Vol.2017-SLP-118 No.3
2017/10/13

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

ベイズ推論を用いた半教師あり発音辞書学習の日本語適用
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概要：現在の音声認識システムにおいて発音辞書は人手による設定に基づいている．しかし日々出現する
新しい単語のシステムへの取り込みや，ロボット等における音声対話を通した語彙の自動獲得を実現する
ためには，システム自身が言語的および音響的知識を結びつけ新しい単語を推定を交えながら獲得する能
力を実現する必要がある．これまでに我々はノンパラメトリックベイズ法を応用し，同一の言語から独立
してサンプルされた音素および単語テキストから発音辞書を学習する手法を提案し，英語データに対して
有効性を示した．本研究では同手法を表音文字を用いる言語である英語に対して，表音文字と表意文字が
混ぜて使用されるという点で大きく異なる日本語に適用する．実験には日本語話し言葉コーパス (CSJ) を
用い，同手法の日本語における有効性について検討する．

1. はじめに

きであり，もう一つは単語の発音から綴りへのマッピング
を行うという働きである．近年の end-to-end 音声認識で

近年, 情報技術の飛躍的な進歩に伴い，一部のタスクにお

は，文字単位での認識を行うことによってこれらの働きを

いては人に匹敵する認識性能が得られるようになりつつあ

必要としない枠組みも存在する [1]．しかし，依然として

る．しかしその一方で，それらの性能は教師あり学習への

多くの音声認識アプリケーションが単語レベルでの認識を

依存度が大きく，予め想定されたものとは異なるタスクへ

必要としており，様々なアプローチが行われている．これ

の応用や新たな単語への対応を行う場合，ラベリングの行

に対する取り組みの一つとして，教師なし発音辞書学習が

われた音声データと新出単語の発音情報の準備が必要とな

挙げられる．教師なし発音辞書学習に関連する既存のアプ

る．これにより，当初に設定したドメインへのシステムの

ローチとしては，書記素音素変換 (G2P)[2], [3], [4], [5] が

有用性が制限されるということがしばしば発生する．これ

挙げられる．このアプローチでは対応関係のある単語と音

に対して，人は発音が未知の単語に対しても音声情報と文

素列を用いて G2P 変換器の教師あり学習を行う．そして

章情報を元にその単語の発音を学習することが出来る．読

学習の完了した G2P 変換器を発音が未知の単語表記に適

みの分からない単語が文章中に出現した場合，とりあえず

用することで，その単語の発音を獲得する．しかしこのア

読みを不明としたままその単語が使用されているコンテキ

プローチの問題として，表記から直接発音を推定すること

ストを学習し，後にその単語が音声中に出現した際にその

が困難な単語には適用出来ないという点がある．音響デー

コンテキストを元に綴りと発音を結びつけることで単語の

タから発音を推定する手法も提案されているが，対応のあ

発音を学習する．これは音声と文章が対になっていない場

るパラレルデータを必要としている点で一般的な利用が難

合においても，同様のコンテキストの元にその単語が出現

しい制約がある．これに対し，対応関係の存在しないテキ

すれば可能である．この能力を発音辞書に拡張することに

ストと音声から発音辞書を推定する手法が実現できればよ

より，ラベリングの行われたデータを必要としない音声認

り柔軟で一般的な音声認識システムの語彙適応が可能とな

識システムを実現することが出来れば，システムのメンテ

る．これについて，我々はこれまでに発音辞書を確率モデ

ナンスコストの削減だけに留まらず，機械と人間の間での

ルとしてモデル化しベイズ推論により発音辞書を学習する

より自然なコミュニケーションを可能にすることができる．

教師なし発音辞書学習法 [6] を提案し，一定の成果を上げ

一般的に，音声認識システムにおいて発音辞書は二つの

ている．本論文ではこの枠組みを日本語に適用し，その有

役割を担っている．一つは単語の単位を定義するという働
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効性について検証を行う．
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した時，単語 w の発音 p の予測分布 P (p|w, U ) は，式 4 に

2. ベイズ推論による教師なし発音辞書学習

よって与えられる．ここで，nw は U 内における単語 w の
出現回数，np は単語 w の発音として音素列 p が出現した

∑

2.1 発音辞書の確率モデル化
音声認識システムにおける発音辞書は単語とその発音の

回数であり，

対から構成される．発音辞書によって各単語についてその

P (p|w, U ) =

発音に対応した音素列が与えられる．しばしば，出現頻度
に応じた確率重みを持たせることで同単語が複数の発音を
持つことができるように発音辞書は設計される．確率モデ

np = nw である．
np
α
+
G0 (p)
α + nw
α + nw

(4)

2.2 発音辞書の学習
単語列に関する言語的情報，音素書き起こしにおける音

ルとして見ると，これは各単語において混合要素が発音，

素列のパターン情報，および単語発音に関する部分的な既

混合重みが確率として構成された有限混合モデルとして考

存の知識をつなぎあわせて教師なし発音辞書学習を行うベ

えることができる．文献 [7] より混合重みは学習可能パラ

イズモデルを図 (1) に示す．具体例としては，
「実験 の 方

メタであり，EM アルゴリズムにより推定される．また，

法 は」という文章が単語列となり，「j i q k e N </w> n

文献 [8] ではベイズ的アプローチがとられており，混合重

o </w> h o: h o: </w> w a」という文字列が単語区切り

みに事前確率を与えるためにディリクレ分布が用いられて

のある音素列となる．ここで，</w> は単語間の境界を示

いる．

す．そして，「j i q k e N n o h o: h o: wa」という文字列

1 単語あたりの発音の種類数は多くても数個程度である

が単語区切りのない音素列となる．

ことが普通だが，上限が存在するわけではない．また，単
表 1 図 1 における各ノードの説明

語の発音を絞り込むための知識がない場合は，様々な発音
の可能性を考慮する必要がある．そこで各単語にどのよう

ノード

説明

な発音でも割り当てられるように，有限混合モデルから無

発音辞書

確率モデル化された発音辞書

限混合モデルへと拡張する．具体的には，単語 w の発音を

言語モデル

階層ベイズ言語モデル

式 1 に示すように音素列を要素とする無限次元の離散分布

単語列

1 発話に相当する単語列

としてモデル化する．

単語区切りのある音素列

単語区切りの与えられた 1 発話の音素列

単語区切りのない音素列

単語区切りのない 1 発話の音素列

f (x) =

∞
∑

θi δpi (p).

(1)

i=1

ここで，δpi (p) は p = pi のとき 1，そうでないとき 0 をと
るデルタ関数である．また，θi は分布のパラメタであり 0
≦ θi ,

∑

i=1

θ = 1 を満たす．例として，「情報」の発音が

「j o: h o:」と「j o u h o u」の 2 通りだけでそれぞれの確
率が 0.8 と 0.2 とすると，p1 ＝ 「j o: h o:」
，p2 ＝ 「j o u

h o u」，θ1 ＝ 0.8，θ2 ＝ 0.2，θ(2<)j ＝ 0.0 となる．発音分
布の事前分布としては，式 2 に示すように音素列を生成す
る分布を基底分布 G0 としたディリクレ過程 [9] が使用で
図 1 対応関係のない単語および音素データを用いた教師なし発音

きる．

辞書学習のためのベイズモデル

Gw ∼ DP (α, G0 ).

(i.i.d.w ∈ V ),

(2)

pw (p) = Gw ,
ここで，α は集中度パラメタであり，Pw (p) が平均的にどれ
くらい G0 と似ているかを制御する．α が 0 に近づくほど
分布が特定の発音に確率が偏ったものになりやすくなる．
発音辞書は単語発音モデルの集合として，式 3 のように
定義できる．

∆ = {Gw }{w∈V } .

ベイズモデルを用いた発音辞書の学習は，学習データが
与えられた条件で隠れ変数の事後確率分布を求めることで
ある．これは，発話を単位としてブロックギブスサンプリ
ング [11], [12] を適用することで実現する．ブロックギブ
スサンプリングでは，まずベイズモデルの隠れ変数に対し
て適当な初期値を設定する．そしていずれか 1 つの発話を
選択し，その発話の隠れ変数の値を他の発話の全ての変数

(3)

を固定した同時事後確率分布からサンプルすることで更新

ここで，∆ は発音辞書を表し，Gw は発音モデルを表す．

する．これらを繰り返すことにより，学習データが与えら

発音辞書に基づいて発音を予測する予測分布は中華料理

れた条件での事後確率に従ったサンプル集合が得られる．

店過程 (CRP)[10] により求められる．発話集合 U を観測

ブロックギブスサンプリングにおいて必要となる，他の
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表 2

全発話を固定した条件下でのある発話における発話変数の
同時事後確率は式 5 によって得られる．

Init condition

(nPs , sPs , Ws |nPT , sPT , WT )
∫
= P (nPS , sPs , Ws , LM, P D|nPT , sPT , WT )dLM dP D
= P (Ws |WT )P (sPS |Ws , WT , sP )P (nPs |sPs )

オープンデータセットにおける単語誤り率

(5)

15%missing
2

30%missing

epoch

1

5

1

default

25.79

37.74

2

5

G2P

22.58

29.16

Bayes

25.72

23.75

23.29

Bayes+G2P

22.55

21.29

21.06

37.49

34.47

33.76

29.00

27.33

26.44

ここでサフィックス s は選択された発話に関する変数であ
表 3

ることを示し，サフィックス T は他の全ての発話における

サンプリングされた文章の例

変数集合であることを示す．選択した発話において与えら

Reference

れている学習データを反映させた事後確率は式 5 の同時確

Epoch1

ここ で ． ま 線 が 評価 わ 者 女性 の 二人 に

率から求められる．

Epoch2

ここ で は 見せ ませ ん が 評価 わ 者 女性 の 二人 に

Epoch3

ここ で は 見せ ませ ん が 評価 話者 女性 の 二人 に

3. 発音辞書学習の日本語適用

ここ で は 見せ ませ ん が 評価 話者 女性 の 二人 に

本論文では，表音文字を用いる英語において一定の成果

キシティーは 150.64 であり，OOV は 3.87%である．ここ

をあげているベイズ推論による教師なし発音辞書学習の他

では，OOV は単語列テキストに含まれず，音素列テキス

言語に対する有効性の検証を行う．今回は，表音文字と表

トにのみ含まれる単語のことを指す．G2P による実験では

意文字が混同して用いられるという点で英語と大きく異な

初期値として与えられていない 15%, 30%の単語について

る日本語への適用を行う．日本語書き起こしデータから独

G2P を適用し，発音辞書を生成した．また，提案法の拡張

立に単語列データと発音辞書，音素列データを生成し，発

として G2P で生成した発音辞書を初期値として与えた実

音辞書学習を行う．

験 (Bayes+G2P) を追加で行った．

4. 実験条件
実験は日本語話し言葉コーパス (CSJ) を用いて行った．

表 (2) にそれぞれ 15%, 30%における結果を示す．初期条
件の発音辞書での単語誤り率はそれぞれ 25.79%, 37.74%で
あった．ギブスサンプリングによる学習を行うことによ

音素列データとしては，認識誤りを含まない音素書き起こ

り，単語エラー率が減少していくことがわかる．G2P と

しテキストを用いた．音素列データに含まれる音素数は全

提案法を組み合わせることによってさらに単語誤り率が低

部で 43 である．発音辞書の語彙は単語書き起こしテキス

下し，それぞれ 21.06%, 26.44%という結果が得られた．表

トから作成し，その内の 85%，70%にのみ発音を与えた．

(3) にサンプリングの際に音素列から変換されて得られた

残りの 15%の単語の発音は初期値としては与えられず，こ

単語列の例を示す．エポック 1 の時点では発音未知の単語

れらを推定することが本論文におけるタスクとなる．発音

に対して誤った単語が出力されているが，エポック 5 では

の基底分布としては音素 0-gram モデルを使用した．集中

発音の割り当てが成功し，その結果として正しく文章が出

度パラメタ α は 0.1 に設定した．ギブスサンプリングで

力されていることが分かる．

は，音素列が与えられた条件における事後分布からのサン
プリングにおいて，語彙の固定を行った．これにより，本

6. おわりに

実験では音素列から表記が不明の単語が生成されること

対応の無い単語テキストと音素書き起こしデータを元に

は無く，綴りのみが分かっており発音が未知である単語の

発音辞書の教師なし学習を行う手法を用い，日本語への適

推定にフォーカスしている．実験に用いたソフトウェア

用を行った．日本語話し言葉コーパスを用いた実験を行

は，LatticeWordSegmentation をベースとして作成したも

い，音素列から単語並びへの変換において単語誤り率が減

のである [13], [14], [15]．また，比較実験として Sequitur

少することを実証した．また，初期辞書として G2P によ

G2P[16] を用いた G2P による手法での評価を行った．

る発音の予測を組み合わせることにより，更に効果的に辞

5. 実験結果

書学習を行えるということが確認できた．今後の課題とし
ては英語データにおける実験と比較して性能の向上幅が小

CSJ 講演データのうち 4286 発話を利用して単語書き起

さいため，その原因の究明を行うことや，音素ラティスの

こしテキストを生成し，1857 発話を利用して音素書き起

エンコードを行う WFST を 1-best 仮説の代わりに用いる

こしテキストを生成した．これらの間に重複する文章は

といった手法の拡張などが挙げられる．

含まれず，完全にオープンなデータである．語彙サイズは

5452 であり，このうち 15%, 30%には初期値として発音を
与えていない．言語モデルは 3-gram を用いた．パープレ
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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