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思います。で、希望どおり研究室に

入ることができました。人間の研究

だと思って入りましたが、あくまで

信号処理ですから、実際はコンピュ

ータの研究で、今とは比べものにな

らない低スペックマシンとの格闘の

日々でした。直接の指導教官は、

現・東北大学教授の牧野正三先生で

したが、コンピュータをどう使うか、

どう賢くするかといったことをとに

かく一生懸命勉強しました。同じ城

戸研究室で修士・博士課程を過ごし

ました。当初、登山をやりたいため

にモラトリアムの期間を長くするこ

とが大学院進学の目的であった私で

したが、城戸研究室で過ごした5年

間は、とにかく勉強させられました。

日本の音響科学や音声の研究分野で

は、「石を投げれば城戸研出身者に

当たる」といわれるくらい同じ分野

で皆さん活躍されていますが、これ

は先輩・後輩が指導あるいは切磋琢

磨しあうという城戸研究室の環境に

よるものであったと思います。やは

り、基本がしっかりしていれば、応

用はなんとでもききます。若い方々

には、とにかく一生懸命勉強しろと

いいたいですね。

―城戸研究室で、音声認識の研究を

始められたのですか。

けです。当時、人間科学系の研究室

では、音響信号処理の研究を行って

いた私の恩師である城戸健一先生の

研究室があり、そこを希望しました。

ところが、人気があったために倍近

い応募があり、学生同士でじゃんけ

んをして、研究室に入るメンバーを

選びました。

―じゃんけんに負けていたら、今の

片桐フェローはなかった…。

片桐 多分、登山が大好きでした

から、山小屋の親父になっていたと

―片桐フェローは、音声認識技術の

専門家でいらっしゃいますが、この分

野に興味をもたれたきっかけからお聞

かせください

片桐 実は大学4年生の時に、それ

まで勉強してきた電気・電子の分野

が感覚的に合わない気がしまして、

少し人間に近い分野の研究を卒論の

テーマにしたいと思ったのがきっか
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片桐 実は音声認識ではなくて、

研究室では音声分析の研究テーマを

与えられました。博士課程に進んだ

頃、電電公社（現NTT）武蔵野電

気通信研究所の板倉文忠（現名城大

学教授）さんが、音声分析のための

「最尤推定法」の研究を進めておら

れました。これは、数理モデルを使

って音声信号のモデルを作るという

新しい手法でした。私もそれまでの、

伝統的なフーリエ分析をベースにし

た音声分析を止め、最尤推定法によ

る音声分析の研究に取組み始めまし

た。周りに最尤推定法に詳しい人が

いませんでしたので、論文もほとん

ど書かずに、とにかく勉強しました。

卒業少し前に、牧野先生と一緒に武

蔵野電気通信研究所を訪ねる機会が

あり、板倉さんなどからいろいろ教

えていただきました。1982年に博

士課程修了と同時に、城戸先生の推

薦もあり、武蔵野電気通信研究所に

入りました。

―板倉様の研究室に入られたのです

か。

片桐 基礎研究部第4研究室に入り

ました。板倉さんが研究室長で、そ

こは話者認識の世界の第一人者であ

る古井貞煕・現東京工業大学教授

や、鹿野清宏・現奈良先端科学技術

大学院大学教授、東倉洋一・現国立

情報学研究所教授、嵯峨山茂樹・現

東京大学教授など錚々たるメンバー

ばかりでした。第４研究室に配属に

なってすぐ、板倉室長から「第4研

究室では最尤推定法は使うな」とい

われ、ショックを受けました。世界

の目が最尤推定法に向き始めた時

に、さらに新しい方法を考えなけれ

ばならないということで、非常に悩

みました。そんな時、MITを中心

に人工知能的なアプローチでパター

ン認識や音声認識を行う研究の芽が

で始めましたので、この研究を最初

のテーマにしました。結局は上手く

いきませんでしたが、人工知能的な

アプローチやLispマシンについて

勉強したことが、後に非常に役に立

ったと思っています。

―そしてATRに出向された…。

片桐 1986年にATR（国際電気通信

基礎技術研究所）の設立に参画し、

設立されたばかりのATR視聴覚機構

研究所の聴覚研究室に出向しました。

ATRは研究所全体が戦略的に、当時

新しい時代の流れになり始めたニュ

ーラルネットワークス（人工神経回

路網）の分野で活躍できそうな研究

者を世界中から集めましたが、その

中の一人に、現在も私と一緒に仕事

をしているエリック・マクダーモッ

ト（Erik McDermott）がいました。

私は、限界を感じつつも人工知能、

エリックがニューラルネットワーク

スと、2つのアプローチによる音声

認識の研究を行いました。しばらく

して、私たちが対象にしていたニュ

ーラルネットワークスの本質は、学

生時代に一生懸命勉強した信号処理

のそれとそれほど変わらないことに

気付きました。そして、いろんなア

イデアがだせるようになり、音声認

識にニューラルネットワークスと近

縁の識別学習法（Discriminative

Training）を活用することで、認

識性能を向上させることができるの

ではないかと考えました。

―識別学習法による音声認識とは、

どのような技術ですか。

片桐 単語などのクラス毎の典型

的なサンプル分布モデルを追及する

最尤推定と異なり、クラス間の境界

を直接的に推定する技術です。この

研究が世界的にも注目され始めた

1989年に、半年間の約束でAT&T

ベル研究所に客員研究員として派遣

されました。これが大きな転機にな

りました。

―転機になったというのは、ベル研

の時代に、「一般化確率的降下法

（GPD）」を考案されたのですか。

片桐 AT&Tベル研に行く際、1968

年に現在理化学研究所におられる甘

利俊一先生が書かれ、すでに絶版と

なっていた本を持っていき、読み返

して気がつきました。そこには、目

指していた識別学習法の基本原理が

示されており、それを音声認識など

の様々なパターン認識に適用できる

ように一般化したのが、「一般化確率

的降下法」（GPD法:Generalized

Probabilistic Descent法）です。

GPD法の基本的な考え方は、認識

タスク全体を数式で表現し、識別誤

りの最小化に対して直接的にシステ

ム全体の最適化をするというもので

す。この考えを研究者仲間のビーン

グ・ホアング・ジュアング（Biing-
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認識精度を高めるGPD法を考案



残されている難しい問題、学習サン

プルへの耐性制御の問題を、GPD

法の新しい定式化を通して克服しよ

うとしています。

CS研では、有限状態トランスデ

ューサと呼ばれる新しい制御機構を

持つ200万語規模の超大語彙音声認

識の研究などを進めていますが、い

くらハードの性能が向上しても、や

はりモデル、あるいはシステムのサ

イズはできるだけ小さくする必要が

あります。また、ユビキタス化の進

展に伴いいろんなものが１チップ化

されてくる中で、チップサイズも限

界に近いものになってきた時に求め

られるのは、最小の構成で最大のパ

フォーマンスを実現することです。

パターン認識の分野では、当然のこ

とながら認識性能を上げるための直

接的なモデル設計を行うことが必要

で、その時には、必ずGPD法が役

に立つと思っています。

―世界的に見て、日本の音声認識技

術は、どのレベルにありますか。

片桐 音声の信号処理は大きく、①

音声符号化、②音声合成、③音声認

識の３つの分野に分けることができ

ます。音声符号化の分野は、まさに

板倉先生が世界をリードしてきたと

いえます。板倉先生の実現したLSP

（Line Spectrum Pair）方式と、

AT&Tベル研のビシュヌ・アタール

（Bishnu Atal）が実現したCELP

（Code Excited Linear Prediction）方

式が一緒になり現在の携帯電話が動

いています。その意味では、NTT

とAT&Tは、通信革命を起こした

原動力になったといえます。

２つ目の音声合成は、言語の固有

性があるため、国際的な位置づけは

微妙ですが、日本語の音声合成の分

野では、NTT研究所が間違いなく

日本のトップを走っています。音声

合成にはいろいろな方法があります

が、現在主流になっているのは、非

常に簡単にいいますと、音声の波形

を大量に集めてきて切り貼りをしま

す。この切り貼りを行う際に、数理

的なある基準を設けておいて自動的

に切り貼りして良い音を出すという

方法です。この方法は、非常に自然

性の高い音は出せますが、音声合成

技術が本来持つべき、声の高さを変

えるとか、読み上げ調を話し言葉調

に変えるといったコントロールがで

きません。もともと、音声合成は人

間の発声メカニズムをモデル化しな

がら、コントロールしていろいろな

話し方・表現の仕方を実現しようと

いうのが主旨でしたが、現在の方法

に市場が満足していることもあっ

て、本来やるべき音声合成の研究が

少し下火になっていることは否めま

せん。

最後の音声認識の分野ですが、世

界で最初に音声認識装置を世に出し

たのは日本電気です。1978年にDP

（Dynamic Programming）マッチ

ング法」に基づく音声認識装置を製

品化しました。その後、IBMが隠

れマルコフモデル（HMM:Hidden

Markov Model）と呼ばれる確率モ

デルを導入したことにより、音声認

Hwang Juang）に相談したところ、

「これは画期的なアイデア」だといわ

れ、その細部を完成させるために毎

日彼から様々な宿題を出されました。

そのうちに、絶対にいけるという確

信が持てるようになったので、上司

である東倉さんにメールで、滞在期

間の延長をお願いしたところ、「60年

代の仕事から発展できたのはまさに

温故知新だな！」といわれて３カ月

間の延長が許されました。そして、

1994年の４月に帰国しましたが、そ

れからが大変でした。帰国後も共同

研究を続けたのですが、とにかく米

国との共同作業ですから、ある意味

24時間体制が1年半ほど続きました。

この間、きわめてエキサイティング

で濃密な時間を過ごしたといえます。

―GPD法はどのような点が優れて

いるのですか。

片桐 音声認識は音声のモデルと

入力音声との比較によって行われま

す。一般に、複雑でたくさんのパラ

メータから成るモデルを使えば認識

精度は高まります。が、計算量もシ

ステム規模も大きくなり、その実装

は容易ではありません。GPD法は、

モデルを識別率の向上に対して直接

的に最適化しますので、簡単で小さ

なモデルでも十分な認識性能をもた

らします。タスクによっては1/20の

モデルサイズで同等の高い認識性能

が実現できるなど、その有効性は世

界中で実証されています。

NTTコミュニケーション科学基

礎研究所（CS研）でも、GPD法に

よる音響モデル学習の最適化の研究

を進めています。特に、識別学習に
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識技術は大きく進歩しました。音声

認識の分野については、最近まで米

国のDARPA（Defense Advanced

Research Projects Agency）が、膨

大な予算を使っていろんなプロジェ

クトを継続的に実施してきたなども

あり、米国が世界の先頭を走ってい

るといわざるをえません。HMMの

ような確率モデルは、人間が言葉を

覚えるのに数年間かかると同じよう

に、大量のトレーニングデータを必

要とします。そういう大量のデータ

を集めたり、それを使ったデータベ

ースを構築したりと、やはりお金が

かかります。それを米国では、

DARPAが回しています。日本では、

ATRがその役割を担って随分音声

認識技術の底上げには貢献したとい

えます。もちろん、NTTの音声認

識技術はトップクラスでしたし、現

在も技術力と新しいことを研究して

いるという点では、NTTのCS研と

NTTサイバースペース研究所（SP

研）が日本の中では間違いなく断ト

ツのトップランナーだといえます。

―最先端の研究という点では、どの

ような実績がありますか。

片桐 先ほどお話しした有限状態

トランスデューサや、「独立成分分

析法」と呼ばれる手法を利用して聞

きたい音だけを聞き分ける音源分離

といった技術や、部屋の残響を除去

して音声の認識率や明瞭さを上げる

などの技術が上げられます。

―片桐フェローは、ATRの設立に参

加されてから1998年までおられたそ

うですが、NTTにおける基礎研究と、

ATRという産学連携組織における基礎

研究との大きな違いは何でしょうか。

片桐 私がいた時と今とでは、状

況が異なるので何ともいい難いです

が、ATRは現在、基礎研究を行っ

て成果展開して儲けることを期待さ

れています。もちろん我々の研究所

もNTTの事業に貢献する基礎研究

を行うことを期待されています。し

かし、私たちが今与えていただいて

いるある種の懐の深さという面で、

今のCS研のほうがはるかに研究が

やりやすいですね。一方、見習いた

いと思う点が大きく２つあります。

一つは、プロジェクト制の導入です。

ATRは基礎研究とはいいながらプ

ロジェクト制を導入し、プロジェク

トの運用と人事を連動していまし

た。この点は、私どもでも見習って

も良いのではないかと思っていま

す。もう一つは、外国のコミュニテ

ィに対してCS研はまだ少し弱いか

なと思っています。ATRは、戦略

的に世界中に窓を開いていました。

実際、“京都のバチカン市国”とい

われるくらいの国際的なアクティビ

ティを持っていました。そうするこ

とによって、組織全体のビジビリテ

ィが上がりますし、良い人材が世界

レベルで回ります。そういった点で

は、NTT物性基礎研はCS研の数歩

先をいっています。

―最後に、これから取り組んでいき

たい分野についてお聞かせください。

片桐 認識率を上げるという意味

では、我々のGPD法で、相当のレ

ベルまで達しています。先ほどもお

話ししたGPD法の新しい定式化な

どを通して、これをいかに入力環境

に対してロバスト（頑健）なものに

するかという理論的な詰めを今まさ

に必死になって行っています。

一方、音声認識は音声言語を認識

しているわけですから、言語と音声

を切り離しては考えられません。し

かも、言語は表現手段ですから、使

う人により大きく変わります。そこ

まで踏み込んで考えないと、音声認

識率は100％になりません。そうい

うところまで深めていくために、

GPD法的な考え方の数学的なフォ

ーマライゼーション（定式化）を拡

張していきたいというのが私の夢で

すね。

それと、人間は周囲の会話や雑音

が聞こえても気にせずに会話できま

す。それに近づくためには、背景の

音から音声区間だけを正確に切り出

す研究が重要だと思います。現在、

私どもの研究所で、切り出しのとこ

ろを専門に研究している研究者が2

人いますが、彼らの研究は近い将来

大きな意味を持つと思っています。

最後に若い方々に対するメッセー

ジとしては、パターン認識の研究分

野では、実験結果以前の認識モデル

の設計に関する理論的正しさが重要

であるということです。多少実験結

果が危うくても、理論的に絶対の自

信があるならば、必ずブレイクする

と思います。この点は、機会がある

ごとに若い人たちにいっています。

―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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認識率100％の実現が夢


