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1 はじめに
近年，音声認識技術は，統計モデルに基づく手法の確立や，

大規模コーパスの構築，計算機性能の向上により大きく発展
した．音声認識技術はタスクに応じて様々なものが存在する
が，本研究では，数万語の語彙を扱い，文章単位の認識を行
う大語彙連続音声認識に着目する．
音声認識を行う際の最も基本的な方法としては，認識結果

として考えられる候補を全て求め，それらを比較し最も入力
音声に近い候補を認識結果として選択すれば良い．しかし，
大語彙連続音声認識では，扱う語彙が多く，文章単位の認識
を行うことから，単語の組み合わせ数が膨大になってしまう
ため，全ての単語の組み合わせを展開し比較することは，計
算量的に困難である．そのため，比較する候補数を削減する
仮説の枝刈りが行われる．
従来は，ビーム幅を設定し，仮説のスコア差や順位に基づ

いた枝刈りを行っていた．これらの手法により仮説数の削減
を実現することができた．しかし，従来の人手で設定した枝
刈り基準では，様々な入力に対して柔軟な枝刈りができてい
るとは言い難い．そこで，本研究では，大量のデータから枝
刈りを制御するための統計モデルを学習し，そのモデルに基
づいて，個々の仮説に対して「枝刈りしない」または「枝刈
りする」といった識別的な基準で枝刈りができるような枠組
みを提案する．枝刈りするか否かのクラス分類精度を高める
ことで，認識精度向上や計算量削減の実現を目指す．

2 大語彙連続音声認識における解探索
単語の組み合わせ数が膨大になる問題に対して，大語彙連

続音声認識における解探索では，フレーム同期ビーム探索 [1]

を用いることで対応している．フレーム同期ビーム探索では，
認識対象の時間フレームに同期して，仮説の展開と各仮説の
尤度計算を並行して行う．その際，各フレームにおいて展開
する仮説数を制限しながら認識を行う．1フレームあたりの
展開を許す範囲のことをビーム幅 (探索幅)と呼ぶ．このビー
ム幅によって展開が制限された仮説は，以降のフレームで展
開されなくなるため，計算量を削減することができる．この
仮説の展開を制限する処理は，仮説の枝刈りと呼ばれる．一
般的に，ビーム幅は予め設定しておくパラメータであるが，
ビーム幅を設定する際，認識精度低下を回避するため，大き
く設定すると枝刈りされにくくなり計算量が増加する．一方
で，計算量増加を回避するため，ビーム幅を小さく設定する
と枝刈りされやすくなり認識精度低下の危険性が高まる．こ
のように，認識精度と計算量は，トレードオフの関係である
ため，ビーム幅の設定は解探索において重要である．

3 仮説の枝刈り基準
ビーム幅の設定の他に，どのように仮説を比較し枝刈りす

るかといった枝刈りの基準も解探索に影響を及ぼす．従来の枝
刈り基準は，統計モデルが出力する尤度に基づいた代表的な
手法として，最も尤度の高い仮説からの尤度差を基準とした
Score pruningや，尤度の順位を基準としたRank pruningな
どが挙げられる．これらの枝刈り基準では，Score pruningは
許容する尤度差を，Rank pruningでは許容する順位を，ビー
ム幅として予め設定しておく必要がある．これらのような従
来のビーム幅を設定するような枝刈り手法では，他の仮説と

図 1: 統計モデルに基づく仮説の枝刈りの枠組み

比較して枝刈りするか否かを決定する手法であり，膨大な仮
説を比較する解探索過程において，不要な仮説展開や誤った
枝刈りの抑制の観点では最適であるとは言い難い．

4 統計モデルに基づく識別的な仮説の枝刈り
仮説の探索過程に着目すると，枝刈りとは枝刈りするか否
かの 2クラス分類問題であると考えることができる．つまり，
各仮説のクラスを正確に分類できるような枝刈り基準を求め
れば良い．そこで，本研究では探索に統計モデルを導入する
ことで，2クラス分類精度の向上を試みる．統計モデルの学
習は，大量のデータの探索過程の損失の期待値が最小になる
ように行う．具体的には，学習データの探索過程を識別的に
学習することで得られた枝刈り制御モデルの事後確率に基づ
いた枝刈りを行うことで，ヒューリスティックによらない柔
軟な枝刈りによる認識精度向上と計算量削減の両立を実現す
る．図 1 に提案する枠組みを示す．枝刈り制御モデルとして
は，2クラス分類問題における線形モデルであるロジスティッ
ク回帰モデルの構造を用いる．
4.1 ロジスティック回帰モデル
入力特徴量ベクトルを x = (x1, x2, . . . xd)，クラスを yと
した場合，クラス yの事後確率 P (y|x,λ)は式 (1)のように
表現される．

P (y|x,λ) = exp(λTx)

1 + exp(λTx)
(1)

ただし，λは入力特徴量ベクトル xに対する重みベクトルで
ある．ロジスティック回帰モデルを学習すると，識別に有用
な特徴量に対する重みが大きく学習され，そうでない特徴量
に対する重みは小さく学習される．
4.2 サーチエラーリスク最小化学習
サーチエラーリスク最小化基準 [2]では，最終フレームに
おいて尤度が最大となる仮説が枝刈りされる期待値を最小化
する学習を行う．式 (2)にサーチエラーリスク最小化基準の
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評価関数 L(λ)を示す．

L(λ) = 1

T

∑
g∈HT

P (g|O)
T∑

t=1

∑
h∈Ht:h=Γt(g)

r(λTx(t,h)) (2)

式 (2)において，T は最終フレーム，gは最終フレームまで
到達した仮説，hはある仮説，P (g|O)は仮説 gの音響モデル
と言語モデルから得られる尤度，g ∈ Ht は T フレーム目に
残っている仮説集合Htに含まれるある仮説 gを表している．
また，h = Γt(g)は仮説 h が未来のフレームで gに成長する
可能性があることを意味している．r(λTx(t,h))はリスク関数
で，仮説が枝刈りされるリスクを表現した関数であり，シグ
モイド関数を用いる．
4.3 期待損失最小化学習
期待損失最小化基準では，損失関数の期待値を最小化する

学習を行う．この基準の場合，仮説へのペナルティを表現する
ような損失関数の設計が必要である．損失関数の例としては，
音素誤り数を出力するような関数を設計するなどが挙げられ
る．式 (3)に期待損失最小化基準の評価関数 L(λ)を示す．

L(λ) =
∑
t

∑
i

P (y(t,i)|x(t,i),λ)∑
i′ P (y(t,i′)|x(t,i′),λ)

l(t,i) (3)

式 (3)において，l(t,i)は損失関数で，分母は損失関数の期待
値を求めるために，フレーム毎の全仮説の事後確率の総和を
1とするための正則化項である．この評価関数を最小化する
ことで，設計した損失関数の期待値が小さくなるような解探
索を実現できる．

5 評価実験
提案法の有効性を確認するために，大語彙連続音声認識実

験による評価実験を行った．データベースは新聞読み上げコー
パス (JNAS)を用いて，1文章の学習をサーチエラーリスク
最小化基準と期待損失最小化基準で行い，枝刈り制御モデル
を評価した．
5.1 サーチエラーリスク最小化学習の評価
サーチエラーリスク最小化基準で 1文章から学習したモデ

ルを用いて．学習データに対する枝刈りされるリスクの期待
値の変化を確認した結果，学習により学習データに対してリ
スクが減少していることが分かった．したがって，学習デー
タに対して，最終フレームまで残る仮説が枝刈りされるリス
クを減少させるような枝刈り制御モデルが学習できたと考え
られる．しかし，枝刈り制御モデルに基づいて学習データと
同じ 1文章の認識を行うと，認識結果が著しく低下した．こ
の原因の一つとして，サーチエラーリスク最小化基準の学習
では，最終フレームまで残った仮説のみしか学習データとし
て使用していないため，認識時に出現する仮説集合と学習時
に出現する仮説集合が大きく異なったことが考えられる．大
きく異なったことで，本来は枝刈りされる仮説の順位が上昇
するようなモデルパラメータが学習されてしまった．仮説集
合が異なる理由は，仮説の枝刈りとマージ（同状態に仮説が
展開された際にスコアの高い方を残し低い仮説を仮説集合か
ら除く処理）であるため，それらを考慮した学習方法を検討
した．具体的には，枝刈りに対しては最終フレームにおける
尤度に負の値を与えることで枝刈りされるリスクを大きくさ
せるように学習させ，マージに対しては最終フレームで取り
うる最大の尤度を採用した．学習の様子を図 2に示す．
この学習方法に基づいて 1フレームの学習を行った結果，

サーチエラーリスクの期待値の減少，枝刈りされる仮説の枝
刈りリスクの上昇が確認できた．また，学習を行ったフレーム
で枝刈り制御モデルに基づく枝刈りを行った結果，学習デー

図 2: 仮説の枝刈りとマージを考慮した学習

図 3: 提案法と従来法ビーム幅による認識率の変化

タに対しては正しい認識が行えた．このことから，枝刈りと
マージを考慮していない場合に発生した問題を考慮したモデ
ルパラメータが学習できたと考えられる．今後は，この枠組
みを全フレーム学習に拡張させて，文章全体で学習した際の
有効性を確認する．
5.2 期待損失最小化学習の評価
期待損失最小化基準で 1文章から学習したモデルを用いて，
学習データに対する音素誤り数の期待値の変化を確認した結
果，学習により学習データに対して期待損失が減少し，音素
誤り数を最小化する枝刈り制御モデルが学習できた．
次に，学習された枝刈り制御モデルに基づいて枝刈りを行
い，学習データと異なる 20文章を認識した結果と従来法と
の比較を図 3に示す．図 3の縦軸は認識率を，横軸はビーム
幅による変化を表している．今回は，提案法と従来法と比較
するため，枝刈り制御モデルの出力を仮説のスコアとみなし
Rank pruningを行った．図 3の結果から，ビーム幅が小さ
い場合，従来法と比較して認識精度の向上が見られた．これ
は，枝刈り制御モデルにより有望な仮説のスコアが上位に位
置し，小さいビーム幅の場合でも枝刈りされなかったためで
ある．

6 むすび
本研究では，統計モデルに基づく識別的な仮説の枝刈りを
行った．枝刈り制御モデルの学習では，期待損失最小化基準
で音素誤り数を最小化するように学習した場合，従来法と比
較して認識精度改善が確認されたが，サーチエラー最小化基
準の場合，学習データに対しても精度改善が見られなかった．
今後は，より識別に有用な入力特徴量の検討，枝刈り制御モ
デルの構造の検討が考えられる．
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