情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2014-SLP-103 No.2
2014/10/24

放送音声と字幕テキストを利用した音声言語コーパスの開発
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NHK では，様々なジャンルの放送番組の音声を直接音声認識しても十分な認識精度が得られる音響モデルを学習する
ため，数千時間規模の高精度なコーパスの構築を進めている．本稿では，音響モデルの準教師あり学習を用いて，従
来手法よりも大量の音声コーパスを高精度に構築するための手法を検討した．また，放送番組を用いた実験において，
提案する手法の有効性を確認した．

Development of Speech and language Corpora
by Using Broadcast Speech and Closed Caption
TAKAHIRO OKU† MANNON ICHIKI† KAZUO ONOE†
AKIO KOBAYASHI† SHOEI SATO†
To train acoustic models which improve an accuracy of recognition for various types of program speech, we are developing
several thousand hours of accurate speech and language corpora. In this paper, we improve segment selections of the
lightly-supervised training of acoustic models. In an experiment on extracting training corpus from captioned Japanese
broadcasts, our proposed method extracted accurate segments even if the segments contains a misrecognized word.

1. はじめに

を紹介する．
一方，音声認識を用いた生字幕制作では，生放送番組音

字幕放送は，テレビ番組の音声を文字で伝える放送であ

声の認識誤りを即座に人手で修正する必要があるため，実

り，テレビの音が聞き取りにくい高齢者や聴覚障害者のた

用化には単語認識率 95％以上の精度を有する音声認識が

めの重要な情報保障手段となっている．NHK は，生放送番

必要である[1]．従って，この認識精度を実現するための音

組にリアルタイムで字幕を付与する方法の１つとして音声

声言語コーパスにも高い精度が要求される．このような背

認識を用いるシステムの研究開発を進めている[1]．現在，

景から，NHK では様々なジャンルをカバーした数千時間規

スポーツ番組や情報番組などの一部においては，字幕キャ

模の高精度なコーパスの構築を進めている．

スターと呼ばれる字幕制作専用のアナウンサー（リスピー

この大規模コーパスの構築の一部を自動化する方法と

カー）が番組の内容を復唱した音声を認識して字幕が制作

して，番組音声とその番組に付与された字幕からコーパス

されている[2]．この字幕制作方式はリスピーク方式と呼ば

を構築して音響モデルを学習する準教師あり学習（Lightly-

れているが，リスピーカーには特殊な復唱技術が求められ

supervised training）が提案されている[3][4][5][6][7]．準教

るため，リスピーカーの育成が課題となっている．また，

師あり学習では，欠損や要約があるなど，書き起こしとし

リスピーク方式では放送音声の発話から字幕が表示される

ては精度の低い字幕から精度良く音響モデルを学習するこ

までの遅延が大きく，この遅延の短縮も望まれている．

とができる．この手法は，精度の低いテキストから学習し

これらの課題を解決するためには，リスピークすること

た制約の強い言語モデルを用いて番組音声を認識し，認識

なく番組音声を直接認識できる事が望ましい．しかし，現

結果と字幕とを照合してその一部を高精度なコーパスとし

在の音声認識技術では，これらの番組を直接認識しても十

て 音 響 モ デ ル の 学 習に 用 いる こ と を 特 徴 と し てい る ．

分な認識精度が得られていない．今後，音声認識の高精度

Lamel ら[4]は，ニュース番組を対象として番組の認識結果

化を進め，放送音声を直接認識できる音声認識を構築する

と字幕のアライメント結果から，認識結果と字幕がすべて

ためには，さまざまなジャンルの番組で十分な認識精度が

一致している発話区間のみを音響モデルの学習に用いて，

得られる音響モデルの構築が必要である．本稿では，この

大規模な学習コーパスの構築に成功した．しかし，Lamel

ような音響モデルを構築するために不可欠な様々なジャン

らの手法をニュース以外の放送音声に適用しようとした場

ルをカバーした大量の音声言語コーパスの整備方法の検討

合，字幕の精度が不十分であったり，不明瞭発声や背景雑
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精度が得られないため，認識結果と字幕が全て一致する発

・

スピードワープロ方式：

複数のキーを同時に押下

話区間はニュース番組の場合ほど多くは得られない．認識

して入力する特殊な高速入力用キーボードによる方式．

精度が低いこのような番組では，発話区間中の認識単語と

ニュースなどの報道番組で利用されている．

字幕単語が全て一致していなくても字幕から発話内容の精

・

リスピーク方式：

字幕キャスターと呼ばれる

度よい書き起こしが得られる場合がある．つまり，発話区

字幕制作専用のアナウンサーが番組の内容を復唱した

間中に認識結果と字幕に不一致があっても，字幕を書き起

音声を認識する方式．認識誤りは人手で修正する．大

こしとしてよい条件が得られれば効率的に精度のよいコー

相撲やプロ野球などスポーツ番組と情報番組で利用さ
れている．

パスを構築することが可能になる．
一方，Li ら[7]は認識結果と字幕の不一致区間も利用する

・

ハイブリッド方式：

番組音声を直接認識する方

手法を提案している．この手法では，この不一致部分をコ

式（ダイレクト方式）と，リスピーク方式を１つの番

ーパスとして採用できるかどうか，さらには，認識結果と

組内で切り替えながら利用する方式．ニュース番組な

字幕のどちらをコーパスとして採用すべきかを学習した識

どにおいて，スタジオ・アナウンサーの原稿読み上げ

別器を事前に構築して，この識別器を準教師あり学習に統

や記者による現場レポートなど，十分に高い認識率が

合してコーパスを構築している．しかし，認識精度 95%以

得られる部分ではダイレクト方式で認識し，それ以外

上を目指す音声認識の構築には，識別器の精度が不十分で

のインタビュー部分など認識率が低下する部分ではリ

あると考えられる．

スピーク方式で認識する．

本稿では，さまざまなジャンルの放送番組を対象とした
音響モデルの準教師あり学習において，従来手法よりも高

生字幕は，放送中にリアルタイムで制作されるため，多

精度かつ大量の音声言語コーパスを開発する手法を検討し

少の誤りが発生するほか，オフライン字幕に比べて字幕の

た．以降，2 章で各種の字幕制作手法と制作される字幕の

表示タイミングに数秒の遅れが発生する．また，スポーツ

特徴を紹介し，3 章で従来の準教師あり学習の手順と提案

番組の多くで利用されるリスピーク方式では，字幕キャス

手法を述べる．そして 4 章で提案手法を用いた実験を行い，

ターが番組の内容を要約して復唱することがある．そのよ

5 章でまとめを述べる．

うな場合，実際の放送音声と復唱音声の認識結果である字
幕とは一致しないことがある．一方，リスピーク方式以外
の生字幕やオフライン字幕については，放送音声をそのま

2. 字幕放送

ま文字化したものであることが多い．

字幕放送は年々拡充している．総務省のまとめによると，

本報告では，大規模音声言語コーパスの開発を始めるに

2012 年度の総放送時間に占める字幕放送時間の割合は，

あたり，オフライン字幕番組やリスピーク方式以外の生字

NHK 総合テレビが 67.9％となっている[8]．字幕放送普及

幕番組を対象とした音声言語コーパスの開発手法を提案す

のための行政指針として，総務省が 2012 年に見直しをした

る．字幕キャスターの要約復唱により放送音声と字幕が一

放送普及行政の指針[9]では，7～24 時の生放送を含む字幕

致しないことがあるリスピーク方式については，本報告の

付与可能な全ての放送番組[a]に，2017 年度までに字幕付与

提案手法で開発した音声言語コーパスを用いて音響モデル

することを目標としている．

を高精度化した後，改めて検討を進めていく予定である．

放送番組には，ドラマやドキュメンタリーなど，放送前
に完成しているオフライン番組と，ニュースやスポーツな
どの生放送のオンライン番組とがあり，それぞれ字幕制作

3. 音声言語コーパスの開発

手段は異なる．NHK 総合テレビ（7～24 時）の場合，すべ

3.1 音響モデルの準教師あり適応化
Lamel ら[4]が提案する音響モデルの準教師あり適応化学

てのオフライン番組に字幕が付与されており，人手により
文字入力，字幕表示位置とタイミング，文字色などの調整

習の手順は以下の通りである．

が行われている．一方，オンライン番組に対する字幕（生
字幕）制作には，リアルタイムでの文字入力が必要となる．

1.

大規模テキストコーパスから作成したベースライン

NHK では現在，キーボードと音声認識を利用した次の４つ

言語モデルと放送番組に付与された字幕テキストか

の生字幕制作方式を番組の性質に応じて使い分けている．

ら作成したドメイン言語モデルを，後者に大きな重み

・

をかけて線形補間し，適応化言語モデルを作成する．

キーボード方式：

一般的なパソコンのキーボード

を利用した入力方式[10]で，複数の入力者が短い単位

2.

る．

で文字をリレー入力する方式．歌謡番組などで利用さ
れている．
a) 討論番組など複数人が同時に会話を行う生番組は除く
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適応化言語モデルを用いて，放送番組を音声認識す

3.

番組を単位として，音声認識結果と字幕テキストの
アライメントを得る．
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デコーダーが切り出した発話区間ごとに音声認識結

Y

果と字幕テキストが一致するかを調べ，全て一致して
いる発話区間を学習データとし，そのラベルに字幕テ
キストを用いる．
5.

抽出した学習データを用いて，音響モデルの適応化
を行う．

6.

認識結果

・・・

a

置換

b

X

c

・・・

d

b

Y

c

・・・

d

字幕テキスト

・・・

a

上記 2～5 を繰り返して実施する．

N単語

N単語

Lamel らは，ニュース音声を対象として，上記手順によ

図１．認識結果から字幕への置換手続き

り音響モデルの準教師あり適応化を行っていた．一方，本
報告では，ニュース以外のさまざまな発話スタイルの番組
も対象としてコーパスを開発する．アナウンサーがスタジ

一方で，字幕テキスト内に類似した単語連鎖が複数存在

オ内で正確に発話しているニュース番組に比べ，情報番組

した場合，認識結果と字幕テキストの対応関係にずれが発

などでは，背景音楽や雑音があったり，アナウンサー以外

生することがある．そのため，前後の一致単語数 N に１や

の出演者がはっきりと正確に発話していないことが多い．

２といった小さな値を設定すると，アライメントのずれが

そのため，ニュース音声から学習した音響モデルを用いた

解消されず，誤った字幕テキストに置換する可能性が高く

認識では，認識精度が低下する部分があり，抽出される学

なる．それに対し，N を極端に大きく設定すると，アライ

習データ量がニュース番組の場合に比べて少ない．

メントのずれは解消されるものの置換対象が減少し，字幕
テキストに置換して発話ラベルとして利用可能な区間を検

3.2 提案する音声言語コーパス開発手法
本報告では，ニュース番組に比べて認識精度が低下する

出し逃す可能性がある．
以上のことから，認識結果と字幕の不一致区間のうち，

番組でも，発話ラベルの精度を保ちつつ，より大量の音声

認識結果から字幕に置換すべき区間を精度よく検出するた

言語コーパスが得られる手法の開発を目指す．

めには，適切に N を設定しなければならない．そこで，前

提案手法では，音声認識結果と字幕テキストのアライメ

後 N 個の単語連鎖が一致し，かつ中心の１単語が異なるパ

ント結果から，ある条件を満たした場合に，音声認識誤り

ターン数を，実際の放送字幕から調査した．このパターン

と推定される部分の単語を字幕テキスト内の対応する単語

が 1 放送回中に多く発生する場合には，アライメント時の

で置き換えることにより，認識結果と字幕の一致する区間

認識結果と字幕テキストの対応関係にずれが発生する可能

を増加させることを試みる．Long ら[5]は，アライメント

性が残るため，高精度な音声コーパスの構築は見込めない．

結果の 3 単語以上の一致区間について，発話区間から部分

調査対象のテキストには NHK の放送番組『クローズアッ

的に切り出して採用することでコーパスの量の増加を図っ

プ現代』
（１放送回の時間 26 分），
『まる得マガジン』
（5 分），

ている．しかし本報告では，明瞭性の低い自由発話を含ん

『サイエンス ZERO』（30 分）の字幕テキストのそれぞれ

だ放送音声を扱うため，明確な音素境界や単語境界の検出

100 放送回分を用いた．その結果を図 2 に示す．図の横軸

が期待できない．そのため，無音か有音かといった明確な
40

基準に基づく発話区間検出によって得られる発話区間を単

35

本報告で提案する，認識誤りと推定される単語を字幕テ
キストで置換する手続きを図１に示す．図 1 は前節に記し
た音響モデルの準教師あり適応化学習の手順 3 で得られる
単語アライメント結果を示している．音声認識結果の単語
X について，前後 N 個の単語連鎖が字幕テキストと全て一
致していて，かつ，単語 X が対応する字幕 Y と異なってい

異な るパターンの数

位としてコーパスを構築できることが望ましい．

る場合，単語 X は認識誤りであると推定し，対応する字幕

30

25

クローズアップ現代

20

まる得マガジン

15

サイエンスZERO

10

Y に置換する．N が十分に大きい場合，前後 N 個の単語連

5

鎖の字幕テキストは発話ラベルとして妥当であると考えて

0
2

よい．また，本提案手法で対象としている字幕は十分な精

4

5

6

N

度があるため，字幕が誤っている可能性は低いと考えられ
る．

3

図2

前後 N 単語の一致連鎖に対する中心の 1 単語が異な

るパターンの数
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は前後の単語連鎖数 N，縦軸は中心の 1 単語が異なるパタ
ーン数の 1 放送回あたりの平均値を示す．3 種類の番組全

表1

3 手法の比較： 前章で提案する字幕テキストへの置

てについて，単語連鎖数を N=5 までとれば，中心の 1 単語

換を行った場合を◎，置換を行わない場合を○と表記した．

が異なるパターン数は 0 となった．このことから，N=5 と

音響モデル適応化

抽出する音声言語

設定すれば，アライメント時の認識結果と字幕テキストの

の学習データ

コーパス

対応関係のずれは解消され，字幕テキストを用いて誤認識

ベースライン

○

○

部分を精度よく置換できると考えられる．

提案法 1

◎

○

提案法 2

◎

◎

4. 開発の現状と実験
実際の番組音声と字幕テキストを用いて音声言語コー
パスの自動構築実験をおこなった．実験では，前章で単語
連鎖数 N を決定する際に利用した番組『クローズアップ現
代』，『まる得マガジン』，『サイエンス ZERO』それぞれ約
2 時間分の番組音声と字幕テキストからコーパスの構築を
試みた．これらの番組音声は単語連鎖数 N の決定の際とは
時期が異なる 2014 年 2~6 月に放送されたものを用いてい
る．
『クローズアップ現代』は，生放送の報道情報番組であ
る．字幕はスピードワープロ方式により制作され，番組キ
ャスターの発話内容をそのまま文字化したものであること
が多いが，わずかに誤りが発生する．『まる得マガジン』，
『サイエンス ZERO』は，それぞれオフラインの情報番組，
教養番組である．字幕は生放送中ではなく，事前に人手で
制作される．
適応化言語モデルの作成にあたり，放送の書き起こしな
どから学習した語彙サイズ 100k のベースライン言語モデ
ルと字幕テキストから学習したドメイン言語モデルとの線
形補間モデルを番組の放送回ごとに作成した．ベースライ
ン言語モデルとドメイン言語モデルの補間係数はそれぞれ
0.1 と 0.9 とした．
実験に用いる認識デコーダーとして，男女の自動判定を
行いながら性別依存の HMM を用いて認識する 2 パスデコ
ーダーを利用した[11]．ベースラインの音響モデルは，NHK
のニュース番組（男性 340 時間，女性 240 時間）から学習
した．男女それぞれの音響モデルは，5 状態 3 自己ループ
のトライフォン HMM であり，状態共有により 16 混合分布
の約 4,000 状態を有している．これら男女別の音響モデル
は，音声認識結果と字幕テキストのアライメント結果から
抽出された学習データにより適応化した．また，認識結果
と字幕テキストが一致するか否かの判定単位である発話区
間の検出には，[12]で提案された手法を用いた．[12]では，
男女並列の性別依存音響モデルによるエンドレスな音素認
識を行い，音声／非音声の累積音素尤度比から発話区間を
検出する．

各番組について，音響モデルの適応化回数に対する音声
言語コーパスの抽出率を図 3～5 に示す．
適応化回数 5 回で各手法を比較すると，提案法 1 はベー
スラインに比べて 3 番組全てにおいて抽出率が 1.2 倍以上
となり，提案法 2 では，抽出率が 1.3 倍以上となった．
適応化 5 回で抽出されたコーパスの発話ラベルの精度を
確認すると，提案法 2 は誤った字幕テキストへの置換があ
ったため，提案法 1 に比べて誤りが増加した．しかし提案
法 1,2 ともに精度は 99%を超え，精度は十分に維持された．
また，発話ラベルの誤りは，字幕の表記誤りや「あの」
「え」
といった不要語による誤りであった．
番組間で適応化 5 回のコーパス抽出率を比較すると，
『サ
イエンス ZERO』，『まる得マガジン』，『クローズアップ現
代』の順に抽出率が高かった．
『クローズアップ現代』の抽
出率が最も低かったのは，番組終了直前の音声に字幕が付
与されていなかったためである．いくつかの放送回につい
ては，番組終了直前まで番組キャスターが発話していたた
め，スピードワープロ方式で放送時間内に番組音声の全て
を字幕化しきれていなかった．また，ともにオフライン字
幕番組である『サイエンス ZERO』と『まる得マガジン』
について，前者の抽出率が高かったのは，
『まる得マガジン』
の方が放送時間に対する背景音楽の時間の割合が大きかっ
たことが考えられる．このことから，高い抽出率でコーパ
スを開発するための番組の条件として①番組終了まで音声
が全て字幕化されているオフライン字幕番組であること②
背景音楽の少ない番組であることを挙げることができる．
また，音声認識に利用したベースラインの音響モデルが
ニュース音声から学習したものであるため，報道情報番組
である『クローズアップ現代』に比べて，教養番組の『サ
イエンス ZERO』の方が，音響モデルの適応化による抽出
率の改善が大きかった．
今後，上記 3 手法の中で最も抽出率が高く，ラベルの精
度が十分に維持されていた提案手法 2 を用いて，音声言語
コーパスの開発を進めていく予定である．

実験では，表 1 に示す 3 通りの手法について，抽出され
る音声言語コーパスの放送時間に対する割合を比較した．

5. おわりに
本稿では，高精度な音響モデルの学習を目指して進めて
いる，大規模音声言語コーパス開発の検討状況を紹介した．
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提案する手法では，音響モデルの準教師あり学習において，
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音声認識結果を字幕テキストで置換することにより，字幕

0.40

放送番組からのコーパスの抽出率の向上を試みた．実際の

0.35

放送番組を用いた実験の結果，コーパスの精度を維持しつ
今年度は過去の放送番組音声から 1,000 時間分のコーパ
スの開発を見込んでいる．また，今後は，本稿で考慮しな

0.30

抽出率

つ，抽出率が 1.3 倍以上となることを確認した．

かった字幕誤り箇所の検出手法の検討や，字幕テキストへ
の置換手法の改善を進め，音声言語コーパス抽出率のさら
なる向上を目指す．
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