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広域文書類似度と局所文書類似度を用いた
講演音声ドキュメント検索
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概要：講演音声集合から探したい内容を表す 30 秒から 1 分程度の箇所を検索する方法について述べる．本
論文では，講演の各部分には講演全体が扱うトピックのサブトピックがある可能性が高いことに着目し，
講演単位などの大きなまとまり（広域文書）での粗い検索と，30 秒から 1 分程度の単位（局所文書）の検
出したい単位での詳細な検索とを階層的に統合する方法を提案する．具体的には，トピック推定は行わず
に発話数に基づいて分割した局所文書と広域文書からなる階層構造を自動生成したうえで，クエリと広域
文書との類似度を局所文書との類似度に統合して，局所文書を検索する方法を提案する．CSJ 音声ドキュ
メントコレクションの 15 発話単位，30 発話単位および 60 発話単位の検索タスクにおいて，検索精度（11
点平均精度）の有意な向上が確認できた．
キーワード：音声ドキュメント検索，講演音声，パッセージ検索，ドキュメント拡張
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Abstract: A spoken document retrieval (SDR) method for oral presentations is addressed. We propose
an integration method of global information and local information based on a pseudo topic hierarchy of
presentations. Specifically, for detecting a part of oral presentations about 30 seconds to 1 minute (local
document), which is simply divided according to the number of utterances, we integrate a similarity between
a given query and a whole presentation (global document) into a similarity between the given query and
a local document contained in the global document. For the 15-utterances-based, 30-utterances-based and
60-utterances-based pseudo passage retrieval tasks of CSJ SDR, we confirmed a statistical improvements of
information retrieval performance (11 point average precision).
Keywords: spoken document retrieval, oral presentation, passage retrieval, document expansion

1. はじめに

表されるようにニュースであった．ニュースは通常 1 分程
度で自己完結的に作られているため，各ニュース音声を検

講演音声集合から探したい内容を表す箇所を見つける

索単位とするのが自然であり，ドキュメント拡張などを用

「講演音声ドキュメント検索」の研究を行う．これまで音

いて音声認識誤りに対して頑健にインデキシングを行う方

声ドキュメント検索の主な研究対象は TREC SDR [1] に代

法 [2], [3] や，クエリ拡張 [3], [4] などが主な研究テーマで
あった．
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これに対し，本研究ではある程度の長さを持つ講演や講
義の音声を対象とした音声ドキュメント検索手法を研究す
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る．講演や講義は通常短くても 10 分以上の長さを持って

ような長い音声ドキュメントに対して，自動的に局所文書

おり，従来のようにこのような音声ドキュメントそのもの

および広域文書群を生成し，それらを構造化テキストのよ

を検索単位とするのは実用上問題がある．すなわち，適切

うに用いる点において新規性を有する．

な検索結果が得られても目的とする情報にダイレクトにア

提案手法は，局所文書を広域文書でドキュメント拡張し

クセスできないという問題がある．たとえばユーザが知り

たものとみることもできる．ドキュメント拡張とは，検索

たい内容が講演や講義の一部である場合に，検索結果の講

対象ドキュメントの類似テキストを WEB などから集め，

演や講義の中から該当個所を自ら探さなくてはならないと

そこに含まれる語をそのドキュメントの索引語として追加

いう問題がある．そのため，講演や講義を話題のまとまり

する手法である．一般的には，ドキュメントからの WEB

（サブトピック）ごとに分割し，それらを検索対象とするこ

検索質問の生成自体が難しいうえに，選択されたテキスト

とが望ましい．ただし，このような講演や講義のトピック

が元のドキュメントと類似しているかを判定することが難

分割自体が難しい問題であるため，本研究ではサブトピッ

しく，効果を得にくいという問題がある [2], [11], [12]．本

クごとへの分割は行わず，講演音声をあらかじめ 30 秒か

手法は，局所文書と広域文書の包含関係のみを用いる，新

ら 1 分程度の単位に機械的に区切っておき，それらの区間

たにテキストを収集することを必要としない，講演の局所

を検索対象とすることで，欲しい情報の近くにダイレクト

文書検索のための効果的なドキュメント拡張手法といえ

にアクセスできるようにすることを考える．このような，

る．本田ら [13] は各発話に対してその直前直後の文集合に

ドキュメントの一部分を検索対象とする検索はパッセージ

よるドキュメント拡張を行っている．各発話を局所文書，

検索とよばれる．本研究はあらかじめ機械的に分割された

周辺の文集合を広域文書と考えると提案手法と類似してい

発話区間をパッセージと見なすパッセージ検索と位置づけ

るものの，本研究と異なり，より広範囲の情報や講演全体

られる．

の情報，およびそれらの複合的な利用は行っていない．な

30 秒から 1 分程度の短い講演音声ドキュメントを検索単

お，杉本ら [14] は自動分割した局所文書群から広域文書検

位，すなわちパッセージと見なした場合，検索対象ドキュ

索のための複数の拡張索引の生成手法を提案しており，こ

メントの総数が増えるうえに，検索結果を絞り込むための

れは広域文書を局所文書でドキュメント拡張する手法と見

文脈情報が不足する．この結果，不適切な検索結果が提示

なすことができる．局所文書と広域文書を利用している点

されることがあり，高い検索性能を得るのが難しいという

で類似性がみられるが，本提案手法は局所文書の検索時に

問題がある．これに対して本研究では，講演単位などの大

広域文書の情報を利用するものであり，本質的に異なる．

きなまとまり（広域文書）での粗い検索と，30 秒から 1 分

本論文の構成について述べる．2 章では，現在，日本で

程度の単位（局所文書）の検出したい単位での詳細な検索

利用できる大規模な講演音声ドキュメント検索のテストコ

とを統合することを考える．具体的には，クエリと広域文

レクションについて述べ，3 章では，本研究でのベースラ

書との類似度を局所文書との類似度に統合して，局所文書

イン音声ドキュメント検索システムについて述べる．4 章

を検索する手法を提案する．

では提案手法について述べ，5 および 6 章では提案手法の

局所文書（パッセージ）の検索では，局所文書集合を回答

有効性を示す．7 章で結論を述べる．

候補として出力しておき，他の知識源を用いて回答候補を

2. 講演音声ドキュメント検索

再重みづけ（リランキング）することが広く行われており，
本提案手法はこの手法と位置づけられる．テキストを対象

本研究では，講演音声を対象として検索を行う．講演を

とする情報検索では，単純なモデル（たとえばベクトル空

記録したものには音声だけでなくスライド画像などが含ま

間モデル）で出力した回答候補に対して，高度な知識を用

れることがある．スライド文字を解析 [15] して音声認識

いた絞り込みや再重みづけが行われている．たとえば，検

や情報検索に用いることも考えられるが，本研究では，こ

索クエリの質問タイプを推定して回答を絞ること [5], [6] や

れは扱わず音声のみを検索対象として検索する方法を研究

種々の QA パターンから回答と質問の対応確率を学習して

する．

おき，それをもとに回答を絞ること [7] などが行われてい
る．提案手法は，絞り込みのための高度な知識を必要とせ
ず，自動生成された広域文書と局所文書間の包含関係のみ
を用いる点で，単純かつ新しい．

2.1 検索評価用テストコレクション
情報検索システムの評価を行ううえで，クエリに対して
ドキュメント集合中のどのドキュメントが適合している

提案手法は XML に代表されるような構造化テキストの

かという情報が必要である．テストコレクションとは，ド

検索手法 [8], [9] とみることもできる．ただし，音声ドキュ

キュメント集合，クエリ集合，適合情報を備えた情報検索

メントではタイトルや段落区切りなどの構造が明示されな

システムの評価用データである．

いため [10]，構造化テキストに対する従来の検索手法は音

本研究では，音声ドキュメント処理ワーキンググループ

声ドキュメント検索に利用できない．提案手法は，講演の

によって作成されたテストコレクション [16] を用いて研究

c 2012 Information Processing Society of Japan
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を行う．これは，日本語話し言葉コーパス [17]（以後，CSJ
と記す）の学会講演 987 件と模擬講演 1,715 件の合計 2,702

3. 検索システム

件の講演を検索対象とするものである．学会講演の長さは

本研究ではベクトル空間モデル [18] に基づくドキュメン

ほとんどが 10 分から 25 分程度であるが，1 時間を超える

ト検索システムを用いる．ベクトル空間モデルは，ドキュ

ものもある．模擬講演は，一般話者による日常的話題につ

メントとクエリをベクトルで表現し，ベクトル間の距離に

いての 12 分程度のスピーチである．テストコレクション

より検索を実現するモデルである．本研究では，ベクトル

には，この 2,702 件の音声に対しての音声認識結果（認識

間の類似度に SMART [19] を用いる．すなわち，あるクエ

率は 65%から 95%）も含まれている．本研究は，この音声

リ Q とドキュメント Di （1 ≤ i ≤ N ）の類似度を，Q と

認識結果を利用して，講演音声ドキュメント検索の実験を

Di のそれぞれでの索引語 tk（1 ≤ k ≤ m）の正規化出現頻

行う．クエリは自然言語文で記述された 39 件のテキスト

度 qtk および di,tk を用いて，式 (4) で与えるものである．

であり，各クエリに対する答えとしての適合情報が，どの
講演のどの発話からどの発話までという単位で付与されて

SMART(Q, Di ) =
ただし，

エリに対する正解として扱った．
このテストコレクションでのクエリは，主に non-factoid
型のクエリである [16]．ただし，
「ペットの犬の名前のリス

di,tk

トアップ」のような factoid 型のクエリも存在する．本研
究では音声ドキュメントをあらかじめ音声認識してテキス
ト化しておき，そのテキストを検索対象とするため，本テ
ストコレクションでの提案手法はテキストドキュメントを
対象とした non-factoid 型の検索手法と見なすこともでき

(qtk · di,tk )

(4)

k=1

いる．なお適合度として適合（R）と部分適合（P）が存在
する．本研究では適合ラベル（R）が付与された区間をク

m


qtk

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨

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

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

if tfi,tk > 0
otherwise

if qtftk > 0
otherwise

る．ただし，段落情報 [6] や明示的なトピック情報が利用

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

できないこと，および音声認識誤りを含むことなどから，

る単語の出現数の平均を表す．pivot は 1 ドキュメント中

従来のテキスト検索のタスクよりも難しいと考えられる．

の異なり単語数の平均，utfi は Di 中の異なり単語数を表
す．slope は補間係数（0.2）である．qtftk は，Q 中での tk

2.2 評価尺度

の出現数，avqtf は Q に含まれる単語の出現数の平均を表

情報検索システムの検索性能の評価は，再現率（recall）
と精度（precision）を用いるのが一般的である．本研究で
は，評価尺度として式 (1) で示すこれらを組み合わせた評

す．N は検索対象のドキュメント集合の全ドキュメント数
を表す．ntk は，tk を含むドキュメントの数を表す．
本研究では，クエリ Q が与えられたとき，すべてのド

価尺度である 11 点平均精度（11-point Average Precision，

キュメント Di について Q との類似度 SMART(Q, Di ) を

“11ptAP” と記す）[18] を用いる．これは各検索クエリ Qk

算出し，類似度が 0 より大きいものを高い順に全件出力

に対して 0.0 から 1.0 まで 0.1 刻みでの各再現率レベル x

する．

における補間精度 IPQk (x)（式 (3)）を求め，それらの平均

AP (Qk )（式 (2)）を全検索クエリで平均したものである．
N
1 
AP (Qk )
N
k=1
 
10
1 
i
AP (Qk ) =
IPQk
11
10

11ptAP =

(1)

max

x≤RQk (T )

PQk (T )

本研究では，講演には構造があり，探したい部分が講演
のトピックのサブトピックとなっている可能性が高いとい

(2)

i=0

IPQk (x) =

4. 講演音声ドキュメント検索における広域文
書を用いた局所文書の検索手法

(3)

う点に着目し，講演音声を検索する方法を提案する．具体
的には，探し出したい講演の一部を局所文書，局所文書よ
りも大きな単位を広域文書と定義し，局所文書のトピック
は当該局所文書を包含する広域文書のトピックの一部と

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

なっていると見なして，クエリと広域文書との類似度を局

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

所文書との類似度に統合して，局所文書を検索する手法を

ある．

提案する．この様子を図 1 に示す．局所文書としては，ト

今回は，1 つのクエリに対して類似度が 0 でないものを

ピック分割を行わずに機械的に分割したもの，具体的には

全件検索し，検索結果全体での再現率よりも高い再現率レ

30 秒から 1 分程度の長さを持ち，秋葉らによるテストコ

ベル x の補間精度 IPQk (x) は 0 とした．

レクションの検索性能の基本評価 [16] でも利用されていた

c 2012 Information Processing Society of Japan
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発話ごとに区切る．なお，先頭から順に 15，30，60 発話
で分割を進めた場合に，講演の最終部分で端数が生じるこ
とがある．この部分がそれぞれ 15，30，60 発話に満たな
い場合でも，それを 1 つのドキュメントとして扱う．CSJ
講演音声ドキュメントテストコレクションでのこれらのド
キュメント数を表 1 に示す．最終部分で生じる端数の影
響により，60 発話単位と 30 発話単位，30 発話単位と 15
発話単位でそれぞれドキュメント数が倍にはならない．ま
た，最終部分の端数の箇所を除き，1 つの 30 発話単位ド
キュメントはそれに対応する連続する 2 つの 15 発話単位
ドキュメントを結合したものと同一であり，1 つの 60 発話
図 1 類似度の統合による音声ドキュメント検索

単位ドキュメントは連続する 2 つの 30 発話単位ドキュメ

Fig. 1 Spoken document retrieval for oral presentations based

ントを結合したものと同一である．なお，局所文書および

on local and global documents.

広域文書の定義の方法は任意であり，様々なものを考える
ことができる．本研究では，テストコレクションでの基本
的な検索性能 [16] との比較ができるよう，局所文書として
このような単位を選択した．本論文での広域文書の定義方
法は一実装であり，他の定義方法の検討の余地はある．
本論文では，広域文書と局所文書類似度の統合を行わず，
局所文書を検索する方法をベースラインの手法とし，広域
文書類似度と局所文書類似度の統合手法（提案手法）の有
効性を示す．また，局所文書がある程度の長さを持つ場合，
具体的には局所文書を 30 発話単位とした場合および 60 発
話単位とした場合に，広域文書情報を利用する効果につい
ても考察を行う．

図 2

15 発話区間

Fig. 2 15-utterances-based pseudo passage unit.

4.1 1 種類の広域文書の利用
はじめに，クエリと 1 種類の広域文書の類似度を，クエ
リと局所文書の類似度に統合する方法を述べる．ここでは
局所文書を 15 発話単位として説明を行う．
講演 Di の l 発話目から l + n 発話目までの発話区間を

Di, l+n
と表すことにすると，クエリ Q と局所文書（15 発
l

話単位）との類似度は SMART(Q, Di, k+14
) と表現できる．
k
局所文書を包含する広域文書とクエリとの類似度を統合し
た後の，局所文書とクエリの類似度 S(Q, Di, k+14
) は，Q
k
図3

局所文書（15 発話単位）と広域文書（30 発話単位，60 発話単
位，講演単位）の関係図

Fig. 3 Local document (15-utterances) and global documents
(30-utterances, 60-utterances, and a whole presentation).

15 発話*1 を採用する．15 発話単位は図 2 に示すように講
演の先頭から順に 15 発話ごとに区切ったものであり，こ
の各区間を 1 つの局所文書とする．その際の広域文書とし
ては 15 発話を包含する 30 発話，60 発話，講演全体を採

と広域文書 Di, l+n
の類似度 SMART(Q, Di, l+n
) と，Q と
l
l

Di, k+14
との類似度 SMART(Q, Di, k+14
) を対数線形補間
k
k
したものと定義する（式 (5)）．なお，対数線形補間では，
一方の類似度が高くても他方の類似度が低い場合は最終的
な類似度が低くなるため，両類似度が高いドキュメントの
みが選択される．

S(Q, Di, k+14
) = (1 − λ) log SMART(Q, Di, l+n
)
k
l
)
+ λ log SMART(Q, Di, k+14
k

(5)

用する（図 3）
．本研究では，30 発話と 60 発話についても

ここで，Di, l+n
は Di, k+14
を包含しているため，l ≤ k ，
l
k

15 発話と同様に講演の先頭から順にそれぞれ 30 発話，60

k + 14 ≤ l + n の条件を満たす．λ は各類似度に対する重

*1

み係数であり，0 から 1 までの値をとるものとする．

単純に全講演の長さの合計をドキュメント数で割ると，1 ドキュ
メントあたり 35 秒程度．
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表 1 CSJ 講演音声ドキュメント検索テストコレクションでの局所文書（15 発話単位）および
広域文書（30 発話単位，60 発話単位，講演単位）のドキュメント数

Table 1 Numbers of local documents (15-utterances) and global documents (30utterances, 60-utterances, and whole presentations) on the spoken document
retrieval test collection of CSJ.

ドキュメント数

15 発話単位

30 発話単位

60 発話単位

講演単位

60,202

30,762

16,060

2,702

5. 評価実験
5.1 評価方法
本提案手法は，自動分割により得られた局所文書を検索
対象とするものである．本論文での実験では，各クエリに
対する正解ドキュメントを，テストコレクションで定義さ
図 4 複数の広域文書類似度の階層的統合による講演音声ドキュメ
ント検索

Fig. 4 Spoken document retrieval for oral presentations based
on hierarchical integration of global document similarities.

れた正解発話区間（適合ラベル（R）がつけられた区間）が
一部でも含まれるすべての局所文書とした．なお，適合ラ
ベル（R）がついている発話区間の長さの分布は図 5 のと
おりであり，平均長は 2.76 発話であった．ただし，講演全
体に適合ラベル（R）を付与しているものが 7 つあり，そ

4.2 複数の広域文書類似度の統合

れらの長さ（講演長）は分布と平均長の算出からは除いて

次に，複数の広域文書を用いる手法について述べる．具

いる．

体的にはクエリと講演単位，60 発話単位，30 発話単位の

3 種類の広域文書の類似度を，15 発話単位との類似度に統
合する方法について述べる．

5.2 ベースラインシステムによる検索結果
本論文では，先行研究 [20], [21] に基づき，索引語を形態

本研究では，包含関係にある各広域文書を大きさの順に

素の基本形（名詞，動詞のみ）とし，検索エンジンには汎

並べ，段階的に統合を行う．具体的には，式 (6) に示すよ

用連想計算エンジン GETA [22] を用いてベースライン検索

うに，まず，講演単位の広域文書との類似度と 60 発話単

システムを設計した．

位の広域文書との類似度を重み γ を用いて統合し，次に，

ベースラインシステムを用いて，CSJ の 2,702 講演を 15

その類似度と 30 発話単位の広域文書との類似度を重み β

発話ごとに区切り各区間を検索対象のドキュメントとし

を用いて統合する．最後に，局所文書（15 発話単位）との

て検索を行った．表 1 に示すとおり，ドキュメント数は

類似度を重み α を用いて統合し，最終的な結果とする．こ

60,202 である．ベースラインシステムでの 11 点平均精度

の様子は，図 4 にも示されている．

は 0.177 であった．

S(Q, Di, k+l4
)=
k

1 − α log SMART(Q, Di, k+l4
)
k

5.3 提案手法による検索結果
5.3.1 1 種類の広域文書類似度の統合

+α

1−β

log SMART(Q, Di, l+29
)
l

はじめに，4.1 節で述べた，クエリと 1 種類の広域文書
の類似度を，クエリと局所文書の類似度に統合する方法に

)
+ β (1 − γ) log SMART(Q, Di, m+59
m

よる検索結果について述べる．
結果を表 2 に示す．ここでは，39 件のクエリを 13 の

+ γ log SMART(Q, Di )

(6)

セットにわけ，交差検定を行った．具体的には，36 件の
クエリを用いて検索精度が最大となるように式 (5) の統合

ここで，各広域文書はそれよりも小さい単位の広域文
書/局所文書を包含しているため，それぞれ m ≤ l ≤ k ，

k + 14 ≤ l + 29 ≤ m + 59 を満たすものである．また，統
合重み α，β ，γ はそれぞれ 0 から 1 の間の値をとるものと
する．

重み λ の推定を行い，残りの 3 件の検索実験にその推定重
みを使用した．これを 13 の分割セットそれぞれに対して
行った．なお，講演単位を広域文書とした場合の統合重み

λ は，どの分割セットでも 0.48 であり，広域文書を 60 発
話単位としたときは，統合重みはすべて 0.20 であった．広
域文書を 30 発話単位としたときは，統合重みは 0.08 から

0.17 であった．ただし，8 セットに対して 0.14，3 セット
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図 5

テストコレクションでの適合区間（R）の長さ（発話数）の分布

Fig. 5 Distribution of length (number of utterances) of relevance segments (R) in the
Japanese SDR test collection.
表 2 1 種類の広域文書類似度の統合

Table 2 Integration of one global document similarity into
local document similarity.

表 3

複数の広域文書類似度の階層的統合の効果

Table 3 Eﬀect of hierarchical integration of global document
similarities.

広域文書

11 点平均精度

広域文書

11 点平均精度

なし（ベースライン）

0.177

なし（ベースライン）

0.177

0.222

講演全体+60 発話+30 発話

0.241

60 発話

0.231

講演全体+60 発話（β = 1）

0.227

講演全体

0.226

講演全体+30 発話（γ = 1）

0.244

60 発話+30 発話（γ = 0）

0.238

局所文書

15 発話

30 発話

局所文書

15 発話

に対して 0.15 であり，分割セット間での統合重みの大きな
違いはみられなかった．
広域文書の情報を用いることで，広域文書を用いない検

有意に高いかについて，対応のある 2 群の差の検定（T 検
定）を行ったところ，有意水準 1%で有意差が認められた．

索精度（0.177）よりも高い精度が得られた．ベースライン

このことは，クエリと広域文書との類似度を局所文書との

からの改善について，対応のある 2 群の差の検定（T 検定）

類似度に統合する提案手法は有効であることを示している．

を行ったところ，どの広域文書を用いたときでも有意水準

比較のため，広域文書を 2 種類にした場合の結果も表 3

1%で有意差が認められた．本実験では広域文書を 60 発話

に示してある．これらは，それぞれ統合重み β を 1 に固定，

単位としたときに検索精度が最も高くなり，0.231 が得ら

γ を 1，0 に固定して階層的統合したことに相当する．広

れた．ただし，他の広域文書（30 発話，講演全体）を使用

域文書を講演全体+60 発話とした場合および 60 発話+30

した場合の検索精度との有意な差は確認できなかった．

発話とした場合は，広域文書として 60 発話単位のみを使

5.3.2 複数の広域文書類似度の統合

用した場合と有意な差がみられなかった．広域文書を講演

次に，4.2 節で述べた，複数の広域文書の統合による検

全体+30 発話とした場合は，広域文書として 60 発話単位

索（階層的検索）の結果について述べる．具体的には講演

のみを使用した場合の検索結果と比べて，有意に精度が高

単位，60 発話単位，30 発話単位の 3 種類の広域文書とク

かった（有意水準 1%）
．また，広域文書を講演全体+60 発

エリとの類似度を，15 発話単位とクエリとの類似度に統合

話+30 発話とする場合と講演全体+30 発話とする場合とで

する方法による結果について述べる．

は，有意な差はみられなかった．60 発話単位は講演全体お

結果を表 3（広域文書：講演全体+60 発話+30 発話）に

よび 30 発話単位の中間的な長さであるためどちらの特徴

示す．広域文書を 1 つだけ使った場合（表 2）よりも高い

も含んでいると考えられ，60 発話単位を階層的統合に用い

検索精度 0.241 が得られた．なお，式 (6) の統合重み γ は

る効果が得られなかったと考えられる．

0.77 から 0.84 の間，β は 0.24 から 0.34 の間，α は 0.10 か

図 6 にクエリごとの検索精度を示す．Akiba ら [16] の

ら 0.17 の間の値であり，各分割セット間での大きな違いは

実験結果と同様に，クエリごとに検索精度にばらつきがみ

みられなかった．

られる．1 つの広域文書を用いた 3 通りの場合を比較する

ベースラインおよび広域文書として 60 発話単位文書の

と，クエリごとに，長い/短い広域文書を用いる効果が高い

みを使った場合の検索結果と比べて，階層的検索の結果が

場合と低い場合とがあることが分かる．これらの 3 つの広
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図 6 クエリごとの 11 点平均精度

Fig. 6 11ptAP for each query.

表 4

域文書を用いた検索（階層的検索）によって 1 つの広域文
書のみを用いた場合よりも高い精度が得られたクエリは 39

局所文書を 30 発話とした場合の検索性能

Table 4 Information retrieval performance for 30-utterances
retrieval task.

件中 6 件，低い精度となったクエリは 0 件であった．すな

広域文書

11 点平均精度

なし（ベースライン）

0.255

60 発話

0.266

講演全体

0.283

講演全体+60 発話

0.276

局所文書

わち，階層的検索では 1 種類の広域文書を用いた場合の最
低の検索精度よりも低い検索精度となることはなかった．
これらのことより，階層的統合は，ある長さの広域文書を

30 発話

1 種類だけ使う場合に比べて，クエリの変更に対して頑健
であると考えられる．

5.4 局所文書の長さと広域文書利用の効果

表 5

局所文書を 60 発話とした場合の検索性能

Table 5 Information retrieval performance for 60-utterances

次に，局所文書が長い場合の，広域文書を利用した検索

retrieval task.

の結果について述べる．

局所文書

はじめに，局所文書を 30 発話単位とした場合について述
60 発話

べる．30 発話単位に基づく局所文書の検索タスクは CSJ

広域文書

11 点平均精度

なし（ベースライン）

0.310

講演全体

0.320

講演音声ドキュメント検索テストコレクションでは 30,762
ドキュメントの検索タスクとなる（表 1）
．ベースラインシ

り，60 発話単位の広域文書を用いる効果が低かったことが

ステムで検索を行ったところ，検索精度（11 点平均精度）

考えられる．講演単位の広域文書を用いた場合では，近傍

は 0.255 であった．

以外の部分の情報をうまく取り入れられたと考えられる．

広域文書として 60 発話単位と講演単位を用いて，クエリ
と広域文書の類似度を局所文書との類似度に統合して検索

次に，局所文書を 60 発話単位とした場合の結果につい
て述べる．60 発話単位に基づく局所文書の検索タスクは，

を行った．結果を表 4 に示す．すべての手法でベースライ

テストコレクションでは 16,060 文書の検索タスクとなる

ンからの改善が得られ，これらの改善は有意であった（有

（表 1）．ベースラインシステムで検索を行ったところ，検

意水準 5%）．広域文書として講演単位を利用したときに，

索精度（11 点平均精度）は 0.310 であった．広域文書とし

最も高い検索精度 0.283 が得られた．広域文書を 60 発話

て，講演単位を利用した．結果を表 5 に示す．検索性能

単位とした場合は改善幅は小さかった．60 発話単位と講演

の有意な改善（5%水準）はみられたものの，局所文書が短

単位の音声ドキュメントの階層的利用でも，改善幅は小さ

い場合（15 発話や 30 発話）に比べた場合，向上する割合

かった．これらの理由として，30 発話単位の音声ドキュメ
ントはやや長く*2 ，その発話前後の情報を十分に含んでお
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が小さくなっていることが分かる．局所文書が長くなるに

が高く，広域文書とクエリとの類似度が，誤って小さくま

従って，検索に必要な索引語が多く得られていく結果と考

たは大きく見積もられる現象は起きにくいと考えられる．

えられる．

すなわち，音声認識結果に対する検索では，局所文書中の

これらのことは，局所文書を長くするに従って広域文書

単語の認識誤りにより検索性能が低下する問題が大きかっ

類似度を統合する効果は次第に小さくなるものの，広域文

たが，提案手法ではそのような局所的な認識誤りによる検

書の利用は局所文書の検索に効果的であることを示してい

索への悪影響を，広域文書を用いることで抑制できている

る．提案手法は，講演に代表される，長くかつ話題に階層

と考えられる．

構造を持つ音声ドキュメントの一部の短い区間を検索する

7. おわりに

タスクにおいて有効であると考えられる．
なお，本論文での広域文書の定義方法は一実装であり，
最適な広域文書の単位（定義方法）の研究は今後の課題で

講演音声ドキュメント検索において，短い発話区間（局
所文書）と，局所文書を包含する広域文書を用いて局所文
書を検索する手法を提案し，CSJ を対象とした音声ドキュ

ある．

6. 講演の人手書き起こしドキュメントに対す
る検索

メント検索テストコレクションで評価実験を行った．局所
文書を 30 秒から 1 分程度の 15 発話単位とした場合は，広
域文書を用いない従来の検索方法での精度が 0.177 であっ

これまでは，講演音声の自動音声認識結果に対して提案

たのに対し，広域文書を用いる提案手法により有意な精度

手法の有効性を示した．次に，音声認識誤りを含まない講

の改善が得られ，検索精度 0.241 が得られた．また，局所

演の人手書き起こし（議事録作成の第 1 段階）に対して本

文書の長さを 30 発話，60 発話と長くしたときにも，局所

手法を適用した結果を示す．結果を表 6 に示す．音声認識

発話が短い場合（15 発話）に比べると広域文書類似度を

結果に対する場合と同様に，提案手法により有意な改善が

統合する効果は小さくなるものの，局所文書の検索に効果

みられた．

的であることが分かった．講演の書き起こしテキスト（音

人手書き起こしドキュメントに対する検索（表 6）と音

声認識誤りなし）に対しても提案手法は有効であることが

声認識結果に対する検索の実験結果（表 2 および表 3）と

分かり，音声認識結果（本タスクでは音声認識率 65%か

を比較すると，音声認識結果に対する検索において提案手

ら 95%）に対して本手法は，より有効に機能することも分

法による改善が大きくなっている傾向，すなわち提案手法

かった．

の音声認識誤りに対する頑健性が確認できた．ベースライ
ンの検索手法では，音声認識誤りによる検索精度の低下は
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