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あらまし 本論文では，感情を陽に伝えるニュース番組自動生成システム ��（������ ��� ��
��
��� ������	

��
��）を提案する．本システムは，���ニュース記事を ��（�
������ ��������）形式の動画ニュースに変換する

際に，記事から抽出される印象に応じて �� （背景音楽）やニュースキャスターの声色を選択するという点に特徴が

あり，（!）���上のニュースサイトから記事（見出し，本文，画像）を収集する，（�）見出しと本文から印象（明るい

⇔暗い）を抽出する，（�）印象に応じて �� （明るい �� ，普通の �� ，暗い �� ，�� なし）と声色（明る

い声，普通の声，暗い声）を選択する，（"）書き言葉を話し言葉に変換する，（�）#$%放送技術研究所の �� &（��

��
'���  �(��' &��'��'�）を用いて動画ニュースを生成する，という処理を行う．また，�回の被験者実験（!���

人と ���人）を通して，�� や声色が視聴者の受ける印象に与える影響を分析し，��の有効性を検証する．

キーワード 受動的視聴，コンテンツ変換，印象マイニング，ニュース番組演出，アニメーション生成
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�� ま え が き

インターネットの一般社会への普及・浸透に伴い，様々な

���コンテンツを閲覧する機会が増えている．現在の���コ

ンテンツ閲覧環境は，能動的閲覧環境であり，ユーザ自身が閲

覧したい���コンテンツを選択し，主体性を持って閲覧する

必要がある．しかしながら，ユーザがインターネットにアクセ

スできる時間・場所は限られているため，閲覧できる���コ

ンテンツの量はさほど多くない．そのため，���コンテンツを

テレビ番組風の動画コンテンツに変換することにより，家事，

入浴，食事といった日常的な作業を行いながら，あるいは車の

中，公園，トイレといった様々な場所で，���コンテンツを視

聴するための受動的視聴環境 ���～��� が望まれている．

様々な情報をテレビ番組風の動画コンテンツに変換して提示

するという基本概念は，��	
���プロジェクトの ��������

らにより ��番組メタファとして提唱された ���．その後，ネッ

トニュースの議論から脚本を作成し，台詞を ��キャラクタに

割り当てることにより，議論をテレビ番組風に提示する方式 ��

や���ページをセグメント化し，セグメントごとに音声と��

キャラクタにより表現・提示する方式 ���，テキストと画像から

なる���ページをテキストと画像の同期化領域を決定しなが

らテレビ番組風の情報番組に変換する方式 ��� が提案されてい

る．しかしながら，いずれの方式も単に���コンテンツを動

画コンテンツに変換するというメディア変換を行っているにす

ぎず，コンテンツの内容に応じて演出を変えることはできない．

そのため，���や ��キャラクタの声色など一旦設定された

ものは，コンテンツの内容に関係なく固定され，常に同じ演出

（���や声色等）であった．その結果，元の���コンテンツ

の有する印象が視聴者にうまく伝わらないという問題が生じて

いた．

本論文では，���コンテンツの有する印象を演出により伝え

るニュース番組自動生成システム �

（����� ���� 
���

����� 
!"#�$$���$）を提案する．本システムは，テキストと画

像からなる���ニュース記事を ��形式の動画ニュースに変

換する際に，記事から抽出される印象に応じて ���（背景音

楽）や ��キャラクタ（ニュースキャスター役）の声色を選択

するという点に特徴があり，（�）���上のニュースサイトから

記事（見出し，本文，画像）を収集する，（）見出しと本文か

ら印象（明るい⇔暗い）を抽出する，（�）抽出された印象に応

じて ���（明るい ���，普通の ���，暗い ���，���

なし）と声色（明るい声，普通の声，暗い声）を選択する，（�）

書き言葉を話し言葉に変換する，（%）�&'放送技術研究所の番

組記述言語 ���(（�� "#��#�� ������ (���)���）�%� を用

いて動画ニュースを生成する，という処理を行う．また，回

の被験者実験（�**人と +**人）を通して，���や声色が視

聴者の受ける印象に与える影響を分析し，�

 の有効性を検

証する．

以下，,で �** 人による予備実験を行い，コンテンツの内

容（明るい話題，普通の話題，暗い話題）に応じて ���や声

色をどう変えるべきかという点を分析し，�

の演出に関する

仕様を設計する．�,で �

 のシステム構成と処理概要，演出

方式について述べ，�,でコンテンツの内容に応じて演出を変え

ることによってコンテンツの有する印象が伝わりやすくなるこ

とを被験者実験（+**人）により示し，�

の有効性を検証す

る．最後に %,で本論文のまとめと今後の課題について述べる．

�� 演出仕様を設計するための予備実験

本章では，���やニュースキャスターの声色の違いがニュー

ス番組の分かりやすさ，好感度，親しみやすさにどのような影

響を与えるのかを調べるための被験者実験を行い，その結果に

基づいて提案システム �

 の演出に関する仕様を設計する．

被験者は，男女 +**人ずつの計 �**人であり，*代が +-名

（,�.），�*代が %/�名（�/,+.），�*代が �/名（*,+.），

%*代が --名（/,�.），その他の代が +名（,.）であった．

各被験者は，アンケート画面の指示に従い，ニュース番組（画

像が与える影響を排除するために，��� と合成音声を録音し

たものを用いた）を聴取し，ニュース番組を構成する各々の

ニュースの分かりやすさ，好感度，親しみやすさを �* 点満点

（�* 点：とても0分かりやすい／好感が持てる／親しみが持て

る⇔ *点：とても0わかりにくい／不快である／親しみにくい）

で評価した．

�� � ���の効果を調べるための予備実験

まずはじめに，���の有無や ���から受ける印象の違い

がニュースの分かりやすさ，好感度，親しみやすさに与える影

響を調べるために，普通の話題のニュース（国の特別天然記念

物であるオオサンショウウオが路上にいたという話），明るい

話題のニュース（ノーベル賞を受賞した博士が秋葉原好きの

親日家という話），暗い話題のニュース（小学校や保育園で飼

育されていたウサギが殺されたという話）のそれぞれに対し，

���なし，普通の ���（草薙考司・��!� 1��$��），明るい

���（ベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ「春」第 �楽章），

暗い ���（サティ・グノシエンヌ第 �番）の � 種類の ���

を用意した．すなわち，記事内容が同じで���が異なる �つ

のニュースをつなぎ合わせ，� つのニュース番組とした．被験

者らの評価結果を表 �，表 ，表 �にまとめる．なお，ニュー

スキャスターの声色は，いずれのニュースでも「普通の声」で

あった．

表 � は，話題のタイプによらず，「��� なし」が高評価で

あったことを示している．そこで，「���なし」の場合と他の

���との間で平均値の差の検定を行ってみたところ，明るい

話題のニュースのときの明るい ��� に対しては，有意水準

%.でも有意な差はなかったが，明るい話題のニュースのとき

の普通の ���に対しては有意水準 %.で，他の場合には有意

水準 �.で有意な差があった．したがって，分かりやすさとい

う点では，��� はない方が良いが，明るい話題のときは明る

い ���でも良いことがわかる．但し，今回行った被験者実験

では，��� と合成音声を録音したものを用いたため，音質に

劣化が見られ，その結果，「���なし」が高評価につながった

可能性もある．なお，「���なし」の場合を除いて，��� か

ら受ける印象と話題のタイプとの関係を調べてみたところ，明



表 � ��� がニュースの「分かりやすさ」に及ぼす影響

話題 ��� 平均値 標準偏差 データ数

普通 なし ���� ���� ����

普通 	�
� ���
 ����

明るい 	�
� ���� ����

暗い 	��� ���� ��
�

明るい なし 	��	 ��		 ����

普通 	��� ���	 ����

明るい 	�
 ���	 ����

暗い 	�	� ���� ����

暗い なし ��� ���� ����

普通 	��
 ���� ����

明るい 	�	� ���� ����

暗い 	��� ���
 ����

表 � ��� がニュースの「好感度」に及ぼす影響

話題 ��� 平均値 標準偏差 データ数

普通 なし 	��� ���� ���	

普通 	�
� ��� ���

明るい 	��� ��� ����

暗い 	�� ���� ����

明るい なし 	�	� ���	 ���


普通 	��� ��� ����

明るい 	��� ���� ����

暗い 	�� ���� ����

暗い なし 	�	� ���� ����

普通 	�	 ��� ����

明るい 	�� ���� ����

暗い 	��� ���� ����

表 � ��� がニュースの「親しみやすさ」に及ぼす影響

話題 ��� 平均値 標準偏差 データ数

普通 なし 	��� ���� ����

普通 	��� ���� ����

明るい 	��� ���� ���	

暗い 	�� ���� ����

明るい なし 	��� ���� ����

普通 	��� ���	 ���	

明るい 	�� ���� ����

暗い ���� ���� ����

暗い なし 	��� ��� ����

普通 	�	 ���� ����

明るい 	��� ���
 ����

暗い 	� ���� ����

るい話題のニュースに対し暗い���を用いたり，暗い話題の

ニュースに対し明るい ���を用いたりするのは，好ましくな

いが，他の組み合わせに対しては，分かりやすさに違いがない

ことが示された（有意水準 %.）．

表 と表 �は，明るい話題や普通の話題のニュースに関して，

好感度も親しみやすさも「明るい ���」が高評価であったこ

とを示している．そこで，「明るい ���」の場合と他の ���

との間で平均値の差の検定を行ってみたところ，好感度という

点では，「明るい ���」と「普通の ���」が同程度に高評価

（有意水準 %.で有意差なし）であり，親しみやすさという点で

表 	 声色がニュースの「分かりやすさ」に及ぼす影響

話題 声色 平均値 標準偏差 データ数

普通 普通 	�� ���
 ����

明るい 	��� ���� ����

暗い 	��� ��	� ����

明るい 普通 	��� ���� ����

明るい 	�� ���� ����

暗い 	��� ���� ����

暗い 普通 	��� ���
 ����

明るい 	��� ���� ����

暗い 	��� ��	� ����

表 � 声色がニュースの「好感度」に及ぼす影響

話題 声色 平均値 標準偏差 データ数

普通 普通 	��� ���� ����

明るい 	��� ���	 ����

暗い ��	� ���
 ���	

明るい 普通 	��� ���� ���


明るい 	��� ���� ����

暗い ��� ���� ����

暗い 普通 	��� ���� ���


明るい 	��� ���	 ����

暗い ���� ��	 ����

表 � 声色がニュースの「親しみやすさ」に及ぼす影響

話題 声色 平均値 標準偏差 データ数

普通 普通 	��� ���� ���	

明るい 	�	� ���	 ����

暗い ���	 ���� ���	

明るい 普通 	��� ���� ����

明るい 	��	 ���� ����

暗い ��	� ���� ����

暗い 普通 	��
 ���� ����

明るい 	��� ���� ����

暗い ��

 ���� ����

は，「明るい ���」のみが高評価（「普通の ���」に対しては

有意水準 %.で，「���なし」と「暗い ���」に対しては有意

水準 �.で有意差あり）であった．一方，暗い話題のニュースに

関しては，好感度，親しみやすさのいずれにおいても，「���

なし」と「普通の ���」が高評価であり，これらの間には有

意水準 %.でも有意な差はなかった．

�� � 声色の効果を調べるための予備実験

次に，声色から受ける印象の違いがニュースの分かりやすさ，

好感度，親しみやすさに与える影響を調べるために，普通の話

題のニュース，明るい話題のニュース，暗い話題のニュースの

それぞれに対し，普通の声，明るい声，暗い声の � 種類の声

色（注�）を用意した．すなわち，記事内容が同じで声色が異なる

�つのニュースをつなぎ合わせ，�つのニュース番組とした．被

験者らの評価結果を表 �，表 %，表 +にまとめる．なお，���

は「���なし」とした．

（注�）：音声合成には市販の感情音声合成ソフトウェア ���������� 	�
�� ��

を用いた．



表 
 演出（���と声色の組み合わせ方）がニュースの「分かりやす

さ・好感度・親しみやすさ」に及ぼす影響

評価項目 演出 平均値 標準偏差 データ数

分かり � 	�� ���� ��	

やすさ � 	��	 ���	 ���

� 	�
� ���� ��	

好感度 � 	��� ��� ���

� 	��� ���� ���

� 	��� ���� ��	

親しみ � 	��� ��� ���

やすさ � 	�	 ���
 ��


� 	��� ���� ���

表 �は，話題のタイプによらず，「普通の声」が高評価であっ

たことを示している．そこで，「普通の声」の場合と他の声色と

の間で平均値の差の検定を行ってみたところ，「普通の話題・明

るい声」の組み合わせに対しては有意水準 %.で，他の組み合

わせに対しては有意水準 �.で有意な差があり，分かりやすさ

という点では「普通の声」が有効であることが示された．

一方，表 % と表 + は，好感度や親しみやすさという点でも，

「普通の声」が高評価であったことを示しているが，「明るい声」

との差は大きくない．そこで，平均値の差の検定を行ってみた

ところ，普通の話題のニュースと明るい話題のニュースに関し

ては，「普通の声」と「明るい声」は同程度に高評価（有意水準

%.で有意差なし）であるが，暗い話題のニュースに関しては，

「普通の声」の方が高評価（有意水準 �.）であることが示さ

れた．

�� � ��� と声色の組み合わせ効果を調べるための予備

実験

最後に，演出（���と声色の組み合わせ方）の違いがニュー

ス番組全体の分かりやすさ，好感度，親しみやすさに与える影

響を調べるために，ニュース構成が同じで ��� と声色の組

み合わせ方が異なるニュース番組を � 本作成した．すなわち，

ニュース構成は皆「普通の話題（国庫に保管されていた幻の金

貨がオークションで競りにかけられたという話），普通の話題

（郵便局が投信の販売を始めたという話），明るい話題（ノーベ

ル賞受賞者が秋葉原好きの親日家という話），普通の話題（路上

にオオサンショウウオがいたという話），暗い話題（小学校や保

育園でウサギが殺されたという話）」であり，演出には，パター

ン 2「��� なし・普通の声」，パターン � 「普通の ���・

普通の声」，パターン �「話題と同じ印象の ���・話題と同

じ印象の声」の �パターンを用意した．この実験では，被験者

�** 人を � 群（各 �** 人）に分け，各群の被験者（男女 **

人ずつ）が �本のうちの �本だけを聴取し，ニュース番組全体

の分かりやすさ，好感度，親しみやすさを �*点満点で評価し

た．結果を表 /にまとめる．

表 /から，分かりやすさ，好感度，親しみやすさのいずれに

おいても，タイプ2「���なし・普通の声」が高評価を得てい

るが，平均値の差の検定を行ってみたところ，有意水準 %.で

も有意な差はなく，, �と , の実験において低評価であった

「暗い ���」と「暗い声」の組み合わせを部分的に用いても

表 � ニュース番組に対する嗜好

������ に対する嗜好

選択項目 頻度 割合

話題によらず明るい ��� �� 	���

話題によらず暗い ��� �� ����

話題によらず平静な ��� ��� ���	�

話題の印象に合った ��� �	 ����

��� なし ��� �����

その他 �� ��	�

合計 �� ��

��� 声色に対する嗜好

選択項目 頻度 割合

話題によらず明るい声 �� ����

話題によらず暗い声 � ��
�

話題によらず平静な声 	 �����

話題の印象に合った声 ��� �����

その他 �� 
�
�

合計 �� ��

表 � ��� の演出に関する仕様

話題 ��� 声色

普通 明るい 普通

明るい 明るい 明るい

暗い なし 普通

（パターン �の場合），ニュース番組全体の分かりやすさや好

感度，親しみやすさにはあまり影響しないことが示された．な

お，ニュース番組の嗜好に関するアンケート調査の結果（表 -

参照）から，��� と声色の両方において，話題の印象に合っ

た ���・声色が望まれていることがわかるので，演出仕様の

設計においては，この点も考慮する必要がある．

以上の分析結果から，�

の演出に関する仕様を表 3のとお

りとする．���に関しては，明るい話題・普通の話題のニュー

スのとき，好感度と親しみやすさが高評価であった「明るい

���」を採用することにし，暗い話題のニュースのとき，分

かりやすさ，好感度，親しみやすさのいずれにおいても高評価

であった「��� なし」とする．声色に関しては，分かりやす

さ，好感度，親しみやすさのいずれにおいても高評価であった

「普通の声」を採用することにする．但し，明るい話題のニュー

スに対しては，ニュース番組に対する嗜好調査の結果を踏まえ，

「普通の声」と同程度の評価を得ている「明るい声」を採用す

ることにする．

�� ニュース番組自動生成システム ���

本章では，�

 のシステム構成，処理の流れ，演出方式に

ついて述べる．

まず，�

のシステム構成を図 �に示し，�

により自動

生成されたニュース番組のスナップショット（注�）を図 に示す．

次に，�

 の処理の流れを示す．（�）�

 は，ユーザが指

定したニュースサイトから記事を収集する．（）収集された記

（注�）：著作権上の問題から，��� が自動生成したニュース番組の中の画像と

テロップを著者らが別途用意したデータと置き換えた．



図 � ��� のシステム構成

図 � ��� が生成したニュース番組の例

事の各々から見出しと本文，あれば画像も抽出する．（�）画像

はサイズを調整し，定位置（図 参照）に表示する．（�）見出

しは，文字数に応じて，�段もしくは 段のテロップとして表

示する．（%）見出しと本文（第 � 段落のみ）から，その記事の

印象値（印象尺度「明るい⇔暗い」と対応付けられた実数値）

を算出し，その値に応じて ���とニュースキャスターの声色

を選択する．（+）本文は，書き言葉で書かれているので，自然

な音声読み上げのために話し言葉に変換する．具体的には，文

末および節末（接続助詞「が」が用いられている場合のみ）の

デアル調をデスマス調に変換するとともに，記事特有の略記

表現（例えば「適時打」や「�杯」）を読み上げ表現（先の例

では「タイムリーヒット」や「ワールドカップ」）に変換する．

（/）市販の感情音声合成ソフトウェア �+� を用いて，読み上げ

音声を合成する．（-）あらかじめ用意されているスタジオセッ

ト・��キャラクタ（ニュースキャスター）に関する情報と処

理（�）～（/）で決定された画像，テロップ，���，読み上げ

音声に関する情報を ���(形式のニュース台本に埋め込み，�

本のニュース番組を生成する．（3）このニュース番組をユーザ

の ���(プレーヤー �%�（注�）上で再生する．

以下では，�

の主要部である印象抽出に基づく演出（���・

声色）選択と話し言葉変換に焦点を当て，詳しく述べる．

�� � 印象抽出に基づく演出選択

まず，記事のテキスト部分（注�）から印象を抽出するための手

法を示す．記事の印象は，印象尺度「明るい⇔暗い」における

印象値（*～�の実数値）として算出され，テキスト部分から抽

出される内容語（名詞（形式名詞，副詞的名詞，数詞を除く），

動詞，形容詞，カタカナ，副詞）の印象値と重みを印象辞書（単

語と印象尺度の対応関係を示す辞書）から取得し，計算式に当

てはめることによって求められる．以下，印象辞書を自動構築

する手法ならびにテキストから印象値を算出する手法について

述べる．

印象辞書は，日経新聞全文記事データベース（�33*～**�年

版の **万強の記事）�/�を以下の手順で解析することにより構

築された．

� 年版に掲載された記事のうち，印象語群 �に含まれる印象

語のいずれかを含む記事の数を ��4�� �5，印象語群 �に含まれ

る印象語と印象辞書において見出し語となる内容語 � の両方

を含む記事の数を ��4�� �6�5とすると，印象語群 � のいずれ

かが現れたときに内容語 � も現れる確率 � 4�� �� �5は，

� 7
��4�� �6�5

��4�� �5

と表される．そこで，印象尺度「��⇔ ��」を構成する印象語

群 ��，�� に対し，内容語 � の印象語群 �� に対する出現確率

� 4�� ��� �5と印象語群 �� に対する出現確率 � 4�� ��� �5の内分

比 �4�� ��� ��� �5を

� 7
� 4�� ��� �5

� 4�� ��� �5 8 � 4�� ��� �5

という式で求める．但し，分母 7 *のときは，便宜的に � 7 *

として処理する．この �値を年版ごとに求め，以下の式に代入

することにより，内容語 � の印象尺度「��⇔ ��」における印

象値 ���⇔ ��
4�5が求められる．

� 7

�����
������

�4�� ��� ��� �5

�
�����

������

	 4�� ��� ��� �5

但し，	 4�� ��� ��� �5は，��4�� ��6�5 8 ��4�� ��6�5 
 *のと

き，�，そうでないとき，*となる関数であり，�式の分母が *

となるケースを計算式から除外するために導入されている．

一方，内容語の中には，出現する年や出現頻度が多いものも

あれば，少ないものもある．そこで，印象値 ���⇔ ��
4�5 に対

（注�）：��� 放送技術研究所の ����������������
������
�������において

無償で公開されている．

（注 ）：��� は，記事の見出しと本文（第 � 段落）を解析し，印象を抽出する．

本文の第 � 段落には記事の印象を決定する事物・事象が現れやすく，その一方で，

第 � 段落以降には第 � 段落の内容を補足したり説明したりする事実や事例など

が現れやすいため，現在の仕様では第 � 段落以降を用いないことにしている．



表 � 印象辞書のエントリー例

品詞 見出し語 印象値 � 重み�

名詞 シェフ ���	 ����

旅先 ���� ����

ハイキング ��� ����

鑑賞 ��	� ����


動詞 満喫する ��	� ����

学べる ���� ����


形容詞 カラフルだ ��	
 ����	

待ち遠しい ���� ����

カタカナ アーティスト ��
� ����

バラエティー ���
 �����

副詞 ゆったり ��� ���	�

ひとしお �
�� ��
�

名詞 負債 �
� �����

借入金 �
� ���	�

減産 ��� ���	

値上げ �
� �����

動詞 取り崩す ��� ���

圧迫する �� �����

形容詞 必至だ ��� �����

低調だ ���� ��	�

カタカナ エコノミスト ���� ����

セクター ��� �����

副詞 依然 ��
� ����	

軒並み ���� ����

する重み���⇔ ��
4�5を以下のように定義し，内容語 �と印象

語群 ��，�� とが共起した年数と頻度の総和（�年間分）に応

じて，増減するように設計した．

� 7 ����

�����
������

	 4�� ��� ��� �5

������

�����
������

4��4�� ��6�5 8 ��4�� ��6�55

以上の方法で構築された印象辞書の一部を表 �* に示し，印

象尺度「明るい⇔暗い」を構成する印象語群を表 ��に示す．

次に，テキストの印象値を算出する手法について述べる．テ

キスト 	��	 が入力されたら，まず，日本語形態素解析シス

テム 9)��� �-� を用いて，形態素解析し，	��	 に含まれる

名詞，動詞，形容詞，カタカナ，副詞を抽出する．そして，印

象辞書から各単語の印象値 ���⇔ ��
4�5 と重み���⇔ ��

4�5 を

取得し，以下の式を用いて 	��	 の印象値 ���⇔ ��
4	��	 5

を算出する．

� 7

�����
4� � �� � �� ��5

�
�����

4�� � �� ��5

この式は，�� � �� �� を重みとする印象値 � の重みつき

平均であり，�� � ��項は � に依存する傾斜配分となっている．

この傾斜配分は，印象語群との関係が乏しい一般的な単語（印

象値は *,%に近い値をとる）が �式の平均操作に及ぼす悪影響

を削減するために導入されている．

表 �� 印象尺度「明るい⇔暗い」を構成する印象語群

印象尺度 印象語群

明るい 明るい，うれしい，嬉しい，楽しい，楽しみだ，好きだ

暗い 暗い，苦しい，悲しい，哀しい，嫌いだ

表 �� 印象に基づく楽曲検索システムにおける印象入力インタフェース

番号 印象尺度

� 静かな ⇔ 激しい

� 落ち着いた ⇔ 忙しい

� 爽やかな ⇔ 重苦しい

	 明るい ⇔ 暗い

� 荘厳な ⇔ 軽々しい

� ゆったりとした ⇔ 窮屈な


 綺麗な ⇔ 綺麗でない

� 楽しい ⇔ 悲しい

� 気持ちが落ち着く ⇔ 気持ちが高揚する

� 心が癒される ⇔ 心が傷つく

表 �� 楽曲の印象表現の例

アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第 � 楽章（モーツァルト）

���� ��� 	�� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� 	���

ジムノペディ 第 � 番（サティ）

���� ��	 	�� ��
 ��� ��� ��� ��� ��
 ����

ジュ・トゥ・ヴ（サティ）

�	�� ��� 	�� 	�� 	�� ��� �� 	�
 	�
 ���

春 第 � 楽章（ビバルディ「四季」より）

���� ��� ��� ��� �� 	�� ��
 ��� ��� 	���

行進曲（チャイコフスキー「くるみ割り人形」より）

���� ��
 	�� ��
 	�� ��
 	�� ��� ��� 	���

（小数点第 � 位で四捨五入して表示）

以上のようにして算出された記事の印象値�に基づいて，話

題のタイプ（明るい，暗い，普通）を判定し，表 3に従い，���

と声色を選択する．具体的には，閾値 �� と ��（��

7 ��）

を設定し，� 
 �� のとき「明るい話題」，� � �� のとき「暗

い話題」，それ以外のとき「普通の話題」と判定する．

���の選択には，筆者らが開発した「印象に基づく楽曲検

索システム」�3� を応用した．このシステムは，ユーザが入力

した印象に基づいて，印象の近い楽曲を提示する．このとき，

ユーザの印象入力は，�:	（グラフィカルユーザインタフェー

ス）を用いて �*本の印象尺度（表 �参照）の中から �本以上

を選択し，それぞれを / 段階評価することにより，行われる．

一方，各楽曲の印象も各印象尺度における印象値（*～-の実数

値）として表現される．例を表 ��に示す．�

の印象尺度は，

表 ��に示された印象語から構成されているので，「明るい話題」

あるいは「普通の話題」と判定される � 値（��
�7 � �7 �）を

印象尺度 �・印象尺度 -上の「明るい」・「楽しい」に対応する

値（%～-）に写像するために，

� 7
�4� ���5

� ���

8 % 4� 
7 ��の場合5

という式を導入し，� 値を両印象尺度への入力とした．

�� � 書き言葉の話し言葉への変換

ニュース記事は，デアル調で書かれているため，そのまま読

み上げてしまうと，違和感が生じる．そこで，記事を構成する



表 �	 デアル調・デスマス調変換表の例

デアル調表現 デスマス調表現

くる きます

きた きました

こない きません

こなかった きませんでした

� � � � � �

まない みません

まなかった みませんでした

だ です

る ます

た ました

ない ません

なかった ませんでした

表 �� 略記表現・読み上げ表現変換表の例

変換元となる表現 読み上げ表現

適時打 タイムリーヒット

稼頭央 カズオ

�� ゴールデンウィーク

�� ホームページ

� 杯 ワールドカップ

�� ジェイ・ワン

左前打 レフトまえヒット

���� スマップ

日朝 ニッチョウ

原油高 原油ダカ

各文の文末と節末（接続助詞「が」が用いられている場合のみ）

をデスマス調に変換する．変換には，9)���辞書を解析する

ことにより自動構築した変換表（表 �� 参照）を用いる．文末

もしくは節末に表中のデアル調表現が現れたとき，対応するデ

スマス調表現と置き換えられる．なお，デアル調表現のマッチ

ングは，変換表の第 �行から順に行われ，マッチングした時点

で終了する．

以上で述べたデアル調からデスマス調への変換と同時に，記

事特有の略記表現や読みが難しい表現を音声読み上げのための

表現に変換する．この変換は，手作業で構築した変換表（表 �%

参照）を用いて行われる．

�� ���の有効性検証

本章では，,で述べた被験者実験の被験者とは異なる +**人

（男女 �**人ずつ）を対象に行った被験者実験の結果から，���

や声色がユーザの受ける印象に与える影響を分析し，�

 の

有効性を検証する．なお，被験者の年齢構成は，*代が 3*名

（�%,*.），�*代が /�名（�%,%.），�*代が �+-名（-,*.），

%*代が %+名（3,�.），+*代以上が ��名（,.）であった．

まず，被験者 +** 人を  群（各々男女 �%* 人ずつ）に分け，

2群の被験者には，�

が生成したニュース番組（注�）の ���

と合成音声を録音したものを聴取してもらい，�群の被験者に

は，演出を固定したもの，すなわち読み上げる文章はそのまま

（注!）：但し，今回の被験者実験では，�� � で述べた "#$ 選択を行わず，話題

タイプに応じて �� � で用いた "#$ を選択するようにした．

で，���を「普通の ���」に，声色を「普通の声」に変更し

たものを聴取してもらった．各被験者は，アンケート画面の指

示に従い，ニュース番組を聴取し，番組の好感度，内容の理解

度，記事の印象（明るい⇔暗い，のんびり⇔緊迫，腹立つ⇔腹

立たない，怖い⇔怖くない，好き⇔嫌い）をそれぞれ �*点満点

（�* 点：とても0好感が持てる／理解できる／明るい／のんび

りしている／腹の立つ／怖い／好き⇔ *点：とても不快である

／全然理解できない／とても暗い／とても緊迫している／全然

腹立たない／全然怖くない／とても嫌い）で評価した．ニュー

ス番組は全部で � 本あり，それぞれ � つのニュースから構成

された．順に，普通の話題のニュース（幻の金貨がオークショ

ンに出されたという話），明るい話題のニュース（ノーベル賞

受賞者が秋葉原好きの親日家という話），暗い話題のニュース

（小学校や保育園でウサギが殺されたという話）であった．結

果を表 �+にまとめる．2群と �群の間で行った平均値の差の

検定の結果も表 �+に示す．表中，有意水準 �.もしくは %.で

統計的に有意な差があるときは，その有意水準を示し，有意水

準 %.で有意な差がないときは，「;」と記した．

表 �+に示した検定の結果から，演出を加えることによって，

（�）ニュース番組から受ける印象を変えられること，（）明る

い話題のニュースをより明るく伝えられること，（�）暗い話題

のニュースを怖さや緊迫感を和らげながら，明るめに伝えられ

ることが確認され，�

の有効性が示されたと言える．

今回の被験者実験では，以上の実験に加え，暗い話題のニュー

スに対し「暗い ���・暗い声」という演出を加えた場合の実

験も行った．その結果を平均値の差の検定の結果とともに，表

�/に示す．なお，暗い話題のニュースとして「インフルエンザ

の特効薬・タミフルを服用した日本人の死者が �人に及んだ」

という話を用いた．表 �/ に示された検定の結果から，暗い話

題のニュースを暗い演出で表現することにより，ニュースから

受ける印象をより暗く，より怖くできることが確認されたが，

その一方で番組好感度の低下や印象の悪化を招くことから，今

回は表 3のままの演出仕様を維持することにした．

�� ま と め

本論文では，��� ニュース記事の印象を演出（��� と声

色の選択）により伝えるニュース番組自動生成システム�



（����� ���� 
������� 
!"#�$$���$）を提案した．本シス

テムは，���ニュース記事を��形式の動画ニュースに変換す

る際に，記事から抽出される印象に応じて���と声色を選択

するという点に特徴があり，回の被験者実験（�**人と +**

人）を通して，その有効性が確認された．また，今回の被験者

実験では，ニュースの印象に応じた演出（明るい話題のニュー

スのときは明るい���と明るい声，暗い話題のニュースのと

きは暗い ���と暗い声）を加えることにより，その印象を強

調できることも確認された．

今後の課題としては，同一話者を想定した自然な感情音声合

成の実現，好感の持てる ��キャラクタのデザイン，文／段落

単位の印象抽出手法の開発（印象抽出の高精度化），ニュース

番組に適した印象尺度の設計，記事文脈を考慮した演出の実現，



表 �� 演出が印象（���� !���）の伝わり方に及ぼす影響

演出選択あり（���） 演出固定

普通の話題

明るい ���・普通の声 平均値の 普通の ���・普通の声

評価項目 平均値 標準偏差 データ数 差の検定 平均値 標準偏差 データ数

番組好感度 	��� ���� � " 	��
 ���� �

内容理解度 	�
� ���� � " 	��� ���� �

明るい ⇔ 暗い 	��� ���� � " 	��� ���� �

のんびり ⇔ 緊迫 ���
 ��� � " ��
 ��
 �

腹立つ ⇔ 腹立たない 	��� ���� � " 	�
� ���� �

怖い ⇔ 怖くない 	�	� ��� � �� 	��� ���� �

好き ⇔ 嫌い 	��� ��	 � " 	�� ���	 �

明るい話題

明るい ���・明るい声 平均値の 普通の ���・普通の声

評価項目 平均値 標準偏差 データ数 差の検定 平均値 標準偏差 データ数

番組好感度 	��� ��� � " 	�� ���
 �

内容理解度 	��
 ��� � " 	��
 ���� �

明るい ⇔ 暗い ���� �� � �� 	��� ���	 �

のんびり ⇔ 緊迫 ���� ��
� � " ��� ��� �

腹立つ ⇔ 腹立たない 	�
	 ���	 � " 	��� ���	 �

怖い ⇔ 怖くない 	��� ��	 � " 	�	� ���� �

好き ⇔ 嫌い 	��� ���	 � " 	��	 ���� �

暗い話題

��� なし・普通の声 平均値の 普通の ���・普通の声

評価項目 平均値 標準偏差 データ数 差の検定 平均値 標準偏差 データ数

番組好感度 	��	 ��	 � " 	��� ���� �

内容理解度 ��	
 ��� � " ���� ���	 �

明るい ⇔ 暗い 	��� �� � �� ��� ���� �

のんびり ⇔ 緊迫 	��� ��
� � �� 	��� ��� �

腹立つ ⇔ 腹立たない ���	 ���� � " ��	� ��	� �

怖い ⇔ 怖くない ���� ��� � �� ���� ���� �

好き ⇔ 嫌い 	��� ��� � �� ���� ���� �

表 �
 暗い話題のニュースのとき暗い演出が印象（���� !���）の伝わり方に及ぼす影響

暗い ���・暗い声 平均値の 普通の ���・普通の声

評価項目 平均値 標準偏差 データ数 差の検定 平均値 標準偏差 データ数

番組好感度 	�� ��� � " 	��� ���� �

内容理解度 ��� ���
 � " ���
 ���� �

明るい ⇔ 暗い ���� ���	 � �� ���� ���� �

のんびり ⇔ 緊迫 	��� ���� � " 	�	� ���	 �

腹立つ ⇔ 腹立たない ���	 ��
 � " 	��� ���� �

怖い ⇔ 怖くない ���� ��	� � �� ��	� ���	 �

好き ⇔ 嫌い ���
 ���� � �� 	�
 ��	 �

略記表現・読み上げ表現変換表の自動構築などが挙げられる．
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