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遠隔音声認識

音声認識システムの急速な普及に伴
い，スマートフォンを用いた音声検索
だけでなく，スマートスピーカや音声
対話ロボットのようなコミュニケー
ションエージェントも広がりつつあり
ます．スマートフォンを用いた検索タ
スクの場合は，マイクのすぐ近くで発

話がなされることが多いですが，ロ
ボットやスマートスピーカに話しかけ
る場合は， 1 ～ 3 m遠方からの発話が
想定されます．また，話者によっては
声量にも個人差があり，声量の小さい
話者が雑音環境下で遠方から発話する
場合，現行システムでは正しく音声認
識を行うことは非常に困難です．

本稿では，主に家庭内の雑音環境を

想定し，雑音や声量によらず近接 ・ 遠
隔両条件での音声認識を頑健に行うた
めに実施したさまざまなアプローチを
紹介します．具体的には，疑似データ
生成や再生収録による学習データ増強
および評価データの整備，学習パラ
メータの調整，音声区間検出の改良で
す（図₁）．これらのアプローチを適用
することにより，近接 ・ 遠隔両条件で
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大規模学習データに適した学習パラメータの検討
（従来の学習パラメータでは大規模データを十分に学習しきれない）

利用シーンの想定に応じてデータバランスを考慮し，増強
認識精度を適切に改善
遠隔音源特性 ：畳み込み
TVノイズ ：SN10～20 で生成
キッチン ：SN0～15 で生成
工場 ：重畳割合をX%以下に設定
   …　　　　　　     …

認識率評価のための試験設計
端末音声データの収録
（利用シーンに即した認識性能評価試験を設計・実施し，
実機での認識精度の改善を確認しながら認識モデルの
学習方針を決定）

図 1 　音声認識強化に向けたアプローチ

遠隔音声認識強化に向けたさまざまな取り組みと
その成果
NTTメディアインテリジェンス研究所ではクリーンデータを基
にしたさまざまな疑似データの生成や，実際の環境で音声を再生
し，それを再収録する再生収録等の手法で 1万5000時間以上のデー
タを集め，それに適した学習パラメータの検討や音声区間検出の
強化も合わせることによって，近接・遠隔両条件で43%以上の誤り
削減率を達成しました．本稿では，遠隔音声を頑健に認識するた
めのさまざまな取り組みについて紹介します．
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₄3%以上の誤り削減率を達成しました．

疑似データ生成と再生収録による
データ増強

■学習データの増強
マイクの近くで話すときと遠くで話

すときでは，入力される音の特性は大
きく異なってきます．近接発話時は，
話者の直接音が，反射音や雑音よりも
大きく入力されるため，周囲の雑音環
境によらず高精度に認識を行うことが
できます．一方，遠隔発話においては，
話者の目的発話が部屋の残響特性や距
離による減衰等の影響を受けるだけで
なく，目的音より近い位置に雑音源が
存在し，目的音をかき消してしまう場
合もあり，認識が非常に難しくなります．
現 在はDNN（Deep Neural Network）
技術を用いた音響モデル構築が主流と
なっており，さまざまな環境の学習
データを与えることで頑健な音響モデ
ルを構築することが可能になっていま
す．そのため，さまざまな雑音や話者
に対して頑健に動作する音響モデルを
構築するためには，これらの多様な環
境をできるだけ網羅することが重要で
す．通常は，多様な環境で収録した音
声を書き起こすことによりデータ増強
を行いますが，発話内容の書き起こし
作業には発話時間の何倍もの時間を要
するため，一朝一夕にはいきません．
そこで，すでに所有しているクリーン
音声データ*に対し，さまざまな残響
や雑音を付加することによって疑似的
にデータのバリエーションを増強させ

ます．このようにして疑似データを生
成する方法は，音声のみならずあらゆ
る分野のDNN学習において重要な技
術です．

ただし，むやみに疑似データを増や
しても精度向上にはつながりません．
例えば家庭内で使用するコミュニケー
ションエージェントを想定すると，い
くら遠隔といっても， 3 mを超す距離
から発話されることはほぼないと予測
できます．また，さまざまな家具やカー
ペット，カーテンなどの吸音物がある
ため，部屋の残響はあまり強くないと
考えられますし，雑音環境としては，
TVの雑音やキッチンで料理をしてい
る音，エアコンなどのファンが回る音
などが想定されます．さらに，エアコ
ンのファンの雑音は，音声をかき消す
ほど大きな音量でマイクに入ってくる
ことはほとんどあり得ないでしょう．

このように，現実的でない疑似データ
を生成しないよう残響の強さや雑音の
種類 ・ 音量の条件を上手く整え，遠隔
発話環境を模擬することで，目的環境
の音声認識の精度を的確に向上させる
ことができます．

疑似データ生成のほか，クリーン音
声データを実際に室内環境で再生し，
それをマイクで再び収録する再生収録
作業も併用しました．こちらは，マイ
ク側の仕様によりインパルス応答が単
純に収録できない場合や，より複雑な
残響 ・ 雑音環境を音声に付与したい場
合に効果的な手法です．再生収録の様
子を図 ₂に示します．再生用のスピー
カは，できるだけフラットな特性のも

＊ クリーン音声データ：背景雑音のない環境で収
録された音声を指します．大抵の場合は，背景
雑音の存在しない環境を作成し，そこで収録を
行うことで生成されます．
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図 2 　再生収録の様子
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のを使用し，実用環境を考慮しながら
高さ ・ 位置 ・ 角度等を設定します．例
えば，ソファに座りながら発話するこ
とを想定する場合，実際に人を座らせ
て，その人物の口の高さに合わせてス
ピーカを設置します．さらに，雑音再
生用のスピーカも，実際の雑音の位置
を想定しつつ配置します．収録用のマ
イクに関しては，一度に複数の位置に
設置し，並行して収録を行うことでさ
らに効率的なデータ増強が可能になり
ます．マイクとスピーカの距離だけで
なく，スピーカの正面に対する角度，
部屋の中での位置等を考慮し，異なる
特性が取れるようにマイクを設置しま
す．再生収録は，きちんと環境を整え
たうえで収録を行えば，音声や雑音が，
実際に空間上を伝達した結果を集音で
きるため，模擬データよりも質の高い
学習データを用意することが可能とな
ります．

このように，通常の書き起こしによ
るデータ増量に加え，疑似データ生成
と再生収録を行うことで学習データを
増強し，わずか1000時間程度であっ
た音声を 1 万5000時間以上にまで増
やすことができました．また，音声認
識の前段では，認識の効率化のため，
音声区間検出によって発話区間の切り
出しを行いますが，この際使用するモ
デルも，同様のデータ増強を行うこと
により強化を行いました．
■評価データの整備

学習データを用いてモデルを作成し
た後，評価データを用いてモデルの性

能を評価します．評価データとして理
想なのは，実際に利用される環境での
実データですが，そのような音声が得
られることは稀で，大抵の場合は近い
環境を模擬した評価データを使用する
ことになります．このような場合にも，
再生収録は有効な手段となります．

今回は，話者20名の複数の発話音声
を，残響 ・ 距離 ・ 声量 ・ 雑音の条件を
変化させ，計36パターンを再生収録に
よって準備し，評価を行いました．こ
れにより，評価データで精度の出ない
環境を明らかにすることができ，次の
モデル学習をより効率的に行うことが
可能となりました．

学習パラメータの模索

DNN音響モデルの精度は，学習の
パラメータによる影響が非常に大き
く，かつこれらのパラメータは調整が
困難です．特に， 1 万5000時間を超
えるような大規模な学習においては，
従来は適切であったパラメータが同様
に働くとは限らず，最適なパラメータ
設定を見直す必要があります．

パラメータ調整の目的は 2 つあり，
一方は高速化のための調整，もう一方
は高精度化のための調整です．前者に
つ い て は， 学 習 に 使 用 す るGPU

（Graphics Processing Unit）の並列
数の増加や，学習時に 1 回の処理計算
に使用するサンプルの数（バッチサイ
ズ）を増加させることによって実現で
きます．しかし，バッチサイズを大き
くし過ぎると，どんなサンプルを与え

ても，処理ごとの平均を取ったときに
すべて近い値になってしまい，十分に
学習がなされないまま収束してしまう
可能性があります．

後者については，できる限り多様な
データを学習に組み込めるよう， 1 エ
ポック（学習の繰り返しの 1 単位）に
処理するデータ量を増やしたり，学習
に使用するコーパスから特定条件の
データを選びやすくしたりするといっ
た改良を行いました．

このような学習パラメータの調整に
より，1000時間の音声で学習を行っ
ていたときと同等の学習時間に抑えつ
つ，より精度の高い音響モデルを学習
することができました．

雑音，距離別の認識精度比較実験

ここまで，データ増強，モデル学習
に関する手法を紹介してきましたが，
それぞれの手法がどのようにモデルの
性能に影響を及ぼしてきたかを示した
いと思います．ベースモデルおよび各
種データ増強による効果を図 3に示
します．なお，各条件に対し，学習パ
ラメータの調整をそれぞれ行っていま
す．このグラフを見ると，疑似データ
生成によって，マイクまでの距離が
1 m，3 m双方で，静音環境およびキッ
チン環境での認識率が大きく向上し，
データ増強の効果が出ている結果とな
りました．一方，リビング環境では大
きな精度向上は見られませんでした．
これは，リビング環境に含まれる雑音
には，TVから流れる他者の音声が含
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まれており，雑音か否かの判断が非常
に難しいためと考えられます．

このリビング雑音に対処するため，
再生収録を行い，より実際的な環境情
報を学習させるとともに音声区間検出
の強化を行った結果，静かな環境およ
びキッチン環境での認識性能を落とす
ことなく，リビング環境の認識率を大
きく向上させることができました．こ
れにより，競合他社と比較し，ほぼ全
条件で大きく上回る音響モデルを構築
することができました．

今後の展開

本取り組みにより，検索タスクにお
いて近接 ・ 遠隔両条件で雑音の有無に

よらない高精度な音響モデルを作成す
ることができました．しかし，依然と
して他の話者の声が非常に強く混入し
てしまう環境では，音声認識時に余計
な認識結果が湧き出してしまうため
に，システムが誤反応を起こしたり，
きちんとユーザの発話を認識しなかっ
たりといった問題が起こります．この
ような問題を解決するため，インテリ
ジェントマイク（1）等の方向別集音技術
と組み合わせていくことで，高雑音環
境下でも目的話者の音声を頑健に認識
できるようになります（2）．

また，今回は遠隔発話への拡張を行
いましたが，今回のターゲット発話は，
検索タスクのようなごく短い発話であ

り，会議やコールセンタで話されるよ
うな自然な発話に対しては，まだまだ
課題が多く残っています．今後は，こ
れらの自然発話に対しても認識範囲を
拡張できるよう取り組んでいきます．

■参考文献
（1） Focus on the News：“100 dB の騒音下でも高

品質な通話や音声認識を可能とする小型イン
テリジェントマイクを開発，”  NTT 技術
ジャーナル，Vol.27， No.1， pp.82-83， 2015．

（2） http://www.ntt.co.jp/topics/corevo_taidan/
index.html
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図 3 　データ増強による効果
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今回は，疑似データ生成を中心とした地
道なアプローチにより，近接の性能を落と
すことなく遠隔発話での認識精度を向上さ
せることができました．今後は，より汎用
的なモデルをめざし，精度向上に励んでい
きます．
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