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音声ドキュメント検索における種々の検討および
線形補間係数を自動決定する検索質問拡張
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概要：近年，音声を含むマルチメディアコンテンツが身近な存在となり，それらを検索する音声ドキュ
メント検索に関する研究がさかんに行われるようになってきている．本論文では，2011 年に開催された

NTCIR-9 ワークショップのコアタスク SpokenDoc 内の SDR サブタスクに参加した際に行った音声ド
キュメント検索に対する種々の検討を報告する．検討内容はベクトル空間モデルによるテキスト検索にお
いて，索引語の単位，索引語重みづけ方法，ベクトル空間に射影する音声認識候補数，検索質問拡張方法
などの比較である．これらの種々の検討結果に基づき NTCIR-9 ワークショップの SpokenDoc タスク内
の SDR サブタスクに提出した検索結果は，NTCIR-9 ワークショップから提供された音声認識結果を用い
SDR サブタスクに参加した 3 機関（9 結果）の中で最も高い検索精度を示した．本論文では，各ベクトル
空間で計算される類似度を統合して音声ドキュメント検索を行うことを提案した．さらに，検索質問拡張
における検索質問ベクトルと拡張ベクトルを結合する線形補間係数の自動決定手法を検討した．提案手法
の有効性の検証および種々の検討ため，NTCIR-9 の SpokenDoc タスク内の SDR サブタスクを用いた音
声ドキュメント検索実験を行った．実験結果より，音節を索引語とした場合，単語を索引語とした場合の
両方において，索引語重みづけ手法 TF-IDF が高い検索精度を示した．また，検索質問拡張に用いる文書
は，収集範囲に制限を行わずインターネット上の Web ページ全体を検索し，収集した場合に検索精度が
高くなることが分かった．さらに，提案手法により各ベクトル空間で計算される類似度を統合して音声ド
キュメント検索を行うことは，各ベクトル空間の検索結果を向上させることが分かった．
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Abstract: Recently, there are many other kinds of media data, such as pictures, movies, music, speech, and
so on, on the Internet. We focus on retrieval of speech data in the form of “spoken documents” from among
these multimedia data. This paper describes investigations of the spoken document retrieval performed when
we attended the SpokenDoc task in NTCIR-9 meeting. We investigated the kind of index terms, the weighting method of index terms, the query expansion method, and so on. In addition, we propose a distance
combination method for the spoken document retrieval and investigate a weight parameter determination
method for query expansion. We conducted spoken document retrieval experiments on the SpokenDoc task
of the NTCIR-9 workshop for investigations and for evaluation of the proposed method. Experimental results
show that the TF-IDF is useful for the term weighting method. In addition, experimental result shows that
the distance combination improves the retrieval performance of individual method.
Keywords: spoken document retrieval, vector space model, query expansion
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1. はじめに
インターネットの普及により容易に大容量のテキスト文

る単語をあらかじめ索引語として抽出し，検索対象文書お
よび検索質問文を各次元が各索引語と対応するベクトルと
して表現する．この際のベクトルの値（索引語の重み）は，

書が入手可能となり，それらを効率的に検索するためのテ

索引語の頻度などの何らかの値が用いられる．しかし，誤

キスト文書検索がさかんに研究され，多くの検索エンジン

認識や未知語といったノイズを含む音声ドキュメントに対

が実用化に至っている．近年では通信回線のブロードバン

し，高い検索精度が得られるベクトル空間の構築方法など

ド化にともない，テキスト以外のメディア情報が増加し利

の検討は不十分である．そこで，我々は，音声ドキュメン

用可能な環境となってきている．特に，YouTube などの

ト検索に有効な索引語の単位，索引語重みづけ方法，音声

動画サイトや Podcast の普及により，音声を含むマルチメ

ドキュメントとして利用する音声認識より得られる認識結

ディアコンテンツは我々の身近な存在となり，それらに対

果候補数（本論文では音声認識結果数と呼ぶ）などの比較

する検索要求が高まっている．音声を含むコンテンツの検

検討を行う．

索方法の 1 つとして，音声データに対し連続音声認識を

通常，音声ドキュメント検索における検索質問はテキス

行い，音声をテキストデータ（音声ドキュメント）として

ト形式の短い文章で入力される．ベクトル空間モデルによ

書き起こし，そのテキストデータに対し，テキストで検索

り検索質問を索引語のベクトル空間に射影する場合，短い

質問を与え検索する方法があげられる．音声ドキュメン

文章で入力されることが多い検索質問内に含まれる索引語

ト検索は近年注目されている話題の 1 つであり，評価型

は少なく適合文書を検索することが困難である．そこで，

ワークショップ NTCIR において 2011 年よりコアタスク

テキスト検索において利用されている検索質問拡張を行い

の 1 つとして音声ドキュメント検索タスク（SpokenDoc タ

検索精度向上をはかる．検索質問拡張は，与えられる検索

スク）[1], [2] が開始された．SpokenDoc タスクには，日本

質問文中の単語を用い Web 検索を行い，拡張に用いる文書

語話し言葉コーパス [3] 内の講演音声から単語を検出する

集合を取得し，その文書集合より拡張ベクトルを構築し，

Spoken Term Detection（STD）サブタスクと検索質問文に

検索質問から作成されるベクトル（検索質問ベクトル）と

より講演や講演内の一部分を検索する Spoken Document

結合し，拡張検索質問ベクトルを作成する．音声ドキュメ

Retrieval（SDR）サブタスクが存在する．我々は後者であ

ント検索において，拡張に用いる文書収集空間（範囲）な

る NTCIR-9 ワークショップの SDR サブタスクに参加し

どに関する検討は行われていないため，本論文で検索質問

た [4]．本論文は，このワークショップで最良の結果を得た

拡張に用いる文書の収集空間に関する調査を行う．一般的

方法について述べるものである．

に拡張検索質問ベクトルは，検索質問ベクトルと拡張ベク

音声ドキュメント検索は通常のテキスト検索とは異な

トルの線形補間で求められ，その線形補間係数は予備実験

り，検索対象文書は音声認識器による書き起こし文章であ

などにより決定し，全検索対象文書に対し共通に使用する．

るため，未知語の問題や誤認識の問題が存在する．一般に

しかし，予備実験環境と実際の検索環境間に差異が生じた

テキスト検索では，文書を特徴づける単語（索引語）を抽

場合，予備実験で決定された線形補間係数が最適な値とな

出し，それらを索引として検索を実行する．現在までに，

らないことがある．各文書に適した線形補間係数が設定可

未知語に対する対応として音節などのサブワードを索引語

能ならば，予備実験で値を決定することなく，また検索精

として用いる手法 [5], [6] や連続音素認識結果と連続単語音

度が向上することが考えられる．そこで本論文では，線形

声認識結果を併用し索引語を検出する手法 [7] などが提案

補間係数を検索対象となる文書ごとに自動的に決定する手

されている．また，認識結果の第 1 位に誤認識が存在した

法を検討する．

場合の処理として，認識結果のラティスやコンフュージョ
ンネットワークを用いる手法などが提案されている [8]．

音声ドキュメントは索引語の異なりや索引語重みづけ方
法の異なりなどによって複数のベクトル空間に射影可能で

本論文では，音声認識器により書き起こされた音声ド

あり，各空間で検索質問との類似度を計算し検索を行うこ

キュメントをベクトル空間モデル（Vector Space Model;

とができる．異なるベクトル空間は音声ドキュメントの異

VSM）で表現して，テキスト検索と同様の方法で音声ド

なる情報を表現している可能性があり，各空間の情報を適

キュメント検索を行う手法を用いる．広くテキスト検索に

切に利用できれば，検索精度の向上が可能であると考えら

用いられているベクトル空間モデルでは，文書を特徴づけ

れる．そこで，本論文ではこれらの複数空間から得られる
類似度を統合する手法を提案する．
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本論文では，音声ドキュメント検索に対する様々な検
討および提案手法の有効性を検証するため，NTCIR-9 の

SpokenDoc タスク内の SDR サブタスクを用いた音声ド
キュメント検索実験を行い，それらの結果を報告する．以
下本論文は，2 章においてベクトル空間モデルによる音声
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ドキュメント検索方法について説明し，3 章において検索

た値である TF-IDF を索引語の重みとする．文書ベク

質問拡張方法について述べ，各ベクトル空間で計算された

トル di における索引語 j に対応する要素 dij は，式

類似度を統合する方法を 4 章で述べる．5 章では，音声

(3) として計算される．

ドキュメント検索実験を行い実験結果を報告する．最後に

6 章にて，本論文のまとめと今後の課題を述べる．

N

Tijn
Fj
n
n=1


D
Fj = log
Dj

dij =

2. ベクトル空間モデル
音声ドキュメント検索では，大語彙連続音声認識やキー

(3)
(4)

ワードスポッティングにより検索対象である音声データを

ここで，D と Dj はそれぞれ総文書数，索引語 j が出

テキストデータに変換し，テキスト情報検索手法により必

現した文書数を示す．

要な情報を取得する．本論文では，図 1 に示すようなベク
トル空間モデルによるテキスト情報検索手法を用いた．

• 2 進重み（Binary Weight; BW）
上述の 2 つの索引語重みづけ手法は，単語の出現頻度

ベクトル空間モデルは，検索対象となる文書集合と検索

を考慮した重みづけ手法であるが，ここでは頻度は考

質問を索引語の重みを要素とするベクトルで表現する．そ

慮せず，文書中に索引語が出現したかどうかだけを考

の後，各文書ベクトルと検索質問ベクトル間の類似度を計

慮する 2 進重み手法を用いる．2 進重みは，文書 i に

算することにより順位づけを行い検索する．

おいて索引語 j が存在した場合 dij = 1，存在しない

検索対象の文書が d1 , d2 , · · · , dN ，索引語が J 種類であっ
たとすると i 番目の文書は

di = {di1 , di2 , . . . , diJ }T

場合 dij = 0 とする．
上述のとおり索引語重みづけには複数の方法があり，ま

(1)

た，索引語を選択する際にも複数の方法（索引語が単語，
音節など）が存在する．そのため，1 つの文書であっても

と，索引語のベクトルとして表現される．ここで，dij は

複数の異なるベクトル空間で表現することが可能となり，

文書 i における索引語 j の重みを示す．また，di を文書ベ

各ベクトル空間で検索質問ベクトルとの類似度を計算する

クトルと呼ぶ．

ことができ，様々な検索結果を得ることができる．音声ド

本論文では，索引語の重みづけとして以下の 3 種類 [9]

キュメント検索において，有効な索引語および索引語重み
づけに関しての検討は少ない．そこで，本論文では索引語

を用いた．

• 索引語頻度（Term Frequency; TF）

の種類，重みづけなどを比較し，音声ドキュメント検索に

索引語頻度は，各文書中に含まれる各索引語の個数で

おける有効な索引語などの検討を行う．また，複数の音声

ある．音声ドキュメント検索の場合，検索対象となる

認識結果を用い文書ベクトルを作成することの有効性を検

1 音声が複数の音声認識結果（N -best）を持つ場合も

討する．

ある．そこで，式 (2) に示すように音声認識結果の順
位に対応した重みづけを行った．
N

Tijn
dij =
n
n=1

3. 検索質問拡張手法
検索質問文書中に含まれる索引語数が少ない場合，検索

(2)

質問を拡張し検索精度を向上させる検索質問拡張がテキ
スト文書検索において行われている．音声ドキュメント検

ここで，Tijn は，文書 i において音声認識結果の順位が

索において，検索対象となる文書はある程度の長さの音声

n 番目の候補における索引語 j の出現頻度を示す．

から得られる音声認識結果であり，比較的大きなテキスト

• 索引語頻度・文書頻度の逆数（Term Frequency - Inverse

情報である．しかし，検索質問は 1 文などの短いテキスト

Document Frequency; TF-IDF）

情報であることが多く，検索質問文に含まれる索引語が少

索引語が特定の文書のみに偏って出現する場合に高い

なく有効な検索結果が得られない可能性がある．評価実験

値となる文書頻度の逆数と上述の索引語頻度を乗算し

で使用する NTCIR-9 の音声ドキュメント検索タスクの開
発用質問セット（ドライラン）においては，検索質問 1 文
に含まれる索引語数は，索引語として名詞およびアルファ
ベット，カタカナ語を用いた場合，平均 4.9 と非常に少な
い．そこで，我々はテキスト情報検索に用いられている検
索質問拡張を行い，音声ドキュメント検索精度の向上を目
指す．検索質問拡張により，検索質問文内に存在しないが

図 1 VSM による音声データのベクトル空間への射影

検索質問文内の単語と関連性が高い単語を検索質問として

Fig. 1 Mapping documents to vector spaces using VSMs.

用いることができるようになる．これにより，検索質問文
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中に含まれる語が検索に有効であるにもかかわらず索引語
に含まれない場合や検索対象文書において単語が誤認識さ
れている場合においても検索が可能となる．
本論文では，以下のとおりに音声ドキュメント検索に検
索質問拡張を適用する．

( 1 ) 検索質問文から拡張に用いる単語の抽出
検索質問文に対し形態素解析を行い，拡張に用いる単
語として名詞を抽出する．

( 2 ) 拡張を行う文書の収集
抽出した全名詞に対する AND 条件にてインターネッ
ト上の Web ページに対しテキスト検索を行い，検索
された文書を収集する．

図 2

( 3 ) 拡張用ベクトルの作成

適合文書のモデル

Fig. 2 Relevant document modeling.

収集した文書集合に対し形態素解析を行い，検索対象
文書を文書ベクトルにする方法と同様の方法で，拡張

検索質問に適合する文書を，図 2 に示されるように検索
質問ベクトル（q o ）と拡張用ベクトル（q e ）によって張ら

用ベクトル q e を作成する．

れた平面，すなわち q o と q e の先端および原点を含む平面

( 4 ) 拡張検索質問ベクトルの作成
入力された検索質問文より作成した検索質問ベクトル

q o と拡張用ベクトル q e を式 (5) のとおり線形補間し，
検索を行う拡張検索質問ベクトル q̂ を計算する．

でモデル化する．実際の検索対象文書中の適合する文書は
この平面に必ず存在するとは限らないが，この平面と類似
度が高い文書は適合文書である可能性が高いと本論文では
仮定した．この場合，検索対象文書は文書ベクトルとこの

q̂ = (1 − α)q o + αq e

(5)

ここで，α は補間係数を示す．
式 (5) は一般的には Rocchio の適合性フィードバッ
ク [10] に用いられる．適合性フィードバックの場合，

q e を利用者からのフィードバック情報（利用者が適合
文書として判断した文書）によって作成し，式 (5) に
用いることにより，検索精度が向上することが知られ
ている．本論文では，検索質問に関連すると考えられ
る Web ページをインターネット上より検索し，拡張
用ベクトル作成に用いる．適合性フィードバックとは
異なり必ずしも適合する文書とは限らないが，おおむ
ね適合していると考えられるため，有効な検索質問拡
張が可能であると考えられる．
音声ドキュメント検索において，拡張に使用する文書の
収集範囲や文書数に関する比較はされていない．そこで，
本論文では音声ドキュメント検索実験にてこれらの比較検
討を行う．
式 (5) における α は検索質問ベクトルと拡張用ベクトル
のいずれを重要視するかを決定する値としてみることがで
き，この値は検索精度に大きな影響を与える．一般に，α
は実験的に求め，検索質問文や検索対象文書にかかわらず

平面との距離（コサイン類似度の場合，それらのなす角）
で評価される．これは，その平面上に存在する拡張検索質
問ベクトルと文書ベクトルとの類似度（本論文ではコサイ
ン類似度）が最大となるような補間係数を以下の式で計算
することに相当する．



α{q̂,di } = argmaxα cos(θ{q̂,di } )


q̂ T di
= argmaxα
|q̂||di |


((1 − α)q o + αq e )T di
= argmaxα
|((1 − α)q o + αq e )||di |

(6)
(7)
(8)

ここで，α{q̂,di } は文書ベクトル di に対する拡張検索質問
ベクトル q̂ の補間係数を示し，θ{q̂,di } は q̂ と di の角度を
示す．式 (8) の右辺の括弧内は凸関数であるため，α で偏
微分し微係数を 0 とすることにより α を解析的に求めるこ
とができる．

α{q̂,di }
=−

(q e −q o )T {di (q To q o )−di (q To di )}
(9)
(q e −q o )T {di (q To (q e −q o ))−(q e −q o )(q To di )}

4. 類似度統合手法

一定の値を使用する．すなわち，ある決まった α で線形補

2 章で述べたとおり，音声ドキュメントは索引語で構成

間されたベクトル q̂ が検索対象文書のモデルであると考え

されるベクトル空間で表現することができる．音声ドキュ

ることができ，これに類似した文書を検索結果とすること

メント検索において，索引語として単語，音節など，索引

になる．しかし，これは必ずしも妥当とはいえず，また実

語重みとして TF-IDF，2 進重みなどを用いることができ，

験的に α を決める必要がある点も問題がある．そこで本論

各々で異なったベクトル空間を構成することが可能である．

文では，以下のように考えることとする．

各ベクトル空間で，文書ベクトルと検索質問ベクトルある
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表 1 検索実験において比較を行った項目

Table 1 Comparison items in experiments.
比較項目
索引語

単位（5.2 節，5.3 節）

形態素（5.3.1 項）

重みづけ手法（5.3.2 項）

検索拡張

Web 収集範囲（5.3.3 項） 線形重み係数（5.3.3 項）

距離統合

線形重み係数（5.4 節）
表 2

いは平面間の類似度は計算でき，検索を行うことが可能で

使用した検索質問文の例

ある．そこで，音声ドキュメントを複数のベクトル空間で

Table 2 Example of query sentence.

表現し，各空間で類似度を計算し，それらの類似度を統合

話者認識の学習データのサイズが知りたい

する手法を提案する．音声ドキュメントを複数の異なった

ディズニーランドに行った話し

空間で表現することは，文書に含まれる情報を多面的に表

ペットの犬の名前のリストアップ

現することと考えられ，これらの情報を効果的に統合可能
であれば，高い検索精度が期待できる．
本論文では，各ベクトル空間で求められる類似度（コサ

であり，各検索質問は 1 文で構成される．実際に使用した
検索質問の例を表 2 に示す．
評価は式 (11) に示す全検索質問の適合率の平均（Mean

イン類似度）を式 (10) に示す線形結合で統合し，文書ベク
トル di と検索質問ベクトル q 間の類似度 s{q,di } とする．

s{q,di } =
βk Sk (q, di )
(10)

Average Precision; MAP）によって行った．
Q

1 
M=
P̄q
Q q=1

k

(11)

ここで，Sk (q, di ) はベクトル空間 k で計算される文書ベク

ここで，Q は検索質問文数を示し，P̄q は検索質問 q におけ

トル di と検索質問ベクトル q のコサイン類似度を示し，βk

る平均適合率を示し以下の式で計算する．

は類似度統合を行う線形結合係数を示す．従来，索引語検
出手法として連続音素認識結果と連続単語音声認識結果を

P̄q =

Rq
1  k
Rq
C(rk )

(12)

k=1

組み合わせる手法として文献 [7] などが提案されているが，
音声ドキュメント検索において類似度を統合することの検

ここで，Rq は検索質問 q における適合文書数を示す．ま

討は行われていない．そこで，本論文では式 (10) に示す方

た，C(rk ) は，適合文書 rk が検索された順位を示す．た

法で類似度を統合することを提案し，有効性を検証する．

だし，適合文書は検索順位で昇順に並べ替えられている

5. 音声ドキュメント検索実験
音声ドキュメント検索に対する様々な検討および提案手
法の評価を，NTCIR-9 の SpokenDoc タスクにおける SDR
（Spoken Document Retrieval）サブタスクのドライランに

（C(r1 ) < C(r2 ) < . . . < C(rRq )）とする．本論文では，検
索結果上位 1,000 件を用い評価するため，上位 1,000 件以
内に含まれない適合文書は式 (12) の計算に使用しない*1 ．
そのほか，文書ベクトルを作成する条件などの他の実験条
件は各実験の項目で述べる．

対し行った [1], [2]．表 1 に比較を行った項目および各比
較実験を述べた節を示す．

5.2 連続音節音声認識結果を用いた検索実験

5.1 実験条件

メント検索実験について述べる．NTCIR-9 オーガナイ

本節では，連続音節認識結果を用いた場合の音声ドキュ
検索対象文書（音声ドキュメント）は，NTCIR-9 オーガ

ザーにより提供された連続音節認識結果に対し，小文字

ナイザーにより配布された CSJ 音声コーパスに含まれる音

（‘ゃ’,‘ゅ’,‘ょ’ など）は大文字（‘や’,‘ゆ’,‘よ’ など）に変換

声関係の学会講演および模擬講演を大語彙連続音声認識に

し，長音を示す ‘ー’ は除去した．変換を行った音声ドキュ

より書き起こしたものを利用した．合計の講演数は 2,702

メントから連続三文字組（以下，3-gram と表記する）を抽

である．これらの書き起こしには，単語 3-gram を言語モ

出し，索引語として用いた*2 ．異なり 3-gram 数は 20,854

デルとして用いた連続単語音声認識結果と音節 3-gram を

であった*3 ．抽出された索引語に対する重みづけ方法，お

言語モデルとして用いた連続音節認識結果が存在する．音

*1

声認識結果は，認識結果の上位 10 件，コンフュージョン
ネットワーク，ラティスの 3 種類の形式で提供された．こ
の中から本実験では，認識結果の上位 10 件を用いた．
検索質問文として，NTCIR-9 ワークショップのドライ
ランで使用された検索質問文を用いた．検索質問文数は 39
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*2

*3

検索順位が 1,000 位以降の適合文書は

k
C(rk ) = 0 として計算し

た．
正確にはモーラに近い単位であるが，NTCIR-9 オーガナイザー
から提供された認識結果が連続音節認識（syllable recognition）
と表記されていたため，本論文では「音節」という呼び方をする．
索引語数が，4-gram の場合 2,548,196，5-gram の場合 9,259,539
と非常に多くなったため，本実験では 3-gram を索引語として用
いた．
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表 3

索引語に用いる品詞による検索結果の比較

Table 3 Comparison of MAP score of morphemes used for index term.
索引語に使用する形態素

図 3 音節空間における索引語重みづけおよび検索に用いた認識結

MAP 索引語数

1 名詞

0.293

14,246

2 名詞・形容詞

0.291

15,173

3 名詞・動詞

0.284

17,985

4 名詞・動詞・形容詞

0.285

18,903

5 4 ＋助数詞・アルファベット・カタカナ語

0.291

19,440

6 名詞・助数詞・アルファベット・カタカナ語 0.298

14,784

0.298

14,716

7 名詞・アルファベット・カタカナ語

果数の比較

Fig. 3 Comparison of term weighting and number of speech
recognition candidates used for document vector in syllable space.

を用い，形態素解析ソフトウェア chasen2.4.4 [12] で形態素
解析を行った際に辞書に含まれなかった単語であるため，
新出単語などの可能性が高く文書を特徴づけるのに有効な

よび文書ベクトルを構築する文書集合（使用する認識結果

単語であると考えられる*5 ．そのため，それらの単語を索

数）について調査を行った．

引語に加えることにより検索精度が向上したといえる．名

図 3 に索引語重みづけ方法ごとの認識結果数（N -best

詞のみとアルファベット，カタカナ語を加えた場合では，

の N ）に対する検索結果（MAP スコア）を示す．図より，

検定による有意差はなかった．しかし，名詞のみと比較し

索引語の頻度を索引語重みづけに用いる TF，TF-IDF に

てアルファベットやカタカナ語を索引語として追加した場

おいて，認識結果数 1 の場合が高い MAP スコアを示して

合に大きく検索精度が向上した検索質問として『DP マッ

いることが分かる．これは，複数の認識結果を用いると

チングを用いた研究を探したい』があった．この検索質問

誤った 3-gram も索引語として多く加わってしまい，適切

における「DP」をはじめとして，重要な検索語がアルファ

な検索の妨げとなったと思われる．索引語重みづけの比較

ベットやカタカナ語と分類されている場合は多く，名詞の

においては，TF-IDF が最も高い検索精度を示すことが分

みでは適切な検索が行われず，索引語を追加したことによ

かった．

り検索精度が向上したといえる．これらの結果より，索引
語数が少なく同等の結果のため，音声ドキュメント検索に

5.3 大語彙連続単語音声認識結果を用いた検索実験
本節では，連続単語音声認識結果を用いた場合の音声ド

おいて有効と考えられる索引語は，単語の品詞が「名詞・
アルファベット・カタカナ語」である単語であり，以降の

キュメント検索実験について述べる．

実験においてこれらの品詞を持つ単語を索引語として用い

5.3.1 索引語による検索精度の比較

る．これら 3 種類を索引語として用いた場合，索引語数は

はじめに，文書ベクトルを構築する索引語に関する調査
を行った．本実験で使用した連続単語音声認識結果では，

14,716 である．
5.3.2 索引語重みづけ手法による検索精度の比較
本節では，索引語に名詞，アルファベット，カタカナ語

認識された単語に読み情報と形態素情報が付与されている．
そこで，これらの形態素情報を用い，索引語に用いる形態

を用いた場合の索引語重みづけおよび文書ベクトルを作成

素を選択した．本実験では，音声ドキュメント検索に有効

する際に使用する音声認識結果数に関する検討を行う．索

と思われる “名詞”，“形容詞”，“動詞”，“助数詞”，“その

引語重みは，2 章に示した “索引語頻度（TF）”，“索引語頻

他（アルファベット列，片仮名列）” からいくつかを選択し

度・文書頻度の逆数（TF-IDF）”，“単語 2 進重み（Binary）”

索引語とし，文書ベクトルを構築した．認識結果は上位一

を用いる．
図 4 に文書ベクトル作成に用いた音声認識結果数（N -

位のみを用い，索引語重みづけは TF-IDF で行った．
表 3 に索引語に用いた形態素に対する音声ドキュメント

best）に対する各索引語重みづけの検索精度（MAP スコ

検索結果（MAP スコア）および索引語数を示す*4 ．表よ

ア）を示す．図より，音節ベクトル空間と同様に索引語重

り，索引語に “動詞” を加えることにより検索精度が低下し

みづけに TF-IDF を使用した場合が高い検索精度を示すこ

ていることが分かる．また，アルファベットやカタカナ語

とが分かる．大局的な索引語重みづけである IDF を利用

を索引語として使用することにより検索精度が向上してい

することにより，複数の文書に出現する検索に重要でない

ることが分かる．アルファベットやカタカナ語として品詞

索引語に対する重みが減少し，認識精度が向上したといえ

分類された単語は，形態素解析辞書として UniDic-1.3.9 [11]

る．また索引語重みづけに TF-IDF を用いた場合，文書ベ

*4

*5

異なる形態素間で同表記の索引語はまとめて 1 つの索引語とし
た．
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単語空間における索引語重みづけおよび認識候補数の比較

図 5

Fig. 4 Comparison of term weighting and number of speech
recognition candidates used for document vector in

拡張文書を Wikipedia サイト（限定した空間）のみから収集
した場合の検索結果（MAP）

Fig. 5 MAP score of query expansion. Expanding information

word space.

are collected from limited space.

対象文書集合）を比較することにより，音声ドキュメント
クトル作成に用いた音声認識結果数は，音節ベクトル空間

検索に有効な検索質問拡張に利用する HTML 文書の収集

と比較して，検索精度に与える影響は少ないといえる．連

空間を検討する．Web ページ検索には API 経由で Google

続単語音声認識の場合，索引語として使用していない助詞

検索 [13] を用いた．検索条件として，検索質問に含まれる

などの誤認識により認識結果が異なることが多いため，検

全名詞の AND 条件とした*6 ．

索結果数は文書ベクトルの大きさに影響し，ベクトルの向

• Wikipedia サイトのみから検索（検索空間に制限あり）

きに与える影響は少ないといえる．しかし，索引語重みづ

検索対象を Wikipedia サイト内だけに制限し検索を行

けに TF を用い複数の認識結果を使用した場合にわずかな

い，検索上位の文書を検索質問拡張に用いる．検索対

がら検索精度が向上していることより，検索に重要な索引

象を百科辞典的に整理されたサイトに制限することに

語が第一認識結果候補（1-best）において誤認識された場

より，検索質問拡張に不必要と考えられる情報を軽減

合，第二候補以降で正しく認識され，検索精度向上に有効

する．

に使用されている可能性も示唆されている．

• 全 Web ページ空間から検索（検索空間に制限なし）

一方，単語 2 進重みづけを用いた場合，認識結果の第一

検索対象は制限せず，インターネット上の全 Web ペー

候補を用いた場合が最も高い検索精度を示している．単語

ジから検索を行い，検索上位の文書を検索質問拡張に

2 進重みづけは，索引語が認識結果内に出現した場合その

用いる．検索対象を制限することなく多くの情報を収

索引語に重み 1 をつける方法であり，複数の認識結果を用

集する．この検索では，HTML 文書以外に PDF 形式

いることは多くの索引語に重みづけを行うこととなり，重

の文書も収集した．そこで，PDF 文書が検索された場

要な索引語が強調されなくなり，検索精度が劣化したと考

合，POPLLER [14] に含まれる pdftohtml を利用し，

えられる．これらの結果より，従来のテキスト検索と同様

HTML 文書に変換し検索質問拡張に用いた．

に大局的な重みづけを行う TF-IDF が音声ドキュメント検
索にも有効であることが分かった．

5.3.3 検索質問拡張手法を用いた検索実験
本項では検索質問拡張手法の検索実験を述べる．本論文

図 5 に Wikipedia サイトのみから拡張文書を収集した
検索結果，図 6 に限定を行わず全 Web ページから取集し
た場合の検索結果を示す．本実験では，線形補間の重みづ
け係数（式 (5) における α）は，Wikipedia サイトのみから

では，検索質問拡張に用いる拡張ベクトルは，検索質問文

拡張文書を収集した場合 α = 0.7，全 Web ページから収集

内の名詞を用いインターネット上の Web ページを検索し

した場合 α = 0.9 とした．本実験では検索質問拡張に用い

収集した HTML 文書から作成した．Web ページを特定の

る文書数と音声認識結果数の比較を行うため，線形補間の

インターネットのサイトから収集した場合，その範囲に特

重みづけ係数は予備実験を行った値である上述の値に固定

化した情報が収集でき拡張文書として有益な情報が多い可

した．重みづけ係数の比較は本節の以後の実験で行う．ま

能性がある．しかし，特定な空間であるため収集できる文

た，図中に検索質問拡張を行わなかった場合の結果（図 4

書数に限界があり，使用できる情報も限られる．一方，イ

において最も高い MAP スコアを示した結果）を点線で示

ンターネット上の全 Web ページから収集した場合，多く

した．図より，拡張文書を検索する空間の違いにかかわら

の文書が収集可能であり多くの情報を入手できるが，それ
らの中には検索質問拡張に有効でない情報も多く存在する
と考えられる．
そこで，我々は以下の 2 つの Web ページ検索空間（検索
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図 6 拡張文書を全 Web ページ（限定しない空間）から収集した場
合の検索結果（MAP）

図 7 線形補間係数に対する検索精度の変化

Fig. 7 MAPs as a function of weight paramter (α).

Fig. 6 MAP score of query expansion. Expanding information
are collected from whole Web.

とが分かった．このことより，情報が精査された限定した

Web 空間から検索質問拡張用文書を収集した場合，多くの
ず，検索質問を拡張することにより検索精度が向上するこ

文書を使用すると相対的に検索質問拡張に重要と考えられ

とが分かる．これにより，音声ドキュメント検索において

る単語の割合が低下し，検索精度が低下するといえる．一

も検索質問拡張は有効であるといえる．

方，全 Web ページから拡張文書を収集した場合，
「疾患」

拡張用の文書を特定のサイト（Wikipedia）のみから収集

が全拡張単語に占める割合は，拡張文書数 1 の場合には

した場合（図 5）
，拡張文書数が 4 の場合に最も検索精度が

0.29%であるが，拡張文書数 10 の場合には 0.32%と増加し

高いことが分かる．それ以上に拡張文書数が増加すると質

ていることが分かった．このことより，この単語は複数の

問文と関係の小さい情報も拡張に利用することとなり，検

拡張文書に含まれ，相対的に検索質問拡張に用いる単語の

索精度低下を引き起こしたと思われる．これは，情報が整

割合が文書数を増加させることにより増加しており，検索

理され純度が高い中から拡張文書を収集しているため，不

精度を向上させたといえる．

必要な情報の混入が少なく効率的に検索質問が拡張できた

さらに，検索質問『日本語話し言葉コーパスを用いてい

からだと考えられる．一方，拡張に用いる文書をインター

る研究を教えてください。
』に関し全 Web ページから拡張

ネット上の全 Web ページから収集した場合（図 6），最も

文書を収集した場合の検索結果を分析したところ，拡張文

検索精度が高くなるのは，検索拡張に用いた文書数が 21

書数 1 の場合，
「日本」
「研究」
「話し言葉」など検索質問

の場合であり，それ以上文書を増加させてもほぼ同等の結

文に出現した単語そのものが多く見られ，その他は「サイ

果である．これは，検索ランクが上位の文書であっても不

ト」
「シリーズ」
「トップ」など一般的な単語が多くなり，

要な情報が多量に含まれている場合が多く，効果的に検索

適切に検索質問が拡張されなかった．一方，検索精度が最

質問が拡張できなかったためと考えられる．しかし，拡張

も高くなる拡張文書数 21 の場合，
「講演」
「学会」
「アクセ

に用いる文書数を増加させると，検索に有効な情報が数多

ント」
「単位」など検索質問文に現れた単語とは異なる関

くの文書より抽出でき，不要な情報の頻度が相対的に減少

連する単語（ここでは日本語話し言葉コーパスに関する単

し，検索精度が向上したと考えられる．

語）が検索質問拡張に用いられ，検索精度を向上させる要

このことを検証するため，検索質問『煙草が体に及ぼす
影響，有害性にはどのようなものがあるか？』について調

因となった．
検索質問拡張に用いる文書の検索空間の比較において，

査を行った．この検索質問に対する平均適合率は拡張しな

検索空間を限定し有益と考えられる情報のみで検索質問を

かった場合 0.2188 であり，Wikipedia サイトのみから拡

拡張するより，検索空間を限定せず拡張文書を幅広く収集

張文書を収集した場合，拡張文書数 1 の場合には 0.5922，

することは，雑音となる不要な情報も多く含まれるがそれ

拡張文書数 10 の場合には 0.4308 であった．また，全 Web

以上に有益な情報を多く収集でき，検索精度を向上させる

ページから拡張文書を収集した場合，拡張文書数 1 の場合

ことが分かった．また，ベクトル空間に射影する音声認識

には 0.4923，拡張文書数 10 の場合には 0.6146 であった．

の候補数は，検索拡張に用いる文書検索空間にかかわらず，

この検索質問に対し，検索質問拡張に用いられた「疾患」

検索精度に与える影響が少ないことが分かる．

について調査を行った．
「疾患」は実際の適合文書にも出

次に，線形補間係数である α を変化させた結果を図 7 に

現しており，検索精度向上に寄与している．Wikipedia サ

示す．図中の “Wikipedia” は検索質問拡張に用いる文書を

イトのみから拡張文書を収集した場合，
「疾患」が全拡張

Wikipedia サイトのみから収集，音声認識結果数を 9，拡張

単語に占める割合は，拡張文書数 1 の場合には 0.31%であ

に用いる HTML 文書数を 4 とした場合の結果，“Whole”

るが，拡張文書数 10 の場合には 0.25%と低下しているこ

は検索質問拡張に用いる文書を収集するサイトを限定せず，
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音声認識結果数を 3，拡張に用いる HTML 文書数を 21 と

表 4 組み合わせに用いるベクトル空間

した場合の結果を示す．これらのパラメータは図 5，図 6

Table 4 Vector spaces for combination.

において最も高い MAP スコアを示した値を用いた．さら

名前

索引語の種類

索引語重み

検索質問拡張

に，線形補間係数を自動的に決定する手法の結果を同図に

音節 TF-IDF

音節

TF-IDF

なし

単語 BIN

単語

2進

なし

拡張単語 TF-IDF

単語

TF-IDF

あり

示す．線形補間係数を自動的に決定する手法においては
図 5，図 6 と同様の実験を行い，その結果より最高の検索精
度を示した，Wikipedia サイトのみから拡張文書を収集し
た場合（図中の “Var-α（Wikipedia）”）は音声認識結果数
を 10，拡張に用いる HTML 文書数を 19 とし，限定せず全

Web ページから収集した場合（図中の “Var-α（Whole）”）
は音声認識結果数を 2，拡張に用いる HTML 文書数を 21
とした．また，検索質問拡張を行わなかった結果を “w/o

QE” として示した．
図より，全検索対象文書に対し線形補間係数を一定にす
る方法において最も検索精度が高かったのは，“Wikipedia”
の場合 α = 0.7 で MAP スコア 0.3160，“Whole” の場合

α = 0.9 で MAP スコア 0.3434 であった．両方法とも検索
精度が最も高い所は α が 0.5 より大きくなっている．これ
は，本実験で用いた検索質問文に含まれる索引語数は平均

4.9 個と少ないため，拡張文書を重要視した場合に検索精
度が高くなったと考えられる．
一方，線形補間係数 α を自動決定する方法においても，
検索質問拡張により MAP スコアが向上していることが分
かる．特に拡張文書を全 Web ページより収集した場合に
は，検索質問拡張の効果が示された．これは，線形補間係
数を固定する場合と同様に拡張文書に多くの有益な情報が
含まれ検索精度向上につながったと考えられる．線形補間
係数を自動決定する方法は，各検索対象文書に最適と考え
られる線形補間係数を計算するため，あらかじめ線形補間

有効な索引語は異なり，本実験と異なる索引語を用いるこ
とにより高精度になる可能性はある．しかし，表 3 で示し
たとおり「名詞・アルファベット・カタカナ語」あるいはそ
れに助数詞を加えた場合が，その他に比べ十分に MAP ス
コアが高いことから，これらを索引語に用いることで十分
な情報量が得られていると考えられる．また，5.3.2 項で示
すように，この索引語での性能では TF-IDF が他よりも性
能が高く，5.4 節で組み合わせた場合に最も支配的に効果
が表れるのは TF-IDF であると考えられるため，TF-IDF
の性能を最も優先的に向上させるべきであると考えられ
る．これらのことから本論文では，索引語として「名詞・
アルファベット・カタカナ語」を他の重みづけにも用いる
こととした．

5.4 類似度統合手法を用いた検索実験
本節では，各ベクトル空間で計算された類似度を統合す
る手法の検索結果を示す．前節までの実験で高い検索精度
を示した表 4 に示す 3 つの手法の類似度を統合した．各
ベクトル空間で計算された類似度（コサイン類似度）を式

(13) で線形結合し，各文書との類似度 s{q,di } とする．
we
s{q,di } = (1−β1 −β2 )Swb (q wb , dwb
, dwe
i )+β1 Swe (q
i )

+β2 Ssyl (q syl , dsyl
i )

係数を決定する必要はないという利点はあるが，実験的に

(13)

定めた固定の係数には及ばなかった．しかし，線形補間係

ここで，q wb ，q we ，q syl はそれぞれ，単語 BIN，拡張単語

数を自動決定する方法は，実験的に定めた固定の係数を利

TF-IDF，音節 TF-IDF における検索質問ベクトル，dwb
i ，

用した場合と比較し，8 個の検索質問において高い検索精

syl
dwe
は各空間での文書 i の文書ベクトルを示す．ま
i ，di

度を示した．この中から検索質問『非言語情報とパラ言語

た，Sx (q, d) は空間 x で検索質問ベクトル q と文書ベクト

情報の違いを知りたい．具体的な例があると嬉しい．』の

ル d 間のコサイン類似度を示す．拡張単語 TF-IDF にお

検索結果を分析したところ，2 つの適合文書の順位が固定

いて，検索質問拡張に用いる文書はインターネット上の全

係数を用いる場合より高くなり，その結果，平均適合率が

Web ページから収集し，検索質問拡張の線形補間係数は全

0.1506 から 0.1699 に向上していることが分かった．自動

検索対象文書共通に用いる場合（α 固定）と式 (9) により

決定する方法において，順位が高くなった適合文書に対す

文書ごとに計算する場合（α 自動）の 2 種類について実験

る α は 0.77 と 0.33 であり，いずれも固定係数 α = 0.9 よ

を行った．

り低い値であった．このように，検索質問によっては線形

本実験では，音節 TF-IDF，単語 BIN，拡張単語 TF-IDF

補間係数を全文書共通に利用することより，個別に計算す

の種々のパラメータは 5.2 節，5.3.2 項，5.3.3 項において

ることが検索精度を向上させる場合もある．

最も高い検索精度を示した値を用いた．また，各手法の類

なお，本論文における 5.3.2 項以降の実験では索引語重

似度統合時の線形結合係数（β1 , β2 ）は，0.0〜1.0 まで 0.1

みづけ TF-IDF において有効であった索引語（名詞・アル

刻みで変化させ（ただし，β1 + β2 ≤ 1.0），検索精度が最

ファベット・カタカナ語）を用いたが，必ずしも TF や 2 進

も高い値を用いた．

重みを索引語重みづけとして用いた場合に最も有効である

結果を表 5 に示す．表中には，前節までの実験より各手

とは限らないことに注意を要する．すなわち，それぞれに

法を個別に用いた場合の最も高い MAP スコアも示した．
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表 5 類似度統合結果（MAP）

Table 5 MAPs of distance combination.

単独

統合

手法

β1

β2

MAP

音節 TF-IDF

0.0

1.0

0.2868

単語 BIN

0.0

0.0

0.2076

拡張単語 TF-IDF（α 固定）

1.0

0.0

0.3434

拡張単語 TF-IDF（α 自動）

1.0

0.0

0.3154

音節 TF-IDF + 単語 BIN + 拡張単語 TF-IDF（α 固定）

0.3

0.2

0.3886

音節 TF-IDF + 単語 BIN + 拡張単語 TF-IDF（α 自動）

0.2

0.3

0.3756

表 6 オープン評価環境における各方法の検索精度（MAP）

Table 6 MAPs of each method on open test environment.
方法

MAP

音節 TF-IDF

0.2319

類似度統合
統合なし

単語 BIN

0.2560

拡張単語 TF-IDF（α 固定）

0.4403

拡張単語 TF-IDF（α 自動）

0.4114

音節 TF-IDF+単語 BIN+拡張単語 TF-IDF（α 固定）

0.4525

音節 TF-IDF+単語 BIN+拡張単語 TF-IDF（α 自動）

0.4399

（個別）

統合

この表より，提案した類似度統合は個別の場合と比較し
て，大きく検索精度を改善していることが分かる．実際，

確認を行った．
検索質問文として，NTCIR-9 ワークショップのフォー

MAP スコアにおいて，検索質問拡張手法のいずれを使用

マルランで使用された検索質問文を用いた．検索質問文数

した場合でも類似度統合手法は，音節 TF-IDF と比較して

は 86 であり，前節までの実験で使用したドライランの検

約 0.10，単語 BIN と比較して 0.15 以上，検索質問拡張を

索質問と同様に各検索質問は 1 文で構成される．検索対象

行う単語 TF-IDF と比較して 0.03 以上，向上していること

文書，評価方法などは 5.1 節と同様である．本実験では，

が分かる．これより，異なった観点から文書をベクトル空

検索質問拡張に用いる拡張ベクトルは，検索質問文内の名

間に射影している各手法を組合せることにより，異なった

詞を用いて全 Web ページを検索し，収集した HTML 文

情報を複合した音声ドキュメント検索が可能となり，高い

書から作成した（5.3.3 項における『全 Web ページ空間か

検索性能を示したといえる．今回は単純な線形結合であっ

ら検索（検索空間に制限なし）
』とした）
．また，認識結果

たが，一定の効果を得た．組合せの方法は他にも考えられ

数，検索質問拡張に用いる文書数，検索質問拡張の線形補

るが，それらの検討は今後の課題である．

間係数，類似度統合の線形結合係数などは 5.3 節において

また，類似度統合における検索質問拡張手法の比較にお
いて，統合を行わない検索質問拡張のみの場合，検索質問

MAP スコアの最も高かった値を用いた．
表 6 にオープン評価環境における実験結果を示す．こ

拡張の線形補間係数を各文書で自動的に設定する方法は，

れらの結果は表 5 と同様の傾向である．これより，個々

全文書で固定する方法の検索精度に及ばなかったが，類似

の手法の距離を組み合わせることは検索精度向上に有効

度を統合することで複数の情報と併用することにより，両

であるといえる．この結果は，NTCIR-9 ワークショップ

者ともほぼ同等の検索精度となった．線形補間係数を各文

の SpokenDoc タスクの SDR サブタスクのフォーマルラ

書で計算する手法において，線形補間係数は自動的に計算

ンに提出された本論文と同条件の他機関の結果 [1] である

されるため，あらかじめ予備実験で使用した結果と実際の

0.426 [15]，0.319 [16] などより高い結果となり，同条件下

入力との間に異なりが生じた場合においても有効であると

では最高の検索精度を示した．

考えられる．今後は線形補間係数を各文書で計算する手法
の結果を詳細に分析する予定である．

検索質問拡張における線形補間係数を全検索対象文書共
通に用いる手法（表 6 の “拡張単語 TF-IDF（α 固定）”）に
対し，本実験条件下で 5.3.3 項と同様の検証を行ったとこ

5.5 オープン評価環境における検索実験
5.3 節，5.4 節では，パラメータ調整などの様々な条件を

ろ，5.3.3 項で求めた結果と同様に線形補間係数 α = 0.9 が
最も高い MAP スコアを示した．しかし，各検索質問にお

NTCIR-9 ワークショップのドライラン質問を用いて評価

ける平均適合率は必ずしも α = 0.9 が最も高い値を示して

した．本節ではこれらの評価に用いなかった検索質問を用

いなかった．実際，α = 0.8 が最も高い平均適合率を示し

い，先に検討した条件がオープン環境でも有効であるかの

た検索質問は 22 個存在した．検索質問ごとに最も高い平
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均適合率を示す線形補間係数を選択した場合，MAP スコ
アは 0.4658 となった．これらの分析より，各検索質問に対

[4]

し適切な検索質問拡張の線形補間係数は異なることが分か
る．今後，各検索質問および各文書に対し検索精度が高く
なる検索質問拡張の線形補間係数を詳細に分析し，自動決

[5]

定方法をさらに検討する予定である．

6. まとめ

[6]

本論文では，音声ドキュメント検索における検索方法に
関する検討および，複数のベクトル空間で計算された類似

[7]

度を統合する手法を提案した．検索方法の検討および提案
手法の評価は，NTCIR-9 ワークショプのコアタスクであ
る SpokenDoc 内の SDR サブタスクを用いて行った．

[8]

音声ドキュメント検索方法の比較検討として，音節また
は単語を索引語としてベクトル空間を構築した場合の検索
精度の調査，ベクトル空間に射影する音声認識結果候補数

[9]
[10]

の調査，単語を索引語とした場合に検索精度に影響する品
詞の調査，索引語の重みづけ方法による検索精度の調査，
検索質問拡張法の有効性の調査，提案する類似度統合の有

[11]

効性の調査を行った．これらの調査より，音節を索引語と
して用いた場合，音声認識結果の第 1 位候補のみを用い，

[12]

索引語重みづけに TF-IDF を用いた場合が高い検索精度を
示した．また，単語を索引語として用いた場合，索引語に

[13]

は名詞，アルファベット列，カタカナ列を用い，索引語重
みづけに TF-IDF を用いた結果が高い検索精度を示した．

[14]

検索質問拡張に関する検討結果より，検索質問拡張に用い
る文書は収集範囲を制限せずインターネット上の全 Web

[15]

ページから収集した場合に検索精度が高くなることが分
かった．さらに，各ベクトル空間で計算される類似度を統
合して音声ドキュメント検索に用いることにより，各ベク
トル空間での検索結果を向上させることが分かった．
提案を行った複数の文書ベクトル空間で計算された類似

[16]

tion (LREC ), pp.947–952 (2000).
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