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日本語 End-to-end 音声認識におけるクラスラベルの検討
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概要：本稿では，日本語 end-to-end 音声認識における出力ラベルにクラスラベルを導入した．End-to-end
音声認識は発音辞書を介すことなく文字を直接出力できるアプローチであり，主に英語音声認識の分野で
研究例が報告されている．この end-to-end アプローチを日本語に適用する場合，文字総種の多さから英語
に比べパラメータ数が膨大となり，限られた学習データでは学習サンプルが不足する文字も多数あるため，
学習が難しい．本稿では connectionist temporal classification (CTC) 基準の日本語 end-to-end 音声認識
において，出力ラベルにクラスモデルを導入してパラメータ数を削減すると同時にデータスパース性を解
消し，言語モデルでクラスラベルを単語に復元する手法を提案する．日本語 end-to-end 音声認識にクラス
ラベルを導入したことにより，音声認識誤り率の改善を確認した．
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1. はじめに

Shoei Sato1

connectionist temporal classification (CTC) [11] や attention [12] を用いて吸収する手法が提案されている．CTC

Hidden markov model (HMM) と deep neural network

を用いる手法は，出力ラベルに空白を表すラベルをもたせ

(DNN) を用いたハイブリッドアプローチによって音声認

ることで入出力間の時系列の伸縮を吸収する．Attention

識の精度は飛躍的に向上した．この手法は各フレームの音

を用いる手法は，入力された音響特徴ベクトル列が出力系

素の状態の事後確率を推定した後，音素と単語を紐付ける

列のどの部分に対応付くかということを attention ベクト

発音辞書によって単語を推定し，前後の文脈により文の出

ルによって確率的に表現し，入出力間の時系列長の異なり

現確率を与える言語モデルによって単語列を決定する．こ

を吸収している．これら end-to-end 音声認識には，音素，

のアプローチでは発音辞書に記載された音素列通りに発音

音節，文字，単語を出力するものがあり，特に文字，単語

されなかった単語を認識することができないため，明瞭性

を出力するケースにおいては発音辞書を必要としない．本

の低い話者の音声などで音声認識精度が低下する．一方，

稿では発音辞書を用いない文字出力型の日本語音声認識を

end-to-end の手法は発音辞書を用いず文字を直接出力す

扱う．

ることができる．発音の多様性を neural network (NN) に

この end-to-end 音声認識を日本語に適用する場合，日

よって学習できるため，一部のケースでは HMM-DNN 手

本語の文字種の多さが原因で以下の２つの問題が生じる．

法を上回る性能が報告されている [1–10]．End-to-end 音

１つは，出力ラベル数が多く，パラメータ数が英語に比べ

声認識を実現するモデルでは，入出力の系列長の異なりを

膨大であることである．英語で文字を出力する end-to-end

1

の NN を構成した場合，出力ラベルの数はアルファベット

2
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に数字，記号を含めても 100 種程度だが，日本語には漢字，
ひらがな，カタカナなど 3,000 以上の文字種が存在する．
文字種の多さのためネットワークの各層間の結合パラメー
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図 1

提案手法

図 2

タが多くなるが，文字種に対して発音の種類は多くないた
め，ネットワーク内の表現に重複が生じる．この問題に対
して筆者らは aﬃne 変換部分に低ランク行列分解 [13] を適
用することでネットワーク内の相関を削減し，音声認識精
度を改善した [14]．しかし，この手法でも出力ラベルの多
さに起因する課題は残される．それは，データスパース性
である．文字種が多さに起因して文字１種あたりの平均学
習サンプル数が少なくなり，出現頻度の極端に少ない文字
が存在する．出現頻度の低い文字（低頻度文字）の音響特

出力ラベル数と学習データの文字カバー率

ここで，ytct は時刻 t のとき ct が出力される確率を学習し
た際の出力スコアである．

CTC は入出力の系列長の異なりを吸収するため空白シン
ボル øを導入しており，文字間に空白シンボルを挟みなが
ら出力する．例えば， “AA ø BøCC“ と “A ø BBBøCø“は
同じシンボルである ABC としてマッピングされる．つま
り，出力ラベル系列 z の事後確率は次式で表される．
∑
P (z|X) =
P (c|X).
(2)
c∈Φ(z)

徴を頑健に学習することは難しく，低頻度文字によって音

Φ(z) は出力ラベル系列が z となるすべての系列であり，同

声認識精度の低下を引き起こす．特に発話以外の雑音部分

一ラベルにマッピングされる全ての c の組み合わせを示

で低頻度文字が誤って挿入されてしまうような例が観測さ

す．学習データ集合 N のうちの一文 n の入出力系列のペア

れる．

を (Xn , zn ) ，学習する NN の接続重みを W とするとき，

日本語 end-to-end 音声認識の関連研究として，音節のよ
うなサブワードを単位とするシンボルを出力する手法が提
案されている [7]．しかし音節を扱う場合には依然音節と
単語を対応付ける辞書の作成が必要となる．

差関数 E(W) とし，これを最小化する W を求める．
∑
E(W) = −
log P (zn |Xn ).
(3)
n∈N

また，日本語同様漢字を用いる中国語のシステムでは大
量のデータによってこの問題の影響を抑制している [4]．学
習データを増やすことでこの問題は軽減するが，雑音部分
での挿入誤りは依然残る．本稿では CTC 基準の文字出力
型日本語 end-to-end 音声認識モデルにおいて，クラスラベ
ルを導入して出力ラベル数を圧縮し，言語モデルによって
クラスを単語に復元する手法を提案し (図 1)，音声認識精
度を改善する．

2.2 日本語を扱う際の考察
本稿では，NHK の番組音声と字幕のペア 712 時間分を
学習データに用いる．この学習データに含まれる文字種
は，漢字，ひらがな，カタカナ等 3,476 種であった．この

3,476 文字種を頻度の高いものから順にならべ，学習デー
タ中のカバー率をプロットしたものを図 2 に示す．頻度上
位 15%の文字で学習データの 90%をカバーすることがで
き，頻度上位 42%の 1,452 文字で学習データ中の 99%の文

2. End-to-end 音声認識

字を網羅できることがわかった．
残された 1%の文字には学習データ中に１つしか学習サ

2.1 CTC
本稿では，CTC 基準の bi-directional long short-term

memory(BLSTM) [15] システムを用いる．CTC は音響特
徴列を文字や単語といったシンボルへ直接マッピングす
るアプローチの一つである．入力系列 X が出力文字列

c = {c1 , c2 , ..., ct } を出力する事後確率は，次式で表される．
P (c|X) =

CTC は入力 X の系列の事後確率の負の対数尤度の和を誤

T
∏

ンプルが含まれない文字も多数あり，このままでは低頻度
文字の学習が難しい．本稿では，出力ラベルの多さに起因
するデータスパース性を解決するため，学習サンプル数の
少ない低頻度文字を集め，同一の文字として一まとめに学
習する手法を提案する．

3. クラスラベルの導入
ytct .

t=1

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

(1)

提案法では，クラスラベルを導入して低頻度文字を音響
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で表される．提案法では変換器 L によりクラスラベルか
漢字『生』を含む形態素リスト

生物
生徒
生活
生涯
生き物

『しょう』
と読む形態素

『せい』
と読む形態素

生物
生徒
生活

ら日本語へ復元する．L では T で推定されたトークン列を
単語に変換する際，音響モデル学習時に割り当てたクラス
ラベルから本来の文字を含む単語への変換をする役割をも
たせる．図 4 に漢字『奏』をクラスラベル『 < そ > 』に

『い』
と読む形態素

生涯

割り当てて学習した際の単語『演奏会』の FST を示す．

生き物

4. 実験
4.1 実験条件
全てクラス『<せ>』に割当

図 3

実験のために，Kaldi [18] ベースの EESEN フレームワー
ク [19] を用いた．本稿ではこれを基準に，以下のようにパ

漢字『生』のクラスラベルの分類例

ラメータを設定し aﬃne 変換部分に低ランク 320 の行列分
特徴ごとに分類する．複数の低頻度文字を一つのクラスに

解を適用した．音響モデルは CTC 基準の 4 層 BLSTM で

まとめることで低頻度文字の学習サンプル数を増やす．

712 時間分の NHK の番組音声と字幕のペアを学習した．

3.1 ラベルの選定

よび ∆, ∆∆ の計 120 次元，LSTM のメモリセルは各方向

入力特徴量は 40 次元の対数メルフィルタバンク特徴量お
本稿では，q 個の低頻度文字集合 R の各文字 r を複数の
クラスラベル集合 ℓi (i = 1, . . . , L) に割り当てる．r の ℓi

320 ずつとした．BLSTM の学習率は 5.0 × 10−4 から開始
し，学習データの 5%をランダムに取り分け作成した開発

への割り当ては，r を次の基準でクラス Tr に割り当てる

データの frame accuracy のエポック間の差が 0.5%未満に

こととする．Tr は，学習データ中の r を含む各形態素 wr

なった場合に learning rate を毎回半分にする “new bob“ア

での r の読みとして推定される yr の中で，最も多く出現

ニーリングスケジュールを採用した．言語モデルは語彙 20

する読みであるとする．学習データ中の r の読みが yr で

万単語の NHK の原稿と字幕から学習した 3gram を使用

ある頻度を推定する関数を F(yr ) とすると，Tr は次式で表

した．評価データには NHK の情報番組「ひるまえ

される．

と」5 時間分を使用した．以上の条件で，提案したクラス

Tr = arg max F(yr )

(4)

yr

ほっ

を用いたモデルと，クラスを用いない 3,477 ラベルをベー
スラインとして比較した．音響モデルの出力ラベルとして

本稿ではクラス数の削減のため Tr の頭文字 Hr に該当

学習データで出現する全文字種にブランクラベルを加えた

するクラスラベル ℓi に割り当て，学習データを ℓi に書き

3,477 ラベルを出力とするものをベースラインとして実験

換える．クラスラベル ℓi は５０音に濁音，半濁音，記号，

した．

読み不明のものを加えた計７３種類とする．yr の推定は，

kakasi [16] の辞書のもつ r の読みリスト Yr から，漢字の
位置に応じて前方/後方一致するよう部分文字列検索し，合
致した読みを採用する．また，この方法では読みを推定不
可能な熟字訓やアルファベットについては「読み不明」
，そ
の他読みの存在しない記号については「記号」のクラスラ
ベルへ割り当てる．

4.2 実験結果
4.2.1 実験手法について
本稿で実験した各手法を下記で定義する．

class(1): 学習データ中から高頻度 1,500 字以外を 1 種の
クラスラベルに割当てたモデル．

class(73): 学習データ中から高頻度 1,500 字以外を 73 種

この読みの頭文字によるクラスラベルの割り当ての例と
して，漢字『生』の分類を図 3 に示す．

のクラスラベルに割当てたモデル．クラス分類の際，
いずれの低頻度文字も割り当てられなかった 3 つの頭
文字が存在した．そのため，該当する 3 つのクラスラ

3.2 ラベルから単語への復元

ベルについて出力ラベルから除外し，残る 1,570 ラベ

本稿では，Miao らの手法を参考に weighted finite state

transducer（WFST）によるデコーディングを採用する [17]．
WFST は入力・出力信号のペアとその重みを記すことに
より情報を遷移する変換器である．本稿では CTC のラベ
ルから文字 (T ) へ，文字から単語へ (L)，単語から文章へ

(G) の３つの変換器の合成によりデコードする．変換器の
合成式は

S = T ◦ min(det(L ◦ G))
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

ルのみを音響モデル学習に用いた．

LM 復元: 割り当てたクラスラベルからもともとの文字
への復元するモデル．

EESEN: 文献 [6] の手法を 4.1 節のパラメータに設定し
たもの．ベースラインとの違いは aﬃne 変換の行列分
解を適用していない点である．

HMM-DNN: 4 層の HMM-DNN で学習したモデル．音
(5)

響モデル・言語モデルの学習データは共に baseline と

3
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図 4
表 1

2

<そ>:<eps>

3

会:<eps>

<eps>:<eps>
<space>:<eps>:

5

単語『演奏会』を示すラベル-単語トランスデューサー
表 2

HMM-DNN との比較

Model

4

ラベル数と WER

Labels

WER[%]

Model

Labels

Coverage[%]

WER[%]

baseline

3, 477

14.5

class（73）+LM 復元

2, 070

99.8

13.7

class（1）

1, 501

14.8

1, 570

99.2

12.7

class（1） +LM 復元

1, 501

13.8

1, 072

96.9

13.9

class（73）+LM 復元

1, 570

12.7

EESEN [6]

3, 477

14.6

HMM-DNN

-

12.8

られる文字数が多くなるとクラスラベルごとの音響特徴の
同一のものを使用した．

4.2.2 従来手法との比較
実験結果を表 1 に示す．“Labels“は出力ラベルの数，

分散が大きくなってしまうためと考えられる．

4.2.4 提案法による挿入誤りの削減
表 3 はモデルごとの認識結果の異なりの例を示している．

EESEN のモデルでは，
『鰻』
『盃』
『ぇ』など，学習データ

“WER[%]“は音声認識単語誤り率 (word error rate) を示

中の低頻度文字が特にノイズ部分で出力される傾向にあっ

す．LM 復元を適用した “class（1） +LM 復元 “，“class

た．これらの文字はクラスラベルを導入することにより，

（73）+LM 復元 “のモデルにおいて baseline から精度が改

同一ラベルの学習サンプル数が多くなる．例えば，
『盃』は

善し，“class（73）+LM 復元 “のモデルで最も良い WER

学習データ中に学習サンプルが１つしかなかったのに対し，

が得られた．提案手法によって文字出力型 end-to-end の

クラスラベルにまとめた際には同一クラスラベルの学習サ

日本語アプローチにおいても文字出力型 CTC 基準の 4 層

ンプルが 1,124 個まで増えた．学習サンプルの増加により

BLSTM アプローチである EESEN や，従来の HMM-DNN

低頻度文字をノイズとは分けて学習することが出来，この

と同等以上の精度が得られることがわかった．これらの手

ような挿入誤りを抑圧することが出来たと考えられる．

法で改善がみられた理由は，クラスモデルを導入したこと

4.2.5 事後確率の比較

により低頻度文字を音響モデルで学習ができるようにな

図 5 に EESEN と提案法の事後確率の異なりを示す．そ

り，これを言語モデルでうまく復元が出来たためと考えら

れぞれ上が EESEN，下が “class（73） +LM 復元 “手法の

れる．特に，“class（73）+LM 復元 “のモデルでは，クラ

事後確率を示している．こちらの例では，漢字『臥』をク

スを読みの頭文字という近似で分類することでモデルの識

ラスラベルに置き換えた際，提案手法のクラスラベルの事

別性能を更に向上したと考察する．一方，“class（1）“モデ

後確率が向上していることがわかる．このクラスラベルの

ルは baseline に対して WER が改善しなかった．これは，

事後確率は他の文字の事後確率と比べて低い値ではあるも

クラスラベルに割り当てた文字を認識しないようにしてい

のの，クラスラベルの導入によりラベルあたりの学習サン

ることと同義であり，言語モデルでクラスを復元しない場

プル数が増え，学習がうまくいったと予想される．このよ

合には精度が低下することがわかった．

うに事後確率が向上すれば，言語モデルによるリスコアで

4.2.3 クラスラベルに割り当てる文字数の検討

正しい認識結果として出力することが可能となる．一方，

次に，クラスラベルに割り当てる低頻度文字の数を変え

一部の発話では事後確率がクラスラベルを用いない方が高

て実験した．表 2 に結果を示す．“Coverage[%]“はクラス

いものもあった．これは，クラスラベル導入前でも音響特

ラベルに割り当てていない文字の学習データ中の文字カ

徴を学習するのに十分なサンプルが存在する文字をクラス

バー率を示す．ラベルの数が少ないほど，低頻度文字とし

ラベルに割り当ててしまった場合などであり，クラスラベ

た文字種数が多くなっている．最も WER のよかったモデ

ル内で学習すべき音響特徴の分散が大きくなってしまった

ルは 1,570 ラベルのモデルであり，実験結果からクラスに

ことに起因すると考えられる．更なる改善に向け，クラス

まとめる文字数が多すぎると精度が低下することがわかっ

ラベル内の音響特徴の分散を小さくするような工夫を検討

た．これは，本稿では各文字を代表する読みを一意に決定

する必要がある．

して一括でクラスラベルを割り当てているため，割り当て
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表 3 認識結果の比較
認識結果 (正解)

Model
正解

EESEN

ずいぶん いろんな もの が ある ん です ね

POSTERIOR

class（73）+LM 復元+aﬃne

ずいぶん いろんな もの が ある ん です ね
ねぇ 鰻 ずいぶん いろんな もの が ある ん です ねぇ 盃

POSTERIOR

FRAMES

FRAMES

図 5 事後確率の比較
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