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1 はじめに
近年，音声インタフェースが注目を集めており，ユーザビリ
ティの向上を目指し研究が進められている．現状の音声イン
タフェースはユーザの発話終了を検出した上で認識結果を確
定するという性質を持っており，その応答には必ずある程度
の遅延を伴うため，ユーザビリティへの悪影響が懸念される．
この問題に対する代表的なアプローチとして，音声認識中
に得られる最尤単語列を一定周期で観測し，変化のない単語
を確定することで，ユーザの発話終了前に音声認識結果を得
る最尤単語列逐次比較法 [1]が提案されている．さらに近年
では，より高速な確定を目指し，木構造化辞書において他の
単語と共有されない音素ノードの尤度情報を用いることで，
発声途中の単語をも確定対象とすることが可能な早期確定ア
ルゴリズム [2]が成果を上げている．
従来の早期確定アルゴリズムは，ユーザの発話に含まれる
単語を区別なく確定できるよう提案された．一方，発話に含ま
れるキーワードとなる単語のみを対象として早期確定を行う
アルゴリズムを実現できれば，本学のMMDAgentやパーソ
ナルコンピュータの音声入力など，発話に含まれるキーワー
ドを手がかりとして処理を行うシステムにおいても早期確定
が可能となり，ユーザビリティの向上が期待される．
そこで本研究では，従来の早期確定アルゴリズムに変更を
加えることで，キーワードの発声終了前確定アルゴリズムを
提案する．さらに，キーワードに応じた頷きや表情の変化と
いった豊かな傾聴反応をユーザに対してリアルタイムで表出
可能な音声対話システムにおいてアルゴリズムの有効性を検
証する．

2 信頼度を用いた音声認識仮説の発声中確定 [2]
発声途中の単語確定を行うアルゴリズムでは，図 1に示す

ような，木構造化辞書において終端まで分岐を持たないノー
ド（以下，Non Branch Node; NBノード）の尤度情報を用
いて各仮説の信頼度を算出する．信頼度は競合する仮説間で
の相対的な出力確率を表しており．信頼度の閾値 THc と最
尤仮説の持続フレームの閾値 THf を基準とすることで探索
を打ち切る．1, . . . , tフレームの入力 xt

1 に対する単語系列
の信頼度は，事後確率に基づいて式 (1) のように表される．
g(n, t)は各ノードに伝搬してきた累積対数尤度，N はビー
ム処理によって残った NB ノード集合，NW は N のうち，
単語系列W の終端単語に属する NBノードの集合，αはス
ムージング係数である．

C(W |xt
1) =

∑
n∈NW

eα·g(n,t)

∑
n∈N

eα·g(n,t)
(1)

3 キーワードの発声終了前確定アルゴリズム
キーワードベースのシステムにおいて，発話に含まれる単
語はキーワードとそうでない単語（ガーベージ）に分けられ
る．早期確定の対象となるのは終端がキーワードである系列
のみであるため，競合する仮説は終端がキーワードである系
列に限定される．そこで本研究では，キーワードの確定に特

図 1: 木構造化辞書中の NBノード

化した信頼度の算出法を提案する．具体的には，従来の方法
で計算対象となっていた NBノードの集合を，キーワードに
属する NBノードに限定した式 (2) により信頼度の算出を行
う．Kはビーム処理によって残ったノードのうち，キーワー
ドに属する NBノードの集合，KW はK のうち，単語系列
W の終端キーワードに属するNBノードの集合である．この
変更によって，終端がガーベージである系列の信頼度を 0と
し，確定対象から実質除外することができる．

CK(W |xt
1) =

∑
n∈KW

eα·g(n,t)

∑
n∈K

eα·g(n,t)
(2)

4 キーワードの確定性能評価
4.1 実験設定
Julius-4.3.1の第 1パスに提案法を実装して評価実験を行っ
た．音響モデルとしてCSRC全世代話者用音響モデルを，テ
ストセットとして音声対話システム「たけまるくん」で 2003

年 8月に収集されたデータを用いた．テストセット内の発話
数は 792，キーワードの出現種類は 148，出現総数は 1091で
ある．ガーベージN -gramはWebから学習された 3-gramで
単語数は 59417，キーワードリスト中のキーワード数は 378

である．信頼度の閾値 THc は 0.1刻みで 0.1 ∼ 0.9，持続フ
レームの閾値 THf は 1刻みで 1 ∼ 5とした．評価において
は，キーワードの抽出精度を F 値で表し，キーワードの確
定時刻からキーワード発声区間の終端時刻を引いた値をキー
ワードの確定遅延 (Determination Delay) とした．

4.2 実験結果
THc，THf を変化させながら，キーワードについて確定

遅延の平均を求め，F 値との関係を調べた．従来手法と提案
手法の結果を重ねたものを図 2に示す．F 値と確定遅延はト
レードオフの関係にあり，図 2はキーワードの抽出精度を保っ
たままどれほど確定遅延を小さくすることが可能かを表して
いる．F 値の低下を許容しない場合は両手法ともほぼ同等の
性能を示したが，確定速度を求めて F 値の低下を許容する場
合においては，確定遅延 0秒を達成する点が存在する提案法
が有効である．

5 リアルタイム傾聴反応表出システム
本研究では，キーワードの発声終了前確定アルゴリズムを
用いて，リアルタイム傾聴反応表出システムを構築した．この
システムはユーザの発話に含まれるキーワードをその発声中
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図 2: 確定遅延の平均と F 値の関係

に確定することにより，対話キャラクターが頷きや表情の変化
を素早く表出し傾聴態度を示すものである．システムは提案ア
ルゴリズムが実装された音声認識エンジン Juliusを，キャラ
クターとの対話が可能な音声対話システムであるMMDAgent

の音声認識部として用いることによって構築した．

6 システムのユーザ評価
6.1 システム設定
提案アルゴリズムに基づくシステムの音声インタラクショ
ンにおける有効性を調査するため，ユーザ評価実験を行った．
比較対象として，表出を行わないシステムと，最尤単語列逐
次比較法 [1]に基づくシステムを用意した．なお，最尤単語列
逐次比較法は，音声認識中に最尤単語列を一定周期で記録・
比較し，変化のない単語を確定することで単語単位での早期
確定を行う従来手法である．システムの音響・言語モデルや
パラメータはMMDAgentのデフォルト値とし，キーワード
は 83種を用意した．

6.2 タスク設定
実験は被験者がランダムな順で無表出，従来法，提案法の
システムを使用し，1システムの利用を終えるごとに評価アン
ケートに回答をする方式である．アンケートには 5段階評価
の項目に加え，3システムの振る舞いの違いはどのようなもの
かを尋ねる自由記述項目を設けた．実験タスクは，固定の発
話へ機械的な反応は傾聴とはいえないと判断し，MMDAgent

に関する労い，不満，要望を自由に述べる設定とした．

6.3 実験結果
アンケートの被験者全体の回答結果は図 3のようになった．
提案法と従来法は総合評価が無表出より優れ，表出がユーザ
に良い印象を与えることがわかる．一方，提案法・従来法間
の全体的な評価はほぼ同等となった．実験ログから提案法は
キーワード確定の早さ・頻度・網羅性が，従来法は正確性が
高い傾向にあることがわかっており，性質の異なる手法の評
価が同等であるのはユーザがこれらの性質を全て重視してい
るからだと解釈できる．
また，表出を認知した被験者（図 4）と認知しなかった被
験者（図 5）をそれぞれ分析したところ，認知した被験者は
従来法を，しなかった被験者は提案法を話しやすいと評価し
たことがわかった．これにより，表出が認知される場合は正
確性が，認知されない場合は早さ・頻度・網羅性が評価され

図 3: 被験者全体の結果

図 4: 表出を認知した被験者の結果

図 5: 表出を認知しなかった被験者の結果

ることが示唆された．

7 むすび
本研究では，キーワードの発話終了前確定を行うアルゴリ

ズムを提案した．今後の課題として，より正確性の高いキー
ワードの確定のためアルゴリズムを改良し，総合的に性能の
高い手法とすることが挙げられる．
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