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1

手法の評価結果において，従来手法である PTN 型イ

はじめに
一般に，音声中の検索語検出 (Spoken Term De-

tection, STD) においては，大語彙音声認識システム
を用いて音声認識を行うため，音声認識誤りや未知語
の対策が課題である．これらの問題に頑健な STD 手
法として，10 種類の音声認識システムの認識結果か
ら音素遷移ネットワーク (Phoneme Transition Net-

work, PTN) 型のインデックスを構築し，これと音素
列に変換した検索語の照合を行う方式 [1] が提案され
ている．しかし，音素照合型 STD においては，検索
語と異なるキーワードの発話であっても音素列が類
似していれば検出してしまうという，過照合による誤
検出が重要な問題である．
そこで文献 [2] では，当該分野の音声中に出現する

ンデックスを用いた STD [1] を上回ることを示す．

2

音素遷移ネットワーク型 STD
本稿では，PTN 型 STD として，文献 [3] における

「ALPS-1」を用いた．この方式においては，デコーダ
として Julius rev. 4.1.3 を用い，2 種類の音響モデル

(AM)，および，5 種類の言語モデル (LM) を用意し
て，AM と LM の組み合わせによって 10 種類の音声
認識モデルを構築した．本稿では，SDPWS 講演 [4]
を評価対象として STD を適用する．この講演音声を
対象として単語認識率は 68%, 単語正解精度は 63%程
度である [4]．

3

キーワード集合を用いた PTN へ

可能性のあるキーワード集合をあらかじめ用意して

の事前索引付け

おき，これら全てをクエリとして音素照合型 STD(従
来法である PTN 型インデックスを用いた STD [1])
を適用した後，照合音声区間が競合するキーワード
集合に対して，照合コストを用いた順位付けを行い，
照合コスト最小のキーワードのみを STD 結果として
出力する「最良照合 STD によるキーワード集合の索

本節では，音声認識結果から補助的キーワード集
合を作成し，PTN に対して，補助的キーワード集合
の最良照合結果とクエリの照合結果を索引付けする
方式について述べる．

3.1

引付け」方式を提案した．この方式の評価結果では，

音声認識結果を用いた補助的キーワー
ド集合の作成

低再現率箇所での適合率を改善できたことから，誤

次節で述べる「最良照合によるキーワード集合の

検出の可能性が高い検出結果を抑制できることがわ

索引付け」において索引付け対象として用いる補助

かった．しかし，この方式では正しい検出結果まで抑

的キーワード集合として，本稿では，音声ドキュメン

制してしまうため，高再現率部分での検索性能が低

トの音声認識結果から生成した補助的キーワード集

下していた．

合を用いる．具体的には，音声ドキュメントの音声認

この問題に対して本稿では，誤検出の可能性が高

識結果に含まれる全形態素を要素とする集合を作成

い検出結果を抑制するのではなく，
「事前索引付け結

する．ただし，この際，1 モーラの語を除外し，これ

果におけるクエリ検出個所への SVM による信頼度付

を補助的キーワード集合 A とする．

与およびリランキング」方式を提案し (Fig. 1)，クエ

3.2

リ検出個所の候補に対して，信頼度推定結果の降順
にクエリ検出個所を出力する．この方式においては，
まず，
「最良照合 STD によるキーワード集合の索引付
け」方式を用いて，音声ドキュメントの音声認識結果
から生成した補助的キーワード集合を事前索引付け
し，また，この補助的キーワード集合事前索引付け結
果と検索クエリキーワードの音素照合結果を併合す
る．そして，この事前索引付け結果の併合結果に対し
て SVM を適用することにより，クエリの検出個所の

PTN への補助的キーワード照合結果
の競合集合の作成

補助的キーワード集合のすべてのキーワードをク
エリとして PTN への照合を行い，補助的キーワード
照合結果を併合する．この結果，音声中の各区間ごと
に複数の補助的キーワード照合結果が重複して得ら
れる．このうち，検出フレーム時間が重複している
照合結果を推移的に収集することにより，補助的キー
ワード照合結果の競合集合 C を作成する．

候補に対して信頼度の推定を行い，信頼度推定結果
の降順にクエリ検出個所を出力する．本稿では，提案
∗
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Fig. 1 事前索引付け結果におけるクエリ検出個所への SVM による信頼度付与およびリランキングの流れ

Fig. 2 競合集合における最長フレーム照合結果優先方式

3.3

競合集合における最長フレーム照合結
果優先方式

競合集合中からキーワード索引結果を選定する方
式として，本節においては，特に，
「最長フレーム法」

(最長フレーム照合結果優先方式) について述べる．

る照合結果を索引付けの候補集合 C(Δ) とする．
C (Δ)

=

と，n 個の四つ組 w, t, t , cost から成る競合集合 C
は，次式のように書ける．


C = w1 , t1 , t1 , cost1 , . . . , wn , tn , tn , costn 

¬¬
Ó
¬ cost ≤ (costmin + Δ)

が最大となる照合結果

 wlg , tb , tb , costlg 
を選定する．これが当該音声区間の最良照合結果と
なる．そして，この最良照合結果と検出フレーム時間
が重複している照合結果を削除する．
競合集合が空になるまで以上の処理を繰り返す．

このとき，従来手法による STD においては，Fig. 2
に示すように，競合集合 C のすべての照合結果を出
力する．
一方，
「最長フレーム法」では，競合する n 個の照
合結果のうち，最小コストとなる照合結果

この索引付け結果は，相互に重複しない最良照合
結果の列

wlg , tb , tb , costlg 1 , . . . , wlg , tb , tb , costlg m
として表現される．

3.4

 wmin , ta , ta , costmin 
をまず選定する．次に競合集合 C 内の照合結果につ
いて，最小コスト照合結果からコスト幅 Δ 以内にあ
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 w, cost  ∈ C

最後に，C (Δ) の要素のうち，検出フレーム長 tb − tb

まず，キーワードを w，その照合開始フレームを

t，照合終了フレームを t ，照合コストを cost とする

Ò

補助的キーワード集合およびクエリの
照合結果の併合

クエリ wq の照合結果 wq , tq , tq , costq  と，補助的
キーワード集合の最良照合結果の列を併合する．この
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Table 1
分類
クエリ素性

競合キーワード
集合の素性

SVM に用いた素性

重要な素性

その他の素性

クエリのモーラ数 /クエリが既知語
か未知語か /クエリの PTN 照合コ
スト
競合キーワードの文字種 /競合キー
ワードの検出フレーム数 /クエリと
の重複検出フレーム率 /競合集合中
の索引付けキーワードの数 /競合集
合中の最小コストの値

クエリの検出フレーム数

競合キーワードのモーラ数 /競合キーワードの品
詞 /競合キーワードの照合コスト /クエリとの重複
検出フレーム数 /クエリとの PTN 照合コストの差
/競合キーワードとクエリの音素編集距離 /競合集
合中でクエリの検出区間が最長か

際，クエリ wq の照合結果 wq , tq , tq , costq  の検出区

ॡग़জwq भ67'ස়ટ

間は，最良照合結果の列のうちの一つ以上の部分列

wlg , tb , tb , costlg i , . . . , wlg , tb , tb , costlg j

ดਬહऐय़شডॻش#1

と重複する．そこで，この場合の競合集合 Cq は，次

ดਬહऐय़شডॻش#2

式となる．

Cq =
wlg , tlg , tlg , costlg i , . . . ,

ৎ


wlg , tlg , tlg , costlg j , wq , tq , tq , costq 

଼়ૐ়

次節においては，この競合集合 Cq から得られる情報

ਫ਼ল৫ৎ

ਫ਼লીവৎ

を素性として SVM を適用する。

4

クエリ検出個所への SVM によ
る信頼度付与

Fig. 3 競合集合 Cq 中のクエリと競合キーワードの
間での重複検出フレームの定義

本節では，競合集合 Cq に対して，クエリ wq の検
出結果が妥当であるか否かを判定するタスクに対し
て SVM を適用し，その判定結果における信頼度推定

フレーム照合結果優先方式」においては，コスト幅

て述べる．このタスクにおいて用いる全 16 種類の素

Δ = 0.20 とした．SVM 適用の際には，以下の 2 種
類の交差検定を行った．

性を Table 1 に示す．これらの素性のうち，全素性か

クエリ単位交差検定 : 100 語のクエリを 10 分割

ら当該素性を除外することにより検索性能が低下す

講演単位交差検定 : 104 講演を 10 分割

結果の降順にクエリ検出個所を出力する方式につい

る場合に，当該素性は「重要な素性」であるとした．
本稿では SVM 分類器として LIBSVM[5] を用いた．

そして，Table 1 に示す素性のうち，以下の 3 種の素

カーネル関数として RBF カーネルを用い，全ての素

性集合を評価対象とした．

性の値を [0,1] の範囲にスケーリングした．また，5 分

全素性 : 16 種類すべての素性

割交差検定でのグリッドサーチによりパラメータを

最高性能かつ素性数最小の素性集合 : Table 1 の「重

調整した．さらに，LIBSVM において，判定結果の

要な素性」8 種類

推定信頼度を出力する機能を用いることにより，クエ

クエリ素性 : 競合キーワード集合の素性以外のクエ

リ検出個所の候補に対して，信頼度推定結果の降順

リ素性 4 種類．事前索引付け結果における競合

にクエリ検出個所を出力した．

キーワード集合から得られる素性の有効性を検

5

証するために用意した．

評価
本稿の評価においては，NTCIR-10 SpokenDoc-2

Task [4] の SDPWS STD タスクで用いられた評価用

SVM により付与された信頼度に対して下限値を設
けて，特定の下限値以上の信頼度となるクエリ検出

データ集合を用いた．評価用データ集合における講

個所に対して再現率・適合率を評価し，その推移をプ

演数は 104 講演，クエリは既知語 47 語と未知語 53

ロットした結果を Fig. 4， Fig. 5 に示す．() 内の数

語の計 100 語である．ベースラインとしての従来手

値は F 値の最大値である．いずれの設定においても，

法として，2 節で説明した PTN 型 STD [3] を比較対

高適合率部分において，提案手法は従来手法を上回っ

象とした．提案手法のうち，事前索引付けの「最長

ている．また，クエリ単位交差検定と比較すると，講

日本音響学会講演論文集

- 119 -

2015年9月

100

で既存研究と関連するが，事前索引付け結果を情報

੧ু১
ਈৈਙચ؞ಞਙਯਈ৵

90

源とした素性を提案し，これにより検索性能が改善

80

することを示した．今後，本稿の素性，および，関連

੧ু১
৸ಞਙ 

70
ి়૨ [%]

60

研究における素性を併用することにより，検索性能を
更に改善することが期待できる．

੧ু১
ॡग़জಞਙ

50

7

40
30

本稿では，音声ドキュメントの音声認識結果から

జਟু১
37167'

20

生成した補助的キーワード集合と検索クエリキーワー

10
0

ドを用いて事前索引付けを行い，その結果に対して
0

10

20

30

40

50

60

70

Fig. 4 評価結果：クエリ単位交差検定
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