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1 はじめに

一般に音声認識の性能は雑音の混入によって大きく

変動するため，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といったこ

とが問題となっている．現状の音声認識技術であって

もサービスの運用に耐え得る雑音環境は少なからず

存在することから，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．よっ

て，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

（例えば語彙サイズや文法的複雑さ）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，個々の

認識タスクに最適化した推定式を用意しなければな

らなかった．我々はこの問題に対処するために，認識

タスクの複雑さをパラメータとして持つ推定式を提

案した [2, 3, 4]．このような推定式を一度求めておけ

ば，以降は認識タスクの複雑さを指定することによ

り，任意の認識タスクに対する推定式を容易に得るこ

とができる．本稿では，提案法の有効性を検証するた

めに，雑音や残響が存在する実環境において認識性

能の推定実験を行う．

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，あるいは雑音

抑圧後の音声）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により認識性能を推定す

る [1]．

y = f(x) =
a

1 + e−b(x−c)
(1)

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はクリーン

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
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from the distortion value.

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が異なると同じ雑音環境で

あっても認識性能が変動するため，個々の認識タスク

に最適化した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に，認識タスクの

複雑さをパラメータとして持つ推定式を提案した [4]．

式 (1)の a，b，cは認識タスクの違いを反映するので，

タスクの複雑さをパラメータとする関数によって各

定数を表すことができると考えられる．よって，次式

のように，式 (1)の定数をタスクの複雑さ αによって

表すように変更した．

y = f(x, α)

=
a(α)

1 + e−b(α)(x−c(α))
(2)

タスクの複雑さを表す尺度としては様々なものが考

えられるが，これまでの検討により SMRパープレキ

シティ[5]（各単語の出現確率の逆数を単語パープレ

キシティとしたときの相加平均）を次式の推定式と共

に用いる場合に優れた推定性能を得ることができる

と分かったので [4]，本稿でもこれを採用することに

する．

y = f(x, α)

=
p1α

q1 + r1
1 + e−(p2αq2+r2)(x−(p3αq3+r3))

(3)

ここで，αは SMRパープレキシティ（以下では pSMR

と称す）である．p1～p3，q1～q3，r1～r3は定数であ

り，様々な認識タスク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により決定する．
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3 実環境における有効性の検証

本章では，様々な認識タスクを対象とし，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

の最適化には，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．一方，認識性能の推定には，

実環境において収録した音声データを用いる．推定

性能を高めるためには，推定式の最適化のために実

環境において収録した音声データを用いることが望

ましいと考えられるが，収録には膨大なコストがか

かることを考慮し，本実験では現実的な状況を設定

することにした．なお，本実験ではひずみ尺度とし

て PESQ[6]を用いており，雑音抑圧手法は適用して

いない．

以下，3.1節では推定式の最適化について述べ，3.2

節では実環境における音声データの収録について説

明する．最後に 3.3節では実験結果について述べる．

3.1 推定式の最適化

まず，推定式の最適化のために用いた認識タスクと

音声データについて述べる．

• 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 [7]に収録されて

いるものを用いた．これは鉄道駅名の 3,285語を

読み上げたものである．本実験では，語彙サイ

ズを 50，100，200，400，800，1600，3285とす

ることにより，7種類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 [10] と全く同じ 1～7 桁の数字列

を読み上げたものを用いた．ただし，AURORA-

2Jとは異なり，サンプリング周波数は 16kHzで

ある．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 5k（MID）

と語彙サイズ 20k（LARGE）の 2種類を用いた．

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」[8]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．テストセットと言

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 SMRパープレキシティpSMRを Ta-

ble 1に示しておく．

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 [9]の雑音（car1，hall1，train2，lift2）を

20，15，10，5，0，−5dBの SNRで重畳した．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

Table 1 pSMR for each recognition task.

認識タスク pSMR

50 words 50

100 words 100

200 words 200

孤立単語 400 words 400

800 words 800

1,600 words 1,600

3,285 words 3,285

記述文法 Connected digits 11

5k MID 40,588

20k MID 44,073

大語彙連続 60k MID 33,381

20k LARGE 33,976

60k LARGE 57,424

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（16混合分布）を用いた．

上記の 13種類の認識タスクに対し，SMRパープ

レキシティ，単語正解精度，ひずみの大きさを求め，

これらの関係を最適近似するように式 (3)の係数を求

めた結果，次式が得られた．

y = f(x, pSMR)

=
a(pSMR)

1 + e−b(pSMR)(x−c(pSMR))
(4)

ただし，

a(pSMR) = −0.335(pSMR)
0.401 + 99.31

b(pSMR) = −1.66× 10−8 (pSMR)
1.67 + 4.44

c(pSMR) = −13.42 (pSMR)
−0.00518 + 15.15　

式 (4)の xと pSMRに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 (4)

の pSMR にのみ値を代入することにより，対象とす

る認識タスクの推定式（式 (1)に相当）を得ることも

できる．

3.2 実環境における音声データの収録

Fig. 2の設定のもとで音声データを収録した．実

験室のサイズは 7.2m× 7.7mであり，内部には防音

室，机，棚などが設置されている．なお，壁面はコン

クリートである．スピーカとしては，クリーン音声再

生用と雑音再生用の 2台を用いた．音声用のスピー

カはマイクロホンの方に向け，雑音用のスピーカは壁

面に向けている．マイクロホンとしては，近接マイク

（スピーカからの距離 10cm）と遠隔マイク（スピー

カからの距離 110cm）の 2本を用いた．以上の設定

のもと，音声と雑音をスピーカから同時に再生する

ことにより，雑音重畳音声データを収録した．なお，
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Fig. 2 The recording setup.

雑音は hall1と factory1の 2種類であり，雑音の音量

は 3段階に変化させた．

収録の対象とした認識タスクと音声データは次の

通りである．

• 孤立単語認識タスク：3.1節の認識タスクのうち，
語彙サイズ 800と語彙サイズ 1,600に対応する

音声データを収録した．収録データの SNRの推

定値は，近接マイクの場合は 20，15，10dB，遠

隔マイクの場合は 10，5，0dBであった．

• 記述文法認識タスク：3.1節の全ての認識タスク

に対応する音声データを収録した．収録データの

SNRの推定値は，近接マイクの場合は 20，15，

10dB，遠隔マイクの場合は 10，5，0dBであった．

• 大語彙連続認識タスク：3.1節の全ての認識タス

クに対応する音声データを収録した．収録デー

タの SNRの推定値は，近接マイクの場合は 15，

13，10dB，遠隔マイクの場合は 5，0，−5dBで

あった．

以上の収録データに対して，3.1節と全く同じ条件で

単語正解精度とひずみの大きさを求めた．

3.3 実験結果

3.1節で述べた 13種類の認識タスクの各々に対す

る推定式を Fig. 3に示す．ここで，横軸は PESQの

値であり，値が小さいほど音声が劣化していることを

表す（値が 5のときはクリーン音声に一致する）．ま

た，図中の曲線は各認識タスクに対する推定式を表し

ており，式 (4)の pSMRにTable 1の値を代入するこ

とにより求めた．Fig. 3と Table 1より，各推定式の

上下の位置関係は概ね pSMR の値によって定まって

いることが分かる．
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Fig. 4 The relationship between true word accu-

racy and word accuracy estimated by using simula-

tion data.

次に，3.1節で述べた 13種類の認識タスクの各々

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り，残響などの影響を全く

受けていないため，このときの推定精度は提案法の

上限とみなすことができる．Fig. 4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 0.99，

RMSEは 3.4であり，高い精度で推定できているこ

とが分かる．

最後に，3.2節で述べた 8種類の認識タスクの各々

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実環境において収録

したものであり，推定式の最適化のために用いたもの

とは残響などの影響を受けているという点で異なる．

Fig. 5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 3.2であり，残響な

どの影響を全く受けていないデータを用いて推定し

たときと同等の精度で推定できていることが確認で

きる．今回は特定の音響環境でしか評価していない
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ものの，推定式の最適化のために用いる音声データ

は計算機上で作成したもので十分であるとの見込み

を得た．

4 おわりに

本稿では，提案法の有効性を検証するために，雑音

や残響が存在する実環境において認識性能の推定実

験を行った．その結果，実環境で収録した雑音重畳音

声データを用いても高い精度で認識性能を推定でき

ることが分かった．また，推定式の最適化のために用

いる音声データは計算機上で作成したもので十分で

あるとの見込みを得た．今後は，多様な実環境や未知

の認識タスクに対する提案法の有効性を検証してい

きたい．
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