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要　　　旨

数万語以上の単語を対象とした大語彙音声認識は，音声によるカーナビの操作や各種大規模

データベースへのアクセスなどを可能にする手段として，その実現が期待されている．しかし，

一般に，音響的に類似した単語が増加するために認識率が劣化したり，認識処理のための計算量

やメモリ使用量が語彙数に比例して増加するといった理由から，その実現は難しい．本論文では，

A*探索法と呼ばれる高速な候補探索手法や，高精度な音素環境依存の音響モデル，効率的な音素

継続時間制御メカニズムなどを使用することで，語彙数に関係なく，ほぼリアルタイムで高精度

な認識を実現することのできる大語彙音声認識手法を提案する．一般的な5万語以上の単語を対

象とした評価実験や，社内ネットワーク上で公開されている約1万2千人の社員の氏名を認識対象

とするデモシステムを用いた実験を通して，本手法の有効性が確認された．

ABSTRACT

Speech recognition that can handle tens of thousands of words is desired as a means for operating

such systems as car navigation or various large-scale databases with the human voice. However, in

general, these speech recognition systems are difficult to make because the recognition accuracy

decreases as the number of words having similar acoustic features increases, and because both

calculation time and required memory size increase in proportion to the vocabulary size. This paper

describes a large-vocabulary speech recognition method, which makes it possible to recognize many

words in almost real-time regardless of the size of the vocabulary by using a fast search algorithm

called "A* search". In addition, this method uses precise phoneme-context-dependent acoustic model

and efficient phoneme duration control mechanism. The usefulness of the method is shown through

evaluation experiments using more than 50,000 general Japanese words and experiments using a

demonstration system, which can recognize about 12,000 employee's names that have been made

public on the company's internal computer network.
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 1．背景と目的

最近になって，音声認識もいよいよ実用化の段階に入り，

様々な用途に利用され始めてきた．しかし，現在の音声認識

技術には，マイクの特性や周辺騒音レベルに関する制約，話

者，喋り方，語彙や文法に関する制約などのような多くの制

約があり，SF映画に出てくるように人と機械が自由に会話

できるレベルには，まだ遠く及んでいない．そのため，利用

される場面や目的に応じて，様々な技術が使い分けられてい

るというのが現状である．

このうち，語彙に関する制約をできるかぎり取り除き，

多くの語彙を扱うことのできる「大語彙音声認識」の技術は，

音声によるカーナビの操作や各種大規模データベースへのア

クセスなどを実現するための技術として，1つの大きな課題

となっている．

但し，どの程度の語彙数であれば「大語彙」と呼ぶに相

応しいかという点に関する明確な定義はない．DPマッチン

グに代表される登録・照合型の音声認識手法が主流で，計算

機の性能もまだ低かった1980年代前半頃であれば，数百語

程度でも十分に「大語彙」であったかもしれない．しかし現

在では，音声認識手法や計算機能力の進歩によって，この程

度の語彙の認識は簡単に実現できる．それどころか，現在最

もポピュラーな統計的音響モデル(HMM)を用いる手法では，

仮名文字で表記された文法と呼ばれるテキスト情報のみを拡

張することで，原理的には語彙数を無制限に増やすことが可

能である．

それでもなお，実際の大語彙音声認識を困難なものにし

ている大きな理由は，

(1) 語彙数が増加するに従って，認識対象語彙の中に音響

的に類似した語が存在する可能性が高くなるため，誤

認識が増加する，

(2) 一般に，候補探索のための計算時間や使用メモリ量が

語彙数に比例して増加するため，実用的な規模のシス

テムを構築することが難しい，

という2つの点である．

筆者は，特に(2)に大きく関わる探索手法の部分に着目し，

大語彙音声認識手法を，「候補探索のための計算時間や使用

メモリ量が語彙数に依らずほぼ一定で，リアルタイムの認識

を実現できる手法」と定義した上で，その実現に向け，
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「A*探索法」[1,2]を利用した大語彙音声認識エンジンの開発

を行なった[3]．

本稿では，A*探索法の原理，および音声認識への適用法

と，その認識性能に関する実験結果について述べる．

 2．技術

2-1 一般的な探索法とA*探索法

ここでは，木構造で表現された探索空間を例に，広く知

られている3通りの探索法(深さ優先，幅優先，最良優先)と，

A*探索法の原理や特徴について簡単に述べる．

2-1-1 深さ優先探索法(depth-first search)

深さ優先探索法は，仮説を先に伸ばす方向(深さ方向)に

進み，仮説が終端に達したら直前の分岐点まで戻って別の仮

説を伸ばすといった処理を繰り返す探索法である(Fig.1参照)．

Fig.1 Depth-first search algorithm.

この手法には，途中結果を格納するためのメモリ使用量

が少なく，比較的容易に実現できるという利点がある．

しかし，深さ(音声認識では時間に相当)方向に仮説を伸

ばしていくというメカニズム上，入力が確定するまで探索処

理を開始することができないため，実時間処理には向いてい

ない．また，探索途中のスコアがそれぞれ入力パターンの異

なる時刻に対応するものとなるため，高速化の常套手段であ

るビームサーチとの相性も悪い．更に，処理量も探索空間の

規模に比例して増加することなどから，大語彙を対象とした

音声認識処理には適していない．
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2-1-2 幅優先探索法(breadth-first search)

幅優先探索法は，仮説の深さを一定に保つ方向(幅方向)

に展開を進め，全ての仮説が同時に終端に達するような探索

法である(Fig.2参照)．

Fig.2 Breadth-first search algorithm.

この手法も，深さ優先探索法と同様，処理量が探索空間

規模に比例して増加し，また，途中結果を格納するためのメ

モリ使用量は，一般的に深さ優先探索法よりも多くなるとい

う欠点がある．

但し，この手法には，入力の一部分が得られた時点で即

処理が開始できるという特徴がある．音声認識処理のように，

入力パターンの提示(発話)がある程度の時間を掛けて行なわ

れるような問題に対しては，このような時間同期処理が大き

な利点となる．更に，探索途中のスコアが全て入力パターン

の同じ時刻に対応するものであるため，直接ビームサーチを

適用することもできる．従って，探索空間の規模が小さく，

処理時間を発話時間よりも短くできる場合には，完全な実時

間処理(発話の完了と同時に認識結果が得られる)が可能とな

る(このような利点から，後述のA*探索法の前処理にもこの

幅優先探索法を使用している)．

2-1-3 最良優先探索法(best-first search)

最良優先探索法は，各仮説のその時点までの中間スコア

)(tf を比較し，最も良い値を示す仮説を優先的に展開する

といった処理を繰り返す探索法である(Fig.3参照)．
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Fig.3 Best-first search algorithm.

先述の深さ優先探索法や幅優先探索法では，いずれも仮

説の展開順序が探索空間の構造のみに依存して定められるの

に対して，この最良優先探索法では中間スコアという実測値

に基づいて動的に展開順序を定めている点が最大の特徴と

なっている．

この探索法は，例えば迷路の探索のように，仮説を終端

に到達させる(すなわち出口に到達する)ことが最終目的であ

り，それが唯一の解であるような問題に適用した場合には大

きな効果を発揮する．しかし，音声認識処理のように，終端

に到達する仮説が多数存在し，その中から最もスコアの高い

ものを捜し出すことが要求される問題では，すべての仮説の

展開が終るまで，最終候補を確定できないのが普通である．

従って，中間スコアに従って動的に定めた順序で仮説の展開

を行なったとしても，そこから得られる利点は何もない．

しかし，もしもこの最良優先探索法において，最初に展

開が完了して終端に達した仮説(上の例では4回目の展開後に

Lに達している仮説)が最適解となる保証があれば，それ以降

の展開処理を全て省略できるため，計算量の大幅な削減が可

能になる．

このような解の最適性が保証されるように，最良優先探

索法に改良を加えたものが「A*探索法」である．

2-1-4 A*探索法(A* search)

A*探索法は，各仮説の時刻tまでの中間スコア )(tf と，そ

こから先の予測スコア )(ˆ th との和 )(ˆ tg を比較し，最も良い

値を示す仮説を展開するといった処理を繰り返す探索法であ

り，最良優先探索法の延長上に位置するものである(Fig.4参

照)．この予測スコア )(ˆ th は「ヒューリスティクス」とも呼
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ばれ，解の最適性を保証するためには，一定の条件

(admissibility)を満たす必要がある(詳しくは後述)．

Fig.4 A* search algorithm.

A*探索法では，最初に終端に達した仮説が最適解である

ことだけでなく，N番目に終端に達した仮説がN-best解とな

ることも同時に保証される．そのため，

・探索処理の開始時に求めたい候補の総数を定めておく

必要がなく，探索処理中にその進行状況に応じて柔軟

に決めることができる，

・音声認識を利用した実用的なアプリケーションを構築

する場合，各候補が得られた時点で直ちに提示できる

ため，利用者の体感速度を高めることができる，

などの利点が得られる．

2-1-5 A*探索法のadmissibility

A*探索法において解の最適性を保証する(A* admissibleで

ある)ためには，ヒューリスティクスとして使用する予測ス

コア )(ˆ th が，そこから先の真のスコア )(th を上回る評価値

でなければならないことが証明されている．つまり，

・値が大きいほど良しとする尺度(尤度など)の場合

)()(ˆ thth ≥ ･････････････････ (1)

・値が小さいほど良しとする尺度(距離など)の場合

)()(ˆ thth ≤ ･････････････････ (2)

という制約を満たす必要がある．

但し，この制約は，単にA*探索法における解の最適性を

保証するためのものであり，効率の良い探索の実現を保証す

るものではない．

A*探索法において，真に効率の良い探索を実現するため

には，予測スコアの精度をadmissibilityの条件の下でできる

だけ高めることが必要となる．しかし，そのために多大な計

算コストを費やしてしまっては本末転倒である．A*探索法
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では，いかにして少ない計算コストで精度の高い予測スコア

を求めるかということが大きな鍵となる．

2-2 A*探索法を利用した音声認識の原理

本章では，以下のような簡単な例題を用いて，A*探索法

を利用した音声認識の動作原理について説明する．

2-2-1 予測スコアの算出

予測スコアの算出は，小規模な文法を用いた前向きの計

算によって行なう．

HMM を用いる音声認識の場合，評価尺度は尤度

(likelihood)であり，この値が大きい程良いというタイプの

尺度であるため，A*の最適性を保証するためには，式(1)の

条件を満たせばよい．

この場合，以下の条件が満たされていれば，式(1)も満た

すことができる．

・音響モデルは，候補探索で使用するものと同じものを

使用して，スコアの一貫性を保つ．

・文法は，候補探索時に使用する文法を包含した，より

制約の弱いものを使用する．

ここでは，2つの音素の連鎖可能性のみに着目して作成し

た音素対文法を使用することを考える．

この例題の3都市名に含まれる音素対は，(t→o)，(o→o)，

(o→k)，(k→y)，(y→o)，(o→t)，(o→s)，(s→a)，(a→k)の

9通りである．また，始終端の条件は，(start→t)，(start→

k)，(start→o)，(o→end)，(a→end)となる．この音素対を

表す有限状態オートマトンは，Fig.5のようになる．

Fig.5 A phoneme-pair grammar.

問題 「東京 (tookyoo)」「京都 (kyooto)」「大阪

(oosaka)」の3都市名をA*探索法を用いて認識

する．

条件 音響モデルには，/t/, /o/, /k/, /y/, /s/, /a/の6通り

の音素HMMを使用する．
4 NOVEMBER, 1999



この文法では，例題で与えられた「 tookyoo 」，

「kyooto」，「oosaka」の他にも，例えば「tooookyo(とお

おおきょ)」や「osakyoka(おさきょか)」といった無意味語

を含む無限通りの音素列が受理可能である．

このことから，最適性が保証された探索法の下で，この

文法を使用して算出される予測スコアは，正しい文法を用い

た場合に得られる値と同じ(認識対象語彙の中の一つと同じ

音素系列が認識された場合)であるか，またはそれよりも大

きい値となる．つまり，式(1)の条件が満たされることが分

かる．

この予測スコアの算出は，最適性が保証され，実時間処

理が可能な幅優先探索法の一種であるOne-Pass DP法によっ

て行なう．

通常，個々の音素HMMは複数の状態で構成されるが，こ

こで利用する予測スコアは，各音素HMMの先頭状態におけ

る尤度のみである(これは，インプリメントの仕方によって

変わる)ため，音素Pの先頭状態における時刻tでの累積尤度

),(ˆ tPh のみを保存すればよい．

この処理の概要をFig.6に示す．

Fig.6 Calculation of prediction score by One-Pass DP
algorithm.

2-2-2 A*探索の実行

A*探索は，予測スコアの算出とは反対向き，つまり，時

間を逆行する形で行なう．

ここで使用する文法は，認識対象語彙の音素列を逆順に

表現した有限状態オートマトンである(Fig.7参照)．
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Fig.7 A finite state automaton for reversed trandcriptions.

このときの処理内容を，以下に示す．

(a) 初期設定

展開済ノード格納用，および未展開ノード格納用という2

種類のスタックを用意する．

スタックの内容として，以下の情報(この構造体をセルと

呼ぶことにする)を保存するものとする．

・文法状態番号：s

・時刻tにおける累積スコア： )(tf (未展開ノード格納用

スタックのセルのみ必要)

・評価値：G(未展開ノード格納用スタックのセルのみ必要)

・先行するスタックへのポインタ：p

展開済ノード格納用スタックを空にし，未展開ノード格

納用スタックに，以下の内容を持つセルを格納する．

・s = 0

・ )0()(,0)1( ≥≥−∞==+ tTtfTf

・G = 0

・p = NULL

(b) セルの展開

まず，未展開ノード格納用スタックから，評価値Gが最も

大きいセル best
C をpopする．

・ best
C の文法状態番号が文法の終端である場合

best
C の文法状態番号が文法の終端(Fig.7では19番に当た

る)である場合，これが最終的な候補となる．このセルに保

存されているポインタpを初期値として，展開済ノード格納

用スタックの中のセルをトレースバックしながら音素系列を

求めることで認識結果が得られる．このときの認識スコアは

Gの値となる．

なお，第N位までの複数候補を求めたい場合には，さらに

(b)から繰り返せばよい．

・ best
C の文法状態番号が文法の終端でない場合

この場合は， best
C の文法状態番号sと文法の有限状態

オートマトンから，現在の状態に続く状態の集合 }'{'
j

sS =
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を求める．

best
C (但し， )(tf とGは特に必要なし)を展開済ノード格

納用スタックにpush(このときの best
C へのポインタをp0とす

る)した後，個々の j
s' について(c)および(d)を実行する．

その後，(b)へ戻って処理を繰り返す.

(c) 累積スコアの計算

・ j
s' が文法の終端である場合

この場合，ここで，新たなセルを1つ生成し，

・文法状態番号： j
s'

・時刻tにおける累積スコア：(特に必要なし)

・評価値： )0(f

・先行するスタックへのポインタ：(b)で得られたp0

をそれぞれ格納した後，このセルを未展開ノード格納用

スタックにpushし，(b)へ戻る．

・ j
s' が文法の終端でない場合

best
C までの累積スコア )(tf を初期値として， j

s' までの

累積スコア )(' tf を計算する(Fig.8参照)．

Fig.8 Calculation of cumulative score.

(d) 評価値の計算

(c)で求められた )(' tf は，言葉で表現すれば，「音声の

終端(時刻T)からスタートして文法状態番号 j
s' に対応する

HMMの先頭状態に時刻tで達するまでの最適経路上の累積ス

コア」ということになる．

一方，前向き計算で得られているスコア ),(ˆ tPh は，「音

声の始端(時刻0)からスタートして，音素PのHMMの先頭状

態に時刻tで達するまでの音素対文法の制約下での最適経路

上の累積スコア，すなわち最適経路上の累積スコアの推定

値」である．

従って，音素Pを文法状態番号 j
s' に対応するHMMの音素

カテゴリとすれば，両者の和を求めることで，「時刻tに文

法状態番号 j
s' に対応するHMMの先頭状態を経由して，音声

の始端(時刻0)から終端(時刻T)に達する最適経路上のスコア

の推定値」 )(ˆ tg を得ることができる．

)0(),(ˆ)()(ˆ ' ≥≥+= tTtPhtftg ･･････(3)
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文法状態番号 '
j

s における評価値Gには， )(ˆ tg の最大値を

使用する．

0≥≥tT
)(ˆmax tgG =

･･････････････ (4)

ここで，新たなセルを1つ生成し，

・文法状態番号： j
s'

・時刻tにおける累積スコア：(c)で求めた )(' tf

・評価値：上で求めたG

・先行するスタックへのポインタ：(b)で得られたp0

をそれぞれ格納した後，このセルを未展開ノード格納用

スタックにpushする．

その後，(b)へ戻って必要な数の候補(N-best解)が得られ

るまで処理を繰り返す．

以上がA*探索法を利用した音声認識の原理である．実際

に数万語彙を扱う場合，ネットワーク文法の規模は，ここで

示した例とは比較にならないくらい大規模で複雑なものにな

るが，その原理は全く変わらない．

2-3 性能向上のための主要技術

本大語彙音声認識エンジンでは，認識精度や計算速度を

向上させるため，前章で述べたA*探索法の基本原理に加え

て，いくつかの独自技術を使用している．これらの技術につ

いて，以下に説明する．

2-3-1 確率モデル

A*探索法において，高精度で高速な音声認識を実現する

ためには，音響スコア算出のために使用する音響モデルや，

音素継続時間長制御(後述)のための確率モデルが，共に精度

良く推定されている必要がある．

本大語彙音声認識エンジンでは，両モデル共に，筆者ら

が提案している隠れマルコフ網(Hidden Markov Network:：

HMnet)[4,5]と呼ばれる高性能な確率モデルを使用している．

HMnetは，音素の異音化(同じ音素でも，前後の音素の影

響でその物理的な特徴が様々に変化すること)の影響を考慮

することで精密化を図った音素環境依存型HMMの一種であ

り，逐次状態分割法(Successive State Splitting:：SSS)[4]と呼

ばれるHMnetの自動生成アルゴリズムによって，個々のモデ

ルの異音カテゴリやトポロジー，パラメータなどに関する最

適化が図られている．
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2-3-2 話者適応

評価対象話者の音声に適合した音響モデルを獲得するた

めに，男性アナウンサー1名の音声で学習された音響モデルの

パラメータを，話者適応と呼ばれる処理によって再学習した．

ここで使用している話者適応法は，移動ベクトル場平滑

化法(Vector Field Smoothing：VFS)[6]と呼ばれるもので，適

応用の音声サンプル中に含まれない異音カテゴリのモデルパ

ラメータまで含めて，数十語程度の少ない音声サンプルで精

度良く学習することができるという特徴を有している．

2-3-3 音素継続時間長制御

本大語彙音声認識エンジンでは，処理の高速化や認識率

の向上を図るため，二つの観点から音素継続時間長制御を行

なっている．それぞれについて，以下に説明する．

・音素の接続可能範囲に関する制約の設定

フレーム非同期に行なうA*探索法では，音素間の接続点

を漸次的に決めることができないため，ある程度の幅を持た

せたフレーム内で先行音素との接続を考慮する必要がある．

この幅が狭過ぎれば認識率が劣化し[7]，広過ぎれば計算量

やメモリー消費量が増えるため，なんらかの合理的な手段に

よって適切に定めたい．ここでは，この値の設定に音素継続

時間長モデルを用いる．

候補探索の実行中は，各音素の照合開始時に，後続音素

との接続代表点t0 (後続している音素の照合終了時に，累積

スコアと予測スコアの和が最大であった点，すなわちA*探

索における部分仮説の評価値算出点)と，その音素の平均継

続時間長および分散を考慮して先行音素との接続範囲を定め，

照合区間を制限する(Fig.9参照)．

Fig.9 Process to restrict the phoneme boundary scope.
Ricoh Technical Report No.25 67
但し，各音素の照合開始時には，それに先行する音素が

確定していないため，音素環境依存の継続時間長モデルを直

接参照することができない．そこで，文法の先読みによって

可能性のある音素環境をすべて調べ，それらの最短と最長を

カバーするように照合区間を定める．

)max(
,,,,0 scpscp eeeeeel

tt λσµ +−=

)min(
,,,,0 scpscp eeeeeer

tt λσµ −−=

ep

ep

･･･････････････ (6)

ここで，tl, trはそれぞれ接続可能範囲の左端と右端，ep, ec,

esはそれぞれ先行音素，中心音素，後続音素，
scp eee ,,

µ ，

scp eee ,,
σ はその環境における音素継続時間の平均と標準偏

差，λは適当な係数を表す．

その後，この仮説の展開が再開された段階(すなわち先行

音素が確定した段階)で，正しい接続可能範囲を設定して処

理を進める．

・音素の継続時間に応じたペナルティの付与

音素継続時間情報のもう一つの活用法として，音素の継

続時間に応じたスコアへのペナルティ付与についても検討を

行なった．

フレーム同期型の音素タイプライタにおいて，この種の

制御は大きな効果を示すことが報告されており[5,8]，本シス

テムでもその効果が期待できる．

ペナルティ計算は，候補探索における各音素の照合開始

時に，直前の音素区間に対して行なう(Fig.10参照)．

Fig.10 Process to impose penalty according to phoneme
duration.

つまり，照合中の音素が先行音素となるような音素区間

のスコアに対して，以下の式でペナルティを与える．
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)()('log)(log ταdtftf +=
22 2/)()( στµτ −−=d ･･････････････････････････(6)

tt −=
0τ

ここで， )(' tf はその時点までの累積スコア， )(τd は継

続時間に応じたペナルティ，αは重み係数を表す．またτは

音素継続時間であり，本システムでは，前節で述べた後続音

素との接続代表点t0からの経過時間(フレーム数)として定義

した．

2-3-4 予測スコア計算へのビームサーチの導入

一般にA*探索では，admissibilityを保証するために，予測

スコア )(ˆ th は真の探索スコア )(th を過大評価する形

( )()(ˆ thth ≥ )で与える必要がある．但し，そのときの乖離

度は探索に必要な計算量に大きな影響を与え，予測スコアが

真の値から離れるほど探索効率は劣化する．

本システムでも，予測スコアの計算を本来の文法よりも

弱い制約の下で行なっているため，ある程度の乖離が生じる

ことは避けられない．このような状況で，音素継続時間に応

じたペナルティ(式(6)の定義より，常に0以下の値)を実際の

スコアの側に加算した場合，それらの間の乖離度は益々増加

し，探索全体で必要な計算量は継続時間制御に直接必要な計

算量以上に増えることが予想される．

これを克服するため，予測スコアの計算時にビームサー

チを導入する．この際，「HMMの総出力分布数」×「入力

フレーム数」の出力確率表を予め計算するのではなく，必要

に応じてon-demand的[9]に求める．その後のA*探索では，

この出力確率表の未計算部分を十分に小さなスコアとみなし

て処理を進める．

これによって，HMMの出力確率計算や予測スコア計算の

省力化に加えて，候補探索時にも可能性の低い仮説の生成が

抑制されるため，処理全体としての高速化を図ることができ

る．

2-4 大語彙音声認識実験

A*探索法の基本性能や，音素継続時間長制御および予測

スコア計算へのビームサーチ導入の効果を調べるため，いく

つかの実験を行なった．

すべての実験に共通する条件は，以下の通りである．
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-----------------------------------------------------------------------------------

計算機 PentiumII-333MHz CPU搭載のパソコン

話者適応 各話者，50単語での話者適応を実施

音響分析 12kHzサンプリング，16bit量子化，10mS幅窓，

5mSシフト，34次元ベクトル

スタック 最大1000に制限

計算時間 clock関数使用，一単語当たりの平均を算出

-----------------------------------------------------------------------------------

2-4-1 幅優先探索法とA*探索法の認識速度の比較

先にも述べた通り，幅優先探索法は，原理的には実時間

処理が可能であるが，それは計算機の性能が十分に高い場合

であって，実際には探索空間が語彙数にほぼ比例して広がり，

計算時間もそれに応じて増加してしまうため，その実現は難

しい．

その点，A*探索法では，予測スコアの算出部分は語彙数

に依らず，比較的少ない一定の計算量に抑えられ，また候補

探索部分も非常に高速であるため，語彙数の増加が計算時間

に与える影響は，幅優先探索法に比べて遥かに少ないはずで

ある．

そこで，この点に関する検証を行なうために，語彙数の

異なる4通りの規模の文法を使用して，簡単な実験を行なっ

た．

この実験の条件は以下の通りである．

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

話者 男性1名

認識語彙 50 / 500 / 約15000 / 約52000の4通り

評価単語 「札幌」(サンプル長：0.82秒)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

実験結果をTable 1に示す．
8

この結果より，語彙数が50程度と少ない場合には，幅優

先探索法は非常に高速であるが，語彙数の増加に伴ってその

計算時間は確実に増加していることが分かる．

一方で，A*探索法を用いた場合については，語彙数が500

以下の場合には，語彙に含まれる音素対の種類が飽和してい

ないため予測スコアの計算時間が変化しているが，語彙数が

15000以上になり音素対の種類が飽和した時点で予測スコア

の算出時間も一定の値(0.23秒)に収束している．

また，候補探索自体の計算時間(全体の計算時間から予測
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Table 1　Comparison of calculation time betweenbreadth-first search algorithm and A* search algorithm.

幅優先探索法(秒) A*探索法(秒)
認識対象語彙数 文法の状態数

第一位候補 第五位候補 予測スコア計算 第一位候補 第五位候補

50 353 0.03 0.10 0.09 0.09 0.10

500 1639 0.14 0.46 0.16 0.17 0.19

約15000 34718 4.28 11.9 0.23 0.25 0.62

約52000 93485 12.5 34.9 0.23 0.26 0.57
スコアの計算時間を差し引いた値＝実質的な体感時間)は，

語彙数に依らず，非常に短いことが分かる．

これは，A*探索法が良好に動作した(精度の高い予測スコ

アが得られた)場合の典型的な例であり，常にこのような速

度が得られる保証はないが，通常の幅優先探索法に比べて桁

違いに高速であることは間違いない．

2-4-2 音素継続時間長制御と予測スコア計算へのビーム

サーチ導入の効果

基本的なA*探索法に対する音素継続時間長制御，および

予測スコア計算へのビームサーチ導入の効果を調べるための

実験を行なった．

この実験の条件は以下の通りである．

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

話者 男性3名

認識語彙 地名および人名(姓，名)の約15000単語

(異なり語彙数：11046)

評価単語 電子協データベースの100都市名

(一単語当たりの平均サンプル長：0.67秒)

実験A ベースラインの測定

音素の最長継続時間のみを一律50フレームに制

限．

実験B 音素接続範囲制限の効果の測定

式(5)のλを5.0に設定．

実験C 継続時間によるペナルティ付与の効果の測定

実験Bの条件に加え，式(6)のαを6.0に設定．

実験D 高速化の効果の測定

実験Cの条件に加え，予測スコア計算の際に，

先頭から30フレーム目以降(150mS経過後)に対

して50%幅ビームによるビームサーチを適用．

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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4通りの実験結果をTable 2に示す．
この結果から，以下のことが分かる．

まず，音素継続時間長制御に関して，音素の接続可能範

囲の制限により，A*探索の計算時間が削減されている(実験

A vs. 実験B)．また，継続時間に応じたペナルティーの付与

により，認識率が向上している(実験B vs. 実験C)．

一方，高速化に関しては，認識率が劣化することなく(逆

に若干の向上が見られる)，全計算時間が30%程度削減され

ている(実験C vs. 実験D)．

全体を総合すると，音素継続時間長制御および高速化を

共に行なうことで，第一位と第五位までの認識率でそれぞれ

3.6%および2.0%の向上(誤認識数でそれぞれ23%および40%

の減少)，全計算時間でそれぞれ32%および44%の削減が達

成された(実験A vs. 実験D)．

 3．成果

ここで示した音声認識エンジンを応用した実用的なアプ

リケーションの可能性を探索するために，社内ネットワーク

上で公開されている社員名簿(約12000名分)を利用し，音声

で入力された名前(姓+名，または姓のみのいずれでも可)か

ら，その所属や電話番号，Fax番号などを検索する「(株)リ

コー従業員検索システム」を試作した(Fig.11参照)．
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Table 2　Averaging recognition rate and averaging calculation time per word among all speakers.

実験条件 A*探索 全計算時間(秒)

音素継続時間長制御 高速化 認識率(%)/計算時間(秒) 第一位候補 第五位候補

継続範囲制限 ペナルティ付与

予測スコア&
出力確率

計算時間(秒)
第一位候補 第五位候補

実験A △(最長のみ) × × 0.19 82.3/0.04 95.0/0.26 0.22 0.45

実験B ○ × × 0.19 81.7/0.02 94.7/0.15 0.21 0.34

実験C ○ ○ × 0.19 86.0/0.03 96.7/0.19 0.21 0.37

実験D ○ ○ ○ 0.13 86.3/0.02 97.0/0.12 0.15 0.25
Fig.11 RICOH Emplpyee Search System.

実際にこのシステムに対して「すずきさん」と入力したと

ころ，それを正しく認識し，現時点で使用しているデータ

ベース中に計195名の「鈴木さん」が存在することが判明する

までの所要時間は，発話の終了後わずか0.03秒であった(ただ

し，この時点では，各々の「鈴木さん」の詳細な情報までは

分かっていないため，それをデータベースから検索し，グラ

フィカルに表示するための若干の処理時間が別途必要である)．

 4．今後の展開

今回は，特に大語彙音声認識の実現に向け，探索手法の

側面からの研究を行なったが，より高精度な認識を行なうた

めには音響モデルの基本性能(不特定話者への対応など)を向

上させる必要がある．特にA*探索法では，音響モデルの性

能向上が，認識率の向上だけでなく予測スコアの精度向上と

いう形で処理速度にまで影響を及ぼすため，今後はこの点に

関する改善を図りたい．
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