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概要：音声認識によるノイズのある音声の正確な自動テキスト化は困難であるが，高性能な認識システムにおいて事前

のノイズ低減処理は逆効果であるとされている．本研究では，低音質データの認識率向上のための音声強調に倍音復

元に基づく雑音抑圧（HRNR）を用いることを提案し，音声認識実験を行った．一般的なノイズ低減処理を用いた音

声の認識結果は元音声に比べ低下または同程度となるが，HRNRを適用した場合条件により向上することを確認した．

キーワード：音声テキスト化，倍音復元，HRNR，ノイズ低減，雑音抑圧

Keywords: speech-to-text, harmonic regeneration, noise reduction.

1. ま え が き

近年，アナログ媒体に収録された音声のデジタル化が

盛んに行われており，効率的な文字起こしの必要性が高

まっている．音声認識による自動テキスト化は有効だが，

低品質音声の正確なテキスト化は困難である．そこで認

識率向上のための手法として事前の信号処理による音

質改善が考えられるが，近年用いられる高性能な音声認

識システムにおいては逆効果であるとされている．これ

をふまえ，低品質音声の認識率向上を目的とした研究を

行った．先行研究によって，高周波数成分が減少した音

声に倍音成分を加えると音声話者認識において話者性が

向上することが明らかになっている [1]．また，倍音復元

に基づく雑音抑圧 [2]は，複数の非線形音声強調手法に

対して適用したとき聴感上の音質が改善されることが確

認されている [2–4]．したがって，認識率向上のための音

声強調に倍音復元を用いることを提案する．

2. 倍音復元に基づく雑音抑圧

音声認識のために必要な情報を保ったままノイズを低減

する手法として，倍音復元に基づく雑音抑圧 (Harmonic

Regeneration Noise Reduction: HRNR) が有効である

と考えられる．HRNRの処理過程を図–1に示す．ノイズ

を含む元音声のスペクトル X(l, k)に対し何らかの非線

形ノイズ低減処理を用いて推定音声 Ŝ(l, k)を求めた後，

Sharmo(l, k) = FT
[∣∣∣IFT

(
Ŝ(l, k)

)∣∣∣] (1)

のように倍音復元を行う．ノイズ低減処理後の音声の複

素スペクトルを逆フーリエ変換し，絶対値をフーリエ変

換することで，処理後の音声が大きい部分を強調する処

理になっている．HRNR の事前 SNR ξ̂HRNR(l, k) は，

ノイズ低減処理までを行った音声 ˆS(l, k)と倍音復元音声

Sharmo(l, k)の事前 SNRを用い，

図–1 HRNR の処理過程
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のように推定する．これを用いて HRNRのゲイン関数

GHRNR(l, k)を

GHRNR(l, k) =
ξ̂HRNR(l, k)

1 + ξ̂HRNR(l, k)
(3)

のように求め，これを観測信号 X(l, k)に用いて

ŜHRNR(l, k) = GHRNR(l, k)X(l, k) (4)

のように HRNR の音声信号のスペクトルの推定値

ŜHRNR(l, k)を求める．

3. 音声認識実験

3. 1 実 験 方 法

ノイズ低減信号処理としてスペクトルサブトラクショ

ン法とMMSE-STSA法 (Minimum Mean-Square Error

Short-Time Spectral Amplitude estimator) を適用し，

信号処理の過程で用いる分析窓と合成窓を変化させた複

数のデータをそれぞれ音声認識させた．また，音声を意

図的に歪ませるような処理として HRNRを行い，処理

過程で用いるノイズ低減手法とパラメータを変化させた

複数のデータを音声認識させた．

実験に用いた音声認識システムは Google社の Cloud



図–2 合成窓としてハミング窓の標準双対窓を用いた音声 (上)

と矩形窓を用いた音声 (下)．

Speech APIである．音声データには UCLA（カリフォ

ルニア大学ロサンゼルス校）で保存されているアメリカ

への移民の日本語音声の一部を用いた．磁気テープに記

録されたものを AD変換して作成したデジタルデータで

あり，聴感上は定常ノイズによる乱れと音声のこもりが

確認できる．短文を４パターン用意し，１短文ずつ音声

認識させ，用いた文に含まれる単語について正解率を算

出した．全ての文に含まれる単語数は 49，元データをそ

のまま音声認識させたときの単語正解数は 16，単語正解

率は 32.7%である．

3. 2 実 験 結 果

3. 2. 1 ノイズ低減信号処理

ノイズ低減処理音声の認識結果は，合成窓として双対

窓を用いたときは元音声より低下または同程度となるの

に対し，矩形窓を用いたときはデータにより認識率が大

幅に向上する場合があった．例えばMMSE-STSA法を

用いたとき，双対窓の場合は単語正解率が 28.6%，矩形

窓の場合は 44.9%となっている．ここで，双対窓とはあ

る信号を短時間フーリエ変換した後そのまま逆短時間

フーリエ変換するときに用いると同じ信号に戻すことが

できるような窓関数であり，これを用いると聴感上は滑

らかで聞き取りやすい音声となる．一方，矩形窓の場合

は不連続な処理となりプツプツという音が聞こえる．こ

れらのスペクトログラムの比較を図–2に示す．

3. 2. 2 倍 音 復 元

MMSE-STSA法を用いたノイズ低減音声とHRNR適

用音声をそれぞれ認識させた結果として，単語正解率を

図–3に示す．横軸はノイズ低減処理のゲイン関数G(l, k)

における ξ(l, k)を周波数軸方向に滑らかにするようなメ

ディアンフィルタの次数N となっている．全体的にノイ

ズ低減音声より HRNR適用音声の方が音声認識結果が

良くなっていることが確認できる．また，処理の条件に

よっては HRNR適用音声は元音声よりも認識結果が向

上している．これらのスペクトログラムを図–4 に示す．

聴感上の差としては，ノイズ低減音声の方が滑らかで聞

き取りやすく，HRNR適用音声は声帯振動が強調された

図–3 ノイズ低減処理音声と HRNR 適用音声の認識結果．

MMSE-STSA 法の忘却係数 α = 0.4 としたとき．

図–4 MMSE-STSA 法によりノイズが低減された音声（上）

と，それに HRNR を適用したもの（下）．

ような歪みが聞こえる．

音声に意図的に歪みを生じさせるような倍音復元処理

により音声認識結果が向上する場合があるという結果が

得られた．減少した音声情報の復元，滑らかで曖昧な音

声の明確化が認識に良い影響を与えたと考えられる．

4. む す び

本研究では，低品質音声の認識率向上のための音声強

調に倍音復元を用いることを提案し，音声認識実験を

行った．条件により HRNR を用いた音声の認識率向上

を確認した．今後は音声情報のうち認識結果につながる

ものを明らかにし，手法の改良を行う．
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