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1 はじめに
近年では音声認識技術の発展に伴い，Google 音声検索や

Yahoo!音声アシストに代表される多くの音声インタフェース
が実用化されはじめている．これらのインタフェースで用い
られる語彙数は日々増加しており，現在は 100万語以上の大
語彙連続音声認識を行うインタフェースも存在している．
そして，深層学習技術を用いた音声認識手法が大きな成果

を上げている．ディープニューラルネットワークを用いて音
響モデルや言語モデルを表現することで認識精度を飛躍的に
向上させることが確認されている [1, 2]．
音声認識処理において，ニューラルネットワーク (NN) 言

語モデルは，計算コストが高いという性質上，N -gram言語
モデルを用いた認識結果の N -bestをリスコアリングする形
で実装されるのが一般的である [3]．しかし，N -bestリスコア
リングで評価できる仮説は前段の探索で枝刈りされずに残っ
た仮説のみである．そのため，前段の誤りのために最尤仮説
が得られない事があり，NN言語モデルの性能が制限され，認
識率が低下する．
この問題に対し，解探索の過程で直接 NN言語モデルを適

用することで性能改善を目指す．本研究では，解探索を段階
的に行う 2パス型の音声認識デコーダに，NN言語モデルを，
各探索段階に適した形で適用する．探索段階から NN言語モ
デルを適用できることで，より多くの仮説に対して高精度な
評価を行うことが可能となり，認識精度の向上が期待できる．

2 ニューラルネットワーク言語モデル
音声認識において用いられる NN言語モデルには，フィー

ドフォワードニューラルネットワーク (FFNN) 言語モデル ，
FFNNを拡張したリカレントニューラルネットワーク (RNN)

言語モデルの 2つがある．両手法，特に RNN言語モデルは
従来のN -gram言語モデルに対し，高精度なモデルとなって
いるため，音声認識においてもこれらのモデルを利用する研
究が進んでいる．Fig. 1に RNN言語モデルの構造と計算式
を示す．wは one-hot 表現された単語ベクトル，sは中間層，
P ,Qは重み行列である．出力層のサイズを V，中間層をH

とした場合に，1単語分仮説を展開する毎に H ·H +H · V
の計算量となり，過去の文脈の数だけ中間層の更新と保持が
必要となる．さらに，実際の探索では複数の仮説を扱うため
に，仮説の数だけ中間層の計算が必要となる．これに対し，
N -gram言語モデルの場合には，基本的に仮説数分，N − 1

回の配列参照で済む．
実際は実装に左右されるが，このように NN言語モデルは

N -gramに対して計算コストが大きくなる．そのため，膨大
な数の仮説を扱う 1パス音声認識の解探索中に直接適用する
ことが困難である．

3 2パス型音声認識におけるニューラルネットワー
ク言語モデルの適用

解探索中にNN言語モデルを適用することによる認識精度
向上を目指す．1パス型音声認識の探索中は仮説数が膨大と
なり，計算コストの面で RNN言語モデルによるスコア計算
が困難であるため，本研究では Fig. 2に示すような 2パス型
音声認識を用いる．

Fig. 1: RNN言語モデル
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Fig. 2: ニューラルネットワーク言語モデルを用いた 2パス

型音声認識システム

RNN言語モデルの高い計算コストを抑えるために，仮説
を単語単位で展開しながら探索を進める．この場合，展開後
の仮説は全て共通の単語履歴を持つため，RNN言語モデル
に仮説の履歴部分を入力した中間層を保持しつつ，次に接続
されうる単語の生起確率をまとめて計算することで，中間層
や出力層の計算回数を削減できる．実際の実装方法としては，
中間層と出力層を計算する関数を，第 2パスにおける仮説を
読み込む部分と接続する単語のスコアを計算する部分にそれ
ぞれ実装する．デコーダには Julius[4]を用いる．Juliusでは
第 2パスで単語単位の仮説展開探索を行っているため，提案
手法の実装が容易である．
第 1パスの探索では単語間の接続制約を持って探索を進め
る．そのため，直前単語のみを考慮する FFNN言語モデルを
適用する．履歴が直前単語のみであるため，事前に計算して
おくことが可能である．よって，大量の仮説を扱う第 1パス
においても従来のN -gram言語モデルと同等の計算コストで
計算が可能である．しかし，全ての 2-gramを計算した言語
モデルは，サイズが膨大となるため，学習データに出てくる
組合せのみを計算したモデルを用いる．

4 評価実験
4.1 実験条件
Julius-4.4.2に提案手法を実装し，CSJの評価セット（男性

10講演，CSJ-TESTSET1）を用いて評価実験を行った．音響
モデルとしてCSJの学会講演（233時間）から学習したDNN

(FFNN) 音響モデルを使用する．入力層は 120次元（対数メ
ルフィルタバンク出力 40次元とそのデルタおよびデルタデル
タ）×11フレームの 1320ノード，中間層は 2048ノードの 7

層，出力層はHMMの状態数である 4829ノードである．言語
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Algorithm 1 Search algorithm based on recurrent neural

network language model in 2nd pass

Require: Result in the 1st pass search as word trellis

1: Set initial hypothesis on the stack from word trellis

2: while Exist hypothesis in the stack do

3: Pick out the best score hypothesis from the stack

4: Expand the hypothesis into words as context

5: for word in context words do

6: Input word to RNN and update hidden layer H

7: end for

8: Compute output layer Y

9: Expand prediction words following hypothesis from

word trellis

10: for word in prediction words do

11: score← Y [wordID]

12: Recalculate the prediction word connected hypoth-

esis using score

13: end for

14: Push recalculated hypothesis on the Stack

15: if 10 Sentence hypothesis found then

16: Brake

17: end if

18: end while

モデルとしてCSJの全書き起こしからテストデータを除いた
テキスト (7.3M)で語彙数 57564の 3-gram言語モデルおよび
RNN 言語モデルを学習した．RNNは入力層 57864ノード，
中間層 300ノード，出力層 57814ノードであり，クラス数は
250としている．N -gram言語モデルの学習には SRILM[5]，
RNN言語モデルは RNNLM Toolkit[1]，FFNN言語モデル
はTensorFlow[6]を用いて学習した．また，RNN言語モデル
の場合にはN -gramとの線形補間を用いる．線形補間の重み
は 0.5としている．実験に用いたマシンについては，OSは
Ubuntu 16.04，CPUは Intel Core i5-3570 @3.40GHz，メモ
リは 8GByteである．CPUは 3.40GHz，メモリは 8GBの計
算機を使用する．

4.2 実験結果
各手法のビーム幅を変化させて実験した結果を Fig. 3 に

示す．縦軸は認識精度，横軸は実時間比となっている．従来
の N -gram言語モデルのみを用いる手法 (N -gram)と 1000-

bestリスコアリングを用いて RNN言語モデルを適用する手
法 (1000-best Rescoring)に加えて，提案法である，第 2パス
の探索中にRNN言語モデルを適用する手法 (RNN)，さらに
第 1パスにFFNN言語モデルを適用する手法 (RNN+FFNN)

の 4つを比較した．
N -best リスコアリングではなく，探索中に RNN 言語モ

デルを用いることで，認識精度を改善できている．さらに，
N -gram言語モデルや N -bestリスコアリングと同等の現実
的な処理時間での実行が可能であることが示された．解探索
中に RNN言語モデルを適用することで，より多くの仮説を
評価するために言語スコア計算のコストが増大するが，大量
の N -bestを生成することなく探索全体を効率良く実行でき
たことで，結果として N -bestリスコアリングと同等以上の
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Fig. 3: 実験結果

Table 1: 各手法における最大認識精度

N -gram
1000-best

RNN
RNN

Rescoring +FFNN

Word Acc (%) 82.46 83.05 83.19 83.23

処理速度となった．さらに第 1パスに FFNN言語モデルを適
用することで，さらなる認識精度改善が見られた．
各手法における，処理時間を考慮せずにパラメータを設定
した場合の最大認識精度を Table 1に示す．最大認識精度に
おいても，第 1パスと第 2パスの各探索に直接NN言語モデ
ルを適用することで，従来手法に対する認識精度の向上を確
認できた．前段のN -gramによる探索で枝刈りされてしまい，
N -bestに残らない仮説を，NN言語モデルで探索中に評価で
きた結果であると言える．

5 むすび
本稿では 2パス型音声認識に，解探索中に NN言語モデル
を適用する手法を実装し，評価を行った．N -bestリスコアリ
ングによる適用手法よりも，計算量を抑えながら多くの仮説
を評価することが出来たことで，高精度かつ現実的な処理速
度での認識が可能であることが示された．今後の課題として，
第 2パスに用いるRNNの構造や行列計算部の最適化，RNN

より高度なモデルである Long short term memory モデルの
導入，第 1パスにおける FFNN言語モデル適用方法の検討
等が挙げられる．
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