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1 はじめに
実環境下での音声認識では，認識性能の向上のために音声区

間検出 (Voice Activity Detection; VAD)が用いられる．我々
はこれまで条件付確率場 (ConditionalRandomFields; CRF)
を用いたVAD (CRF-VAD) [1]を提案してきた．この手法で
は，複数の特徴量を統一的に扱うことができ，また音声/非
音声ラベルの時間方向の連続性をモデル化することで，従来
の VADに比べても有効性が確認されている．しかし，VAD
は音声認識の前処理として行われるため，認識システム全体
で評価を行う必要がある．音声認識におけるVADの利用は，
前処理として非音声区間の棄却を行う手法が一般的であるが，
高雑音化では誤棄却の影響を強く受け，認識精度が低下する
という問題点がある．そこで，本研究ではCRF-VADを用い
た音声認識アルゴリズムを提案する．この手法では，非音声
棄却は行わず，音声認識処理における解探索中に VADスコ
アを用いることで，探索中の音声/非音声誤りを軽減でき，誤
棄却の影響が低減できると期待される．
2 条件付確率場に基づくVAD (CRF-VAD)

CRFに基づく VADでは，出力系列 y = (y1, . . . , yT )の入
力系列 x = (x1, . . . ,xT ) に対する条件付確率を以下の式 (1)
で定義する．
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ここで，yt ∈ {0, 1}は時刻 tにおける音声/非音声ラベルを
表し，xt = [xt,1, . . . , xt,D]T は時刻 tに観測された特徴量を
表す．また，f は素性関数，λは素性関数の重み，Dは特徴量
の次元，K, Lは素性の数，Z(x)は正規化項である．素性関
数とは入力と出力における特徴を表した関数であり，任意の
関数を与えることができるが，本研究では，素性関数として
f
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ただし，k, lはクラス番号を表す．遷移素性 f
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は yt−1 から yt への状態遷移に対応する関数であり，式 (2)
で定義される．
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つまり，ある素性に依存する状態遷移を起こすときのみ xt,d

をとり，それ以外は 0を返すことを意味している．このとき，
返り値を 1または 0とした素性関数を考えると，重み λ
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HMMにおける状態遷移確率に相当する，本稿ではこの状態
遷移素性を持つ CRFを Bigramと呼ぶ．また，式 (2)は状
態遷移確率に特徴量の値を反映させたものであり，これを持
つCRFを Bigram2と呼ぶこととする．また，yt−1からの依
存関係を棄却した場合 (f (a)

k,d (xt,d, yt))をUnigramと呼ぶ．こ

こで，f
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l,d (xt,d, yt)は出力確率に対応する関数であり，次式

で定義する．
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CRFの学習では最尤推定に基づいて，以下の式 (4)に示す
ように学習データ O = {(x(n), y(n))}N

n=1 に対する対数尤度
L(Λ)を最大とするパラメータ Λ̂を決定する．
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析的に求めることは困難なため，勾配法を使用してパラメー
タ推定を行った．式 (4)は，第 1項である学習データのパス
のコストと，第 2項である全パスのコストの差を大きくする
方向へ学習が進むことを表すため，識別的に学習が行われる
と言える．また，入力 xが与えられたときの最適な出力 ŷは
Viterbiアルゴリズムにより得ることができるが，リアルタ
イム性を考慮した場合，Viterbiアルゴリズムをそのまま適
用することはできない．そのため，Delayed Decision Viterbi
アルゴリズムを用いることで，限られた遅延 (後続数フレー
ム) の中で状態の連続性を考慮している．
3 CRF-VADのスコアを用いたデコーディング
一般的に音声認識では，前処理としてVAD結果から非音声
区間を棄却し，音声と判定された区間のみ音声認識処理を行
うことで，湧き出し誤りを軽減している．しかし，高雑音環
境下では音声/非音声を判定することが難しくなるため，誤棄
却が増加してしまう．この誤りはデコーダでは復元できない
ため，直接認識誤りに繋がってしまうものである．この問題
を解決するために，非音声区間を棄却する際に，前後にマー
ジンを設ける手法がある．しかし，音声区間の欠落は対象に
よってその長さが異なってくるため，経験的に全ての区間の
最適なマージンを定めることは困難であり，マージンが長す
ぎれば湧きだし誤りが発生してしまう．
そこで本研究では，探索時に VADのスコアを用いること
で雑音下での音声認識精度の改善を行う手法を提案する．提
案手法では，フレーム iにおけるある仮説W の音響モデル
の対数尤度 log p̂(Xi | W )を以下のように定義する．
log p̂(Xi | W )

=

{
log p(Xi | W ) + α log P (S1 | xi,Λ) (W = Wvoice)
log p(Xi | W ) + α log P (S2 | xi,Λ) (W = Wunvoice)

(5)

ここでXi は観測系列，p(Xi | W )が音響モデルの尤度，
Wvoice, Wunvoice はそれぞれ音声 (単語)の仮説，非音声 (無
音)の仮説を表す．また，P (S1 | xi, Λ)と P (S2 | xi, Λ)は
CRF-VADから算出された観測に対する事後確率を表し，xi

はCRF-VADでの観測，ΛはCRF-VADのパラメータを表す．
αは任意の定数であり，音響モデルの値に対して CRF-VAD
スコアを調節する役割がある．

CRF-VADの事後確率は，それぞれのフレームにおける音
声らしさ，非音声らしさを表すスコアと考えることができる．
これにより，CRF-VADでより音声 (非音声)らしいと判定さ
れたフレームでは，音声 (非音声)仮説のスコアがより一位仮
説に近づくことになる．また音響モデルも，それ自身が音声/
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表 1: VAD結果 (雑音：Car)
手法 フレーム正解率 (%) FAR (%) FRR (%)

GMM 71.31 19.94 42.77

CRF-VAD 77.65 13.90 35.93

表 2: 前段棄却と提案法の認識率 (雑音：Car)
手法 Acc Corr Ins

no-VAD 53.78 61.61 7.86

oracle 58.55 59.73 0.85

GMM 53.44 60.68 7.23

CRF-VAD 54.69 60.91 6.22

proposed (GMM) 59.39 62.82 3.42

proposed (CRF-VAD) 63.79 66.04 2.26

非音声の情報を持っているため，両者の情報を用いた VAD
とも考えることができる．これにより，デコーディング中の
音声/非音声の認識誤りを軽減する効果が期待できる．また，
認識前に非音声区間を棄却しないため，誤棄却の影響の低減
が期待できる．このアプローチは文献 [2]と同様であるが，識
別的な基準を導入したCRF-VADを用いることで，より頑健
な音声認識の実現が期待できる．
4 評価実験
提案法の有効性を示すために，VAD実験と数字単語認識実

験を行った．学習データには，AURORA-2Jを用い，Subway,
Babble, Car, Exhibitionの 4種類の雑音を重畳した数字単語
モデル 11 種類と無音単語モデル 2 種類を学習した．また，
実験データには，CENSREC-1-Cシミュレーションデータを
用いた．実験ではこのデータを，GMM学習データ 64文章，
CRF学習データ 64文章，認識用データ 78文章に分けて用
いた．学習データと実験データに含まれる雑音は同様である
ため，雑音環境にクローズな実験である．また，信号の SNR
は 0dB である．実験結果における Acc (単語正解精度) は
Corr (単語正解率)から，Ins (挿入誤り)を引いた値である．
提案法は，Juliusの第 1パスに実装し，式 (5)における αの
値は 0.1から 0.1刻みで 1.5まで変化させ，最も単語正解精
度の良かったものを実験結果として示す．また状態遷移素性
を持つモデルでは，区間検出時に後続 10フレームを用いた
Delayed Decision Viterbiを行い，当該フレームの状態を決
定している．
5 実験 1：前段処理のVADとの比較
前処理でVADを行い非音声区間を棄却した場合と提案法の

比較実験を行った．実験で用いた VADはモデル構造が Un-
igram である CRF-VAD で，特徴量として，音声 GMM 対
数尤度，非音声GMM対数尤度，振幅，零交差数，基本周波
数を用いた．また，比較として音声/非音声尤度の大小比較
でVADを行ったGMMについても実験を行った．表 1から，
GMMに比べ，複数特徴量を用いた CRF-VADは VAD性能
が高く，手法の有効性が確認できた．
また表 2は認識実験結果である．oracleは正解区間データ，

GMM, CRF-VADはVAD結果を用いて非音声棄却を行った
手法である．GMM, CRF-VADは前後に 50, 100, 150msの
マージンを設けたものから最も性能の良かったものを記載し
てある．前段で棄却したものと提案法を比較すると，提案法
では誤棄却の影響が低減でき，正解精度が改善していること
が分かる．また，oracleとGMM, CRF-VADを比較すると，
マージンによる改善が十分ではなかったことが分かる．

2種類の VAD手法について，前段棄却と提案法を比較す
ると，提案法では認識精度の差が大きくなっており，VAD性
能の差をより反映することができたと言える．
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図 1: VAD結果 (雑音：Exhibition)

表 3: 素性関数による認識精度の違い (雑音：Exhibition)
手法 Acc Corr Ins

Unigram 68.29 70.72 2.43

Bigram-d10 68.95 71.38 2.35

Bigram2-d10 66.68 73.76 7.08

6 実験 2：素性関数による比較
表 3は，提案法において，用いた素性関数によるVAD，認
識実験の結果である．VAD実験の結果より，CRF-VADに
おいて状態遷移の情報を用いたものと，振幅を用い状態遷移
を考慮した CENSREC-1-C付属の VADである Baselineを
比較すると，全ての環境において CRF-VADの性能が上回っ
ており，CRF-VADの有効性を確認することが出来た．また，
認識実験結果を見てみると，状態遷移素性を持たないモデル
は VAD結果では大きく性能が劣るのに対し，単語正解精度
には大きな違いが見られないことが分かる．このことから，
出力素性のみを用いた場合でも，状態遷移確率を持つ HMM
を音響モデルとして用いることで，音声/非音声の連続性は
表すことができていると言える．
また，Bigram2-d10は Unigramに比べ，FARが改善して
いるが，挿入誤りは増加している．これは，Bigram2-d10で
は，デコーディング時に持つ情報は考慮せず，VADスコア
を決定しているため，逆に状態遷移の情報が悪影響を与える
場合があると考えられる．そのため，状態遷移素性を用いた
CRF-VADと VADスコアを用いたデコーディングを組み合
わせるためには，探索時に状態遷移素性を考慮した手法を用
いる必要がある．
7 むすび
本研究では，CFR-VADスコアを用いた音声認識アルゴリズ
ムを提案した．実験結果より，前段で非音声棄却を行うVAD
の利用とは異なり，高雑音下での誤棄却の影響を低減でき，
認識精度の改善も確認できた．状態遷移素性の利用について
は，VAD精度における改善とは異なり，認識精度には大きな
改善が見られなかった．この原因は，HMMでも同様に状態
遷移がモデル化されているからである．しかし，CRF-VAD
の状態遷移素性をうまく組み込むことで，更なる認識精度の
改善が期待できる．
今後の課題として，提案法において HMM の状態遷移と

CRF-VADの状態遷移素性を考慮したデコーディングアルゴ
リズムの提案，学習アルゴリズムの改善などが挙げられる．
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