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概要：講演や講義などの長い音声ドキュメントの検索のための擬似適合性フィードバック（PRF：Pseudo
Relevance Feedback）について述べる．PRF とは，与えられたクエリ（初期クエリ）で検索を行い，その
検索結果から初期クエリに関連する語を抽出して，新たなクエリを作成するクエリ拡張手法である．本論
文では，はじめに講演音声そのものを対象とした検索（講演検索）および講演の一部を検索対象とした検索
（講演パッセージ検索）において PRF の効果を調査し，長い音声ドキュメントの検索では，関連語抽出が
難しく PRF が効果的でないことを示す．次に，この問題を解決するために，講演音声をあらかじめ適当な
長さの連続する発話群（パッセージ）に機械的に区切っておき，それを対象として初期検索を行って関連語
抽出を行う PRF 手法を提案する．提案手法が長い音声ドキュメント検索において従来法よりも適している
ことを明らかにしたうえで，拡張したクエリによる検索結果と初期クエリによる検索結果を組み合わせる
ことの効果を示す．CSJ の講演音声を対象とした講演検索および比較的長めの講演パッセージ検索におい
て，平均的な検索精度（11 点平均精度）の向上，および検索精度が向上するクエリ数の増加が確認できた．
キーワード：音声ドキュメント検索，講演音声，擬似適合性フィードバック，クエリ拡張

Pseudo Relevance Feedback for Lectures
Tomohiro Nishio1,a)

Hiroaki Nanjo2,b)

Takehiko Yoshimi2,c)

Received: June 10, 2013, Accepted: February 14, 2014

Abstract: Pseudo relevance feedback (PRF) for Lectures is addressed. PRF is one of well-known query
expansion (QE) methods, which extracts original query-related terms from initially retrieved documents
obtained by an original query. In this paper, we ﬁrst study PRF on lecture retrieval and passage (part of
lectures) retrieval tasks, and show that PRF does not work well on longer spoken document retrieval task due
to the diﬃculty in extracting truly related terms from longer documents. To solve the problem, we propose a
novel PRF method in which initial document retrieval is performed to search shorter documents (passages),
which are simply divided according to the number of utterances, and related terms are extracted from them.
We show that the proposed PRF outperforms conventional PRF on longer document retrieval tasks, and
then, show the eﬀect of combination of retrieval results obtained by the original query and expanded query
by the proposed PRF.
Keywords: spoken document retrieval, oral presentation, pseudo relevance feedback, query expansion
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1. はじめに
講演音声集合から探したい内容を表す箇所を見つける講
演音声ドキュメント検索の研究を行う．音声ドキュメント
とは，人と人とのコミュニケーションを目的とした音声を
録音したものである [1]．音声ドキュメント検索とは，テキ
ストによる書き起こしがなく，ラベルやタグ情報では十分
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な検索ができない音声データを音声認識によってテキスト

が多くの話題で構成されているとクエリに強く合致しない

化して検索するものである [2]．

話題からクエリと関係がない語を関連語として抽出してし

これまでの音声ドキュメント検索の主な研究対象は

まうため，クエリ拡張がうまく働かないためである．

TREC（Text Retrieval Conference）SDR（Spoken Docu-

この擬似適合性フィードバックに重要な 2 点と長い講演

ment Retrieval）に代表されるニュース [3], [4] や NTCIR-9

を対象とした検索についてそれらの関連および問題を考え

（NII Testbeds and Community for Information access Re-

る．講演検索タスクや講演パッセージ検索タスクのうちで

search）[5] および NTCIR-10 [6] に代表される講演であっ

も比較的長い音声区間を対象とする検索タスクでは，ある

た．これらにおいて，ドキュメント拡張などを用いて音声

程度の検索精度が得られることが分かっている [12], [13]．

認識誤りに対して頑健にインデキシングを行う方法 [4], [7]

すなわち擬似適合性フィードバックに用いる検索結果の上

や，クエリ拡張 [8], [9] などが研究されている．

位のドキュメントに，真の適合ドキュメントがある程度含

クエリ拡張とは，ユーザが入力した初期クエリに対して

まれている．しかし，得られる適合ドキュメントは長いた

いくつかの関連語を加えることでより検索に適したクエリ

め複数の話題を含んでいる．クエリに強く合致する適合箇

を生成する手法である．代表的なクエリ拡張手法として，

所はドキュメントの一部であることがほとんどである．こ

Web ページ [8] やシソーラスを用いる手法 [9]，および初期

のため，このようなドキュメントからの関連語の抽出は難

クエリによる検索結果から関連する語を抽出する擬似適合

しい．テキストドキュメントを対象とした検索では，章，

性フィードバック [9] などがあげられる．本研究では，あ

節，段落区切りが明確であるため，これらの情報をもとに

る程度の長さ（およそ 10 分以上）を持つ講演や講義の音

真の適合箇所を特定し（パッセージ検索し）
，そこから強く

声の自動書き起こし（以下，講演音声ドキュメント）を対

関連する語を抽出することが考えられる．しかし，音声ド

象とした擬似適合性フィードバックを研究する．このよう

キュメントでは，タイトルや段落区切りなどの構造が明示

な長い音声ドキュメントの検索における擬似適合性フィー

されないため，このようなアプローチをそのまま適用でき

ドバックの研究は，これまでに見当たらない．

ない．これに対して，本論文では，講演音声をあらかじめ

テキスト検索には，一般的に検索タスクとしてドキュメ

適当な長さの連続する発話群（パッセージ）に区切り，そ

ントを検索単位とする「ドキュメント検索」タスクとドキュ

れらを対象として初期検索（講演パッセージ検索）を行っ

メントの一部，たとえば段落や節を検索単位とする「パッ

て得られた結果から関連語抽出を行う手法を提案する．な

セージ検索」タスク [10], [11] がある．講演音声ドキュメン

お，テキスト検索においても，段落情報などを用いずに適

ト検索にこの分類を適用すると，講演音声ドキュメントそ

当な長さのパッセージに区切っておきそこから関連語抽出

のものを検索単位とするタスクを講演検索タスク，講演音

を行うもの [14], [15] があり，本研究と考え方は類似して

声ドキュメントを分割し，これを検索単位（パッセージ）

いる．

とするものを講演パッセージ検索タスクと定義できる．講

提案手法は，長い音声ドキュメント検索，たとえば講演

演検索は通常の動画検索と同様の使い方が想定でき，講義

検索や比較的長いパッセージを対象とする講演パッセージ

や講演そのものをみつけるために利用される技術といえ

検索において，検索したい単位とは異なる，適当な短さの

る．また，講演パッセージ検索は，長い講義や講演の中の

単位に自動分割された発話単位（パッセージ）を話題のま

真に得たい箇所をみつける使い方が想定され，講義や講演

とまりと見なして，そこから関連語抽出を行うものであり，

の動画を途中から頭出し再生するといった利用法を可能と

この点において新しい．さらに，対象とする音声ドキュメ

する技術である．これらは互いに独立かつ重要な技術であ

ント以外の知識源，たとえば Web ページやシソーラスな

り，どちらも検索精度向上が望まれている．本研究でもこ

ど，を必要としない単純な手法であるといえる．このため

れらの両タスクで，擬似適合性フィードバック手法を評価

本手法は，これらのデジタル化された言語知識源の整備が

し，その効果を明らかにする．

あまり進んでいない言語の音声ドキュメント検索にも利用

擬似適合性フィードバックとは初期クエリによる音声ド

可能であり，応用範囲も広いと考える．

キュメントの検索結果の上位を擬似的に適合ドキュメント

本論文では，長い音声ドキュメント検索において，提案

と見なして関連語を抽出する手法である．この手法をよく

する擬似適合性フィードバックによるクエリ拡張の効果を

機能させるためには，適合ドキュメントと見なすドキュメ

明らかにしたうえで，拡張したクエリによる検索結果と拡

ントが適切であることが重要である．具体的には，初期検

張前クエリによる検索結果を組み合わせることの効果を示

索結果の検索性能が低すぎないこと，および，各ドキュメ

す．本論文の実験において得られる結果は新しく，長い音

ントが単一の話題もしくはなるべく少数の話題で構成され

声ドキュメント検索の研究にとって有益と考えられる．

ていること，の 2 点が重要である．なぜならば，初期検索

本論文の構成について述べる．2 章では本研究で用いた

精度が低いと関連しないドキュメントからクエリと無関係

検索評価用テストコレクションについて述べる．3 章では

な語を関連語として抽出してしまい，また，ドキュメント

検索システムについて述べる．4 章では擬似適合性フィー
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ドバックの手法および効果について述べる．5 章では講演
音声ドキュメント検索のための擬似適合性フィードバック
の手法および効果について述べる．6 章では拡張前クエリ
と拡張後クエリの併用手法とその有効性について述べる．

7 章で結論を述べる．
図 1

2. 講演音声ドキュメント検索

各検索単位の関係

Fig. 1 Relationship of document units.

2.1 検索評価に用いるデータ
本研究では，長い音声ドキュメントを対象とした検索実

認識を行っておく必要がある．本論文では文献 [18] に述

験を行うために，検索対象の音声データとして日本語話し言

べられている音声認識条件（連続単語音声認識）で得られ

葉コーパス [16]（CSJ：Corpus of Spontaneous Japanese）

た CSJ 講演の音声認識結果を検索対象とする．これは音

の学会講演 987 件と模擬講演 1,715 件の合計 2,702 件の講

声ドキュメント検索テストコレクション [12] に含まれてい

演を用いる．学会講演の長さはほとんどが 10 分から 25 分

る音声認識結果（認識率は 65%から 95%）と同じもので

程度であるが，1 時間を超えるものもある．模擬講演は，

ある．クエリには自然言語文で記述された 125 件のテキス

一般話者による日常的話題についての 12 分程度のスピー

ト（NTCIR-9 SpokenDoc の dry run 用クエリ 39 件およ

チである．このようなおよそ 10 分を超える長さの講演の

び formal run 用クエリ 86 件）を用いる．これは各クエリ

自動書き起こしを本論文では長い音声ドキュメントとして

に対する答えとしての適合情報が，NTCIR-9 SpokenDoc

扱う．本論文では CSJ の講演音声ドキュメントを検索対

において「CSJ のどの講演のどの発話（IPU）からどの発

象として提案手法の評価を行う．ただし，本提案手法が検

話（IPU）まで」という単位で付与されており，これを評

索対象とするものはこのような長さの講演音声ドキュメン

価に用いることができるためである．なお，付与された適

ト一般であり，CSJ に限定されるものではない．

合度には適合（R）と部分適合（P）があり，本研究では適

本論文で提案する講演検索タスクでの擬似適合性フィー

合ラベル（R）が付与された区間のみをクエリに対する正

ドバックは，初期検索として講演パッセージ検索を行って

解として扱った．講演検索や講演パッセージ検索では，こ

関連語抽出とクエリ拡張を行い，本検索である講演検索を

の適合ラベル（R）がつけられた区間を一部でも含む講演

行うものである．また，講演パッセージ検索での擬似適合

またはパッセージを，各クエリに対する正解ドキュメント

性フィードバックは，初期検索として講演パッセージ検索

とした．

を行って関連語抽出とクエリ拡張を行い，本検索である講
演パッセージ検索を行うものである．その際，初期検索と
本検索時のパッセージ単位は独立に設定する．本研究で

2.2 評価尺度
情報検索システムの検索性能の評価尺度には，正解が検

は，パッセージ単位として，60 発話単位，30 発話単位，15

索結果としてどれほど出力されたかを表す再現率（recall）

発話単位，10 発話単位，および 5 発話単位を採用する．本

と，検索結果中に正解がどの程度含まれているかを表す精

研究では発話単位として CSJ の IPU（Inter Pausal Unit）

度（precision）がある．理想的には，再現率と精度を同時

を採用する．IPU とは原則 200 msec. のポーズで区切られ

に 1 に近づけることが望ましい．実際には両者はトレー

た音声区間であり，通常どおり話されている単語の途中で

ドオフの関係にあり，一般的に，検索結果を上位に絞ると

IPU が分割されていることはない．60 発話単位とは単純

再現率は低いものの精度が高く，検索結果を多く出力する

に講演の先頭から順に 60 発話ごとに区切ったパッセージ

と再現率は高くなるものの精度が低くなる，といった傾向

であり，この各区間が検索対象（パッセージ）となる．30

がある．このため，ある検索出力数のときの再現率と精度

発話単位と 15 発話単位，10 発話単位，5 発話単位について

だけで検索性能を評価するのは不十分である．この問題

も 60 発話単位と同様に講演の先頭から順にそれぞれ 30 発

に対して，検索結果出力数を変化させて様々な再現率レ

話，15 発話，10 発話，5 発話ごとに区切ったものである．

ベルのときの精度を求め，それらの平均をとった値が評

各発話単位の関係を図 1 に示す．それぞれの発話単位は検

価尺度として広く用いられる．この尺度により平均的に

索を行う前にあらかじめ準備でき，独立して用いることが

性能が高い検索システムを評価できる．このような評価

できる．このような自動分割に基づくパッセージ単位は音

尺度として，平均精度（Average Precision）や補間 11 点

声ドキュメント検索の検索性能の基本評価 [12] や講演音声

平均精度（Interpolated 11-point Average Precision；以下

ドキュメント検索 [17] でも利用されており，本研究ではこ

“11ptAP”）がある [19]．本研究では，あらかじめ決められ

れにならった．

た 11 点での再現率レベルでの精度の平均である 11ptAP

音声ドキュメント検索は音声認識結果を検索対象とす

を評価尺度として採用した．11ptAP は，式 (1) に示され

るものであるため，検索用の索引を作るよりも前に音声

るとおり，各検索クエリ Qk に対して 0.0 から 1.0 まで 0.1
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刻みでの各再現率レベル x における補間精度 IPQk (x)（式

ム Chasen-v2.2.1+ipadic2.4.1 を用いる．検索エンジンに

(3)）を求め，それらの平均 11ptAP (Qk )（式 (2)）を全検

は汎用連想計算エンジン GETA *1 を用いる．
これらに基づいて検索システムを構築し，クエリ Q が与

索クエリで平均したものである．

11ptAP =

えられたとき，すべてのドキュメント Di について Q との

N
1 
11ptAP (Qk )
N

(1)

k=1

1 
IPQk
11
10

11ptAP (Qk ) =



i=0

IPQk (x) =

max

x≤RQk (T )

i
10

類似度 SMART(Q, Di ) を算出して類似度が 0 より大きい
ものを高い順に全件出力し，評価を行う．



PQk (T )

(2)

4. 擬似適合性フィードバック

(3)

4.1 クエリ拡張の概観
本論文では情報検索の方法としてベクトル空間に基づく

ここで RQk (T ) と PQk (T ) は，それぞれクエリ Qk に対す

方法を用いる．ベクトル空間モデルに基づく検索システム

る検索結果の上位 T 番目までの検索結果の再現率と精度で

ではクエリは単語の出現頻度（qtftk ）を要素としたベクト

ある．

ルで表される．初期クエリ Q のベクトルを q，クエリに付

3. 検索システム

け加えるベクトルを qa ，重みを α とした場合，拡張され
たクエリ Qn のベクトル qn は式 (7) で表される．ベクト

本論文ではベクトル空間モデル [19] に基づくドキュメン
ト検索システムを用いて，擬似適合性フィードバックの効

ル空間モデルではこの q を qn にすることがクエリ拡張と
いえる．

果を検証する．ベクトル空間モデルは，ドキュメントとク

qn = q + αqa

エリをベクトルで表現し，ベクトル間の類似度により検索
を実現するモデルである．本論文では，ベクトル間の類似
度に SMART [20] を用いる．これはあるクエリ Q とドキュ
メント Di （1 ≤ i ≤ N ）の類似度を，Q と Di のそれぞれ
での索引語 tk （1 ≤ k ≤ m）の正規化出現頻度 qtk および

di,tk を用いて，式 (4) で与えるものである．
SMART(Q, Di ) =

m


(qtk · di,tk )

di,tk

qtk

張を行う．すなわち初期クエリベクトル q に対して重み
（正の整数）を乗じ，クエリ拡張する．

qn = βq + qa

(8)

4.1.1 適合性フィードバック
適合性フィードバックとは，得られた検索結果のうち，

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨

1 + log(tfi,tk )
1 + log(avtfi )
= (1 - slope) · pivot + slope · utf
i
⎪
⎪
⎪
⎩0

⎧
⎪
⎨ 1 + log(qtftk ) log N
ntk
= 1 + log(avqtf)
⎪
⎩0

一般的に α < 1 であるが，本実験では qn の要素を整数
とするため，式 (8) に基づき β を正の整数としてクエリ拡

(4)

k=1

ただし，

(7)

どのドキュメントが検索意図に適合し，どのドキュメント

if tfi,tk > 0
otherwise

が適合でないかをユーザが検索システムに入力することに
より，クエリベクトル q を qn に修正するものである [19]
（式 (9)）．

(5)
if qtftk > 0

qn = ω o q + ω1 dr − ω2 dn

(6)

otherwise

(9)

このとき， dr と dn はそれぞれ適合ドキュメントの集合
と不適合ドキュメントの集合に含まれる単語の出現頻度を

ここで，tfi,tk は Di 中での tk の出現数，avtfi は Di にお

各要素とするベクトルである．また，ω0 ，ω1 ，ω2 は 0 以

ける単語の出現数の平均を表す．pivot は 1 ドキュメント

上の定数である．

中の異なり単語数の平均，utfi は Di 中の異なり単語数を

4.1.2 擬似適合性フィードバック

表す．slope は補間係数（0.2）である．qtftk は，Q 中での

ユーザによる適合ドキュメントであるかどうかの判断を

tk の出現数，avqtf は Q に含まれる単語の出現数の平均を

必要とせず，ユーザとのインタラクションなしに関連語を

表す．N は検索対象ドキュメント数を表す．ntk は，tk を

抽出し，クエリ拡張を行う手法を擬似適合性フィードバッ

含むドキュメント数を表す．

ク（PRF：Pseudo Relevance Feedback）という [21]．本研

本研究では，先行研究 [13] に従って，索引語を動詞と名

究では，この PRF を音声ドキュメント検索に用いてクエ

詞の基本形とする．なお，検索対象は音声ドキュメント，

リ拡張を行う．アルゴリズムを以下に示す．また，この様

すなわち連続単語音声認識により自動で書き起こされた

子を図 2 に示す．

テキストであり，索引語はそれに含まれる動詞および名詞

( 1 ) 事前に作成された索引に対して与えられたクエリ Q の

（総数 28,731）である．品詞の認定には形態素解析システ
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表 1

PRF の効果（11ptAP の比較）

Table 1 Eﬀect of PRF (comparison of 11ptAP).
検索単位

Baseline

PRF

講演単位

0.531

0.470

60 発話単位

0.327

0.305

30 発話単位

0.260

0.271

15 発話単位

0.187

0.205

10 発話単位

0.149

0.175

5 発話単位

0.104

0.123

• 擬似適合ドキュメント数
• 関連語数
• 重み
擬似適合ドキュメント数は，初期クエリ Q で得られた検
索結果の上位何件を擬似的に適合ドキュメントと見なすか
についてのパラメータである．関連語数は，適合ドキュメ
ントから式 (6) を用いて関連語抽出を行う際に何語抽出す
図 2 PRF を用いた音声ドキュメント検索の概観

るかについてのパラメータである．重みは式 (8) における

Fig. 2 Overview of pseudo relevance feedback on spoken document retrieval.

初期クエリに対する重み β である．本研究では，125 件の
クエリを用いて Leave-one-out の交差検定を行った．具体

クエリベクトル q で初期検索を行い，初期検索結果を

的には，124 件のクエリを用いて 11 点平均精度の平均が
最大となるように各パラメータの推定を行い，残りの 1 件

得る．

( 2 ) 初期検索結果の上位数件を擬似適合ドキュメントと

の検索実験にその推定パラメータを用いた．その際，擬似
適合ドキュメント数は 1 件から 5 件までの 1 件刻み，関連

する．

( 3 ) 擬似適合ドキュメントから関連語を抽出する（後述：

語は 10 語から 50 語まで 10 語刻み，β は 1 から 10 まで 1
刻みで変化させて実験を行った．これをすべての分割セッ

式 (6) に基づいて行う）
．

( 4 ) 関連語からなるベクトルと元のクエリベクトルの重み
つき和をとり，拡張されたクエリベクトル qn を得る．

( 5 ) 事前に作成された索引に対して qn で本検索を行い，
最終検索結果を得る．
なお，事前に作成する索引の単位については，講演検索
では講演単位，講演パッセージ検索ではパッセージ単位と

トに対して行った．なお，本論文では関連語抽出を行う際
に，ドキュメント出現頻度が 1（ntk = 1）の語を除外した．
これは，このような語を追加しても，すでに得られている
ドキュメント以外を求められないためであり，当該単語の
代わりに他の関連語を追加したほうが検索に有益と考えた
ためである．

する．本研究では手順 ( 3 ) の関連語の抽出において，不適
合ドキュメントを用いない．したがって，PRF は以下の
式 (10) で表される．なお式 (10) は，ω0 /ω1 を β とし dr を

qa とすれば，式 (8) と一致する．本実験では式 (8) を用い
て PRF を行う．

4.3 擬似適合性フィードバックの効果
まず，初期クエリでの講演検索および種々の長さのパッ
セージ検索（60 発話単位，30 発話単位，15 発話単位，10
発話単位，5 発話単位）の検索結果について述べる．各初
期クエリで検索を行って 11 点平均精度を求め，全クエリ

qn = ω0 q + ω1 dr
ω0
q + dr
≈
ω1

(10)

また，関連語の抽出は単語の出現頻度に基づいて行う．

での平均値を求めた．検索結果を表 1（Baseline 列）に示
す．講演単位，60 発話単位，30 発話単位，15 発話単位，10
発話単位，5 発話単位での 11 点平均精度の平均値はそれぞ
れ 0.531，0.327，0.260，0.187，0.149，0.104 であった．こ

具体的には初期クエリから得られた擬似的な適合ドキュメ

れらは，検索対象ドキュメント（講演そのものまたはパッ

ント集合を 1 つのクエリと見なして，式 (6) に基づいて各

セージ）が短いほどそもそもの検索精度が低いことを示し

語の正規化出現頻度 qtk を求め，この値が高いものから順

ている．

に抽出する．

PRF による拡張後クエリでの各発話単位の検索結果を
評価した．結果を表 1（PRF 列）に示す．30 発話単位，15

4.2 擬似適合性フィードバックの実験条件

発話単位，10 発話単位，5 発話単位の検索では 11 点平均精

PRF には，以下のパラメータがある．

度の平均値はそれぞれ 0.260 から 0.271，0.187 から 0.205，
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表 2

PRF の影響の例

Table 2 Exapmle of PRF and its eﬀect.
検索単位

講演単位

クエリ

15 発話単位

アボリジニーはどこの国にいるか。
日焼け 生る 粋 鮫

アボリジニー 大陸 移住

時差 島国 紫外線

生る 粋 原住民

ビーチ サンタ 真夏

陸上 先週 旗 迫害

1.000 → 0.861

0.394 → 0.688

関連語

11ptAP

講演単位，60 発話単位では，PRF によって検索精度が向
上しなかったクエリのほうが多いことが分かる．PRF の
図 3 検索精度が向上したクエリの割合

影響の例（講演単位で検索精度が低下し，15 発話単位で検

Fig. 3 Ratio of improved queries.

索精度が向上したクエリ）を表 2 に示す．講演単位では関
連語中に当該クエリの検索意図を含む大きな話題から選ば

0.149 から 0.175，0.104 から 0.123 と向上したものの，講演

れた語が多いことが分かる．これに対し，15 発話単位では

単位，60 発話単位では 11 点平均精度の平均値はそれぞれ

関連語中に当該クエリの検索意図に関連する語が数語ある

0.531 から 0.407，0.327 から 0.305 と低下した．これらは

ことが分かる．これは，講演単位での検索はうまく行われ

検索対象となるドキュメントが短いときに PRF の効果が

ているが，検索結果として得られたドキュメントが，ある

大きく，ドキュメントが長くなるに従って PRF は効果が

話題を中心に複数の小話題を含むものであり，PRF の際

小さくなる，または悪影響が大きくなることを示している．

に当該クエリと関連しない小話題の語が関連語として抽出

次に PRF 時のパラメータについて述べる．講演検索に

されているためと考えられる．15 発話単位での検索では，

おける PRF の各パラメータ（擬似適合ドキュメント数

検索結果として得られたドキュメントが小さいので複数の

Nd ，追加する関連語数 Nw ，重み β ）はそれぞれ，125 件

話題を含みにくく，PRF の際に当該クエリに大きく関連す

中 123 件のクエリで (Nd , Nw , β) = (1, 10, 10)，2 件のクエ

る語が抽出されたと考えられる．

リで (2, 10, 10) であった．クエリごとのばらつきはほとん

PRF の各パラメータはそれぞれ，125 件中 81 件のクエリで

5. 講演音声ドキュメント検索のための擬似適
合性フィードバック

(Nd , Nw , β) = (4, 10, 6)，27 件のクエリで (4, 10, 10) であっ

講演検索タスクや講演パッセージ検索のうちでも比較的

どなかった．講演パッセージ検索（60 発話単位）における

た．その他のクエリでは Nd が 2〜5，β が 9〜10 となった．

長いパッセージを対象とする検索タスクでは，中程度の検

クエリごとにばらつきはあるものの大きな差はないと考え

索精度（11ptAP が 0.3 から 0.5 程度）が得られている．し

る．その他の講演パッセージ検索（30，15，10 および 5 発

かし，このような検索タスクでは，検索で得られる擬似適

話単位）での PRF の各パラメータについても，クエリごと

合ドキュメントは長く複数の話題を含むため，クエリに強

に大きなばらつきはみられなかった．それぞれで最も多く

く合致する関連語を抽出することが難しく PRF が機能し

選択されたパラメータは，30 発話 (Nd , Nw , β) = (1, 10, 4)

ないことも分かった．

（125 件中 125 件）
，15 発話 (2, 10, 2)（125 件中 123 件）
，10

この問題に対して，本論文では，講演音声ドキュメン

発話 (5, 10, 2)（125 件中 125 件）
，5 発話 (2, 10, 1)（125 件

ト（音声認識結果）をあらかじめ適当な長さの連続する発

中 124 件）であった．検索対象（講演またはパッセージ）

話群（パッセージ）に区切り，それらを対象として初期検

の長さごとに比較すると Nw および Nd には長さに依存す

索（講演パッセージ検索）を行って得られた結果から関連

る傾向はみられないものの，重み β は検索対象が短いほど

語抽出を行う手法を提案する．これを本論文では講演音

小さくなる傾向があることが分かった．これは，検索対象

声ドキュメント検索のための擬似適合性フィードバック

が短いほど，元のクエリに付け加える関連語からなるベク

（PRFL：Pseudo Relevance Feedback for Lectures）とよ

トルが相対的に重視されることを意味している．このこと

ぶことにする．

は，短い音声ドキュメント検索ほど抽出された関連語が適
切，すなわち，これらで構成されるベクトルが PRF に有

5.1 実験条件

益であることを示唆している．

5.1.1 講演検索タスクでの提案法（PRFL）

初期クエリでの検索結果と比べて PRF による拡張後ク

講演検索タスクにおける PRFL の概観を図 4 に示す．

エリでの検索結果で 11 点平均精度がどれだけのクエリで

基本的には PRF（図 2）と同じである．PRF のアルゴリ

向上したか調べた結果を図 3 に示す．ドキュメントが長い

ズム（4.1.2 項参照）と異なる点は，PRFL では，手順 ( 1 )
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表 3 PRFL の効果（11ptAP の比較）

Table 3 Eﬀects of PRFL (comparison of 11ptAP).
検索単位

Baseline

PRF

PRFL（15）

PRFL（10）

PRFL（5）

講演単位

0.531

0.470

0.482

0.489

0.447

60 発話単位

0.327

0.305

0.325

0.328

0.301

30 発話単位

0.260

0.271

0.261

0.270

0.248

15 発話単位

0.187

0.205

（0.205）

0.210

0.195

10 発話単位

0.149

0.175

0.166

5 発話単位

0.104

（0.175）

0.123
0.124
0.129
∗（
）は通常の PRF と同じ

0.158
（0.123）

図 5 講演パッセージ検索における PRFL の概観
図 4

講演検索における PRFL の概観

Fig. 5 Overview of PRFL on lecture passege retrieval.

Fig. 4 Overview of PRFL on lecture retrieval.

重み）に関しては，PRF の実験（4 章）で得られたものを
の初期検索があらかじめ短く分割された講演パッセージを
対象としたパッセージ検索という点のみである．

用いる．すなわち，クエリごとに PRF 時の交差検定で得
られた値を用いる．

PRFL に必要なパラメータとして，PRF で用いたものと
同じパラメータ（擬似適合ドキュメント数，関連語数，重
み）に加え，初期検索（講演パッセージ検索）のパッセー
ジ単位がある．本研究では，初期検索のパッセージ単位に

15，10 および 5 発話を採用する．それぞれのドキュメント
長の平均は 35 秒，24 秒，12 秒である*2 ．擬似適合ドキュ
メント数，関連語数，重みは PRF の実験（4 章）で得られ
たものを用いる．すなわち，クエリごとに PRF 時の交差
検定で得られた値を用いる．

5.1.2 講演パッセージ検索タスクでの提案法（PRFL）
パッセージ検索タスクにおける PRFL の概観を図 5 に
示す．基本的には PRF（図 2）と同じである．PRF のア
ルゴリズム（4.1.2 項参照）と異なる点は，初期検索と本検
索（ともにパッセージ検索）の索引（パッセージ単位）が
同一でない点のみである*3 ．
ここでも初期検索のパッセージ単位として，15，10 およ
び 5 発話を採用する．講演パッセージ検索タスクにおける

PRFL のパラメータ（擬似適合ドキュメント数，関連語数，
*2
*3

単純に全講演の長さの合計を各ドキュメント数で割った平均
初期検索と本検索の索引が同じである場合は PRF そのものであ
る．
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5.2 実験結果
5.2.1 講演検索タスクにおける提案法（PRFL）の効果
講演検索タスクにおいて，PRFL を評価した．具体的に
は，初期検索（パッセージ検索）を行ってクエリを拡張し，

2 回目の本検索で講演検索を行った．検索結果（125 件の
クエリそれぞれに対する 11 点平均精度の平均値）を表 3
（講演単位の行）に示す．PRFL（15）
，PRFL（10）
，PRFL
（5）は，それぞれ初期検索のパッセージ単位が 15，10，5 発
話単位であることを示している．通常の PRF と比較して，

PRFL（15），PRFL（10）では検索精度がそれぞれ 0.470
から 0.482 に，0.470 から 0.489 に向上した．PRF（5）で
は検索精度の向上がみられなかった．これらの結果は講演
検索タスクにおいて，初期検索のパッセージ検索の単位と
して 15 発話や 10 発話が適していることを示している．
初期クエリでの検索と比べて PRFL（10）による拡張後
クエリでの検索で検索精度が向上したクエリの割合を図 6
（左端の講演部分）に示す．通常の PRF よりも，検索精度
が向上したクエリ数が大きく増加していることが分かる．
これらは，講演検索タスクにおける PRFL が特に有効であ
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図 6 に示されている．パッセージ長の異なる 5 つの講演
パッセージ検索すべてで，PRF よりも検索精度が向上し
たクエリ数が増加していることが分かる．特に 60 発話単
位の講演パッセージ検索タスクにおいて増加率がおよそ

35%（0.40→0.54）と大きい．これは，パッセージ単位が
長い講演パッセージ検索タスクにおいて，PRFL が有効で
あることを示している．

5.2.3 実験結果の考察と今後の課題
講演検索タスクおよび 5 種類の長さのパッセージを対象
とした講演パッセージ検索における PRFL では，初期検索
として 15 発話や 10 発話単位を対象とする講演パッセージ
検索が適していることが分かった．スライドを利用する講
図 6

検索精度が向上したクエリの割合（PRF と PRFL の比較）

Fig. 6 Ratio of improved queries (Comparison of PRF and
PRFL).

演ではスライド 1 枚につき 1 つの話題について話されてい
ると考えられ，著者らの経験上，スライド 1 枚の説明にか
かる時間はおおよそ 30 秒から 1 分程度であることが多く，

15 発話単位や 10 発話単位はこれを擬似的にモデル化して
ることを示している．

PRFL では PRF よりも高い検索精度が得られたものの，

いると考えられる．5 発話単位の講演パッセージ検索を初
期検索としたときに PRFL が機能しなかった原因として

初期クエリを用いたとき（表 3 Baseline 列）よりも高い検

は，パッセージが短すぎて初期検索の精度が十分でないこ

索精度は得られなかった．今後の課題として，講演検索タ

とや，十分な量の適切な関連語が抽出できなかったことが

スクでのより高精度な擬似適合性フィードバック法の検討

考えられる．

があげられる．

5.2.2 パッセージ検索タスクにおける PRFL の効果
講演パッセージ検索タスクにおいて，PRFL を評価した．

本論文ではパッセージに含まれる発話数を固定して一様
に自動分割したパッセージを初期検索（関連語抽出）に用
いている．どの程度の分割長が最適かの調査や分割長を可

具体的には，初期検索（パッセージ検索）を行ってクエリ

変にすること，話題の転換点の推定に基づいての分割など

を拡張し，2 回目の本検索で講演パッセージ検索を行った．

は今後の課題である．

検索結果は表 3（60 発話単位，30 発話単位，15 発話単
位，10 発話単位，5 発話単位の行）に示されている．表 3

6. 拡張前クエリと拡張後クエリの併用

の行はそれぞれ 2 回目の本検索でのパッセージ単位を表し

PRF や PRFL によるクエリ拡張では，擬似適合ドキュ

ている．表 3 の列はそれぞれ初期検索のパッセージ単位を

メントから関連語を抽出する．クエリによってはこの擬似

表しており，PRFL（15）
，PRFL（10）
，PRFL（5）は，そ

適合ドキュメントに真の適合ドキュメントが含まれず，検

れぞれ初期検索のパッセージ単位が 15，10，5 発話単位で

索精度の低下の原因となる可能性がある．4.3 節では PRF

あることを示している．通常の PRF と比較して，PRFL

による拡張後クエリでの検索結果（図 3）で 11 点平均精度

（15）では，60 発話単位，5 発話単位のパッセージ検索で検

が向上したクエリがおおよそ 30%から 60%であることが分

索精度がそれぞれ 0.305 から 0.325，0.123 から 0.124 に向

かった．5.2.2 項では PRFL による拡張後クエリでの検索

上した．30 発話単位と 10 発話単位のパッセージ検索では，

結果（図 6）で 11 点平均精度が向上したクエリがおおよそ

それぞれ 0.271 から 0.261，0.175 から 0.166 に低下した．

40%から 60%であることが分かった．向上していないクエ

PRFL（10）では，60 発話単位，15 発話単位，5 発話単位

リについては，検索精度に変化がなかったものもあるが，

のパッセージ検索で検索精度がそれぞれ 0.305 から 0.328，

ほとんどがクエリ拡張によって検索精度が低下していた．

0.205 から 0.210，0.123 から 0.129 に向上した．30 発話単

この問題に対処する方法として，初期クエリ（拡張前ク

位のパッセージ検索では 0.271 から 0.270 と検索精度が低

エリ）での検索結果と拡張後クエリでの検索結果とを併用

下しているものの，大きな差はなかった．PRFL（5）では，

する方法がある [22], [23], [24]．これはクエリ拡張による

通常の PRF と比較して検索精度の向上がみられなかった．

精度低下を拡張前クエリでの検索結果で補うことを目的と

これらの結果は講演パッセージ検索では，検索対象のパッ

した手法であり，拡張前クエリ Q とドキュメント Di 間の

セージ長によらず，初期検索のパッセージ単位として 15

類似度 SMART(Q, Di ) と拡張後クエリ Qn とドキュメン

発話単位や 10 発話単位が適していることを示している．

ト Di 間の類似度 SAMRT(Qn , Di ) とを組み合わせて検索

初期クエリでの検索と比べて PRFL（10）による拡張

を行う．類似度の統合方法には様々考えられるが，本研究

後クエリでの検索で検索精度が向上したクエリの割合も

では線形対数補間を用いる．具体的には式 (11) に基づいて
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類似度を統合し統合後の類似度 SIM(Q, Di ) を得る．λ は

6.2 拡張前クエリと拡張後クエリの併用

統合重みを表す．

6.2.1 効果

この拡張前後のクエリを併用する方法自体は新しくない

拡張前クエリと PRF による拡張後クエリの併用の結果

が，講演のように長い音声ドキュメントの検索において

を表 4（Base+PRF 列）
，拡張前クエリと PRFL（10）によ

PRFL と組み合わせてその効果を調査した研究はこれまで

る拡張後クエリの併用の結果を表 4（Base+PRFL（10）列）

にみられず，本論文はこの点において新しい．

にそれぞれ示す．拡張前クエリと PRF による拡張後クエ
リの併用（Base+PRF）により，拡張前クエリ（Baseline）
，

SIM(Q, Di ) = λ · log SMART(Q, Di )
+(1 − λ) · log SMART(Qn , Di )

拡張後クエリ（PRF）のいずれかのみを用いたときよりも

(11)

高い，もしくは同等の 11 点平均精度が得られた．拡張前

こうして統合された類似度 SIM(Q, Di )，を用いてドキュ

クエリ（Baseline）と PRFL（10）による拡張後クエリの

メント Di を類似度の降順に並べ替え最終的な検索結果と

併用でも同様の傾向が得られた．併用においては PRF で

する．拡張前後のクエリの併用による検索の概観を図 7 に

拡張したクエリよりも PRFL（10）で拡張したクエリを用

示す．

いる効果が大きかった．Base+PRFL（10）により，講演
検索タスクで 11 点平均精度が 0.531 から 0.542，60 発話単
位パッセージの講演パッセージ検索タスクで 11 点平均精

6.1 実験条件
拡張前クエリと拡張後クエリの併用では重み付け統合パ

度が 0.327 から 0.353 となった．
統合時の重み λ は，講演検索では 125 件すべてで 0.4，

ラメータが必要である．具体的には，拡張前クエリ Q とド
キュメント Di 間の類似度と拡張後クエリ Qn とドキュメ

60 発話講演パッセージ検索では 0.3（125 件中 122 件）お

ント Di 間の類似度の統合重み（式 (11) の λ）を 0.1 から

よび 0.4（125 件中 3 件）
，30 発話講演パッセージ検索では

0.9 まで変化させ，125 件のクエリを用いて Leave-one-out

0.8（125 件中 123 件）および 0.6（125 件中 2 件），15 発話

の交差検定を行った．

講演パッセージ検索では 0.8（125 件中 116 件）および 0.6
（125 件中 9 件）
，10 発話講演パッセージ検索では 0.7（125
件中 124 件）および 0.8（125 件中 1 件），5 発話講演パッ
セージ検索では 0.6（125 件中 113 件）
，0.5（125 件中 9 件）
および 0.8（125 件中 3 件）であった．各検索タスクでは
クエリごとのパラメータのばらつきは大きくないことが分
かった．
拡張前クエリでの検索結果（Baseline）と比べて拡張前
後のクエリの併用（Base+PRFL（10）
）での検索結果で 11
点平均精度がどれだけのクエリで向上したか調べた結果を
図 8 に示す．比較のため，PRF の結果と，Base+PRF の
結果も示してある．拡張前後のクエリの併用によって検索
精度が向上したクエリの割合も増加していることが分か
る．特に講演検索タスクやパッセージ検索のうちでも比較
的長い音声区間を対象とする検索タスクで大きく増加して

図 7

いることが分かる．
拡張前後のクエリ併用による音声ドキュメント検索の概観

Fig. 7 Overview of spoken document retrieval with both original and expanded queries.

これらのことは，拡張前後のクエリの併用は，特に検索
対象となる音声ドキュメントが長く，関連語抽出が正しく

表 4 拡張前後のクエリの併用の効果

Table 4 Eﬀects of combination of original and expanded queries.
検索単位

Baseline

PRF

PRFL（10）

Base+PRF

Base+PRFL（10）

講演単位

0.531

0.470

0.489

0.542

0.542

60 発話単位

0.327

0.305

0.328

0.337

0.353

30 発話単位

0.260

0.271

0.270

0.276

0.280

15 発話単位

0.187

0.205

0.210

0.212

0.219

10 発話単位

0.149

0.175

（0.175）

0.174

（0.174）

5 発話単位

0.104

0.123
∗（
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1 回分と統合処理の計算を加えることで実現できる．検索
にかかる計算量は大きいものの，拡張前クエリでの本検索
の処理は PRFL と独立に行える（並列計算可能）
．さらに，
拡張前クエリでの検索結果の取得には 1 回の検索でよいの
で，PRFL（2 回の検索必要）よりも早く検索結果が得られ
る．したがって，PRFL 終了後に待ち時間なく統合処理を
行うことができ，全体の処理時間の増加は O(D log D) と
いえる．

PRF/PRFL における拡張前後のクエリの併用にはより
多くの計算量が必要であるものの，ユーザからみた検索
図8

時間の増加（O(D log D)）は併用しないときに要する時間
検索精度が向上したクエリの割合（PRF，PRFL，拡張前後の
クエリの併用）

Fig. 8 Ratio of improved queries (Comparison of PRF, PRFL
and combination of original/expanded query results).

行われないような状況において有効であり，さらに PRFL
（10）による拡張クエリと拡張前クエリの検索結果の統合

（O(W D)）に比べて十分に小さいといえる．併用は，処理
時間の増加に対して得られる効果（平均精度の向上，精度
向上クエリ数の増加）が大きいといえる．

6.3 考察
前節まで実験により，PRFL および PRFL とベースライ

に効果がみられることを示している．

ンの結果の統合に効果がみられること，すなわち，11 点平

6.2.2 計算量に関する議論

均精度および改善するクエリ数が増加することを示した．

本項では，拡張前後クエリの併用に関するデメリットと

本節では，得られた検索精度が実際の講演検索や講演パッ

して考えられる処理時間の増加（計算量）について議論を

セージ検索でどのような意味を持ちうるか，さらに今後ど

行う．

の程度の検索精度を目指すべきかについて議論を行う．

まず，PRF のみを行う場合と拡張前後のクエリの併用を

6.3.1 講演検索タスク

比較する．PRF では，初期検索を行って関連語を取り出し

講演検索においては，より高い検索精度，すなわち検索

たうえで 2 回目の検索を行う．検索が 2 回必要であるうえ

結果上位に正解が多く出力されることを目指す必要があ

にこれらの検索を並列に行えないため，Baseline に比べて

る．これは，各講演が長いため（本実験ではおよそ 10 分以

2 倍以上の時間を要する．PRF 処理において併用を考える

上），ユーザが間違った検索結果を視聴した場合の時間的

と，関連語抽出のための初期検索をそのまま拡張前クエリ

損失が大きいためである．本実験の結果では，Baseline の

の検索とできるため，すでに得られている初期検索結果と

結果および拡張前後のクエリの併用の結果も検索精度（11

PRF の検索結果を統合し順位づけ（ソート）すればよいこ

点平均精度）の平均は 0.54 程度である．これは，検索結果

とが分かる．検索結果は最大でも D 個（D は検索対象の

の上位には平均的に 2 件に 1 件以上正解（ユーザが意図す

総ドキュメント数）の類似度であるので，統合には D 回

る検索結果）が含まれていると解釈できるものの，さらな

の足し算とソートが必要であり，計算量は O(D log D) で

る精度向上が望まれる．提案法（拡張前後のクエリの併用）

ある．なお，登録索引語数を W とすると，検索（すべて

によって検索精度が向上したクエリはおよそ 55%である．

のドキュメントとクエリとの類似度の計算）には，サイズ

ユーザが何度も検索を行うような場合には，早くみつけら

W × D の行列とサイズ W のベクトルの行列積の計算が必

れる回数が増えて満足度が向上する可能性も考えられる．

要であり，O(W D) の計算量である．通常 W は数万であ

6.3.2 講演パッセージ検索

るので，W D  D log D であり，併用は，PRF の計算量

講演パッセージ検索においては，パッセージ長が長すぎ

に比べてはるかに少ない計算量の処理を加えるだけで実現

ない限り，それほど高い検索精度は必要としない．たとえ

できる．また，PRF 後に併用処理を行うので，全体の処理

ば，5 発話単位パッセージの平均パッセージ長は 12 秒程

時間の増加は O(D log D) といえる．

度である．本実験で得られたように，検索結果の上位に平

次に，PRFL のみを行う場合と拡張前後のクエリの併用

均的に 8 件に 1 件以上の正解が含まれていれば（平均精度

を比較する．PRFL にも 2 回の並列計算できない検索処理

0.125 程度），ユーザが検索結果をすべて確認してから意図

が必要である．PRFL 処理において併用を考えると，関連

したものかの判定を行うものと仮定しても，1 つ目の正解

語抽出のための初期検索の検索単位（パッセージ長）は，

にたどり着くまでにかかる時間は長くても 12 秒 × 8 = 96

本検索の検索単位と異なるため，拡張前クエリで本検索を

秒程度と考えられ，実用に耐えうると考える．ただし，複

した場合の検索結果を取得しておく必要がある．統合処理

数の正解を結果として得たい場合は，さらなる精度向上が

は PRF と同じであるため，PRFL における併用は，検索

望ましいと考える．60 発話や 30 発話単位のパッセージの
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平均長はそれぞれ 2 分，1 分程度である*4 ．このため，間

や誤って音声認識される語は，本来の単語と近いサブワー

違った検索結果をユーザが視聴したときの時間的損失はや

ド列を持つ別の単語として音声認識結果に現れていること

や大きい．本実験の結果では，60 発話パッセージ検索タス

が多いため，部分的な一致に基づいて検索しようとするも

クで平均精度 0.353，30 発話パッセージ検索タスクで平均

のである．他の対応策として，Web ページなどの外部の

精度 0.280 である．検索結果の上位には平均的におよそ 3

言語知識源を利用して，未知語を含む様々な関連語を索引

件から 4 件に 1 件以上の正解が含まれていると考えられる

語として検索対象ドキュメントに事前に追加しておくこと

ものの，実用上はさらなる精度向上が望ましいと考える．

（ドキュメント拡張）[7] も考えられる．今後は，このよう

提案法（Base+PRFL（10）
）により 70%程度のクエリで検

な未知語および音声認識誤りを考慮できる検索システムに

索精度の向上が得られており，何度も検索を行うような

おいて PRF を調査して，その効果を調べていきたい．

ユーザにとっては，早くみつけられる回数が増えるため，
満足度が向上する可能性も考えられる．
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6.3.3 今後の課題
今後の課題として被験者実験があげられる．たとえば，
実際にユーザが早くみつけられるようになったかについて
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