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1 背景と目的 
近年，音声データを対象として，与えられ

たキーワード(検索語) を検索する検索語検

索 (STD: Spoken Term Detection) の研究が活

性化してきている。通常の STD では，高速

な検索を実現するために，音声データをあら

かじめ音声認識技術によって文字テキスト化

しておき，記号列化された対象データと入力

キーワードとの照合を行なう。一方で，1980
～90 年代には会話音声の認識などを目的と

して，音響情報の照合に基づいて音声データ

中のキーワード検出を行なう，いわゆるワー

ドスポッティングの研究が盛んに行なわれた
[1,2,3]。本研究では，検出精度を向上させるた

めに，音声ドキュメントにおける音響情報に

基づいた照合を STD に導入する手法につい

て述べる。 

2 手法 
2.1 提案手法 

音声認識によって記号列化されたデータに

対し，甘目の閾値を設定することによってキ

ーワードと類似した記号列を検出しキーワー

ド候補区間とする。音響情報に基づいた照合

によって候補区間の再評価を行ない，キーワ

ードであるかどうかを判定する手法を提案す

る。一般に，音声認識によって得られる記号

列には認識誤りが含まれるため，記号列での

照合では，処理時間は少ないものの精度が劣

る。一方，音響情報を用いた照合では，処理

時間は大きいが精度が高いことが期待できる。

このため，記号列の照合で候補を生成し，音

響情報を利用して最終結果を得る。 

2.2 音声認識（記号列の生成） 
連続音声認識を用いた音声データのテキス

ト化では，一般に，未知語の扱いが問題にな

る[4]。そこで本研究では，未知語の問題を避

けるために，サブワードを単位として認識を

行なった。具体的には，音節 3-gram を言語モ

デルとして用いる連続音節認識を行なった。

音節 3-gramは，日本語話し言葉コーパス(CSJ) 
のコアデータ以外のデータを用いて Palmkit 
で学習し，音響モデルは，連続音声認識コン

ソーシアム (CSRC) から提供されている

monophone モデルを用いた。デコーダは，

julius-4.1.4 である。 

2.3 記号列での照合 
連続音節認識の結果を音素列に展開し，音

素を単位とする系列を記号列として，入力キ

ーワードとの照合を行なう。照合は連続 DP
を用いて行ない，音素間距離には 15 個の音素

弁別特徴に基づいた距離を用いた[5]。 

2.4 音響情報を用いた照合 
本報告では，発話を単位としてキーワード

が含まれているか否かを判定することとした。

図 1 に示す 2 種類の言語モデルを用いて，発

話に対して HMM に基づいた音声認識を行な

い，尤度の差によって発話におけるキーワー

ドの有無を判定する[3]。用いた音響モデルは，

2.2 と同じ monophone である。(a)ではポー

ズを含めて任意の音節系列が許され，(b)では

発話中に必ずキーワードの音節系列が出現す

る制約で認識が行なわれる。このため，(b)の
尤度は(a)よりも低くなるが，キーワードが実

際に含まれている場合には，その差がないか，

小さくなることが期待できる。 
 

 
   図 1   2 種類の言語制約 
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3 評価実験 
3.1 音声データと検出単位 

検索対象となる音声データとして，CSJ の

コアデータ(177 講演) を用いた。CSJ のデー

タは，200ms のポーズによって発話単位に分

割されている。今回の報告では，発話を単位

として，入力されたキーワードを含んでいる

発話を正しく検出できたか否かで正否を判定

した。検出すべきキーワードとしては，音声

ドキュメント処理 WG が STD 評価として選

択しているセットから，比較的モーラ数の長

い 20 単語を選択した[6]。平均モーラ数は 7.3 
モーラ である。 

3.2 評価結果 
20個のキーワードに対するF値と処理時間

の平均値を表 1 に示す。(a),(b)は，それぞれ，

記号列での照合のみによる結果，音響情報を

利用した照合のみによる結果である。キーワ

ード検出の閾値は，キーワードごとに F 値が

最大になるように設定した。この比較から，

記号列での照合では処理時間が少ないものの

精度が低く，音響情報での照合では精度は高

くなるものの処理時間がかかることが確認さ

れた。 
 提案手法による結果を(c)に示す。記号列照

合による候補生成では，甘目に設定した閾値

により平均で正解数の 384 倍 の発話が検出

された。再現率では平均で 76.2 % である。

候補生成のための閾値はキーワードに依らな

い共通の閾値を設定した。これらの候補に対

して，音響情報での照合を行なうことによっ

て，処理時間の増加を抑えた上で(b)とほぼ同

等の精度が得られている。音響情報での照合

の閾値は，キーワードごとに F 値が最大にな

るように設定した。(b)に比べて，精度が劣化

した理由として，記号列照合による候補生成

の段階での再現率が 35 %前後と非常に精度

の低いキーワードが 4 個あったことが挙げ

られる。 
表１ 評価実験結果 

  
(a) 

記号列 

(b) 

音響情報 

(c) 

提案手法

F 値 

(%) 
31.4 61.7 60.2 

処理時間

(分) 
0.5 240.5 41.5 

 

4 おわりに 
キーワード別に結果を分析してみると，記

号列照合での候補生成で必要以上に多数の候

補が生成されているキーワードがいくつか見

られ，これが処理時間の増加につながってい

る。検出精度と処理時間で評価すべき STD の

性能は，基礎となる記号列生成 (音声認識) 
の精度に大きく影響を受ける。今後，triphone 
など精度の高い音響モデルを用いることによ

って性能改善を図りたい。 
 また，今回の報告では，精度の改善に注目

し，音響情報の利用によって精度改善が得ら

れることを示した。今後は，音声認識の精度

改善，記号列照合のスコアに基づいた音響情

報照合を行なう候補の選択，発話単位ではな

くキーワード候補区間のみの音響照合など行

なうことによって，処理時間の短縮を検討し

ていく。 
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