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1 はじめに 
音声認識サービスを提供する際には，対象とす

る環境でどの程度の認識性能が得られるのかを
事前に調査する必要がある．現時点で最も確実な
方法は，サービスを運用する現場で認識実験を行
うことである．しかし人的，時間的コストが極め
て大きく，また専門的な知識や技術を要すること
が問題となっている．この問題を解決することに
より音声認識サービスのさらなる普及が期待で
きるため，雑音下音声認識の性能を簡便に推定す
る手法が必要不可欠である．  

我々はこれまでに，音声のひずみの大きさから
認識性能を推定する手法を開発し，その有効性を
示した[1]．本手法では，ひずみの大きさと認識性
能の関係を表す推定式を実験的に求める．しかし，
認識タスクや音響モデルが異なると同じ雑音環
境であっても認識性能は変動するため，対象とす
る認識タスクや音響モデルに専用の推定式をそ
の都度求める必要があった．我々はこの問題に対
処するため，認識タスクの複雑さをパラメータに
持つ推定式，音響モデルの精度をパラメータに持
つ推定式をそれぞれ提案し，有効性を示した[2, 3]． 

本稿では，さらに認識タスクの複雑さと音響モ
デルの精度の両方をパラメータに持つ推定式を
提案し，その有効性を検証する．このような推定
式を一度求めておけば，以降は各パラメータを指
定することにより，対象とする認識タスク・音響
モデルに専用の推定式を容易に得ることができ
る． 

2 雑音下音声認識の性能推定法  
認識性能推定の基本的な流れをFig. 1を用いて

説明する．まず，原音声（雑音が重畳していない
音声）と劣化音声（雑音が重畳している音声）を
入力とし，劣化音声のひずみの大きさを計算する．
そしてそのひずみの大きさを以下に示す推定式
に代入することで認識性能を推定する[1]． 
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ここで，y は認識性能の推定値，x はひずみの大
きさである．また，a, b, c は定数であり，a は原
音声に対する認識性能，b はひずみが大きくなっ
たときの認識性能の低下の急峻さ，c はひずみに
対する頑健性に相当する．これらの値は，劣化音
声に対するひずみの大きさと認識性能を実験的
に求め，両者の関係を最適近似することにより決
定する．ただし，上述したように，認識タスクや
音響モデルが異なるとひずみの大きさが同じで
あっても認識性能が変動するため，認識タスクや
音響モデルに専用の推定式を求める必要がある． 

我々はこの問題に対処するため，まず認識タス
クの複雑さをパラメータとして持つ推定式，音響
モデルの精度をパラメータに持つ推定式をそれ
ぞれ提案した[2, 3]． 
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Fig. 1 Overview of the recognition performance estimation 
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ここで  α は認識タスクの複雑さを表すSMRパー
プレキシティ（各単語の出現確率の逆数の相加平
均），β は音響モデルの精度を表す原音声に対す
る誤認識率である．式(2)と式(3)は，式(1)の a, b, c 

を  αの関数，βの関数にそれぞれ置き換えたもの
である．  

3 提案法 
認識タスクの複雑さと音響モデルの精度の両

方をパラメータに持つ推定式を提案する．提案法
は，式(1)の a, b, c を，式(2)と式(3)におけるαの
関数とβの関数の一次結合に置き換えたものであ
る．具体的な推定式は以下である．  
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ここで α はSMRパープレキシティ， β は原音声
に対する誤認識率である．p1～p3, q1～q3, r1～r3, s1

～s3 は定数であり，様々な認識タスクや音響モデ
ルを対象として劣化音声に対するひずみの大き
さと認識性能を実験的に求め，両者の関係を最適
近似することで決定する． 

4 提案法の有効性の検証  
本章では，様々な認識タスクと音響モデルの組

み合わせを対象とし，提案法による認識性能の推
定精度を検証する．ここで，推定式の定数の最適
化および認識性能推定には，計算機上で加法性雑
音のみを重畳した音声データを用いる．なお，本
実験ではひずみ尺度としてPESQ[4]を用いた． 

  

4.1 推定式の定数の決定 
認識実験のために用いた認識タスクを以下に

述べる．  

・ 孤立単語認識タスク：音声データとして，東
北大－松下単語音声データベース [5]に収録
されている鉄道駅名3285語を読み上げたもの
を用いた．本実験では語彙サイズを100, 200, 

400, 800, 1600, 3285とすることにより，6種類
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の認識タスクを設定した．  

・ 記述文法認識タスク：音声データとして，
AURORA-2J[6]と同じ1～7桁の数字列を読み
上げたものを用いた．単語（数字）の数は読
みの違いを含めて11であり，これらを任意回
数繰り返すという記述文法を作成した．認識
タスクは1種類である．  

・ 大語彙連続認識タスク：音声データは，新聞
記事読み上げ音声コーパス（JNAS）のテスト
セット100文（男性話者）である．語彙サイズ
は2種類用意した．言語モデルとしては，IPA 

の「日本語ディクテーション基本ソフトウェ
ア1999年度版」[7] に含まれている3-gramモデ
ルのうち，語彙サイズ5k，20k，60kの3種類を
用いた．語彙サイズと言語モデルを組合せる
ことにより5種類の認識タスクを設定した．  

各認識タスクの音声データには，電子協騒音デー
タベース[8]の雑音（car1, hall1, train2, lift2）を20, 

15, 10, 5, 0, -5dB のSNRで重畳した．サンプリン
グ周波数は16kHzである．これらの雑音重畳音声
データを認識するための音響モデルとしては，
IPAの「日本語ディクテーション基本ソフトウェ
ア1999年度版」に含まれているモノフォン性別非
依存モデル（4, 8, 16, 64 混合分布）およびトライ
フォン性別非依存モデルの5種類を用いた．  

上記の12種類の認識タスクと5種類の音響モデ
ルの組み合わせの60種類に対し，SMRパープレキ
シティ，原音声に対する誤認識率，単語正解精度，
PESQ Scoreを求め，これらの関係を最適近似する
ように式(4)の定数を求めた結果，次式が得られた． 
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式(5)に x と α, β の値を代入することにより，単
語正解精度の推定値を得ることができる．また，
式(5)の α, β にのみ値を代入することにより，対
象とする認識タスク・音響モデルの推定式（式(1) 

に相当）を得ることもできる．  

 

4.2 実験結果 
4.1 節で述べた60種類の認識タスクと音響モデ

ルの組み合わせ各々の一部に対する推定式をFig. 

2に示す．ここで，横軸はPESQ Scoreであり，値
が小さいほど音声が劣化していることを表す（値
が4.5のときは原音声に一致する）．また，図中の
曲線は認識タスクと音響モデルの各組合せに対
する推定式を表しており，式(5) に α, β の値を代
入することにより求めた．Fig. 2より，各推定式
の上下の位置関係は概ね  α, β の値によって定ま
ることが分かる．  

次に4.1 節で述べた60種類の認識タスクと音響モ
デルの組み合わせ各々に対して単語正解精度の
推定を行った．推定のために用いた雑音重畳音声
データは推定式の最適化のために用いたものと
同じである．Fig. 3に真の単語正解精度と推定し
た単語正解精度の関係を示す．真の単語正解精度
と推定した単語正解精度の決定係数は 0.98，
RMSEは2.5であり，高い精度で推定できているこ
とが示された．しかしFig. 3から推定精度が他と
比べて低い点（Fig. 3の赤点）も存在することが 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

PESQ Score

W
o
rd

 a
c
c
u
ra

c
y
(%

)

100 words_mono4

100 words_mono16

100 words_tr iphone

3285 words_mono4

3285 words_mono16

3285 words_tr iphone

connected digits_mono4

connected digits_mono16

connected digits_t r iphone

60k_MID_mono4

60k_MID_mono16

60k_MID_tr iphone

 
Fig. 2 The estimators for each pair of the recognition task  

and the acoustic model 
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Fig. 3 Relationship between the true word accuracy and the 

estimated word accuracy 

分かる．調査の結果，PESQ Scoreが推定式の変曲
点付近にある場合に推定精度が低いことが分か
った．これは，定数  b, c の表現方法に改善の必
要があることを示唆している．  

5 おわりに 
本稿では，認識タスクの複雑さと音響モデルの

精度の両方をパラメータに持つ推定式を提案し
た．また，その有効性を検証するために，推定式
の最適化および，認識性能の推定実験を行った．
その結果，提案法により高い精度で認識性能を推
定できることが示されたものの，推定式の変曲点
付近のPESQ Scoreがある場合に推定精度が低い
ことが分かった．今後はこの問題の解決を図る予
定である．  
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