
平成 23年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 計算システム工学分野

多言語音声対話システムのための言語識別手法の検討

学籍番号　　２２４１３５４１　　氏名　　澤田 俊彦

指導教員名 　　　李 晃伸

1 はじめに
現在，インターネットの普及や通信速度の向上により海外

との距離感は急速に縮まってきている．国内の外国人の数も
増加傾向にあり，公共施設などに設置されている情報案内シ
ステムの多言語化も進んでいる．その場合，様々な国籍のユー
ザに対応するため，事前知識に依存しない入出力媒体での動
作が求められる．このことから，直感的に操作が可能な音声
を入出力の媒体とした音声対話システムの多言語化が求めら
れている．多言語に対応可能な音声対話システムでは，ユー
ザの発話言語の識別を行い，発話言語に対応した処理を行う．
しかし，言語識別が主に研究されている分野は電話上の会

話音声の言語の識別である．多言語音声対話システムに言語
識別を組み込むには，音声対話システムにおける発話を対象
とした言語識別手法の検討が必要となる．
そこで本研究では，多言語音声対話システムにおける頑健

な言語識別のため，音声対話システムにおける発話の特徴が
識別性能に与える影響についての調査を行った．
2 統計モデルに基づく言語識別
統計モデルに基づく言語識別では，識別言語毎に学習した

言語モデル λ1, · · · ,λL を用いて入力発話の尤度の計算を行
い，尤度の比較を行うことで言語の識別を実現する．ここで
Lは識別言語数を表す．言語識別に有効な言語的特徴として，
発話内の音素や音素列のパターンに関する情報を表す音素配
列情報がある．音素配列情報は比較的容易に抽出が可能であ
り，また言語の特徴を適切に表現可能であることから，音素
配列情報を用いた言語識別手法が広く研究されている．
音素配列情報を用いた言語識別手法として，PRLM (Phone

Recognizer followed by Language Modeling) [1]が提案され
ている．PRLMの概略を図 1に示す．

図 1: PRLMの概略

PRLMではまず，入力発話に対してある単一の言語による
音素認識を行う．そして，音素認識器より得られた音素列を
入力として，各識別言語毎に言語スコア（尤度）を求め，最
尤スコアを出力した言語を正解言語とする．音素列は音素認
識器の言語に依存した音素で構成される．ここで，音素認識
器より出力された音素列をΨ = {ψ1, · · · , ψP }とする．P は
出力音素数を示す．このとき，言語 lの音素列Ψに対する尤
度 L(Ψ|l)は次式で表される．ここで，音素認識器より出力
された音素列をΨ = {ψ1, · · · , ψP }とする．P は出力音素数
を示す．このとき，言語 lの音素列Ψに対する尤度 L(Ψ|l)
は次式で表される．

L(Ψ|l) =
P∑

p=N

logP (ψp|ψp−N+1, · · · , ψp−1,λl) (1)

λlは言語 lの言語モデルである．λlは音素の出現確率を表す
言語モデルであるので，λl は音素 N -gramとして表される．
また P (ψp|ψp−N+1, · · · , ψp−1,λl)は，λl によって推定され
た，音素列 {ψp−N+1, · · · , ψp−1}の生起確率である．

図 2: 本研究で目標とする多言語音声対話システム

PRLMでは音素 N -gramの学習に学習用発話に対する推
定音素列を用いるため，書き起こし文章を用意する必要がな
く，低コストで言語識別のシステムの構築が可能である．し
かし，識別性能は音素認識器で用いた言語と識別言語の相関
に依存するという問題点がある．この問題を改善するために，
Parallel PRLM (PPRLM) [2]が提案されている．PPRLMは
複数言語の音素認識器を用いた PRLMによる言語の識別を
行う．複数言語の音素認識器を用いる事により，音素認識器
言語と識別言語の依存を緩和できると考えられる．
3 多言語音声対話システムにおける言語識別手法
3.1 言語毎のデータ規模の違いを考慮した多言語音声対話

システム
音声対話システムの多言語化を考える場合，言語によって
収集可能なデータ規模が異なる事が考えられる．したがって，
多言語音声対話システムの実現には，対応言語のデータの規
模の違いを考慮することが必要である．
そこで本研究では，言語毎のデータ量によって異なる処理
部を持つシステムを考える．データ量が十分に集められる言
語においては音声対話システムの構築を行い，そうでない言
語に対しては，対象言語の文字上での案内を行うシステムの
構築を行う．システムの概略図を図 2に示す．
このようなシステムの構築を考える場合，データ量の規模
が小さい言語では音声対話システムの構築を行わないため，
低コストで音声対話システムの多言語化が実現できると考
えられる．しかし，システムの実現のためには対象となる全
ての言語に対して頑健に言語識別を行う必要がある．そのた
め，少量の学習データでも識別が可能な言語識別手法が必要
となる．

3.2 多言語音声対話システムにおける言語識別
少量のデータで構築可能な言語識別システムとして，音素
配列情報を用いた言語識別がある．音素配列情報は音声を音
素認識をすることで得られるため，音声のみでシステムの構
築を行う事ができる．そこで本研究では多言語音声対話シス
テムの為の言語識別手法として，音素配列情報を用いた代表
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図 3: 音素数毎の識別率

的な言語識別手法である PPRLMを用いた．

3.3 多言語音声対話システムにおける発話の言語識別に対

する影響
多言語音声対話システムにおける発話が言語識別に与える

影響として，発話長と発話形式による影響が考えられる．情
報案内を目的とした音声案内システムは一問一答形式による
対話が想定されており，ユーザの発話の発話長が短い傾向に
ある．また多言語音声対話システムにおける発話は，言語識
別で主に研究されている電話上の会話音声と比較すると，会
話目的や発話媒体が異なる事から，発話の形式も異なると考
えれる．
多言語音声対話システムの発話における頑健な言語識別の

実現のため，上記 2 つの影響について調査する必要がある．
4 評価実験
音声対話システムにおける発話の特徴が言語識別性能に

与える影響の調査を行った．ここで用いた言語識別手法は
PPRLMである．

4.1 発話長を短くしたときの言語識別実験
発話長が識別性能に与える影響を調査するために，言語ス

コアの計算時に用いる音素列長の違いによる識別率の比較を
行った．発話の推定音素列を発話始端から一定の音素数分を
切り取り，切り取った音素列に対する言語スコアにより識別
を行う．ここで切り取る音素の数を，50, 40, 30, 20, 10 と
する．識別対象言語は英語，日本語，中国語，フィンランド
語，ポルトガル語の 5言語である．言語モデル学習データと
して，英語：Wall Street Jurnal 20000発話，日本語：日本語
音声データベース JNAS 20000発話, 中国語：The EMIME
Mandarin/English Bilingual Database 4000発話, フィンラ
ンド語：The EMIME Blingual Finnish/English Database
1500発話，ポルトガル語：音素バランス文セット 400発話を
用いた．PPRLMにおける音素認識器言語は英語，日本語と
し，各認識器の学習データベースは，英語：WSJ, 日本語：
JNASとした．学習に用いる特徴量は，英語，日本語ともに
1～12次 MFCC及びパワーと 1次動的特徴量であり，音響
モデルには 3状態 left to right triphone HMMを用いた．言
語の識別に用いるスコアには各識別言語毎の正規化済み言語
スコアの平均を用いた．テスト発話は各識別言語毎に 200発
話とする．各言語のテスト発話データベースは，英語，日本
語，中国語：日英・日中バイリンガル独話者音声データベー
ス，フィンランド語，ポルトガル語：学習で用いたデータベー
スを用いた．なおフィンランド語及びポルトガル語は学習発
話に含まれない音声をテストセットとして用いた．実験結果
を 3に示す．ここで “all”は全ての音素を用いた場合の識別
率である．
図 3より，音素数を短くすることによる識別率の低下がみ

られ，音素数 30以下で急激な識別率の低下が確認できる．こ
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図 4: 発話形式の違いによる識別率の比較

のことから，発話長が識別性能に与える影響は大きく，短い
発話長では頑健な識別は難しい事が分かる．

4.2 音声対話システムにおける発話をテストセットとした

ときの識別実験
次に，発話形式が識別性能に与える影響を調べるため，公
共音声情報案内システム「たけまるくん」において，2003年
8 月に収録されたユーザ発話データより 200 発話を用いた．
テストデータ 200発話における音素列の平均音素数を計算し
たところ，英語音素で約 28.7音素，日本語音素で約 23.6音
素であった．そこで，同程度の発話長における発話形式の違
いによる比較を行うため，読み上げ音声で音素数 30, 20を使
用したときの識別を行った．実験結果を図 4に示す．図の横
軸は評価及び学習に用いた発話形式を示し，“テスト発話形
式/学習発話形式”と表記している．Readingは読み上げ形式
であり，Dialogは対話形式を意味する．また，テスト発話に
おける Reading 30, Reading 20は使用音素数がそれぞれ 30,
20であることを意味している．なお，読み上げ音声における
テストデータ発話及び言語モデル学習用発話には前節の実験
と同様のものを用いた．対話形式の言語モデル学習用発話に
は，2002年 11月から 2003年 3月に収録されたたけまるく
んユーザ発話 20000発話を用いた．
図 4より，テスト発話が対話形式の場合，学習発話が読み
上げ形式だと識別率が低下する事が確認できる．しかし，学
習発話を対話形式にすることで，読み上げ形式の発話に対す
る識別率と同等の識別率を記録している．このことから，発
話形式をテストデータに揃えることで頑健な識別を行うこと
が出来ると考えられる．
5 むすび
本研究では，多言語音声対話システムのための言語識別手
法の検討として，音声対話システムにおける発話の特徴が識
別性能に与える影響の調査を行った．実験結果より，発話長
及び発話の形式が識別性能に大きく影響を与える事が分かっ
た．またテスト発話の発話形式に合わせた言語モデルの学習
を行うことで識別率の改善が見られた．以上より，多言語音
声対話のための言語識別では，1) 発話長を考慮した言語識別
手法の検討，2) 対話形式の発話を学習データとした言語モデ
ルの構築が必要であると考えられる．今後の課題として，識
別的な言語選択基準の導入が挙げられる．
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