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1 はじめに
近年，音声インタフェースが急速に注目を集め始めている．

しかしその一方で，音声インタフェースはどのようにしたら
広く使われるかという課題は未だに残されている．一般的に，
音声インタフェースが受け入れられない理由としては，機械
との対話では対話の自然さが低い等の心理的課題と，対話が
円滑でなく使いやすさ（ユーザビリティ）が十分でないといっ
た機能面の課題が挙げられる．
本研究においては音声インタフェースのユーザビリティの

問題について取り組み，なかでも応答速度（遅延）に焦点を
置く．応答遅延の問題に対してはこれまでに，音声認識処理
のアルゴリズムにより解決しようとするアプローチ [1,2]があ
り成果を挙げている．これらの手法では，仮説ネットワーク
構造（木構造化辞書）の構造および認識処理中のフレームご
との仮説信頼度を用いて，入力の途中に探索を打ち切り，発
話終了を待つことなく仮説を確定する．この仮説の早期確定
判定の手法としては，設計者が固定の閾値を設定する方法 [1]

や，条件付き確率場 (Conditional Random Fields; CRF) を
用いた統計的手法 [2] が提案されている．CRF を用いた確定
判定では仮説の時系列性（連続性）を考慮した判定を行って
いるが，時間方向の情報は判定の性能と相関が小さいことが
示されており，さらなるモデルの改善が求められている．
本研究では，複数の特徴量の相関関係を陽に勘案せず扱う

ことができるニューラルネットワークに基づく確定判定を提
案する．本手法では，早期確定タスクを線形識別を時系列方
向に拡張した問題として捉えるのではなく，ある時刻におけ
る複数の情報から多角的に判断する問題として解決を目指す．
これにより，条件付き確率場に基づく確定判定と比べ安定し
た確定判定が可能となることが期待される．

2 ニューラルネットワークに基づく仮説の早期確定
早期確定判定は，ある時刻において仮説を確定して良いか

否かの 2 値のラベル付与問題とみなせる．従来の CRF の手
法 [2] では，確定の可否の状態が過去の状態に依存して推定
されるものとした．これにより，閾値判定の場合と同程度の
性能が得られる一方で，考慮する過去の状態を増やしても性
能が向上しないことが確認されており，CRF は問題の性質
に適していない可能性がある．
本研究で提案する手法は CRF の手法からモデルをニュー

ラルネットワークに入れ替え，扱う特徴量を増やし，過去の
推定結果に依存せず確定判定を行うシステムに相当する．従
来法 [1, 2] ではフレームごとに計算される単語単位の信頼度
情報に基づき確定判定をしており，本研究においても信頼度
を基本的な特徴量として用いた．
本システムの概略図を図 1 に示す．このシステムは大き

く学習部と認識部の 2 つによって構成される．学習部ではデ
コーダを介して得られる特徴量に正解ラベルを付与して学習
データとし，ニューラルネットワークによる早期確定モデル
を構築する．認識部ではユーザ発話に対してデコーダから得
られる特徴量をニューラルネットワークに与え，フレームご
とにその時点における最尤仮説（信頼度最大仮説）の確定の
可否を判定する．確定ラベルが出力されたとき認識結果を出
力し，それ以降の探索を打ち切る．
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図 1: ニューラルネットワークに基づく仮説の早期確定の枠組み

2.1 事後確率に基づく単語単位の信頼度
特徴量には事後確率に基づいて計算された単語単位の信頼
度を用いる．探索途中の各フレームにおいて，木構造化辞書
における各ノードの入力始端からの累積尤度を用いて，事後
確率に基づく単語単位の信頼度を計算する．信頼度の計算に
は「木構造化辞書における単語固有ノード，すなわち ”リー
フノードまで分岐点がないノード（以下，Non-Branch node;

NB node）”」の尤度情報を用いる．木構造化辞書において，
隠れマルコフモデルのある状態ノード n がある単語 w に属
するとすると，NB node は w を一意に定め得るノードであ
るといえる．
単語認識において，入力 xt

1（1, · · · , t フレームの入力）に
対する単語 w の信頼度 C(w | xt

1) は式 (1) のように表され
る．ただし，g(n, t) は各ノードに伝搬してきた累積対数尤度，
Nw はビーム処理によって残ったノードのうち単語 w の終
端単語に属する NB node の集合，N はビーム処理によって
残ったノードのうち既に確定された単語を履歴中に含む単語
の終端単語に属する NB node の集合，α はスムージング係
数を表す．

C(w | xt
1) =

∑
n∈Nw

eα·g(n,t)∑
n∈N

eα·g(n,t)
(1)

2.2 ニューラルネットワークに基づく確定判定モデル
式 (1) で得られる信頼度などの特徴量をニューラルネット
ワークに入力し，仮説の確定の可否を推定結果として出力す
る．本研究では中間層をひとつ持つ多層パーセプトロンを用
いており，入力特徴量 x から確定 / 非確定ラベル y ∈ {0, 1}
を推定する関数モデルは以下のようになる．

yk = fk(x) = σ

 J∑
j=1

w′
jk · hj + b′k


= σ

 J∑
j=1

w′
jk · σ

(
I∑

i=1

wijxi + bj

)
+ b′k

 (2)

ただし，wij , w
′
jk は重みパラメータであり，bj , b

′
k はバイア

ス項である．また σ(·) は活性化関数と呼ばれる非線形関数で
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図 2: 従来法と最大性能の比較

あり，入力層–中間層はハイパボリックタンジェントを用い，
中間層–出力層ではソフトマックス関数を用いた．
パラメータ推定は勾配情報を用いたミニバッチ学習によっ

て行う．学習データの正解ラベルはフレームごとの最尤仮説
について最終フレームから遡り，入力全体の最尤仮説と連続
して等しい区間を確定 (1) としそれ以前の区間を非確定 (0)

とする．

3 評価実験
提案法の有効性を示すため，単語認識タスクによる評価実

験を行った．デコーダには Julius Rev. 4.2.2 を用い，音響モ
デルは JNAS PTM モデル（状態数 2,000, 混合数 16）を用
いた．実験データには東北大-松下単語音声データベース [3]

より駅名や鉄道路線名の孤立単語発話を用い，それに合わせ
て語彙数 1,000 の辞書を作成した．音声データベースより 6

話者各 370 発話を学習データとし，6 話者 50 発話をテスト
データとした．
実験結果は単語誤り率および確定遅延 (Determination De-

lay) の 2 つの基準で評価する．確定遅延は話者の実際の発話
終端時刻と認識結果確定の時刻との差とし，この値が負の場
合，発話終了以前に認識結果が確定されたことを示す．

3.1 ニューラルネットワークに基づく早期確定の評価
ニューラルネットワークの構造やパラメータをテストセット

最適化した場合の実験結果を，従来法の性能と併せて図 3に示
す．図中の比較対象は閾値判定による手法（図中Threshold）
と CRF に基づく手法（図中 CRF）である．また，提案法は
図中において NN として示す．
実験の結果，単語誤り率は 3.67 %，確定遅延は−0.314 sec

となった．手作業による閾値判定と比較して単語誤り率が 1

% 分小さくなり，また，同じ識別モデルである CRF に基づ
く判定よりも，早さおよび精度の両面で優れた性能となった．
この結果より，早期確定判定のためにニューラルネットワー
クに基づく非線形モデリングを導入することの有効性が示さ
れた．

3.2 特徴量と早期確定性能の関係性
種々な特徴量を組合せと性能との関係性について検証する

ための実験を行った．結果を図 3 に示す．ただし，用いた特
徴量は信頼度 (cm)，仮説の継続長 (duration)，仮説の音素
数 (phone)，木構造化辞書におけるノードの非共有率 (non-

shared rate)，および非共有ノードの数 (non-shared num) で
ある．
実験結果より音素数と継続長の情報を組合せることで従来

のCRFの性能を上回ることが確認された．このことから，早
期確定タスクにおいて性質の異なる特徴量（音素数は木構造
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図 3: 複数特徴量の組合せによる性能の比較

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 0  5  10  15  20
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

W
or

d 
E

rr
or

 R
at

e 
[%

]

D
et

er
m

in
at

io
n 

D
el

ay
 [s

ec
]

The Number of Hidden Units

Word Error Rate
Determination Delay

図 4: ニューラルネットワークの構造と早期確定性能の関係

化辞書から得られる情報であり，継続長はデコーダから得ら
れる情報である）を組合せて用いることは有効であることが
示された．

3.3 ニューラルネットワークの構造と早期確定性能の関係
早期確定タスクにおいて求められる識別モデルの構造につ
いて検証した．中間層のユニット数を変化させたときの性能
を図 4 に示す．ただし，入力特徴量は信頼度と音素数である．
グラフより，少数の隠れユニットのときに良い性能が得ら
れていることが分かる．したがって，早期確定タスクにおい
ては本実験程度の単純なタスク設定であれば，仮説が持つ情
報の時系列性（連続性）を考慮する必要がなく，線形識別で
解決可能であるということが示唆された．

3.4 今後の課題
本実験の全ての条件で用いた入力特徴量である信頼度は，
そもそも抽象度が高い特徴量である．信頼度算出の際に何ら
かの情報落ちがあるとすれば，より低レベルの特徴量（例え
ば，デコーダから直接得られる音響尤度や言語尤度など）か
ら信頼度というべき特徴量を抽出する機構を持つニューラル
ネットワークを構築することで，早期確定の性能向上が期待
できる．ただし，そのためには現在より高度な設計が必要と
なるであろう．
また，連続音声認識において信頼度に基づいて各単語の発
話終了前に仮説を逐次的に確定する手法も提案されている．
そこで，本手法を連続音声認識に適応させることも課題とし
て挙げられる．
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