習熟度判定に有効な情報は何か」
の 2 点を明らかにした。まず、機械学習の手法を用いた習
熟度判定の実験により、コーパスを用いた習熟度判定は
実際の判定結果とかなり近いところまで可能であることが
分かった。次に、10 分割のクロスバリデーションによって習
熟度判定に最適な素性セットを探索することにより、習熟
度判定には、語彙、文法（品詞）、流暢さ（言いよどみや繰
り返しの数、インタビューに要した時間、文の平均長）に関
する情報が有効であることが分かった。
今後の課題として、まず、現在進行中のエラータグの
付与結果を利用することが考えられる。また、エラータグの
自動抽出に関する研究も進めており、その結果の利用も
考えている。次に、表 6 に示されるように、最低と最高のレ
ベルについてはまだデータの数が少なく十分な精度が得
られていないため、全レベルに対する精度を向上されるた
めには、コーパスのデータを増やす必要がある、ということ
があげられる。さらに、現段階ではコーパスに記述されて
いない情報、たとえば、発音やイントネーション、アクセント
などの音声情報をコーパスに情報として記述し、利用でき
るようにしていくことも今後の課題のひとつである。
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