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1. はじめに 

音声認識の研究が開始されたのは今から 50 年以上も前に

遡る。京都大学では 1960 年頃に「音声タイプ」が作成され

た(1)。これは、今の大型計算機ほどの大きさの真空管／トラ

ンジスタの回路で単音節単位の認識をリアルタイムで行う

ものであった。その後 30 年くらいは、音声認識に有効な音

響特徴量と動的パターンのマッチング手法に関する基礎的

な研究が世界中で行われた。そして、現代の音声認識システ

ムの原型ができたのは 1990 年頃である。これは、スペクト

ル包絡を表現する特徴量（ケプストラムなど）と統計的分布

の状態遷移モデル（隠れマルコフモデル(HMM)）に基づくも

のである(2)。それ以降約 20 年が経過したが、音声認識の基

本的な枠組みはほとんど変わっていない。 

しかし、音声認識技術はその間に飛躍的に進歩した。これ

は、統計モデルの洗練と学習データの大規模化によるもので

ある。その間の計算機の処理能力の大きな向上によるところ

もある。1990 年代から 2000 年代半ばにかけては、パソコン

や携帯端末の高性能化に伴って、それらの端末機器で動作す

るように設計・開発されてきたが、その後ネットワークが高

速になるとクラウドサーバ型のシステムが実現された。その

結果、従来は考えられなかったような超大規模なデータに基

づく高精度な処理が実現された。音声認識は 10 年ほど前か

らパソコンソフトやカーナビ等で実用化されているが、現在

スマートフォン等で動作しているものは格段に性能が高く

なっている。また、テレビ放送の字幕付与や議会の会議録作

成に音声認識技術が導入されるなど、話し言葉への対応も一

定の範囲では実用的な水準に達している。 

ただし、依然として課題も多い。何よりも、文字認識(OCR)

のように手軽にブラックボックス的に使える“万能な”シス

テムがないことである。文字認識が基本的に“白い紙”に“区

切られた”文字を想定し、文字単位で照合を行うのに対して、

音声は続け文字のように連続して発せられ、単語やその連鎖

の制約を用いて照合を行うためである。したがって、実用的

な性能を確保するためには、アプリケーション毎に音声認識

システムの統計モデルを構成する必要がある。すなわち音声

認識の原理は普遍的でも、実際の音声認識システムは特定の

アプリケーションに特化したデータベースに基づいて構築

されるので、想定している語彙や入力環境とミスマッチがあ

ると極端に性能が低下する。本稿では、このような音声認識

技術の現状と今後の展開について述べる。 

2. 音声認識システムの現状 

まず、音声認識システムを技術的仕様から分類・概観する。 

2.1. 利用話者：不特定話者システムが主流 

 以前は、認識性能を確保するために話者を特定したシス

テムも設計・構築されていた。携帯電話やパソコンでは確

かに話者を特定することができるが、ユーザに音声を事前

登録してもらうことは（認証目的でもない限り）現実的で

ない。大規模な人数のデータベースを構築することで、か

なり安定した不特定話者の音声パターンの統計モデル（＝

音響モデル）を構築できるようになった。この場合でも、

利用話者が特定されているのであれば、その話者に適応し

た方がよいが、システムの利用中に自然に適応していく方

式（＝教師なし適応）が望ましい。 

2.2. 語彙サイズ：大語彙でも可能 

 以前の音声認識システムでは語彙サイズが性能の重要な

要因であったが、近年は数万程度の語彙でもそれほど問題

にならない。ただし、アプリケーションに則して語彙を構

成することが必要不可欠である。例えば、地名や商品名な

どの固有名詞も十分にカバーする必要がある。それでも、

数十単語の認識タスクが、数万単語のタスクに比べて容易

なのは言うまでもない。また語彙だけでなく、単語の連鎖

をモデル化（＝言語モデル）するので、想定される発話文

のデータを大規模に必要とする。 

2.3. 発声スタイル：連続音声は問題ないが話し言葉は困難 

特定のコマンドや地名・人名などのように、単語を単独

で発話するような仕様も考えられるが、単語の系列を続け

て発話する連続音声を扱うことはそれほど問題ではない。

それよりも、機械を意識して丁寧・明瞭に発声するか、人

間どうしの自然な話し言葉であるかが重要である。多くの

音声認識システムは、アプリケーション上で前者を想定し
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ていることが多い。人間どうしの話し言葉については、講

演や議会のように公共の場で話す状況についてはかなりで

きるようになっているが、日常会話のように発話のバリエ

ーションが大きいものは困難である。 

2.4. 使用環境：接話マイクが前提で騒音への対応は限定的 

多くの音声認識システムは接話マイク（口元からマイク

まで数十 cm 以内）での入力、すなわち SN 比が十分に高い

ことを前提としている。カーナビのように音環境がかなり

限定できる場合は別として、一般的な騒音環境への対応は

依然課題となっている。家電機器やロボットのように、遠

隔で発話されることを想定する場合は、雑音だけでなく残

響も問題になる。これも音環境が既知であれば対応が可能

であるが、未知の環境への頑健性は大きな課題である。 

3. 主要なアプリケーション 

次に、音声認識の主なアプリケーションについて述べる。

また、代表的なアプリケーションについて、語彙サイズと

発話スタイルの観点からプロットしたものを図 1 に示す。 

3.1. 音声によるテキスト入力（ディクテーション） 

 音声タイプ・音声入力ワープロは、以前は音声認識の大

きな目標であった。これは、パソコンのディクテーション

ソフトとして 1990 年代に商品化され、現在では Windows

に標準搭載されているが、実際にはあまり利用されていな

い。大半の世代がキーボード入力に習熟し、音声入力の方

がかえって疲れる、周囲に迷惑をかける、といった理由か

らであろう。ただし、不特定話者・大語彙連続音声認識は、

以下に述べる他のアプリケーションにおいても基盤となる

技術である。なお音声翻訳は基本的には、ディクテーショ

ンと機械翻訳を組み合わせたものと捉えることができる。 

3.2. 音声によるコマンド入力（カーナビ・ゲーム機など） 

 キーボードなどの入力装置が使えないハンズフリーの状

況で、カーナビや家電機器を操作するのに音声は適してい

る。ただし、未知の騒音・残響下で頑健に動作させること

は容易でなく、現状ではカーナビやゲーム機などに限定さ

れている。これらの機器では、計算資源・メモリが限られ

るので、十分な性能が得られない場合が多かった。ただし、

これらの機器もネットワークに接続されるようになると、

後述の携帯端末と同様にクラウドサーバ型のシステムが導

入できるようになると考えられる。 

3.3. 音声による情報アクセス（電話応答装置・携帯端末） 

 電話や携帯端末で情報アクセスや予約などを行う際に、

手順や選択肢が複雑だと、音声入力の方が便利である。米

国では、2000 年頃から多くのコールセンターで音声認識に

よる電話応答装置が導入されている。ただし、日本ではそ

れほど普及していない。これは、丁重なサービスに対する

要求が高い反面、単純なことは早くから携帯電話のネット

サービスで提供されていたためと考えられる。携帯電話で

は、簡単な操作を音声認識で行える機能（前述のコマンド

入力）も搭載されていたが、あまり使われていなかった。 

 しかしながら、スマートフォンの登場・普及により状況

が一変した。パソコンと同様の複雑なことができるにも関

わらず、キーボードがない状況（音声入力のニーズ）が現

れたのである。シーズ面からも、携帯端末のネットワーク

が高速になり、音声をパケットでサーバに送信して認識処

理を行うことが容易になった。このようなクラウドサーバ

型の音声認識により性能が格段に改善した。 

 その先駆けは、Google が 2008 年（日本語は 2009 年）に

開始した音声検索である。超大語彙にも関わらず、正確・

高速に Web や地図の検索が行えるので、特に携帯端末で重

宝する。さらに、2011 年（日本語は 2012 年）には、Apple

が iPhone 上で動作するアシスタントソフト Siri(3)をリリー

スした。2012 年には、NTT ドコモが同社のスマートフォン

上で動作する「しゃべってコンシェル」(4)をリリースして

いる。これらは、携帯端末の操作（コマンド）と情報アク

セスを組み合わせたアプリで、情報アクセスについては音

声検索のように検索結果の候補を表示するのではなく、天

気や乗換案内などの情報をより直接的に応答するようにな

っている。この項目の詳細については、(5)を参照。 

3.4. 音声による会話（人間型ロボット・エージェント） 

 人間型ロボットやコンピュータ上のエージェントの研究

開発が進んでおり、当然音声による会話の機能も求められ

ている。2005 年の愛知万博では様々なロボットが出展さ

れ、話題を集めた。ただし現状では、挨拶程度の簡単な（き

わめて小語彙の）会話しか実現されていない。2 章で述べ

たように、自由な話し言葉や実環境への対応が技術的に困

図 1 音声認識のアプリケーション 
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難なためである。また利用者に子供が多いことも技術的に

困難な要因になっている。ただし現実には、利用者がこれ

らの会話に実質的に多くを求めているわけではないので、

いわゆる“ゆるキャラ”に則した能力でよいとも考えられ

る。このように、音声認識だけでなく、音声合成を含めて

キャラクターと適合していることが重要である。 

3.5. 音声の書き起こし（会議録・講演録・字幕付与） 

音声をテキスト化するという点では、3.1 節のディクテ

ーションと同じであるが、ユーザが機械に向かって話す設

定ではなく、会議や講演などの人間どうしの自然な音声コ

ミュニケーションを対象とする場合はるかに困難になる。

音声認識システムに向かって話す場合、必然的に発話が丁

寧・明瞭になる上に、認識がうまくいかないとすぐにフィ

ードバックされる。これに対して、会議や講演などでは、

そもそも発話の区切りが明確でなく、個々の発声も明瞭と

は限らない。したがって、このような話し言葉に特化した

モデル化が必要になるが、現状ではニュース番組や議会・

学会講演など、公の場で話される音声に関して、個別のモ

デル化を行うことで実用的なレベルに達しつつある。この

項目の詳細については、(6)を参照。 

4. 音声認識の原理 

音声認識の原理を図 2 に示す(7)。音声認識エンジンは必要

な認識精度と処理速度を実現する上で重要であるが、技術的 

に高度であるので、開発できるところは世界中でもそれほど

多くない。著者らは 1990 年代後半から、誰でもどのような

目的でも使えるオープンソースの音声認識エンジンJulius 

(http://julius.sourceforge.jp/)の開発を進めており、国内外で幅

広く使用されている。 
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ただし、アプリケーションに必要な仕様・性能を実現する

のは、主としてエンジンではなく、図 2 の右側の３つのモジ

ュール（統計モデル）である。エンジンがソフトウェアプロ

グラムであるのに対して、これらのモデルは巨大なデータベ

ースである。音響モデルは、音素毎の音響特徴量（ケプスト

ラムなど）の分布を記憶する統計モデルで、HMM が主流で

ある。このモデルを利用時の音響環境・話者層・発話スタイ

ルに合致するように構築する。例えば、携帯端末向けのシス

テムであれば携帯端末に発話された音声を、カーナビ向けの

システムであれば車内で発話された音声を、議会向けのシス

テムであれば議会審議の音声を、大規模に収録したデータベ

ースを構築した上で統計量を学習する。単語辞書は、アプリ

ケーションで出現が想定される単語とその読み（音素表記）

のリストである。言語モデルは、それらの単語の連鎖の統計

量（N-gram モデル）、すなわち単語列の相対頻度を記憶して

いる。単語辞書と言語モデルは、アプリケーションの話題や

発話スタイルに合致するように、想定発話のデータベースや

議会の会議録テキストなどを用いて学習する。 

要するに、音声認識の原理や音声認識エンジンは普遍的で

も、万能な音声認識システムが世の中に存在するわけでな

く、アプリケーション毎に合致したモデルを構築する必要が

あり、このモデルの善し悪しが認識性能を左右する。モデル

の性能には、学習データベースの規模が最も重要になる。 

表 1 に典型的な音声認識システムの構成例を示す。また、

図3に著者らが開発している国会審議の音声認識システムの

音響モデルの学習音声データ量と認識精度の関係を示す(8)。

線形ではないが、単調に改善していることがわかる。言語モ

デルの学習テキストデータ量についても、また他のシステム

でも同様の報告がされている(4)。 

図 2 音声認識の原理 

図 3 学習音声データ量と認識率の関係 

表 1 音声認識システムの構成例 

http://julius.sourceforge.jp/�
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5. ビッグデータパラダイム 

それではどのようにして、これだけ大規模なデータを集め

るのであろうか。音声に限らず、文字や画像などのパターン

認識の研究においては、単独の研究機関でデータベースを構

築するのは限界があるため、研究コミュニティで協力してデ

ータを収集することがよく行われてきた。実際にこの「協調

と競争」パラダイムは 1990 年代に世界的に成功を収めた。 

 しかし最近では、この「データを頑張って集める」とい

う発想自体が限界になってきている。実際に、そうやって

頑張って集められるのはせいぜい数十～数百時間が限界で

ある。また、被験者を集めて収集したデータが、実際のユ

ーザが発話するものと適合するかも不明である。したがっ

て、リアルなデータを自然に集積できる枠組みを構築する

ことが考えられた。このようなビッグデータパラダイムが、

音声認識技術の最近の成功の鍵となっている。 

以下にその２つの典型的な事例について述べる。 

5.1. 携帯端末用クラウドサーバ型システム 

 3.3 節で述べた携帯端末、特にスマートフォンのアプリケ

ーションでは、クラウドサーバ型の音声認識が用いられてい

る。これにより、端末の処理能力・メモリを気にせずに、大

規模なモデルを用いた高精度な音声認識が可能になった。さ

らに重要な点は、ユーザの発した音声データをサーバ側に蓄

積できることである。サービスは無償のものが多く、利用者

は数百万人にも達するので、リアルなデータが巨大な規模で

蓄積されている。 

5.2. 会議音声と会議録の活用 

3.5 節で述べた会議や講演などの話し言葉の音声認識シ

ステムを構築するには、そのような音声とその忠実な書き

起こしテキストを用意する必要がある。会議や講演は毎日

のように行われるので、その音声を収録すること自体は容

易である。しかし、これらには通常書き起こしがない。議

会の場合は逐語的な会議録が作成されるが、忠実な書き起

こしではなく、そのままでは音声認識のモデル学習には使

えない。そこで著者らは、会議録のテキストから実際の発

言内容を確率的に予測する枠組みを考案した。例えば、「あ

のー」などのフィラーがどこに入りやすいかも予測するこ

とができる。この枠組みによって、会議録から話し言葉の

統計的言語モデルを推定するとともに、会議録と音声から

発言内容を復元し、千時間規模の会議音声からほぼ自動的

に音響モデルの学習が可能になった。 

6. 今後の展望 

最近、音声認識を含むパターン認識の研究コミュニティ

で最もホットなトピックは、ディープ・ニューラルネット

ワーク(DNN)であろう。音声認識では、約 20 年間にわたっ

て、HMM が主流として用いられてきた。ところが、DNN

が HMM を凌ぐ認識精度を得られることが続々と報告さ

れ、世界中で実装が行われている。ニューラルネットワー

クは 1990 年頃にもブームとなった時期があったが、定着は

しなかった。今回どうなるか、数年後に技術の標準が入れ

替わるか注目である。ただし、その場合も、前述のビッグ

データパラダイムが鍵となるのは間違いない。 

DNN は HMM 以上に学習に時間がかかるので、数千時間

規模のデータでモデルを構築するのは途方もない作業であ

る。これだけのデータを集積し、モデルを作成できるのは、

世界中でも一握りの研究機関になることが予想される。そ

れをもって「音声認識研究は終わった」と言う向きもある。

しかし現在の音声認識はかなり高度になったとはいえ、し

ょせん外国語話者の域を出ない。一般人の話し言葉にはほ

とんど対応できないし、騒音下ではとたんに性能が低下す

る。母語話者のようなリスニング能力が実現されるのは想

像できないくらい先のことのように思われ、それにはまだ

まだ素朴なブレークスルーが必要と思われる。 

（平成 25 年 3 月 11 日受付） 
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