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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、
　前記音源分離部が分離を行った際の分離信頼度に対応して、分離された音声ごとに、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、
　前記分離信頼度は、前記音源分離部により分離された音声毎に算出される、他の音源か
らの混ざり込みの程度を表わす数値であって、他の音源からの混ざり込みがなく完全に分
離できている場合には１となり、混ざりこみが大きくなるにつれて０に近い値をとり、
　前記マスク生成部は、前記算出された分離信頼度のヒストグラムに基づいて前記ソフト
マスクを生成する、
　音声認識装置。
【請求項２】
　前記ソフトマスクは、前記ヒストグラムから算出される、前記分離信頼度の確率分布を
構成する２つの正規分布の確率密度関数に基づいて定められる、
　請求項１に記載の音声認識装置
【請求項３】
　前記ソフトマスクが、Ｒを分離信頼度、ａ、ｂを定数として、Ｒのシグモイド関数
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　１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
を使用して定められ、
　上記定数ａ及びｂは、前記２つの正規分布の確率密度関数に基づいて定められる、
　請求項２に記載の音声認識装置。
【請求項４】
　音声認識装置のソフトマスクを生成する方法であって、前記音声認識装置は、
　複数音源からの混合音を分離する音源分離部と、
　前記音源分離部が分離を行った際の分離信頼度に対応して、分離された音声ごとに、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、前記ソフトマスクは前記分離信頼度の関数
を使用して定められており、
　分離信頼度のヒストグラムを求めるステップと、
　分離信頼度のヒストグラムに基づいて、前記関数が有する少なくとも一つのパラメータ
の値を定めるステップと、を含み、
　前記分離信頼度は、前記音源分離部により分離された音声毎に算出される、他の音源か
らの混ざり込みの程度を表わす数値であって、他の音源からの混ざり込みがなく完全に分
離できている場合には１となり、混ざりこみが大きくなるにつれて０に近い値をとる、
　音声認識装置のソフトマスクを生成する方法。
【請求項５】
　前記関数が有する他の少なくとも一つのパラメータの探索範囲を定めるステップと、
　前記定められた探索範囲内において、前記他の少なくとも一つのパラメータの値を変化
させながら、前記音声認識装置の音声認識率を求めるステップと、
　前記音声認識率が最大となる値を前記他の少なくとも一つのパラメータの値とするステ
ップとを含む、
　請求項４に記載の音声認識装置のソフトマスクを生成する方法。
【請求項６】
　μ１、μ２（μ１＜μ２）を平均値、σ１、σ２を標準偏差とし、分離信頼度をＲとし
て、分離信頼度Ｒのヒストグラムを、（μ１，σ１）を有する第１の正規分布の確率密度
関数ｆ１（Ｒ）及び（μ２，σ２）を有する第２の正規分布の確率密度関数ｆ２（Ｒ）で
フィッティングすることによって、μ１、μ２、σ１及びσ２を推定し、ｆ１（Ｒ）、ｆ
２（Ｒ）、μ１及びμ２を使用して前記ソフトマスクを生成する、請求項４に記載の音声
認識装置のソフトマスクを生成する方法。
【請求項７】
　前記ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）、ｆ（Ｒ）＝ｆ１（Ｒ）＋ｆ２（Ｒ）として、
　Ｒ＜μ１において　　　　Ｓ（Ｒ）＝０
　μ１≦Ｒ≦μ２において　Ｓ（Ｒ）＝ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
　μ２＜Ｒにおいて　　　　Ｓ（Ｒ）＝１
とする、請求項６に記載の音声認識装置のソフトマスクを生成する方法。
【請求項８】
　前記ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）、
　Ｒ＜μ１において　
【数１】

　μ１≦Ｒにおいて



(3) JP 5180928 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

【数２】

　Ｒ＜μ２において
【数３】

　μ２≦Ｒにおいて
【数４】

とし、
【数５】

として、

【数６】

とする、請求項６に記載の音声認識装置のソフトマスクを生成する方法。
【請求項９】
　ｆ１（Ｒ）とｆ２（Ｒ）との交点で
　　μ１＜Ｒ＜μ２
を満たすＲの値をｂとし、
　１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
が
　ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
とフィッティングするようにａを定めて、前記ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）として、
　　Ｓ（Ｒ）＝１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
とする、請求項６に記載の音声認識装置のソフトマスクを生成する方法。

【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装置のマスク生成
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（たとえば、非特
許文献１）。このようなマスクとしては、従来、０または１の２値のハードマスクが使用
されていた（たとえば、非特許文献２）。０から１の連続的な値を与えるソフトマスクも
知られてはいたが（たとえば、非特許文献３）、複数音源の音声を同時認識する音声認識
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システム用のソフトマスクは開発されていなかった。その理由は、従来、当業者は、複数
音源の音声を同時認識する音声認識にはハードマスクの方が適していると考えていたため
である（たとえば、非特許文献２）。このように、複数音源の音声を同時認識する音声認
識に適したソフトマスクを備え、音声認識率を向上させた音声認識装置は開発されていな
かった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】M. L. Seltzer, B. Raj, and R. M. Stern, “A Bayesian frame work 
for spectrographic mask estimation for missing feature speech recognition,” Spe
ech Communication, vol.43, pp. 379-393, 2004
【非特許文献２】Shun’ichi Yamamoto, Jean-Marc Valin, Kazuhiro Nakadai, Jean Rou
at, Francois Michaud, Tetsuya Ogata, and Hiroshi G. Okuno, "Enhanced Robot Speec
h Recognition Based on Microphone Array Source Separation and Missing Feature Th
eory," in Proc. of IEEEI CRA-2005, pp. 1489-1494, 2005
【非特許文献３】J. Barker, L. Josifovski, M. P. Cooke and P. D. Green, “Soft de
cision in missing data techniques for robust automatic speech recognition,” Pro
c., ICSLP-2000, 2000
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、複数音源の音声を同時認識する音声認識に適したソフトマスクを備え、音
声認識率を向上させた音声認識装置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、前記音源分
離部が分離を行った際の分離信頼度に対応して、分離された音声ごとに、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、を備えている。
【０００６】
　本発明による音声認識装置によれば、分離信頼度に対応して、分離された音声ごとに、
生成された０から１の間の連続的な値をとりうるソフトマスクを使用して音声が認識され
るので、音声認識率が向上する。
【０００７】
　本発明の実施形態による音声認識装置においては、前記ソフトマスクが、Ｒを分離信頼
度、ａ、ｂを定数として、Ｒのシグモイド関数
　１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
を使用して定められている。
【０００８】
　本実施形態によれば、シグモイド関数の定数ａ及びｂを変化させることにより、容易に
ソフトマスクの調整を行うことができる。
【０００９】
　本発明の実施形態による音声認識装置においては、前記ソフトマスクが、Ｒを分離信頼
度として、Ｒを変数とする正規分布の確率密度関数を使用して定められている。
【００１０】
　本実施形態によれば、正規分布の確率密度関数の形状を変化させることにより、容易に
ソフトマスクの調整を行うことができる。
【００１１】
　本発明による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法は、複数音源からの混合音を



(5) JP 5180928 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

分離する音源分離部と、前記音源分離部が分離を行った際の分離信頼度に対応して、分離
された音声ごとに、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のソフトマスクを生
成する。前記ソフトマスクは、少なくとも一つのパラメータを有する分離信頼度の関数を
使用して定められている。該方法は、前記少なくとも一つのパラメータの探索範囲を定め
るステップと、前記少なくとも一つのパラメータの探索範囲内において、前記少なくとも
一つのパラメータの値を変化させながら、前記音声認識装置の音声認識率を求めるステッ
プと、前記音声認識率が最大となる値を前記少なくとも一つのパラメータの値とするステ
ップとを含む。
【００１２】
　本発明による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法によれば、前記ソフトマスク
は、少なくとも一つのパラメータを有する分離信頼度の関数を使用して定められているの
で、少なくとも一つのパラメータの値を変化させながら、音声認識装置の音声認識率を求
めことにより、確実に、音声認識率が最大となるように少なくとも一つのパラメータの値
を定めることができる。
【００１３】
　本発明による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法は、複数音源からの混合音を
分離する音源分離部と、前記音源分離部が分離を行った際の分離信頼度に対応して、分離
された音声ごとに、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のソフトマスクを生
成する。前記ソフトマスクは、少なくとも一つのパラメータを有する分離信頼度の関数を
使用して定められている。該方法は、分離信頼度のヒストグラムを求めるステップと、分
離信頼度のヒストグラムの形状から前記少なくとも一つのパラメータの値を定めるステッ
プと、を含む。
【００１４】
　本発明による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法によれば、前記ソフトマスク
は、少なくとも一つのパラメータを有する分離信頼度の関数を使用して定められているの
で、分離信頼度のヒストグラムを求めることにより、分離信頼度のヒストグラムの形状か
ら適切少なくとも一つのパラメータの値を定めることができる。
【００１５】
　本発明の実施形態による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法においては、μ１
、μ２（μ１＜μ２）を平均値、σ１、σ２を標準偏差とし、分離信頼度をＲとして、分
離信頼度Ｒのヒストグラムを、（μ１，σ１）を有する第１の正規分布の確率密度関数ｆ
１（Ｒ）及び（μ２，σ２）を有する第２の正規分布の確率密度関数ｆ２（Ｒ）でフィッ
ティングすることによって、μ１、μ２、σ１及びσ２を推定し、ｆ１（Ｒ）、ｆ２（Ｒ
）、μ１及びμ２を使用して前記ソフトマスクを生成する。
【００１６】
　本実施形態によれば、分離信頼度Ｒのヒストグラムを正規分布の確率密度関数でフィッ
ティングすることによって、容易にソフトマスクを生成することができる。
【００１７】
　本発明の実施形態による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法においては、前記
ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）、ｆ（Ｒ）＝ｆ１（Ｒ）＋ｆ２（Ｒ）として、
　Ｒ＜μ１において　　　　Ｓ（Ｒ）＝０
　μ１≦Ｒ≦μ２において　Ｓ（Ｒ）＝ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
　μ２＜Ｒにおいて　　　　Ｓ（Ｒ）＝１
とする。
【００１８】
　本実施形態によれば、分離信頼度Ｒのヒストグラムから求めた正規分布の確率密度関数
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を使用して、容易にソフトマスクを定めることができる。
【００１９】
　本発明の実施形態による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法においては、前記
ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）、
　Ｒ＜μ１において
【数１】

　μ１≦Ｒにおいて
【数２】

　Ｒ＜μ２において
【数３】

　μ２≦Ｒにおいて
【数４】

とし、
【数５】

として、
【数６】

とする。
【００２０】
　本実施形態によれば、分離信頼度Ｒのヒストグラムから求めた正規分布の確率密度関数
を使用して、容易にソフトマスクを定めることができる。
【００２１】
　本発明の実施形態による音声認識装置のソフトマスクを生成する方法においては、ｆ１
（Ｒ）とｆ２（Ｒ）との交点で
　　μ１＜Ｒ＜μ２
を満たすＲの値をｂとし、
　１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
が
　ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
とフィッティングするようにａを定めて、前記ソフトマスクの値をＳ（Ｒ）として、
　　Ｓ（Ｒ）＝１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
とする。
【００２２】
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　本実施形態によれば、分離信頼度Ｒのヒストグラムから求めた正規分布の確率密度関数
を使用して、容易にソフトマスクを定めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【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】音源分離部の構成を示す図である。
【図３】分離信頼度Ｒの分布を表すヒストグラムである。
【図４】ＭＦＭを作成する第１の方法を説明するための図である。
【図５】ＭＦＭを作成する第２の方法を説明するための図である。
【図６】ＭＦＭを作成する第３の方法を説明するための図である。
【図７】マイクロフォンの位置を示す図である。
【図８】スピーカー及びロボットの配置を示す図である。
【図９】ハードマスクとソフトマスクの概念を示す図である。
【図１０】パラメータ探索空間に対する、ソフトマスクの、中央のスピーカーからの単語
認識率マップを示す図である。
【図１１】ハードマスク及びソフトマスクをベースとする音声認識装置の認識率を示す図
である。
【図１２】分離信頼度Ｒの分布を表すヒストグラムを使用した、ソフトＭＦＭの生成方法
を示す流れ図である。
【図１３】マスクの生成方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態による音声認識装置１００の構成を示す図である。音声認
識装置１００は、音源分離部１０１、マスク生成部１０３及び音声認識部１０５から構成
される。
【００２５】
　音声認識装置１００は、複数話者など複数音源の音声を同時認識する。音源分離部１０
１は、たとえば、８チャンネルのマイクロフォンアレイを経て複数音源からの混合音声を
受け取る。音源分離部１０１は、分離音を音声認識部１０５に送る。また、音源分離部１
０１は、後で説明するように、マスク生成部１０３が、マスク生成に使用する情報をマス
ク生成部１０３に送る。マスク生成部１０３は、音源分離部１０１から受け取った情報を
使用してマスクを生成し、該マスクを音声認識部１０５に送る。音声認識部１０５は、音
源分離部１０１から受け取った分離音の音響特徴量を求め、マスク生成部１０３から受け
取ったマスクを使用して音声認識を行う。音声認識部１０５、音源分離部１０１及びマス
ク生成部１０３の機能について以下においてさらに説明する。
【００２６】
音声認識部
　音声認識部１０５は、ミッシングフィーチャ理論に基づいて、音響特徴量系列及び対応
するマスク系列から音素列を出力する。ここで、音響特徴量及びマスクは時間フレームご
とに計算される。時間フレームごとに計算された音響特徴量またはマスクを時間に沿って
並べたものを系列と呼称する。音声認識部１０５は、隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）に基
づいた認識装置であり、ＨＭＭは、従来の自動音声認識システムにおいても普通に使用さ
れている。本実施形態の音声認識部１０５の自動音声認識方法と、従来の音声認識方法と
の差異は以下のとおりである。従来の音声認識方法において、最尤パスの推定は、ＨＭＭ
における状態遷移及び出力確率に基づいている。この出力確率を推定するプロセスが、本
実施形態の音声認識部１０５において、以下のように修正されている。
【００２７】
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【数７】

がミッシングフィーチャマスク（ＭＦＭ）・ベクトルであり、
【数８】

がｆ番目の音響特徴量の分離信頼度を表すとする。Ｆは、ＭＦＭベクトルのサイズであり
、ある時間フレームのＭＦＭベクトルは、Ｆ個の要素を含む。
【００２８】
　出力確率
【数９】

は、以下の式で表せる。
【数１０】

但し、Ｐ（｜）は、確率オペレータである。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ックスを表す。
【００２９】
【数１１】

は、音響特徴量ベクトルであり、Ｆは、音響特徴量ベクトルのサイズである。すなわち、
ある時間フレームの音響特徴量ベクトルは、Ｆ個の要素を含む。
【００３０】

【数１２】

は、ｊ番目の状態であり、
【数１３】

は、ｊ番目の状態の混合の正規分布である。音響特徴量の分離信頼度の知識が得られなけ
れば、出力確率の式は、従来の式と同じになる。
【００３１】
　音声認識部１０５は、日本語実時間大量単語音声認識エンジンであるJulius（参考文献
７）の拡張であるMultiband Julius（参考文献５及び６）を使用した。
【００３２】
音源分離部
　図２は、音源分離部１０１の構成を示す図である。図２に示すように、音源分離部１０
１は、多チャンネルポストフィルタを備えた、幾何学的音源分離（Geometric Sound Sepa
ration, GSS）（参考文献３、８及び１１）を使用している。
【００３３】
　参考文献９によるＧＳＳアプローチは、確率的な傾きを使用したより速い適応及びより
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短い時間フレーム推定を提供するように改良されている（参考文献１１）。ＧＳＳを使用
した最初の分離に、多数音源用のビームフォーマー・ポストフィルタリング（参考文献１
１）の一般化に基づくマルチチャネル・ポストフィルタが続く。このポストフィルタは、
最初の分離の間に生成された信号を強化するために、背景ノイズ及び干渉音源の適応スペ
クトル推定を使用する。
【００３４】
　音源分離部１０１の音源分離方法の本質的な特徴は、ノイズ推定が定常的な成分と過渡
的な成分に分解されていることである。過渡的な成分は、最初の分離段階における出力チ
ャネル間のリークによると仮定される。
【００３５】
　このＧＳＳ方法は、周波数領域において機能する。
【００３６】
【数１４】

が時間フレームｔにおける離散周波数ｆに対する実際の（未知の）音源であるとする。音
源
【数１５】

に対応するベクトルは、
【数１６】

であり、行列
【数１７】

は、音源からマイクロフォンへの伝達関数である。マイクロフォンにおいて観察される信
号は、以下の式で表現される。
【数１８】

ここで、
【数１９】

は、非コヒーレント背景ノイズである。行列
【数２０】

は、音源特定アルゴリズムの結果として推定される。全ての伝達関数が単位ゲインを有す
ると仮定すると、
【数２１】

の要素は、以下の式で表現される。
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【００３７】
　aij (f) = exp{-j 2πfδij }　　　　　　　　　　　　　 （３）
分離結果は、
【数２２】

と定義され、ここで

【数２３】

は、分離行列である。この行列は、参考文献１１に記載されたＧＳＳアルゴリズムを使用
して推定される。
【００３８】
　ＧＳＳアルゴリズムの出力は、最初に、参考文献１２によって提案された、最適推定器
に基づく周波数領域ポストフィルタによって強化される。
【００３９】
　マルチチャネル・ポストフィルタの入力は、ＧＳＳの出力
【数２４】

である。マルチチャネル・ポストフィルタの出力

【数２５】

は、
【数２６】

と表される。ただし、G (f，t) は、ゲインである。G (f，t ) の推定値は、スペクトル
振幅の最小二乗誤差基準で求める。G (f，t ) を求めるために、ノイズの分散が推定され
る。
【００４０】
　ノイズの分散推定値λm (f，t ) は、
【数２７】

と表される。ただし、
【数２８】

と
【数２９】

は、時間フレームｔにおける、周波数ｆに対する、音源ｍ のノイズの定常要素の推定値
と音源の干渉の推定値である。
【００４１】
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【数３０】

は、Minima Controlled Recursive Average（ＭＣＲＡ）（参考文献１０）によって求め
る。

【数３１】

は、他の音源からの干渉が、ファクタη によって減少（典型的には－１０ｄＢ≦η≦－
５ｄＢ）する仮定のもとで、推定される。
【００４２】
　干渉の推定値は、

【数３２】

と表される。ただし、Ｚi(ｆ,ｔ)は、音源m の平滑化スペクトルで、スペクトルYm (f,t)
を用いて再帰的に定義される（参考文献１１）。
【数３３】

ただし、αは－０．７である。
【００４３】
マスク生成部
　４８個の、スペクトルに関連した特徴量の特徴量ベクトルが使用される。ミッシングフ
ィーチャ・マスク（ＭＦＭ）は、２４個の静的スペクトル特徴量及び２４個の動的スペク
トル特徴量に対応するベクトルである。ベクトルの各要素は、各特徴量の信頼性を表す。
従来のＭＦＭ生成において、２値のＭＦＭ（すなわち、信頼性がある場合は１であり、信
頼性がない場合は０である）が使用されていた。マスク生成部１０３は、そのベクトルの
各要素が０．０から１．０の間であるソフトＭＦＭを生成する。ここで、ソフトＭＦＭを
生成するとは、ソフトＭＦＭの定義式にしたがって、その値を定めることをいう。
【００４４】
　マスク生成部１０３は、音源分離部１０１のマルチチャネル・ポストフィルタの、入力
ｙm(f,t) 、出力

【数３４】

及び背景雑音の推定値ｂｎ(f,t)を使用してＭＦＭを計算する。これらのパラメータは、
対象関係伝達関数（Object related transfer function, ORTF）を使用してマルチチャネ
ル入力音声から計算される。メル・フィルタバンクを通した変数は、それぞれ、
【数３５】

である。メル・フィルタバンクとは、メル周波数軸上で等間隔に配置されたフィルタ群で
ある。
【００４５】
　分離信頼度Ｒ（f,t）以下のように定義する。
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Yｍ は、音声
【数３７】

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。
【００４６】
　静的スペクトル特徴量

【数３８】

に対する従来のハードＭＦＭは、以下のように定義される。
【数３９】

ここで、whardは、重み係数である。
【数４０】

【００４７】
　動的スペクトル特徴量
【数４１】

に対するハードＭＦＭは、以下のように定義される。

【数４２】

動的特徴量に対する重み付けされていないハードマスクは、二つの連続するフレーム内の
静的特徴量に対するハードマスクが１である場合に限り１である。
【００４８】
　静的スペクトル特徴量

【数４３】

に対するソフトＭＦＭは、以下のように定義される。
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【数４４】

ここで、ｗは、重み係数である。
【００４９】
【数４５】

は、２個の調整可能なパラメータを有する修正されたシグモイド関数である。ｋ及び
θｓｏｆｔは、シグモイド関数の傾きと位置に対応する。シグモイド関数のパラメータの
定め方ついては、後で詳細に説明する。
【００５０】
　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。動的スペクトル特徴量の寄与
を高くするには、ｗ に小さな値を設定するのが有効である。
【００５１】
　動的スペクトル特徴量に対するソフトＭＦＭは、以下の式によって定義される。

【数４６】

【００５２】
　図９は、ハードマスクとソフトマスクの概念を示す図である。図９の（ａ）及び（ｃ）
はハードマスクを示し、図９の（ｂ）及び（ｄ）は、ソフトマスクを示す。図９の（ａ）
及び（ｂ）の横軸は周波数を示し、縦軸はパワーを示す。図９の（ａ）及び（ｂ）におけ
る実線と点線は、それぞれ、クリーンな音声のスペクトル特徴量と歪を受けた音声のスペ
クトル特徴量を示す。ある周波数における実線と点線との差が歪のパワーを示す。図９の
（ｃ）及び（ｄ）の横軸は周波数を示し、縦軸はマスクの値を示す。図９の（ｃ）及び（
ｄ）における実線は、マスクの値を示す。図９の（ｃ）に示したハードマスクでは、しき
い値を使用して歪のある部分のスペクトル特徴量を音声認識における尤度計算から除外す
る。図９の（ｄ）に示したソフトマスクでは、歪のある部分のスペクトル特徴量を歪量に
応じて重み付けして尤度計算を行なう。このように、ハードマスクは、歪のある部分のス
ペクトル特徴量の情報を無駄にしている。したがって、適切に求めたソフトマスクを使用
することにより、音声認識率が向上することが期待される。
【００５３】
　上記において、ソフトＭＦＭを、修正されたシグモイド関数を使用して作成した場合に
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。ここで、ソフトＭＦＭの種々の作成方法について説明する。
【００５４】
　図１２は、分離信頼度Ｒの分布を表すヒストグラムを使用した、ソフトＭＦＭの生成方
法を示す流れ図である。ここで、ソフトマスク（ソフトＭＦＭ）を生成するとは、ソフト
マスクの定義式を定めることをいう。具体的には、分離信頼度Ｒの関数としてソフトマス
クの定義式を定める。
【００５５】
　図１２のステップＳ１０１０において、分離信頼度Ｒの分布を表すヒストグラムを求め
る。
【００５６】
　図３は、分離信頼度Ｒの分布を表すヒストグラムである。横軸は、分離信頼度の値を示
し、縦軸は度数を示す。
【００５７】
　図１２のステップＳ１０２０において、ステップＳ１０１０で求めたヒストグラムに対
して、ＥＭアルゴリズム(Expectation-maximization algorithm)を用いて混合正規分布を
フィッティングすることにより、第１の正規分布ｆ１（Ｒ）の平均値及び標準偏差（μ１
，σ１）並びに第２の正規分布ｆ２（Ｒ）の平均値及び標準偏差（μ２，σ２）を推定す
る。
【００５８】
　図１２のステップＳ１０３０において、ステップＳ１０２０求めた、（μ１，σ１）及
び（μ２，σ２）を使用して以下の方法によりソフトＭＦＭを定めることができる。
【００５９】
　第１の方法
　図４は、ＭＦＭを作成する第１の方法を説明するための図である。
【００６０】
　ＭＦＭマスクの値をＳ（Ｒ）、ｆ（Ｒ）＝ｆ１（Ｒ）＋ｆ２（Ｒ）として、
　Ｒ＜μ１において　　　　Ｓ（Ｒ）＝０
　μ１≦Ｒ≦μ２において　Ｓ（Ｒ）＝ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
　μ２＜Ｒにおいて　　　　Ｓ（Ｒ）＝１
とする。
【００６１】
　第２の方法
　図５は、ＭＦＭを作成する第２の方法を説明するための図である。
【００６２】
　ＭＦＭマスクの値をＳ（Ｒ）、
　Ｒ＜μ１において
【数４７】

　μ１≦Ｒにおいて

【数４８】

　Ｒ＜μ２において
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【数４９】

　μ２≦Ｒにおいて
【数５０】

とし、
【数５１】

として、
【数５２】

とする。
【００６３】
　第３の方法
　図６は、ＭＦＭを作成する第３の方法を説明するための図である。
【００６４】
　ｆ１（Ｒ）とｆ２（Ｒ）との交点で
　　μ１＜Ｒ＜μ２
を満たすＲの値をｂとし、
　１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
が
　ｆ２（Ｒ）／ｆ（Ｒ）
とフィッティングするようにａを定めて、ＭＦＭマスクの値をＳ（Ｒ）として、
　　Ｓ（Ｒ）＝１／（１＋ｅｘｐ（－ａ（Ｒ－ｂ）））
とする。
【００６５】
実験
　本実施形態による音声認識装置の効率を評価するように、３つの同時音声信号について
実験を行った。人間型ロボットに８個の全方位マイクロフォンを取り付けた。マイクロフ
ォンは空中にないので、ロボットの体の伝達間数は、捉えた音に影響を与えた。
【００６６】
　図７は、ロボットに設置されたマイクロフォンの位置を示す図である。図７において、
マイクロフォンの位置は矢印で示されている。
【００６７】
　３個のスピーカーを使用して３つの同時音声信号を生成し、同時音声信号を記録した。
反響時間は、０．３５秒である。
【００６８】
　図８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８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、
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９通りの構成で実験を行なった。スピーカーの音量は、全ての場所において同じレベルに
設定した。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。単語は、国際電気通信基礎研究所（ＡＳＲ）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選択した。換言すれば、本実施形態による音声認識装置は
、各構成において、３つの同時声信号を、２００回認識した。
【００６９】
　式（９）、（１２）及び（１３）におけるパラメータθｈａｒｄ、θｓｏｆｔ、ｋ及び
ｗを最適化するように３つの同時音声信号の認識について実験を行った。
【００７０】
　図１３は、マスクの生成方法を示す流れ図である。
【００７１】
　図１３のステップＳ２０１０において、パラメータを有し、マスクを規定する分離信頼
度Ｒの関数を定める。ハードマスクを規定する関数は、式（９）及び（１０）で表され、
パラメータはθｈａｒｄである。ソフトマスクを規定する関数は、式（１２）及び（１３
）で表され、パラメータはθｓｏｆｔ、ｋ及びｗである。
【００７２】
　図１３のステップＳ２０２０において、パラメータの探索範囲を定める。
【００７３】
　表１は、パラメータ探索範囲を示す表である。
【表１】

【００７４】
　図１３のステップＳ２０３０において、パラメータの探索範囲内でパラメータの値を変
化させ、その値を有するマスクを使用した音声認識装置の音声認識率を求める。
【００７５】
　図１３のステップＳ２０４０において、音声認識率が最大となるパラメータの値をマス
クに使用するパラメータの値とする。
【００７６】
　結果によれば、ハードマスクθｈａｒｄの最適なしきい値（音声認識率を最大とするパ
ラメータ）は、０．１であり、ソフトマスクに設定された最適なパラメータ・セット（音
声認識率を最大とするパラメータ・セット）は、
　　｛ｗ，θｓｏｆｔ，ｋ｝＝｛０．３，０．２，１４０｝
であった。ハードマスク及びソフトマスクに基づいた、中央のスピーカーからの最良の認
識率は、それぞれ、９３％及び９７％であるので、ソフトマスクは、ハードマスクよりも
よく機能している。
【００７７】
　図１０は、パラメータ探索空間に対する、ソフトマスクの、中央のスピーカーからの単
語認識率マップを示す図である。図１０の「しきい値」は、θｓｏｆｔを示す。左及び右
スピーカーに対しても、マップのピークに設定されるパラメータは、中央のスピーカーに
対するマップと同様である。
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【００７８】
　自動音声認識には、Multiband Juliusを使用した。実験においては、分離した単語を認
識するのに、三重音音響モデル及び文法ベース言語モデルを使用した。三重音は、３つの
状態及び各状態における４つの混合を有するＨＭＭであり、国際電気通信基礎研究所（Ａ
ＳＲ）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において、訓練さ
れる。語彙のサイズは、２００語である。
【００７９】
　図１１は、ハードマスク及びソフトマスクをベースとする音声認識装置の認識率を示す
図である。これらの認識率は、全ての探索範囲における、最良の認識率である。横軸は、
スピーカーの位置を示し、縦軸は、単語認識率を示す。探索空間の詳細は、表１に示され
ている。たとえば、横軸上の「３０及び左」は、認識目標スピーカーが、中央の３０度左
側に位置し、他の２個のスピーカーが中央と中央の３０度右側に位置することを意味する
。横軸上の「６０及び中央」は、認識目標スピーカーが、ロボットの正面に位置し、他の
２個のスピーカーが中央の６０度右側及び左側に位置することを意味する。ソフトマスク
をベースとする音声認識装置の語認識率は、ハードマスクをベースとする音声認識装置の
語認識率よりも、平均で約５％高い。
【００８０】
　このように、適切に設計され、調整されたソフトマスクを使用することにより、音声認
識装置の、複数音源の音声の同時認識率が向上した。
【００８１】
　なお、上記の実施形態においては、分離信頼度Ｒを使用してソフトマスクを定めた。分
離信頼度Ｒに代えて、音源分離部で求めた入力音声のＳ／Ｎ比（信号・ノイズ比）を使用
してソフトマスクの値を設定してもよい。
【００８２】
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