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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数音源からの混合音を分離する音源分離部と、
　前記分離された音声信号のパワーをインデクスに変換し、前記分離された音声信号の周
波数スペクトルの成分ごとに生成された、横軸がパワーの大きさのインデクスであり縦軸
が累積頻度である、移動平均の重みをつけた累積ヒストグラムを更新し、下記数式（１）
のχに相当する累積ヒストグラムのインデクスを求め、前記累積ヒストグラムの最小パワ
ーレベルとパワーレベル幅と最大インデクスと前記χと時間減衰パラメータとを用いてノ
イズパワーを求め、前記ノイズパワーに基づくノイズ閾値を使用して、音声信号とノイズ
とを分離し、前記分離された音声信号の分離信頼度に対する音声信号の分布及びノイズの
分布を求めることによって、前記分離された音声信号の周波数のスペクトル成分ごとに、
０から１の間の連続的な値をとりうるソフトマスクを生成するマスク生成部と、
　前記音源分離部によって分離された音声を、前記マスク生成部で生成されたソフトマス
クを使用して認識する音声認識部と、を備えた音声認識装置。

【数１】

ここで、
ｔ：時間ステップ、
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ｉ：整数インデクス、
Ｓ(t,i)：累積頻度、
Ｉmax：累積ヒストグラムの最大インデクス、
argmin（ｉ下付き）：[]内の値を最小値とするｉ、
Ｉx(t)：χを求めるために計算される値。
【請求項２】
　前記マスク生成部が、環境の変化に応じて適応的にソフトマスクを生成するように構成
された請求項１に記載の音声認識装置。
【請求項３】
　前記マスク生成部が、前記分離信頼度を変数とする正規分布の確率密度関数を使用して
前記ソフトマスクを生成する請求項１または２に記載の音声認識装置。
【請求項４】
　前記ソフトマスクが、音声信号の静的特徴量と動的特徴量に対して、別個の重み係数を
備える請求項１から３のいずれかに記載の音声認識装置。
【請求項５】
　前記マスク生成部が、角度を変えて配置された前記音源の前記角度ごとの語正答率の平
均を求めることにより最適化された前記別個の重み係数をそれぞれ求めて前記ソフトマス
クを生成する請求項４に記載の音声認識装置。
【請求項６】
　前記マスク生成部が、下記数式（２）により、最適化された前記別個の重み係数をそれ
ぞれ求めて前記ソフトマスクを生成する請求項４に記載の音声認識装置。

【数２】

ここで、
Ｐopt：最適化されたパラメータセット、
ＷＣθ：配置が（０、θ、－θ）度であるとして、正面音源に対する語正答率、
ＷＲθ：配置が（０、θ、－θ）度であるとして、右音源に対する語正答率、
ＷＬθ：配置が（０、θ、－θ）度であるとして、左音源に対する語正答率、
ａ、ｂ：シグモイド関数のパラメータ、
ｗ１：静的特徴量の重み係数、
ｗ２：動的特徴量の重み係数。
【請求項７】
　音源分離部が、複数音源からの混合音を分離するステップと、
　マスク生成部が、
　　分離された音声信号の分離信頼度を求めるステップと、
　　前記分離された音声信号のパワーをインデクスに変換するステップと、
　　前記分離された音声信号の周波数スペクトルの成分ごとに生成された、横軸がパワー
の大きさのインデクスであり縦軸が累積頻度である、移動平均の重みをつけた累積ヒスト
グラムを更新するステップと、
　　下記数式（３）のχに相当する累積ヒストグラムのインデクスを求めるステップと、
　　前記累積ヒストグラムの最小パワーレベルとパワーレベル幅と最大インデクスと前記
χと時間減衰パラメータとを用いてノイズパワーを求めるステップと、
　　前記ノイズパワーに基づくノイズ閾値を使用して、音声信号とノイズを分離するステ
ップと、
　　前記分離された音声信号の分離信頼度に対する音声信号及びノイズの分布を求めるス
テップと、
　によって、前記分離された音声信号の周波数のスペクトル成分ごとに、０から１の間の
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連続的な値をとりうるソフトマスクを作成するステップと、
　音声認識部が、該ソフトマスクを使用して音声を認識するステップと、を含む音声認識
方法。
【数３】

ここで、
ｔ：時間ステップ、
ｉ：整数インデクス、
Ｓ(t,i)：累積頻度、
Ｉmax：累積ヒストグラムの最大インデクス、
argmin（ｉ下付き）：[]内の値を最小値とするｉ、
Ｉx(t)：χを求めるために計算される値。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数音源の音声を同時認識する音声認識装置及び音声認識方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数音源の音声を同時認識する技術は、たとえば、ロボットが実環境で活動する際に重
要な技術である。複数音源の音声を同時認識する音声認識システムは、音源ごとに音声を
分離し、分離した音声の音響特徴量を使用して音声認識を行なう。ここで、音声認識を行
なう際に、分離の信頼度に応じて音響特徴量ごとにマスクが使用される。このようなマス
クとして、０または１の２値のハードマスクを使用する方法に加えて０から１の連続的な
値を与えるソフトマスクを使用する方法も提案されている（特許文献１）。しかし、ソフ
トマスクを生成する従来の方法は、実験に基づくものであり、異なる環境ごとに実験を行
ってソフトマスクの構造を定める必要があった。このように、従来、環境の変化に対応す
ることのできる構造を有したソフトマスクを使用した音声認識装置及び音声認識方法は開
発されていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－４９２４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって環境の変化に対応することのできる構造を有したソフトマスクを使用した音
声認識装置及び音声認識方法に対するニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様による音声認識装置は、複数音源からの混合音を分離する音源分離
部と、分離された音声信号の周波数のスペクトル成分ごとに、０から１の間の連続的な値
をとりうるソフトマスクを、分離された音声信号の分離信頼度に対する音声信号及びノイ
ズの分布を使用して生成するマスク生成部と、前記音源分離部によって分離された音声を
、前記マスク生成部で生成されたソフトマスクを使用して認識する音声認識部と、を備え
ている。
【０００６】
　本態様によれば、マスク生成部が、分離された音声信号の分離信頼度に対する音声信号
及びノイズの分布を使用してソフトマスクを生成するので、環境の変化に応じて適切なソ
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フトマスクを生成することができる。その結果、高性能の音声認識装置が得られる。
【０００７】
　本発明の第２の態様による音声認識方法は、音源分離部が、複数音源からの混合音を分
離するステップと、マスク生成部が、分離された音声信号の分離信頼度を求めるステップ
と、マスク生成部が、音声信号とノイズを分離するステップと、マスク生成部が、分離信
頼度に対する音声信号及びノイズの分布を求めるステップと、マスク生成部が、分離信頼
度に対する音声信号及びノイズの分布から、分離された音声信号の周波数のスペクトル成
分ごとにソフトマスクを作成するステップと、音声認識部が、該ソフトマスクを使用して
音声を認識するステップと、を含む。
【０００８】
　本態様によれば、マスク生成部が、分離された音声信号の分離信頼度に対する音声信号
及びノイズの分布を使用してソフトマスクを生成するので、環境の変化に応じて適切なソ
フトマスクを生成することができる。その結果、高性能の音声認識方法が得られる。
【０００９】
　本発明の実施形態による音声認識装置及び音声認識方法において、前記マスク生成部は
、時系列入力信号の周波数スペクトルの成分ごとに生成された、横軸がパワーの大きさの
インデクスであり縦軸が累積頻度である、指数移動平均の重みをつけた累積ヒストグラム
を使用して、音声信号とノイズとを分離し、前記分離信頼度に対する音声信号の分布及び
ノイズの分布を求める。
【００１０】
　本実施形態によれば、パワーに対する音声信号及びノイズの分布の特性から、音声信号
とノイズとを明確に分離することができる。
【００１１】
　　本発明の実施形態による音声認識装置及び音声認識方法において、前記マスク生成部
が、環境の変化に応じて適応的にソフトマスクを生成するように構成されている。
【００１２】
　本実施形態によれば、環境の変化に常にソフトマスクを適応させることができる。
【００１３】
　本発明の実施形態による音声認識装置及び音声認識方法において、前記マスク生成部が
、前記分離信頼度を変数とする正規分布の確率密度関数を使用して前記ソフトマスクを生
成する。
【００１４】
　本実施形態によれば、簡単な手順でソフトマスクを生成することができる。
【００１５】
　本発明の実施形態による音声認識装置及び音声認識方法において、前記ソフトマスクが
、音声信号の静的特徴量と動的特徴量に対して、別個の重み係数を備える。
【００１６】
　本実施形態によれば、静的特徴量の重み係数と動的特徴量の重み係数を別個に調整する
ことにより、音声認識性能をより向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による音声認識装置の構成を示す図である。
【図２】マスク生成部の構成を示す図である。
【図３】マスク生成部の音声・ノイズ分離処理部の構成を示す図である。
【図４】マスク生成に関連する処理を説明するための流れ図である。
【図５】累積ヒストグラム生成部によって作成される累積ヒストグラムを説明するための
図である。
【図６】累積ヒストグラム生成部及びノイズパワー推定部の動作を説明するための流れ図
である。
【図７】スピーカー及びロボットの配置を示す図である。
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【図８】スピーカーが、０度、９０度及び－９０度に設置された場合に、正面スピーカー
に対して、パラメータｗ1　及び　ｗ2の最適化の例を示す図である。
【図９】正面スピーカーに対する平均した語正答率を示す図である。
【図１０】左側スピーカーに対する平均した語正答率を示す図である。
【図１１】右側スピーカーに対する平均した語正答率を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による音声認識装置の構成を示す図である。音声認識装置
は、複数話者など複数音源の音声を同時認識する。音声認識装置は、音源分離部１００、
多チャンネルポストフィルタ２００、音特徴抽出部３００、マスク生成部４００及び音声
認識部５００から構成される。
【００１９】
　音源分離部１００について説明する。Ｍ個の音源とＮ個（≧Ｍ）のマイクロフォンがあ
るとする。周波数ωにおけるＭ個の音源のスペクトルベクトルを、

【数１】

で示し、周波数ωにおけるＮ個のマイクロフォンによってとらえられた信号のスペクトル
ベクトルを
【数２】

で示す。ここで、Ｔは、転置オペレータである。
　x(ω)
は、
　x(ω) = H(ω)s(ω)
によって計算される。ここで、
　H(ω)
は、伝達関数行列である。伝達関数行列の各コンポーネントＨｎｍは、ｍ番目の音源から
ｎ番目のマイクロフォンへの伝達関数を表す。音源分離は、一般的に以下の式によってあ
らわされる。
　y(ω) = W(ω)x(ω)
ここで、
　W(ω)
は、分離行列と呼ばれる。音源分離は、出力信号
　y(ω)
が
　s(ω)
と同じであるという条件を満足する
　W(ω)
を見つけることとして定義される。
【００２０】
　音源分離のアルゴリズムとして、Blind Source Separation (BSS)と beamforming の複
合アルゴリズムであるGeometric Source Separation (GSS)( L. C. Parra and C. V. Alv
ino, “Geometric source separation: Mergin convolutive source separation with ge
ometric beam forming,” IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 1
0, no. 6, pp. 352－362, 2002.)を使用する。
【００２１】
　多チャンネルポストフィルタ２００について説明する。多チャンネルポストフィルタ２
００は、音源分離部１００の出力を強調するために使用される(S. Yamamoto, K. Nakadai
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, J.-M. Valin, J. Rouat, F. Michaud, K. Komatani, T. Ogata, and H. G. Okuno, “M
aking a robot recognize three simultaneous sentences in real-time,” in Proceedi
ngs of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS
 2005). IEEE, 2005, pp. 897－902.)。多チャンネルポストフィルタ２００は、文献(Y. 
Ephraim and D. Malah, “Speech enhancement using minimum mean-square error short
-time spectral amplitude estimator,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech and
 Signal Processing, vol. ASSP-32, no. 6, pp. 1109－1121, 1984.)に記載された最適
ノイズ推定器を使用したスペクトルフィルタである。この方法は、スペクトル減算(S. F.
 Boll, “A spectral subtraction algorithm for suppression of acoustic noise in s
peech,” in Proceedings of 1979 International Conference on Acoustics, Speech, a
nd Signal Processing (ICASSP-79). IEEE, 1979, pp. 200－203.)の一種であるが、時間
及び周波数の寄与を考慮しているので、ミュージカルノイズ及びひずみの発生量は少ない
。
【００２２】
　多チャンネルポストフィルタ２００の入力は、音源分離部１００の出力ｙである。多チ
ャンネルポストフィルタ２００の出力は、
【数３】

であり、
【数４】

と定義される。ここで、Ｇはスペクトルゲインである。Ｇの推定は、スペクトル振幅のＭ
ＭＳＥ（minimum mean-square error）推定に基づいている。Ｇを推定するためにノイズ
分散が推定される。
【００２３】
　ノイズ分散推定値
　λm

は、
【数５】

と表現される。ここで、
【数６】

は、周波数ｆに対するフレームｔにおける音源ｍに対するノイズの定常成分の推定値であ
り、
【数７】

は、音源リークの推定値である。
【００２４】
　定常ノイズ推定値
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【数８】

は、ＭＣＲＡ技法（I. Cohen and B. Berdugo, “Speech enhancement for non-stationa
ry noise environments,” Signal Processing, vol. 81, no. 2, pp. 2403－2418, 2001
.）を使用して計算した。
【数９】

を推定するには、他の音源からの干渉は、係数η
【数１０】

によって減少すると仮定した。リーク推定値は、以下のように表現される。
【数１１】

ここで、Ｚｉは、ｍ番目の音源ｙｍの平滑化されたスペクトルであり、再帰的に定義され
る（S. Yamamoto, K. Nakadai, J.-M. Valin, J. Rouat, F. Michaud, K. Komatani, T. 
Ogata, and H. G. Okuno, “Genetic algorithm-based improvement of robot hearing c
apabilities in separating and recognizing simultaneous speech signals,” in Proc
eedings of 19th International Conference on Industrial, Engineering, and Other A
pplications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE’06), vol. LNAI 4031. Spring
er-Verlag, 2006, pp. 207－217.）。
【数１２】

αは、０．７である。
【００２５】
　音特徴抽出部３００について説明する。音特徴として、メル・スケール・ログ・スペク
トル(Mel-Scale Log Spectrum (MSLS))を使用する。ＭＳＬＳは、メル周波数ケプストラ
ム係数(Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC))( R. Plomp, L. Pols, and J. van
 de Geer, “Dimensional analysis of vowel spectra,” Acoustical Society of Ameri
ca, vol. 41, no. 3, pp. 707－712, 1967.)に逆離散コサイン変換を適用することによっ
て得られる。その後、ノイズロバストな音特徴を得るために、３個の正規化プロセス、平
均パワー正規化、スペクトルピーク強調及びスペクトル平均正規化を適用する。詳細は文
献(Y. Nishimura, T. Shinozaki, K. Iwano, and S. Furui, “Noise-robust speech rec
ognition using multi-band spectral features,” in Proceedings of 148th Acoustica
l Society of America Meetings, no. 1aSC7, 2004.)に記載されている。
【００２６】
　特徴量は、静的スペクトル特徴量と動的スペクトル特徴量を含む。静的スペクトル特徴
量をＭ（ｋ）とすると、動的スペクトル特徴量は以下の式によって定義される。
【数１３】
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ここで、ｋ、ｉは時間のインデクスである。動的スペクトル特徴量は、リークノイズ及び
静的背景ノイズに対してロバストである。その理由は、隣接する静的スペクトル特徴量の
差として定義された動的スペクトル特徴量は、リークノイズ及び静的背景ノイズをキャン
セルすることができるからである。静的スペクトル特徴量は、そのようなノイズに対して
、動的スペクトル特徴量よりもロバストではない。したがって、動的スペクトル特徴量の
寄与が、静的スペクトル特徴量の寄与よりも高い場合には、音声認識率が向上することが
期待される。
【００２７】
　音声認識部５００について説明する。音声認識部５００は、時間・周波数マップにおい
て、音声認識を向上させるためにミッシングフィーチャ・マスク(以下に、ＭＦＭと呼称
する)を使用する。ＭＦＭの中で、０または１の２値のものをハードＭＦＭまたはハード
マスクと呼称し、０と１の間の連続的な値をとるものをソフトＭＦＭまたはソフトマスク
と呼称する。各ＭＦＭは、特定の時間フレームにおいて周波数ビンに対するスペクトル値
が信頼できるかどうかを特定する。予備処理におけるエラーによって生じた、信頼できな
い音特徴量は、ＭＦＭを使用して遮断され、信頼できる音特徴量だけが、音声認識デコー
ダにおける尤度計算に使用される。デコーダは、隠れマルコフモデル(Hidden Markov Mod
el、ＨＭＭ)ベースの認識システムであり、従来の音声認識システムにおいて一般的に使
用されている。音声認識部５００においては、デコーダにおける出力確率の推定プロセス
が改良されている。
【数１４】

は、ｉ番目の音特徴量の信頼度を表すＭＦＭベクトルであるとする。出力確率
【数１５】

は、以下の式によって与えられる。

【数１６】

ここで、
【数１７】

は、確率オペレータである。また、Ｌは混合正規分布の混合数を表し、ｌは混合正規分布
の混合数のインデクスを表す。
【数１８】

は、音特徴ベクトルであり、Ｎは音特徴ベクトルのサイズであり、
【数１９】

は、ｊ番目の状態である。
【００２８】
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　具体化するにあたり、Multiband Julian（Multiband Julius, “http://www.furui.cs.
titech.ac.jp/mband julius/.”）を使用した。Multiband Julianは、Julian（the Japan
ese real-time large vocabulary speech recognition engine）（T. Kawahara and A. L
ee, “Free software toolkit for Japanese large vocabulary continuous speech reco
gnition,” in International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP), vo
l. 4, 2000, pp. 476－479.）をベースとしている。
【００２９】
　なお、ＭＦＭについては後で詳細に説明する。
【００３０】
　マスク生成部４００について説明する。マスク生成部４００は、ソフトＭＦＭを生成す
る。
【００３１】
　図２は、マスク生成部４００の構成を示す図である。マスク生成部４００は、定常ノイ
ズ推定部４１０、分離信頼度演算部４２０、音声・ノイズ分離処理部４３０、及びマスク
演算部４４０を備える。
【００３２】
　定常ノイズ推定部４１０は、Ｎ個のマイクロフォンの信号から、ＭＣＲＡ技法（I. Coh
en and B. Berdugo, “Speech enhancement for non-stationary noise environments,”
 Signal Processing, vol. 81, no. 2,　pp. 2403－2418, 2001.）を使用して背景ノイズ
を推定する。
【００３３】
　分離信頼度演算部４２０は、以下の式によって分離信頼度Ｒを計算する。
【数２０】

ここで、
【数２１】

は、多チャンネルポストフィルタ２００の出力であり、
　ym
は、音源分離部１００の出力である。
　ym 
は、音声
【数２２】

と背景雑音
　bn
とリークを足し合わせたものからなるため、リークがない場合（他の音源からの混ざりこ
みがなく、完全に分離できている場合）には分離信頼度Ｒが１となり、リークが大きくな
るにつれて０に近い値をとるようになる。
【００３４】
　音声・ノイズ分離処理部４３０は、分離信頼度Ｒ及び音源分離部１００の出力
　ym 
を入力として、分離信頼度Ｒに対する音声信号及びノイズの分布を作成する。
【００３５】
　図３は、マスク生成部４００の音声・ノイズ分離処理部４３０の構成を示す図である。
音声・ノイズ分離処理部４３０は、累積ヒストグラム生成部４３１０、ノイズパワー推定
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部４３２０、音声・ノイズ分離部４３３０、音声分布作成部４３４０及びノイズ分布作成
部４３５０を備える。
【００３６】
　累積ヒストグラム生成部４３１０は、横軸がパワーの大きさのインデクスであり縦軸が
累積頻度である、移動平均の重みをつけた累積ヒストグラムを、時系列入力信号の周波数
スペクトルの成分ごとに生成する。移動平均の重みをつけた累積ヒストグラムについては
後で説明する。ノイズパワー推定部４３２０は、入力信号の周波数スペクトルの成分ごと
に、累積ヒストグラムからノイズパワーの推定値を求める。
【００３７】
　図５は、累積ヒストグラム生成部４３１０によって作成される累積ヒストグラムを説明
するための図である。図５の左側の図は、ヒストグラムを示す図である。横軸はパワーの
大きさのインデクスであり縦軸は頻度である。図５の左側の図において、L0はパワーの最
小レベルを表し、L100はパワーの最大レベルを表す。一般的に、ノイズのパワーのレベル
は、話者による音声のレベルよりも小さい。また、ノイズの頻度は、話者による音声の頻
度に比較してかなり多い。図５の右側の図は、累積ヒストグラムを示す図である。横軸は
パワーの大きさのインデクスであり縦軸は累積頻度である。図５の右側の図において、Lx
のｘは累積ヒストグラムの縦軸方向の位置を示し、たとえば、L50は縦軸方向の５０に対
応するメディアン（中間値）を示す。ノイズのパワーのレベルは、話者による音声のレベ
ルよりも小さく、また、ノイズの頻度は、話者による音声の頻度に比較してかなり多いの
で、図５の右側の図において両矢印で示すように、所定の範囲のｘに対応するLxの値は同
じである。したがって、上記の所定の範囲のｘを定め、Lxを求めることによりノイズのパ
ワーレベルを推定することができる。
【００３８】
　図６は、累積ヒストグラム生成部４３１０及びノイズパワー推定部４３２０の動作を説
明するための流れ図である。ここで、流れ図の説明に使用する符号は以下のとおりである
。
【数２３】

【００３９】
　図６のステップＳ２０１０において、累積ヒストグラム生成部４３１０が入力信号のパ
ワーを以下の式によってインデクスに変換する。



(11) JP 5738020 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

【数２４】

【００４０】
　パワーからインデクスへの変換は、計算時間を削減するため変換テーブルを使用して行
われる。
【００４１】
　図６のステップＳ２０２０において、累積ヒストグラム生成部４３１０が累積ヒストグ
ラムを以下の式を使用して更新する。
【数２５】

ここで、αは時間減衰パラメータであり、時定数Tr及びサンプリング周波数Fsから以下の
式によって定まる。

【数２６】

このようにして作成された累積ヒストグラムは、データの古さにしたがって重みが小さく
なるように構成されている。このような累積ヒストグラムを移動平均の重みをつけた累積
ヒストグラムと呼称する。式（６）においては、全てのインデクスにαを乗じ、インデク
スIy(t)のみに(1-α)を加算する。実際の計算においては、計算時間を削減するため式（
６）を計算せずに直接式（７）を計算する。すなわち、式（７）において、全てのインデ
クスにαを乗じ、Iy(t)からImaxまでのインデクスに（1-α）を加算する。さらに実際に
は、Iy(t)からImaxまでのインデクスに（1-α）の代わりに指数的に増分した値
（1-α）α-ｔを加算することによって、全てのインデクスにαを乗じる処理を避けるこ
とができ、さらに計算時間が削減される。しかし、この方法は、S(t,i)を指数的に増加さ
せる。したがって、S(t,Imax)が変数の最大値に近づいた際に、S(t,i)の大きさを正規化
する処理が必要である。
【００４２】
　図６のステップＳ２０３０において、ノイズパワー推定部４３２０は、ｘに相当する累
積ヒストグラムのインデクスを以下の式にしたがって求める。

【数２７】

ここで、argmin（ｉ下付き）は、 []内の値を最小値とするｉであることを意味する。１
からImaxまでの全てのインデクスについて式（８）の判定を行なう代わりに、前回検出さ
れたインデクスIx(t-1)から一方向の探索を行なうことによって計算時間が大幅に削減さ
れる。
【００４３】
　図６のステップＳ２０４０において、ノイズパワー推定部４３２０は、ノイズパワーの
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【数２８】

【００４４】
　図６に示した方法は５個のパラメータを使用する。最小パワーレベルLmin、１ビンのパ
ワーレベル幅Lstep及び累積ヒストグラムの最大インデクスImaxは、ヒストグラムの範囲
及び急峻度を定める。これらのパラメータは、入力信号の範囲をカバーするように定めれ
ば、ノイズの推定値に影響しない。一般的な値は以下のとおりである。
　Lmin =-100　
　Lstep= 0.2
　Imax = 1000
スペクトル成分の最大レベルは、９６ｄＢ（１Ｐａ）に正規化されるとした。
【００４５】
　ｘ及びαは、ノイズ推定値に影響する主要なパラメータである。しかし、パラメータｘ
は、ノイズパワーのレベルが安定していれば、ノイズパワーの推定値Lxに敏感ではない。
たとえば、図５において、ｘが３０％から７０％の範囲で変化しても、Lxの値は変化しな
い。不安定なノイズに対して、ノイズパワーのレベルの範囲の推定レベルを定める。実際
には、時間周波数領域において、音声の信号はまばらであるので、音声出現頻度は、ほと
んどの場合、ノイズ出現頻度の２０％よりも小さく、この値はＳＮ比及び周波数と無関係
である。したがって、パラメータｘは、ＳＮ比または周波数ではなく、推定したいノイズ
のパワーのレベルのみに従って設定することができる。たとえば、音声出現頻度が２０％
であれば、中間値のノイズパワーのレベルに対して、ｘ＝４０を設定し、最大値に対して
ｘ＝８０を設定する。
【００４６】
　時定数Trも、ＳＮ比または周波数にしたがって変化させる必要はない。時定数Trは、ヒ
ストグラム計算の等価平均時間を制御する。時定数Trは、ノイズ及び音声の双方の長さに
対して、十分大きい値に設定すべきである。質問及び回答のような一般的な繰り返し対話
に対して、ほとんどの音声の発話期間は１０秒よりも小さいので、時定数Trの一般的な値
は１０秒である。
【００４７】
　音声・ノイズ分離部４３３０は、ノイズパワー推定部４３２０によって定められたノイ
ズ閾値を使用して、音源分離部１００の出力

　ym
を音声とノイズとに分離する。
【００４８】
　音声分布作成部４３４０は、分離された音声と分離信頼度Ｒから、分離信頼度Ｒに対す
る音声の分布
　ds(R)
を作成する。ここで、音声の分布
　ds(R)
は正規分布と仮定する。正規分布の分布関数は以下の式によって定義される。
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【数２９】

したがって、音声分布作成部４３４０は、平均値　
　μs

及び標準偏差
　σs

を定めることによって音声分布
　ds(R)
を作成する。
【００４９】
　ノイズ分布作成部４３５０は、分離されたノイズと分離信頼度Ｒから、分離信頼度Ｒに
対するノイズの分布
　dn(R)
を作成する。ここで、ノイズの分布
　dn(R)
は正規分布と仮定する。したがって、ノイズ分布作成部４３５０は、平均値
　μn

及び標準偏差
　σn

を定めることによって
　dn(R)
を作成する。
【００５０】
　マスク演算部４４０は、音声分布
　ds(R)
及びノイズの分布
　dn(R)
から以下の式にしたがって、音声の信頼度
　B(R)
すなわち、ＭＦＭを求める。

【数３０】

静的音特徴量に対するＭＦＭは、以下の式によって得られる。
【数３１】

また、動的特徴量に対するＭＦＭは、以下の式によって得られる。
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【数３２】

ここで、ｋは、フレーム・インデクスを表す。また、
　ｗ1　及び　ｗ2

は、静的特徴量及び動的特徴量の重み係数を表す。静的特徴量と動的特徴量に対して別個
の重み係数を定めた点は、本例の特徴である。重み係数は、あらかじめ定めておく。重み
係数の定め方の一例については後で説明する。
【００５１】
　図４は、マスク生成に関連する処理を説明するための流れ図である。
【００５２】
　図４のステップＳ１０１０において、音源分離部１００が音源分離処理を行う。音源分
離部１００の出力は、
　ym
である。ここで、ｍは各音源を表す。
【００５３】
　図４のステップＳ１０２０において、多チャンネルポストフィルタ２００が、音源分離
部１００の出力
　ym
を強調する。多チャンネルポストフィルタ２００の出力は、

【数３３】

である。
【００５４】
　図４のステップＳ１０３０において、マスク生成部４００の定常ノイズ推定部４１０が
、定常ノイズ　
　bn
を推定する。
【００５５】
　図４のステップＳ１０４０において、マスク生成部４００の分離信頼度演算部４２０が
定常ノイズ
　bn
音声分離部１００の出力
　ym
及び多チャンネルポストフィルタの出力

【数３４】

に基づいて分離信頼度Ｒを計算する。
【００５６】
　図４のステップＳ１０５０において、マスク生成部４００の音声・ノイズ分離処理部４
３０が、分離信頼度Ｒ及び音声分離部１００の出力
　ym
を使用して、分離信頼度Ｒに対する音声の分布
　ds(R) 
及び分離信頼度Ｒに対するノイズの分布
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　dn(R) 
を求める。
【００５７】
　図４のステップＳ１０６０において、マスク生成部４００のマスク演算部４４０が、分
離信頼度Ｒに対する音声の分布
　ds(R) 
及び分離信頼度Ｒに対するノイズの分布
　dn(R) 
に基づいて、音声の信頼度
　B(R) 
を演算する。
【００５８】
　ステップＳ１０１０乃至ステップＳ１０６０の処理は、時間ごとに実施される。したが
って、時間に応じて環境が変化する場合にも、適応的にＭＦＭを作成することができる。
【００５９】
　つぎに、静的特徴量及び動的特徴量の重み係数
　ｗ1　及び　ｗ2

の機能を確認するための実験について説明する。ここでは、簡単化の目的で、音声の信頼
度
　B(R) 
を、パラメータａ及びｂを有するシグモイド関数によって近似した。静的音特徴量に対す
るＭＦＭは、以下の式で表せる。
【数３５】

x>b の場合
【数３６】

その他の場合
【数３７】

ここで
【数３８】

であり、ｋはフレーム・インデクスを表す。
【００６０】
　また、動的音特徴量に対するＭＦＭは、以下の式で表せる。

【数３９】

ここで
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【数４０】

である。
【００６１】
　８個の全方位マイクロフォンを取り付けたロボットを使用して、３個の同時スピーチの
認識性能を測定し、パラメータａ及びｂ、ならびにパラメータ
　ｗ1　及び　ｗ2

を最適化した。同時スピーチ信号は、反響時間が０．３５秒である部屋の中で記録した。
３個の異なる単語は、ロボットから２メートル離れた３個のスピーカーから同じ大きさで
発生させた。各単語は、国際電気通信基礎研究所（ＡＴＲ）による、２１６個の日本語の
単語からなる音声的にバランスのとれた単語セットから選択した。
【００６２】
　図７は、スピーカー及びロボットの配置を示す図である。１個のスピーカーは、ロボッ
トの正面に配置した。他の２個のスピーカーは、ロボットの左側及び右側の、１０、２０
、３０、４０、５０、６０、７０、８０又は９０度の角度に配置した。図７において右側
の角度をθで示し、左側の角度を－θで示している。換言すれば、角度θを変えながら、
９通りの構成で実験を行なった。それぞれの構成に対して、３つの異なる単語の２００個
の組み合わせが実施された。
【００６３】
　表１は、パラメータ・セット
　p=(a,b,w1,w2) 
の探索範囲を示す。

【表１】

【００６４】
　図８は、スピーカーが、０度、９０度及び－９０度に設置された場合に、正面スピーカ
ーに対して、パラメータ
　ｗ1 及び ｗ2

の最適化の例を示す図である。他の条件に対しても、パラメータ
　ｗ1 及びｗ2

の最適化について同様の傾向が得られた。パラメータａ及びｂの最適化を実施し、その結
果は、各配置に対して共通の傾向を示すものであった。そこで、最適化されたパラメータ
・セットを以下の式によって定義した。
【数４１】

ここで、
　 WCθ、 WRθ 及びWLθ
は、配置がそれぞれ、(０、θ、－θ)度であるとして、正面、右及び左スピーカーに対す
る、語正答率(word correct rate, WCR)を表す。
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【００６５】
　最終的にＭＦＭに対する最適化パラメータ・セット
Popt=　(40,0.5,0.1,0.2)
が得られた。
【００６６】
　つぎに、別の実験により以下の３個の音声認識システムの性能を比較した。
１）ハードＭＦＭを使用した音声認識システム
　静的音特徴量に対するハードＭＦＭは以下の式で定義される。
R>TMFMの場合
　ＨＭm(k)=1　　　　　　　　　　 (19)
その他の場合
　ＨＭm(k)=0　　　　　　　　　　 (20)
ここで、
　ＴMFM

は閾値である。動的音特徴量に対するハードＭＦＭは以下の式で定義される。
【数４２】

ここで、ｋは、フレーム・インデクスを表す。
２）重みづけしないソフトＭＦＭを使用した音声認識システム
　式（１５）及び式（１８）のソフトＭＦＭを使用する。重みは、
　ｗ1＝ｗ2＝1
である。
３）最適化パラメータ・セットのソフトＭＦＭを使用した音声認識システム
　式（１５）及び式（１８）のソフトＭＦＭを使用する。パラメータは、
　 Popt = (40,0.5,0.1,0.2)
である。
【００６７】
　実験の設定について説明する。３個のスピーカーが、３個のスピーチを同時に行うため
に使用される。１個のスピーカーはロボットの正面に固定され、他のスピーカーは、表２
に示すように±３０°、±６０°、±９０°、±１２０°または±１５０°に配置される
。ロボットと各スピーカーとの距離は１ｍである。表３に示すように、音源の４通りの組
み合わせが使用される。このようにして、２０組のテストデータを作成した。各組のテス
トデータは、３つの異なる単語の２００個の組み合わせを含む。単語は、国際電気通信基
礎研究所（ＡＴＲ）によって配布された、２１６個の音声的にバランスのとれた単語から
ランダムに選択した。

【表２】
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【表３】

【００６８】
　音声認識システムの音響モデルに対して、２７次元ＭＳＬＳ特徴量を使用して、隠れマ
ルコフモデル(ＨＭＭ)に基づく、３状態及び１６混合のtriphoneモデルをトレーニングし
た。評価を公正にするためにオープンテストを行った。すなわち、音響モデルを、テスト
データとは異なるスピーチ・コーパスによってトレーニングした。トレーニングデータと
して、３００人のスピーカーによる４７，３０８の発語を含む、日本語ニュース記事スピ
ーチ・データベースを使用した。スピーチデータに２０ｄＢの白色ノイズを加えた後、白
色ノイズを加えたトレーニングデータで音響モデルをトレーニングした。この方法は、音
声認識システム用の音響モデルのノイズ・ロバスト性を向上させるためのよく知られた技
術である。
【００６９】
　図９乃至図１１は、それぞれ、正面、左側及び右側スピーカーに対する平均した語正答
率を示す図である。
【００７０】
　正面スピーカーに対して、最適化パラメータ・セットのソフトＭＦＭは、音声認識の性
能を顕著に向上させる。左側及び右側スピーカーに対して、向上量は正面スピーカーの向
上量よりも小さい。しかし、特にスピーカーの間の間隔が狭い場合には、ある程度の向上
がみられる。正面スピーカーからの音は、左側及び右側スピーカーの両方の影響を受ける
。他方、左側または右側スピーカーは、主に正面スピーカーの影響を受ける。このように
、正面スピーカーに対する時間・周波数コンポーネント(ＴＦ（Time-Frequency）コンポ
ーネント)の重なりの数は、左側または右側スピーカーのものよりも大きい。また、正面
スピーカーに対する、ＴＦコンポーネントの重なりの度合いは他のものよりも高い。この
ことは、最適化パラメータ・セットのソフトＭＦＭが、重なりの度合いが大きい場合でも
、多数の重なっているＴＦコンポーネントをうまく処理することができることを示してい
る。最適化パラメータ・セットのソフトＭＦＭの向上量は、三ケースを平均すると約１０
％に達する。
【００７１】
　重みづけしないソフトＭＦＭと最適化パラメータ・セットのソフトＭＦＭの差に注目す
ると、ソフトＭＦＭとハードＭＦＭの差と同様の傾向がみられる。すなわち、重みづけ係
数の最適化は、２個のスピーカーが近付いた場合により有効である。このことは、重みづ
け係数は、重なりの度合いが大きいＴＦコンポーネントを処理するように有効に機能する
ことを意味する。
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【図１１】
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