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1 はじめに
雑音に頑健な音声認識手法として音響的雑音の影響を受け

ない情報を併用するバイモーダル音声認識がある．この手法
では，併用するデータに音響的雑音の影響を受けない画像デー
タを用いる．この手法の有効性は，これまで行われた研究に
おいて示されている [1]．バイモーダル音声認識では，音声情
報における音響的雑音が強い場合，画像情報である口唇周辺
動画像から得られる情報が重要となる．一方，音響的雑音が
弱ければ音声から得られる情報が重要となる．それぞれの情
報をどの程度重要視するかという度合いを表すパラメータと
して特徴量重みがある．
ある雑音環境下における適した特徴量重みを動的に決定す

る様々な手法が提案されており，その一つにガウス混合モデ
ル (Gaussian Mixture Model; GMM)に基づく特徴量変換を
利用した特徴量重みの動的決定手法がある [2]．この手法では，
雑音を含む音声特徴量のテストデータからGMMを利用して
時々刻々と変化する雑音に適した特徴量重みを動的に決定す
ることを可能としている．しかし，このときに用いるGMM

においては，雑音を含む学習データに対して適切な特徴量重
みをあらかじめ人手で与える必要があり，非常に大きなコス
トがかかる．また，そのときに与える“適切な特徴量重み”
はヒューリスティックな方法で決定したものであり，実際の
適した特徴量重みであるとは限らない．
そこで，本論文ではニューラルネットワークを用いたバイ

モーダル音声認識における音声・画像特徴量の重み推定を含
むモデル化を検討する．近年，ニューラルネットワークを用い
た音声認識が高い性能を示している [3]．提案法では，ニュー
ラルネットワークに音声・画像の統合特徴量を入力し，二つ
の特徴量間の相関を自動で学習させることで，疑似的に“適
切な特徴量重み”を内部で計算する．これにより，提案法で
は，あらかじめ“適切な特徴量重み”を与える必要がないた
め，モデル時のコストを大幅に削減することができる．また，
入力信号の信頼度を考慮しながら識別的にモデル学習を行う
ため，高い認識精度が期待される．

2 バイモーダル音声認識
バイモーダル音声認識には，音声と画像の統合手法として

時間的な統合単位の違いなどを考慮して様々な手法が存在す
る．ここでは，その手法のうち初期統合法と呼ばれる，特徴
量を統合する手法を示す．ここで，音声と画像の時刻 t にお
ける観測ベクトルを ot =
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t を出力する確率であり， P
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いて画像の特徴ベクトル o(v)

t を出力する確率である．また，
λ(a), λ(v) は音声と画像それぞれの特徴量重みである．

3 特徴量重みの動的推定手法
バイモーダル音声認識では，時間とともに変動する雑音の

強さや種類に応じて，特徴量重みを動的に決定する必要があ
る．先行研究 [2]では，GMMに基づく特徴量重みの動的推

定手法が提案されている．この手法では，認識時において与
えられるテストデータの音声特徴量から適切な特徴量重みを
推定し，特徴量重みを動的に決定することができる．
しかし，この手法においてはいくつか問題点が存在する．
バイモーダル音声認識を行う音響・画像モデルと，そのモデル
に与える適切な特徴量重みを推定するための同時確率GMM

はそれぞれ独立に存在している．そのため，特徴量重みと音
響・画像モデル間で影響を与えるような特徴量などに関しては
全く考慮されていない．また，この手法では同時確率GMM

を学習させる際，雑音重畳音声に対して適切な特徴量重みを
与える必要があるが，先行研究では，複数の SNR値を持つ
雑音重畳テストデータセットを使用して，バイモーダル音声
認識を行い，SNR 毎に認識率を最大とする音声特徴量重み
を求めることで，適切な特徴量重みを決定している．しかし，
これはあくまでヒューリスティックな方法で決定したもので
あり，本当に適した特徴量重みであるかどうかはわからない．
また，各 SNR値ごとに与える特徴量重みを変えて認識率を
調べるというこの工程は，非常にコストが大きい．

4 ニューラルネットワークを用いたバイモーダル
音声認識

本論文では，先行研究の問題点を解決するために，ニューラ
ルネットワークを用いたバイモーダル音声認識を提案する．

4.1 ニューラルネットワーク
ニューラルネットワークとは，神経の構造をモデル化した
もので，その最小単位である神経細胞 (ニューロン)のモデル
をユニット (素子)と呼ぶ．
現在，一般的に用いられているニューラルネットのモデル
は，図 1 に示すように，多入力，一出力を持つユニットであ
る．他のニューロンとの結合部には，それぞれ可変の重みWi

を付ける．重みWiは正負の値を取り，正の場合は興奮性，負
の場合は抑制性に対応している．重み付けされた，他のニュー
ロンからの入力値Wixiは，総和X として求められ，応答関
数 f により変形され，出力値として出力される．総和X，出
力値 Y は式 (2), (3)のように表される．

X =

n∑
i−1

Wixi (2)

Y = f(X) (3)

応答関数 f としては，様々なものが考えられているが，本研
究では tanh関数を用いた．

4.2 ニューラルネットワークを用いたバイモーダル音声認識
この手法では，音響・画像モデルと特徴量重み推定モデル
の二つの役割をニューラルネットワークで行う．音声・画像
の特徴量を統合した統合特徴量をニューラルネットワークに
入力し，音声・画像特徴量の相関を学習させる．この時，学
習データに対して適切な特徴量重みを人手で与えたりはせず，
ニューラルネットワーク内部で擬似的に適切な特徴量重みを
計算させる．これにより，特徴量重み推定モデルを生成する
ことや，与える音声特徴量に対して適切な特徴量重みをあら
かじめ設定しておく必要もなくなり，大幅なコストの削減が
できるため，さらに効率的で精度の高い認識を行うことが期
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図 1: ニューロンのモデル

表 1: モデルの学習・認識時の音声・画像の分析条件

原音声
SNR30 dBの
白色雑音を重畳

サンプリング
16kHz/60Hz

周波数（音声/画像）
フレーム周期（音声・画像） 10ms

音声特徴量
18次メルケプストラム
（0-18次）+∆+∆∆

画像特徴量
10次主成分スコア
（1-10次）+∆+∆∆

待される．また，ニューラルネットワークの出力値はコンテキ
スト依存HMMの各状態の事後確率とし，この出力をHMM

の事後確率と置き換えることによってバイモーダル音声認識
を実現する．ニューラルネットワークを用いたバイモーダル
音声認識の図を図 2に示す．

図 2: ニューラルネットワークを用いたバイモーダル音声認

識 (3階層型)

5 HMM状態の識別実験
提案手法の有効性を確認するため，M2TINITデータベー

スを用いた実験を行った．モデルの学習データには，データ
ベースの 503文章分の音声・画像データのうち，448文章分を
用い，学習データに含まれない 53文章分をテストデータとし
て利用した．音声と画像の分析条件を表 1に示す．ここでは，
初期統合手法と提案法であるニューラルネットワークを用い
た手法をHMMの状態番号認識実験によって比較する．隠れ
層の数は 1層と 3層，隠れ層のユニット数は 1000，2000のも
のを用いた．また，初期統合手法として，混合数 4のGMM

を用いた．前後 4 フレームを取り，合計 9 フレームを 1 つ
の特徴量ベクトルとした特徴量で行った結果を図 3に示す．
“A-DNN”は音響特徴量のみ，“AV-DNN”は音響・画像特徴
量を 1:1で統合した統合特徴量を使用したもの，また，“AV-

GMM”は混合数 4のGMMの初期統合手法で，最も認識率
の高かった，音響特徴量重み:画像特徴量重み = 0.6 : 0.4と
して雑音を含む認識データで認識を行った結果を示している．
結果から，隠れ層の数，ユニットの数を増やすことで僅か

な認識率の向上が見られる．これは，数を増やすことでモデ
ルの自由度が上がり，より特徴量を正確にモデル化すること

ができるようになっているためと考えられる．しかし，統合
特徴量を用いた認識結果はGMMのものと比較すると認識率
は大きく下回っている．この理由として，音響特徴量と画像
特徴量を統合して一つのベクトル特徴量にしていることで，
先行研究では別のストリームとして扱っていたために区別出
来ていたそれぞれの特徴量が，ニューラルネットワークでは
上手く学習することが出来なくなっているためと考えられる．
事前学習として雑音を含む音響特徴量のみを用いてニューラ
ルネットワークを学習し，その学習した際に得られたパラメー
タを初期値としたニューラルネットワークで雑音を含む統合
特徴量を用いて学習を行った場合の結果を図 4に示す．図 4

において，事前学習を行うことで，大きく認識率が向上し，
GMMの結果を大きく上回る認識精度を示している．このこ
とから，ニューラルネットワークに対して，適切な初期値や
事前情報を与えることで，期待される認識精度を得ることが
可能であることが確認できた．
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図 3: 前後 4フレームの特徴量を使った認識結果
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図 4: 事前学習を行った認識結果 (前後４フレーム特徴量)

6 むすび
本研究では，入力信号の信頼度を考慮した音響・画像特徴
量のモデル化に基づくバイモーダル音声認識手法について検
討した．実験結果からは先行研究を上回る認識精度が示され，
人手で適切な特徴量重みを与える必要なく，ニューラルネッ
トワーク内部で音響・画像特徴量間の相関を考慮する学習・
認識が行えることが確認できた．
今後の課題としては，ニューラルネットワークの出力値の
状態事後確率を利用してコンテキスト依存HMMを構築して
行う連続音素認識の実験，複数の雑音環境下への提案法の拡
張などが挙げられる．
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