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1 はじめに
音声認識技術として，近年では識別モデルに基づく手法が
広く利用されるようになっている．識別モデルの学習では，
認識に有効な特徴量の重みが大きくなるように進むため，特
徴量の優劣を表現可能である．しかし，音声認識は様々な時
間解像度（文章レベル，単語レベル，音素レベル，フレーム
レベル）の統計モデルの組み合わせでシステム全体が表現さ
れており，これまでの音声認識における識別モデルの研究で
は，ある特定の階層に注目し，その階層において識別的なモ
デル構造を適用する方法がほとんどであった．そのため，識
別モデルに基づく音声認識では，音声の階層構造を考慮しつ
つ音声認識システム全体を最適化する枠組みは未だ明確でな
い．そこで，システム全体を一つの統計モデルと捉え，全体
を最適化する統合的な枠組みが必要となるといえる．このと
き，単語列と音声波形をつなぐ中間表現（音響特徴量，状態
系列や音素ラベルなど）をどのように決めて利用するかが重
要な問題となる．
本研究では，識別モデルをフレームレベル [1]，音響モデ

ルレベル，単語列レベル [2]など複数の階層で実現し，下位
の階層で得られた有用な特徴を中間表現として上位の階層へ
引き渡していくことで，階層的な識別モデルを実現する．ま
た，同一時間階層（フレームレベルなど）において，生成モ
デルであるガウス混合モデル (GMM)に基づく特徴量を抽出
して識別のための中間表現として利用し，より有用な特徴量
を用いることで認識精度の改善を目指す．

2 識別モデルに基づく音声認識
統計的手法に基づく音声認識では，観測系列X に対する

事後確率が最大となるクラス Ĉを推定することにより認識を
行う．従来の生成モデルに基づく音声認識では，求めるべき
事後確率 P (C | X)を，ベイズの定理を用いて P (X | C)と
し，観測系列Xの確率分布としてモデル化を行う．一方，識
別モデルに基づく音声認識では，事後確率 P (C | X)を直接
モデル化しており，クラスCの確率分布としてモデル化され
る．これは，特徴量の優劣を考慮して P (C | X)の計算を行
うことが可能であることを意味している．よって，識別モデ
ルに基づく音声認識では，識別に有用な特徴には大きな重み
を与え，認識に不要な特徴には小さな重みを与えることによ
り特徴選択を自動的に行うことができる．しかし，入力とし
て利用可能な特徴は無数に考えられるため，どのような特徴
を入力に利用するかが，識別モデルを用いる上で重要となる．

3 階層識別モデルに基づく音声認識
これまでの音声認識における識別モデルの研究では，音声
認識の特定の時間階層に注目し，その階層に識別モデルを適
用することがほとんどであった．これらの時間単位ごとの識
別モデルによる学習，認識はいずれも有効性が確認されてい
るが，時間的に限定された音響特徴のみを利用して学習して
いるため，ある限定的な視点で特徴を選択していることにな
る．そこで，複数の時間階層でモデルを統合する階層識別モ
デルを提案する．図 1に階層識別モデルの概要を示す．一つ
下位の階層（時間的に短いレベルの階層）において識別モデ
ルが構成されていると仮定し，その識別モデルで得られた特

Lower level

Upper level

Frame level

Word level

:Feature

Hierarchy

Word string level

Feature extraction

Feature extraction

図 1: 階層識別モデル

徴を現在の階層に利用し，識別モデルを構築する．この処理
を繰り返すことにより，下位から上位へ識別に有用な特徴を
伝播しながら，階層的な構造を構築することで，認識精度の
向上が期待できる．
本研究では，図 1に示すように，フレームレベルで得られ

る特徴を上位の階層である単語レベルに利用する．具体的に
は，対数線形モデル (Log Linear Model; LLM) [1]に基づくフ
レーム識別を行い，そこから得られる特徴を利用して隠れ条
件付確率場 (Hidden ConditionalRandom Field; HCRF)に
基づく単語認識を行う．フレームレベルで得られる特徴とし
て，入力特徴x = [x1, x2, . . . , xD]Tが与えられたときのLLM

の各クラス sの事後確率を用いた．事後確率 P (s | x,Λ)は
以下のように表せる．

P (s | x,Λ) =
1

Z(x,Λ)
exp

{
K∑

k=1

λkfk(x, s)

}
(1)

ただし，fk は素性関数，λk は素性関数 fk の重み，kは素性
番号，K は素性数，Λ = [λ1, λ2, . . . , λK ]はモデルパラメー
タを表す．また，Z(x,Λ)は確率の和が 1になるようにする
ための正規化項である．
LLMから得られた事後確率を上位の階層である単語レベ
ルにおいて HCRFの入力特徴として用いることで階層識別
モデルを構築することができる．また，LLMに基づくフレー
ム識別の認識率が向上すれば，そこから得られる特徴はより
有用になるのではないかと考えられるため，LLMに入力と
してどのような特徴量を利用するかが重要な問題となる．

4 同一時間階層での生成モデルに基づく特徴抽出
本研究では，各階層をつなぐ中間表現の獲得のために同一
時間階層（フレームレベル）において特徴抽出を行う．具体的
には，生成モデルとして学習されたGMMに基づいて抽出し
た特徴量を中間表現として利用する．生成モデルは観測デー
タの情報を表現しており，生成モデルに基づき得られる特徴
は認識に有用な特徴量だと推測される．本研究では，GMM

から抽出する特徴量としてGMMの事後確率を利用し，抽出
した事後確率を LLMに入力し，各クラス sの事後確率の計
算を行う．
中間表現を利用して階層的に識別問題を解くという意味

では，近年音声認識でも大きな性能向上をもたらした Deep

Neural Network(DNN) [3]が挙げられる．DNNは中間層の
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図 2: LLMにおけるフレーム認識率

活性化関数にシグモイド関数を用いる場合，各ユニットの値
はバイナリ識別を行ったものとみなすことができる．そのた
め，DNNはバイナリ識別を積み重ねて，出力層においてソ
フトマックス (LLM)に基づいて最終的な識別問題を解いて
いるとみなせる．一方，GMM は事後確率を抽出する場合，
ソフトマックス関数を用いていることになる．ソフトマック
ス関数から出力される事後確率は多クラス分類問題を行なっ
ており，GMMではあるデータがどの混合要素に属している
かを識別していることになる．抽出した事後確率を利用して
LLMに基づいた識別を行うことで，DNNとは中間表現とし
てシグモイド関数を用いているかソフトマックス関数を用い
ているかが大きな違いであるといえる．よって，DNNの中
間層の活性化関数としてソフトマックス関数がシグモイド関
数と同等以上の性能であれば，中間表現として生成モデルを
利用することの有用性が示唆できる．

5 実験
提案法の有効性を検証するために，フレーム識別実験およ
び孤立単語認識実験を行った．データベースは AURORA-2

を用い，学習データは clean音声の 1210発話，テストデータ
は雑音付き音声の 3257発話を用いた．本研究における，フ
レーム識別実験では，HMMによる強制アライメントによっ
てフレーム毎に得れるHMMの状態を正解クラスとして識別
を行う．LLMに入力する特徴量としては，12次元のMFCC

とパワーに動的特徴量を連結した 39次元の特徴量に各値を
二乗した値を加えた計 78 次元の特徴量 MFCC，混合数 M

のGMMの事後確率G(M)を利用した．また，比較のための
Neural Netwrokに基づくフレーム識別実験では，隠れ層 1層
の NNに 39次元のMFCCを入力特徴として実験を行った．
図 2に LLMに基づくフレーム識別実験の認識結果を示す．
図 2より，GMMの混合数を増やすことで認識率が向上して
おり，GMMの事後確率はMFCCを特徴量とするよりも認
識率が高くなっていることがわかる．このことから，生成モ
デルに基づく特徴量の抽出が有効であるといえる．
図 3に隠れ層の活性化関数をシグモイド関数およびソフト
マックス関数としたときの NNに基づくフレーム識別実験の
認識結果を示す．なお，隠れ層の活性化関数をシグモイド関
数またはソフトマックス関数として，ユニット数を変更して
実験を行った．図 3より，隠れ層の活性化関数をソフトマッ
クス関数とした方が高い認識率となっていることがわかる．
そのため，中間表現としてソフトマックス関数はシグモイド
関数よりも劣っていないと考えられる．また，図 2 と比較
すると，GMMの事後確率を LLMの入力特徴としたときと
NN(Sigmoid)の認識率が同程度であることがわかる．このこ
とから，中間表現としてソフトマックス関数を利用すること，
生成モデルに基づく特徴抽出が有用であることが推測される．
次に，図 4に HCRFに基づく単語認識実験の認識結果を
示す．横軸において，“GL”はフレーム識別において図 2の
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図 3: NNにおけるフレーム認識率
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図 4: HCRFにおける単語認識率

G1024 を LLM の入力特徴とした時に得られる事後確率を
HCRFの入力特徴に使用していることを意味する．“NN sig”,

“NN soft”はそれぞれ，図 3の隠れ層の活性化関数をシグモ
イド関数，ソフトマックス関数としたユニット数 1000のNN

から得られる事後確率を HCRFの入力特徴に使用している
ことを意味する．図 4より，MFCCのみを特徴量として利用
するよりも，MFCC にフレーム識別の事後確率を加えるこ
とで認識率が向上していることがわかる．このことから，下
位の階層であるフレームレベルで得られる特徴量を上位の階
層である単語識別に利用するのは有用であるといえる．また，
GLとNNを比較すると，GLとNN sigは認識率に大きな差
がないが，NN sofは認識率が他と比べて高くなっていること
がわかる．これは，フレーム識別での認識率による影響であ
ると考えられる．そのため，フレームレベルでの識別結果が
より重要となると考えられ，音声認識において有用な中間表
現を利用することが必要であるといえる．

6 むすび
本研究では，生成モデルの構造を考慮した階層識別モデル
による音声認識を提案した．フレーム識別実験および単語認
識実験により，提案法の認識精度が向上したことを確認し，
生成モデルに基づく特徴抽出，階層識別モデルの有効性が示
された．今後の課題として，使用する特徴量の更なる検討や，
連続音声認識実験による評価が挙げられる．
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