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あらまし 本論文では，ディープニューラルネットワークを用いた区分的線形変換による統計的特徴量強調の
拡張を提案する．本提案手法の目的は，雑音環境下音声認識を想定した特徴量領域における雑音除去を目的とし，
観測された音声特徴量から対応する静音環境下での音声特徴量の再現を行うことである．その際，ニューラルネッ
トワークを用いて，観測された雑音環境下の音声特徴量より，ガウス混合分布でクラスタリングされた静音環境
下における音声特徴量の領域を識別する．その後，各領域に対応する線形変換をニューラルネットワークにより得
られる事後確率を重みとして足し合わせることで静音環境下での音声特徴量を推定する．これによって，ニュー
ラルネットワークのもつ高い識別性能と，従来の生成モデルに基づく特徴量マッピング手法のもつ高い汎化性能
の融合を狙う．Aurora-2 データベースを用いた連続音声認識実験により，提案手法は従来の区分線形変換法の一
つである Stereo-based Piecewise LInear Compensation for Environments (SPLICE) と比較して，雑音が既
知の条件では 53.72%単語誤り率を削減することができた．更に，ニューラルネットワークを回帰モデルとして
用いたオートエンコーダと比較した場合，雑音環境が未知な条件で 26.96%の単語誤り率の削減が可能となった．
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特徴量強調は耐雑音性を確保するためのフロントエン

1. ま え が き

ド処理の一つであり，Stereo-based Piecewise LInear

自動音声認識は，スマートフォンの普及とともにイ

Compensation for Environments (SPLICE) [2], [3]

ンタフェースの一つとして以前とは比較にならないほ

や Vector Taylor Series (VTS) [4]，Stereo-based

ど身近なものとなってきた．しかし，雑音の影響が小

Stochastic Mapping (SSM) [5] などの区分的線形変

さな静音環境においては高い認識性能を示す一方，雑

換をベースとした手法や，ニューラルネットワークを用

音環境下では未だにその性能は十分とは言えない．そ

いた Denoising AutoEncoder (DAE) [6]，事例ベー

のため，ハンズフリーな音声認識システムの構築等を

スの特徴量強調手法 [7] などが提案されている．これ

考えた場合，耐雑音性を高めることは非常に重要な課

らは，波形ドメインではなく，音声特徴量のドメイン

題と言える [1]．

において，観測された雑音環境下における音声特徴量
から対応する静音環境下の音声特徴量を再現する．
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ける音声特徴量からの線形変換の足し合わせにより静

る [6]．しかし，雑音環境が未知の場合では性能が低

音環境下における音声特徴量を推定する．

下することも分かっており，特定の環境に特化した強

GMM は特徴量空間をマハラノビス距離を用いて

調となる傾向がある [11]．これは，ニューラルネット

確率的にクラスタリングすることに相当する．した

ワークによる複雑な非線形変換によって，雑音環境下

がって，音声特徴量の GMM の各要素分布からの寄

の音声特徴量空間を綿密にモデル化してしまうためと

与率（事後確率）によって重み付けを行うことは，特

考えられる．

徴量空間を確率的に領域分割することと等価である．

そこで，本提案手法はニューラルネットワークによ

SPLICE などの区分的線形変換は，この分割された各

り，静音環境における領域分割によって付与される領

領域ごとでは入出力の対応が線形性を有すること（局

域ラベルを観測された雑音環境下の音声特徴量から識

所線形性）を仮定している．

別する [12], [13]．その後，従来の区分的線形変換法と

局所線形性の仮定を考えた場合，理想的には静音環

同様に，各領域ごとの線形変換を事後確率による重み

境下での特徴量空間の領域分割と雑音環境下での特徴

づけで足し合わせ，対応する静音環境下における音声

量空間の領域分割が一致していることが望ましい．し

特徴量を推定する．提案法では，ニューラルネットワー

かし，一般に雑音環境下においては，重畳されている

クを回帰モデルとしてではなく，識別モデルとして扱

雑音の影響で特徴量空間が縮退してしまう．そのため，

うことで，ニューラルネットワークの高い識別性と雑

例えば雑音が大きな環境では，音声特徴量が雑音によ

音に対する汎化性の高い区分線形変換の両立をはかる．

りマスクされてしまい入力特徴量空間を GMM でモ

本論文の構成を示す．まず，2. で従来手法である

デル化すると，各要素分布は雑音の種類や大きさに対

SPLICE，REDIAL，DAE について説明を行い，3.

応してモデル化される可能性が残る．雑音の種類によ

で提案手法について述べる．その後，4. で実験により

る特徴量への影響は非線形であると考えられるため，

提案手法の有効性を示す．最後に 5. でまとめる．

SPLICE のように雑音環境下における領域分割を基準
にした場合，局所線形性の仮定が不適切となる場合が
考えられる．
そこで，この問題解決へのアプローチとして，REg-

2. 関 連 研 究
本章では，区分的線形変換手法である SPLICE と
その拡張である REDIAL について説明を行う．また，

ularized piecewise linear mapping with DIscrimina-

ニューラルネットワークを用いた代表的な雑音抑圧手

tive region weighting And Long-span features (RE-

法である DAE についても言及する．

DIAL) が提案されている [8], [9]．REDIAL は線形判

2. 1 SPLICE

別分析 (Linear Discriminant Analysis; LDA) によ

SPLICE は特徴量強調手法の一つであり，区分的線

り，領域分割が，静音環境下における音声特徴量の領

形変換によって，観測された時刻 t ∈ T における雑音

域分割とより一致するような空間に特徴量を射影し，

環境下における音声特徴量 yt から，それに対応する静

GMM によりモデル化する．しかし，LDA は線形変

音環境下における音声特徴量 xt を式 (1) で推定する．

換であるため，雑音環境下における音声特徴量と静音
環境における音声特徴量の複雑な関係を適切にモデル
化できていない可能性がある．
一方，近年は深層ニューラルネットワーク（Deep

Neural Network; DNN）[10] の発展に伴い，ニューラ

x̂t =

I


 

p(i|yt )Ai

i=1

1
yt

(1)

ここで，i ∈ I は混合のインデクスであり，Ai は各混
合に対応する線形変換行列である．

ルネットワークを特徴量強調に利用した手法も提案さ

SPLICE では，雑音環境下における音声特徴量の確

れている．それらのうちの一つである，DAE はニュー

率密度関数 p(y) を GMM でモデル化する．混合 i にお

ラルネットワークを回帰モデルとして用い，観測され

ける平均 μyi ，分散 σiy のガウス分布を N (yt ; μyi , σiy )

た音声特徴量から対応する静音環境下の音声特徴量を

とすると，GMM からの特徴量 yt の出力確率は，各

非線形かつ直接的に推定する．更に，DAE を多層に

ガウス分布の重みを πiy とした場合

した Deep Denoising AutoEncoder (DDAE) は特に
雑音環境が既知の条件において，高い精度で静音環境
における音声特徴量を推定することが報告されてい
256

p(yt ) =

I

i=1

πiy N (yt ; μyi , σiy )

(2)
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となる．これを用いて，雑音環境下の音声特徴量の各

に対する事後確率 p(i∗ |xt ) を計算する．領域分割にの

フレームに対する GMM の要素分布の寄与率を事後

み対応する静音環境下の音声特徴量を用いた SPLICE

確率 p(i|yt ) として計算する．

(oracle) の結果は，雑音の大きな環境でも頑健に対応

p(i|yt ) = I

する静音環境下の音声特徴量を推定できている．一方，

p(yt |i)p(i)

(3)

p(yt |i )p(i )

i =1

これと比較した場合，通常の SPLICE の認識性能は
特に雑音の大きな環境下において低下している．これ

式 (2) のように，SPLICE では雑音環境下の音声特徴

は，雑音が大きくなった場合，特徴量空間の縮退によ

量のみを用いて領域分割に用いる GMM の学習を行

り，要素分布が静音環境下における領域分割と異なる

う．しかし，雑音環境においては重畳されている雑音

意味をもつためと考えられる．

の影響により音声の特徴量空間が縮退する．そのため，

2. 2 REDIAL

雑音環境下の音声特徴量で学習した GMM による領

静音環境下の音声特徴量をモデル化した GMM の

域分割では，各要素分布が雑音の種類や大きさに対応

混合インデクスを k ∈ K としたとき，学習データセッ

してしまうことが考えられる．理想的には静音環境下

トを {{p(k|xt )}k=1...K , dt }t=1...T とする．ここで dt

での特徴量空間の領域分割と雑音環境下での特徴量空

は時刻 t における該当フレーム yt とその前後 s フレー

間の領域分割が一致していることが望ましいと予想さ

ムを連結した入力特徴量ベクトルであり，

れる．
そこで，MFCC によって構築された音声特徴量空
間において，静音環境下，若しくは雑音環境下のそれ
ぞれで，GMM によるモデル化と事後確率による重
み付けを行った場合の比較を行った．表 1 は Aurora-

2 [14], [15] の既知雑音条件における評価セットである
セット A を用いた単語誤り率である．SPLICE (ora-

cle) は静音環境下におけるモデル化と観測された雑音
環境下音声に対応する静音環境下の音声を領域分割に
のみ用いたものである．SPLICE (oracle) の場合，

 

∗

x̂t =

I


p(i∗ |xt )Ai∗

i∗ =1

p(i∗ |xt ) = I ∗

0.57
1.08
1.99
4.65
16.76
49.96
81.46
14.89

次元圧縮行列 L は，ラベルを確率的に利用した LDA
によって学習することができる．

L̂ = argmin
L

=

K 
T


L Σw L
L Σb L

(4)

SPLICE
(oracle)
0.69
0.76
0.70
0.77
0.93
0.95
1.13
0.82

b

Σ =

 T
K


k=1

t=1



μw
k

×

(6)

w 
p(k|xt ) (dt − μw
k ) (dt − μk ) (7)

k=1 t=1

表 1 雑音環境下における音声特徴量を用いて領域分割
を行った場合の SPLICE と，正解の静音環境下に
おける音声特徴量を用い領域分割を行った場合の
SPLICE (oracle) の単語誤り率 (%)
Table 1 Word error rate (WER) for SPLICE and
SPLICE (oracle) (%).

clean
SNR 20
SNR 15
SNR 10
SNR 5
SNR 0
SNR −5
Average

率が近くなるように，観測特徴量空間を次元圧縮する．

Σ

として静音環境下における音声特徴量の要素分布 i∗

SPLICE

算された事後確率と，観測特徴量から得られる事後確

yt

p(xt |i∗ )p(i∗ )

(5)

である．学習段階では，静音環境下の特徴量空間で計

w

1

p(xt |i∗ )p(i∗ )


i∗ =1




 
dt = [yt−s
, . . . , yt−1
, yt , yt+1
, . . . , yt+s
]

−


p(k|xt )



T
t=1

dt

T

μw
k

T
−

t=1

dt



T

(8)
μw
k = T
t=1

1

T


p(k|xt )

t=1

p(k|xt )dt

(9)

次 に ，LDA に よ り 次 元 圧 縮 を 行った ベ ク ト ル

vt = L̂dt を用いて K ∗ 混合の GMM を学習する．
∗

p(vt ) =

K


πkv∗ N (vt ; μvk∗ , σkv∗ )

(10)

k∗ =1

入力特徴量が得られた際の静音環境下における音声
特徴量状態インデクス k ∗ ∈ K ∗ に対する事後確率
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p(k∗ |yt ) を
p(vt |k∗ )p(k∗ )
p(k∗ |yt )  p(k∗ |vt ) = K ∗
p(vt |k∗ )p(k∗ )
k∗ =1
(11)
として計算する．最終的に得られた事後確率を重みと
して用いた区分的線形変換により静音環境下における
音声特徴量を
図1

∗

x̂t =

K


p(k∗ |yt )Ak∗ et

(12)

Fig. 1

k∗ =1

Aurora-2 データベースにおける，隠れ層の数を変
化させた場合の DDAE の単語誤り率の変化
The performance of DDAE with diﬀerent numbers
of hidden layers in Aurora-2 dataset.





, . . . , yt−1
, yt , yt+1
, . . . , yt+u
]
et = [1, yt−u

(13)
として推定する．ただし，Ak∗ は，要素分布 k ∗ に対
応する線形変換行列であり，et は当該フレームと，そ
の前後 u フレームを連結した拡張行列である．




et = [1, yt−u
, . . . , yt−1
, yt , yt+1
, . . . , yt+u
]

(14)
なお，Ak∗ は重み付き最小 2 乗誤差基準で学習する．

Âk∗ = argmin
A k∗

T


p(k|yt )||xt − Ak∗ et ||2 (15)

t=1

徴量を直接的に推定する手法である．DDAE は DAE
を多層にしたものであり，時刻 t の静音環境下におけ
る音声特徴量 xt を

x̂t = U h(n) (dt ) + c
h

(n)

h

(1)

(dt ) = σ(W

(n)

(dt ) = σ(W

(1)

h

(n−1)

dt + b

(17)
(dt ) + b

(1)

)

(n)

)

(18)
(19)

として推定する．ここで，n ∈ N は中間層のインデク
スであり，U , W (n) は重み行列，c, b(n) はバイアス
項である．また，h(n) は中間層の出力を表す．
図 1 は中間層の層数 N を変化した際の Aurora-2 に

これは解析解を得ることができ，Ak∗ は，

Âk∗ = X P E  (EP E  )−1

おける単語誤り率 (%) を示したものである．中間層

(16)

として計算することができ，ここで，特徴量の次元数
を D とすると，X ∈ R

下における音声特徴量から静音環境下における音声特

D×T

とE ∈R

(D(2u+1)+1)×T

の層数以外の詳細な実験条件は 4. の実験と共通であ
るため，そちらを参照して頂きたい．セット A とセッ
ト B はそれぞれ既知雑音条件と未知雑音条件のテス
トセットである．なお，ニューラルネットワークの各

はそれぞれ出力と入力特徴量の拡張ベクトルを並べた

隠れ層のノード数は予備実験により 1024 で統一した．

データ行列，P ∈ RT ×T は p(k ∗ |yt ) を対角に並べた

既知雑音条件では層の数を増やすと単語誤り率が減少

行列である．なお，Ak∗ は非常に大きな行列になるた

するが，未知雑音環境では逆に単語誤り率がわずかな

め，学習の際に正則化を導入する．

がら増加し，既知雑音の場合との差が大きくなる．こ

REDIAL は LDA によって雑音の影響を低減する

れは，ニューラルネットワークを回帰モデルとして利

ことで，雑音の大きな環境における観測特徴量の領域

用した場合，その複雑な非線形変換によって，雑音環

分割と，それに対応する静音特徴量の領域分割のミス

境下の音声特徴量空間を綿密にモデル化してしまうた

マッチを減らし，静音特徴量の推定精度を向上させる．

めと考えられる．

しかし，LDA はあくまで線形変換であるため，静音
環境下における特徴量空間と雑音環境下における特徴
量空間の非線形な対応を適切にモデル化できていると
は言えない．

3. DNN に基づく領域分割を用いた区分
線形変換
前章で示したとおり，SPLICE に代表される区分的

2. 3 DAE

線形変換をベースとした特徴量強調手法は，局所線形

DAE はニューラルネットワークを用いて雑音環境

性の仮定により，静音環境における特徴量空間の領域
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分割と雑音環境における特徴量空間の領域分割の対応
がとれていることが望ましい．しかし，雑音の大きな
環境では，雑音の影響により音声の特徴量空間が縮退
するため，GMM による特徴量空間のクラスタリング
では，雑音の種類や大きさに各要素分布が対応するこ
とが想定される．したがって，REDIAL のように観測
特徴量空間をモデル化する際に識別的な基準を導入す
ることが効果的だと考えられる．しかし，雑音の影響
は非線形であると予想されるため，LDA のような線
形変換をベースとしたモデルでは十分とは言えない．

Fig. 2

図 2 提案手法の学習時の流れ
The training phase of our proposed method.

一方，ニューラルネットワークを回帰モデルとして
用い，観測特徴量から静音環境下の音声特徴量を推定
するモデルは，高い認識性能を示すものの，未知雑音
条件と既知雑音条件における単語誤り率には大きな差

率を，

p(k|xt ) = K

が存在する．これは，ニューラルネットワークのもつ
非線形性により，雑音環境下の音声特徴量空間を綿密
にモデル化してしまうことで，特定の環境に特化した
傾向となるためだと考えられる．
そこで，提案手法では，観測特徴量から，それに対
応する静音環境下における音声特徴量に対して最も高
い寄与率をもつ要素分布をニューラルネットワークに
より識別し，得られた事後確率を重みとした区分的線
形変換により静音環境下の音声特徴量を推定する．こ
れによって，ニューラルネットワークのもつ非線形性
により，観測された雑音環境下における特徴量から，
対応する静音環境下の特徴量の領域分割を高い精度で
再現することが可能となる．また，ニューラルネット
ワーク自体は回帰モデルではなく領域の識別モデルと

p(xt |k)p(k)

k =1

p(xt |k )p(k )

(21)

と表すことができる．
一方，認識時には，静音環境下における音声特徴量

xt は観測できないため，観測された雑音環境下にお
ける音声特徴量 yt から，それに対応する静音環境下
における音声特徴量の，各要素分布に対する事後確率

p(k|yt ) を推定する必要がある．そこで，静音環境下
における音声特徴量に対して寄与率の最も大きい要素
分布を観測された音声特徴量から識別するニューラル
ネットワークを学習する．

p(k|yt )  p(k|dt ) = softmaxk (V h(n) (dt ) + c)
h(n) (dt ) = σ(W (n) h(n−1) (dt ) + b(n) )
h

(1)

(dt ) = σ(W

(1)

dt + b

(1)

(22)

)

して機能するため，特徴量変換そのものは各要素分布

ここで，σ はベクターシグモイド関数であり，V ，

である正規分布のもつ汎化性により，未知雑音環境下

W (n) と c，b(n) はニューラルネットワークの重みと

においても頑健に静音環境下の音声特徴量を推定する

バイアスのパラメータ，h(n) (y) は n 番目の隠れ層の

ことが可能となる．

出力ベクトルである．なお，事前学習として各層の初

今，時刻 t における D 次元の静音環境下における音

期値を制約付きボルツマンマシン (Restricted Boltz-

声特徴量 xt とそれに対応する雑音環境下における音声

mann Machine; RBM) で学習した [10]．以上により，

特徴量 yt のパラレルデータ {(xt , yt )} を考える．図 2

観測特徴量から静音環境下における音声特徴量に対す

に学習段階の流れを示す．まず，静音環境下における

る要素分布の事後確率 p(k|yt ) を推定することが可能

音声特徴量の確率密度関数 p(x) を GMM で学習する．

p(xt ) =

K


評価段階では，ニューラルネットワークにより得ら
れる事後確率 p(k|yt ) を重みとして，区分的線形変換

p(k)p(xt |k)

によって静音環境下における音声特徴量 xt を推定す

k=1

p(xt |k) = N (xt ; μxk , σkx )
p(k) =

となる．

(20)

る (図 3)．

πkx

これを用いて，GMM の各要素分布 k に対する事後確

x̂t =

K


p(k|yt )Ak et

(23)

k=1
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Fig. 3

図 3 提案手法の認識時の流れ
The testing phase of our proposed method.

なお，et は式 (14) にあるとおり，時刻 t を中心に数
フレーム分の特徴量を連結したベクトルである．

4. 実

験

図4

Aurora-2 データベースにおける，隠れ層の数を変
化させた場合の提案手法の単語誤り率の変化
Fig. 4 The performance of the proposed method with
diﬀerent numbers of hidden layers in Aurora-2
dataset.

に有効であると想定されるパワー項を用いている．ま

提案手法の有効性を Aurora-2 による連続数字読み

た，ニューラルネットワークの学習は KALDI [17] を

上げ認識実験により評価した．音響モデルの学習と評

利用した．ニューラルネットワークを学習する際の誤

価は complex backend と呼ばれる Aurora-2 の評価

差逆伝播法においては，学習データ 8,440 発話のうち

に標準的に用いられている設定を利用した [16]．デー

844 発話を開発セットとした．また，REDIAL と同様

タは幾つかの環境の雑音が重畳された雑音環境下にお

に線形変換の学習では正則化を導入した．

ける音声とそれに対応する静音環境下における音声が

まず，ニューラルネットワークの層の数による単語誤

含まれている．学習データは 8,440 発話あり，本実験

り率の違いを図 4 に示す．入力に用いる特徴量 dt ，et

ではこれを全て音響モデルと雑音抑圧手法の学習に

は当該フレームと，その前後 3 フレーム (s = u = 3)

用いた．認識に用いる音響モデルは隠れマルコフモデ

の計 7 フレームを用いた．あらかじめ予備実験により，

ル (Hidden Markov Model; HMM) を利用した．各

ニューラルネットワークの各層のノード数は 1024 に

HMM は単語モデルであり，単語は 0 から 9 の数字（0

設定し，静音環境下における音声特徴量空間をモデル

は 2 通りの読み方がある）から成る．各単語は 18 状

化する際の GMM の混合数は K = 1024 に設定した．

態の HMM であり各状態は 20 混合の GMM であり，

層の数を増やすと既知雑音条件では 5 層までは単語誤

無音区間は 4 状態 HMM で各状態が 36 混合の GMM

り率が単調に減少するが，未知雑音条件では DDAE

で構成される．また，ネットワーク文法を用いて認識

と同様に効果が表れない．しかし，未知雑音条件と既

を行う．静音環境下における音声のみで学習したもの

知雑音条件で，層数 N = 5 のときに DDAE の場合は

(clean condition) と雑音環境下における音声も含む

14.05 ポイントの誤り率の差があったが，提案手法で

データで学習したもの (multi condition) の 2 通りで

は，8.91 ポイントまで減少することが確認できた．こ

比較した．なお，雑音抑圧処理を行ったデータに対し

れは，ガウス分布のもつ雑音に対する汎化性能を効果

て認識を行う際は，multi condition のモデルを学習

的に利用できていると考えられる．

する際のデータにも同様の雑音抑圧処理を行っている．

次に，SPLICE，REDIAL，DDAE を行った場合の

評価データセットは 3 種類 (A, B, C) があり，セッ

単語誤り率 (word error rate; WER) の比較を表 2 に

ト A とセット B はそれぞれ 28,028 発話，セット C は

示す．提案手法のパラメータは図 4 と同様のものを用

14,014 発話から構成されている．セット A は学習時と

い，中間層の数は N = 3 とした．SPLICE の雑音環

同じ雑音のみを含む既知雑音条件，セット B は学習時

境下における音声特徴量をモデル化する際の GMM の

と異なる雑音を含む未知雑音条件，セット C は雑音は

混合数 I と，REDIAL の静音環境下と雑音環境下に

未知，既知共に含むが，伝達関数が異なる．特徴量と

おける音声特徴量をモデル化する際の GMM の混合数

して MFCC とパワー，その 1 次，2 次微分の計 39 次

K ，K ∗ は予備実験により共に 1024 に設定した．ま

元を用いた．本実験では，異なる音声対雑音比（SNR）

た，REDIAL の LDA による次元圧縮後の特徴量 vt

のデータを用いて雑音抑圧を行うため，雑音の正規化

の次元数は 64 としている．ニューラルネットワークの
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Table 2

Baseline
SPLICE
REDIAL
DDAE
Proposed

set A
48.93
14.89
16.70
6.39
7.04

表 2 提案手法と従来手法との単語誤り率 (%) の比較 (%)
Performance comparison among our proposal and conventional methods
(WER %).
clean condition
set B
55.80
19.31
20.59
20.44
14.93

(WER. %)
set C
Ave.
39.23
47.98
21.59
18.60
21.14
19.48
17.20
14.68
15.54
12.51

set A
10.57
9.20
8.98
5.97
5.64

multi condition
set B
11.89
14.50
13.26
18.50
15.20

(WER. %)
set C
Ave.
14.33
12.27
15.22
12.97
12.45
11.56
14.67
13.04
13.29
11.38

表 3 音響モデルを静音環境下の音声特徴量で学習した場合の，DDAE の雑音の種類，大
きさごとの単語誤り率 (%)
Table 3 The WER of DDAE in each noisy condition (clean condition).

Clean
SNR 20
SNR 15
SNR 10
SNR 5
SNR 0
SNR −5
Average

closed-noise condition (Set A)
open-noise condition (Set B)
Subway Babble Car Exhibition Ave. Restaurant Street Airport Station
0.58
0.60
0.81
0.46
0.61
0.58
0.60
0.81
0.46
1.29
0.85
0.78
0.96
0.97
1.11
2.21
1.82
1.14
1.54
1.45
1.16
1.79
1.49
2.21
6.32
3.91
3.46
2.27
3.02
2.00
2.81
2.53
6.05
18.02
10.11
8.67
4.64
8.01
4.47
6.70
5.96
18.33
40.39
25.95
24.38
14.77
31.29 18.85
19.10
21.00
51.30
69.35
58.75
55.29
46.58
72.64 63.11
49.27
57.90
97.91
90.93
96.42
86.52
4.90
8.92
5.45
6.27
6.39
15.80
27.26
20.11
18.59

Ave.
0.61
1.57
3.98
10.71
27.26
58.67
92.95
20.44

表4

音響モデルを静音環境下の音声特徴量で学習した場合の，提案手法の雑音の種類，
大きさごとの単語誤り率 (%)
Table 4 The WER of the proposed method in each noisy condition (clean
condition).

Clean
SNR 20
SNR 15
SNR 10
SNR 5
SNR 0
SNR −5
Average

closed-noise condition (Set A)
open-noise condition (Set B)
Subway Babble Car Exhibition Ave. Restaurant Street Airport Station
0.49
0.57
0.60
0.65
0.58
0.49
0.57
0.60
0.65
1.01
0.91
0.66
0.86
0.86
0.71
1.45
1.04
1.05
1.72
1.21
1.22
1.57
1.43
1.35
2.96
2.00
1.85
2.36
2.60
2.12
2.81
2.47
3.22
9.98
5.58
4.72
5.25
7.62
6.80
7.41
6.77
10.96
29.29
17.36
16.17
16.40
31.59 26.04
20.77
23.70
35.40
62.36
43.48
47.73
49.86
72.13 69.31
54.46
61.44
78.94
88.09
83.84
84.11
5.35
8.79
7.37
6.68
7.04
10.33
21.21
13.89
14.30

Ave.
0.58
1.06
2.04
5.88
18.45
47.24
83.75
14.93

パラメータは，DDAE は中間層の数を N = 5 とした．

て高い性能を示している．これは，REDIAL が線形

音響モデルを静音環境下における音声のみで学習

変換行列により次元圧縮を行った空間で対角共分散の

した場合，提案手法が最も良い結果となった．特に，

GMM を再び構築するため，擬似的に全角共分散の

SPLICE と比較した場合，既知雑音条件では 53.72%，

GMM を構築することが可能であることが原因である

未知雑音条件においては 18.54%の誤り削減率を得るこ

と考えられる．

とができている．また，音響モデルを雑音環境下にお

更に，従来手法で最も単語誤り率が低かった DDAE

ける音声を含むデータで学習した場合（注 1）も，SPLICE

と提案手法の既知雑音条件，未知雑音条件における

と比較して未知雑音環境においては，4.82%と誤り率が

単語誤り率を，雑音の種類と信号雑音比（SNR）別に

上昇してしまっているが，既知雑音条件では 38.70%の

表 3 と表 4 に示す．提案手法と DDAE のパラメー

誤り削減率を得た．なお，REDIAL が set B におい

タ設定は共に表 2 と同様のものを用い，音響モデル
は静音環境下における音声のみで学習したものを用い

（注 1）
：Baseline が最も単語誤り率が低いが，これは Aurora-2 の
データセット特有の問題と考えられ，Droppo らの実験 [2] においても
SPLICE により multiconditon における set B の性能が低下してい
る．

た．既知雑音条件では，雑音が大きい場合，提案手法
と比較したとき DDAE は 9.23%誤り率が低い．しか
し，未知雑音条件においては，雑音の大きな場合でも
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