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Abstract – Automated lip reading, the speech recognition based on visual domain in-
formation of human speech, is difficult but challenging problem. In recent researches,
it is suggested that the classification framework using the adaboost algorithm is effi-
cient method to improve the recognition rate. We applied this learning algorithm to the
Japanese consonant classification problem. As a weak classifier for the adaboost, we intro-
duced features based on the high-speed vision capturing the object at a high-frame-rate
such as 300 frames per second. Experiments showed the effectiveness of this framework
and the features.
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1. はじめに

人間の発話には音響的側面と視覚的側面の両面があ

る。発話の内容を工学的に認識する際、音響ドメイン

の情報のみを利用する場合が多い。いわゆる「音声認

識」と呼ばれるものは、多くの場合、こうした「音響

的発話認識」に相当する 。

一方で、日常の発話認識において、人間は視覚的情

報も多分に利用している。McGurk Effectなどがその

顕著な例である [1]。複数話者騒音環境下での話者特

定でも、視覚的情報は極めて重要な役割を果たしてい

る [2]。こうした発話認識における視覚ドメインの情報

の利用を、工学的に実現するものが、機械読唇である。

現在、音響的発話認識は既に高い完成度に到達して

おり、この技術をもとにしたディクテーション・ソフ

トウェアは、コールセンター業務・議事録作成支援・

情報機器の操作など実社会のさまざまな場面で活用さ

れている。ただ、これらのシステムが十分な精度で機

能するためには、ある程度理想的な音響環境が要求さ

れる。今後、携帯情報端末での発話認識の需要が高ま

るにつれて、発話認識システムの音響的ノイズに対す

る頑健性の向上は重要な課題となる。機械読唇は、視

覚ドメインの情報を用いることによって、これに大き

く寄与することが期待される。

また、正常に音声を発声させることが困難な、構音

障害をもつユーザに対しても、マルチ・ドメイン、マ
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ルチ・チャンネルのセンシングによる発話認識のシス

テムを提供によって、情報機器の操作性向上を図るこ

とができる。

さらに、精度と計算量の問題をクリア出来れば、口

パク・キーエントリ・アプリケーションなどの全く新し

いインタフェースも可能になる。すでに、通常のキー

入力との組み合わせによるアプリケーションにはいく

つかの提案例が存在しており [3]、さらなる発展が望ま

れている。

2. 機械読唇の現状と課題

2. 1 さまざまな機械読唇

機械読唇は、音響的発話認識と同様に対象とする言

語、認識を行うレベルによってさまざまに分類される。

言語によって音韻が異なり、区別しなければならない

音素の組み合わせが変わる。

また、認識のレベルでは、音素レベル、単語レベル、

連続発話レベルなどのように分類することができる。

この認識レベルごとに用いられるべき適切なアプロー

チが異なってくる。

2. 2 研究の現状と課題

研究の数としては、英語をターゲットにしたものが

かなりの部分を占め、日本語を扱う研究例はそれほど

多くない。

音響的発話認識では、認識レベルに関して、音素レ

ベルにおいても 90%代後半の十分に高い認識精度が

達成されている。一方で、機械読唇における音素レベ

ルの認識率は、研究例ごとに問題設定にも違いがあり、

かなりばらつきがあるために基準となる数字を示すこ

とは難しいが、低くて 30%代、高くて 70%代か 80%

代といったところである。
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一方、基礎となる音素のレベルでの認識に課題を残

しつつも、それより上位の単語認識や連続発話のレベ

ルにおいては、利用する場面をある程度限定して、辞

書を用意したり、単語HMMを導入したりすることに

よって、一定の成果を得ることが出来ている。ただし、

音素レベルでの認識不完全さが、上位のレベルでの認

識の制約となり、実現可能なアプリケーションの可能

性の幅を狭めてしまっていることは事実である。この

ため、音素レベルの機械読唇の関して、いまだ改善に

取り組むべき余地は大いにある。

2. 3 viseme（視覚音素）

1990年代に動画圧縮フォーマットのMPEG-4が策

定された際、策定に携わったワーキンググループにお

いて、将来のアニメーション等の圧縮での利用を見越

して、それまでの機械読唇における研究成果をふまえ、

音響的な音素を識別可能性に基づいて再分類すること

によって、英語の viseme（visual + phonemeの造語）

が定義された。表 1に英語の visemeの分類を示す。表

1を見ると、例えば同じ調音方法でも、有声・無声の

違いがある音素が同一の visemeクラスに分類されて

いたり、複数ある母音は 5つの visemeクラスにまと

められていたりすることが分かる。現在、この viseme

という考え方は研究者の間である程度のコンセンサス

を得て、英語を対象とした機械読唇の研究を行う際の

有用な指針として利用されている。

表 1 英語における Visemeの分類（MPEG-4）
Table 1 English Viseme Table (MPEG-4).

visemeクラス番号 音素 例
1 p, b, m pat, bat, mat
2 f, v full, visual
3 th, dh think, they
4 t, d tea, dollar
5 k, g call, gear
6 ch, sh, zh chat, shall,joy
7 s, z sit, seat, zoo
8 n, l know, lot
9 r root
10 A catch, cut, love
11 E bed
12 I tip, feet
13 O top,call
14 U book

2. 4 本研究の位置づけ

以上に述べたさまざまな機械読唇のあり方に関して、

本研究では、対象言語を日本語とし、認識レベルを音

素とする。

上の表１にも示されているように、英語の母音は 5

つの visemeに縮退している。これはちょうど日本語

の 5つの母音に対応する。機械読唇の研究は、もとも

と静止画像を利用して形状の特徴量だけから認識が行

われていた。日本語の母音に関してはこのアプローチ

でも十分に高い精度で識別が可能である。したがって、

日本語に関して残された課題は、音素のうちでも特に

子音である。本研究では子音をメイン・ターゲットと

した。

2. 5 高密度な時間変化情報の利用

2. 4節にも記したように、機械読唇の研究は静止画

像の利用から始まり、動画像の利用へと発展してきた。

ただし、これまで計算量の制約等もあって、口唇とそ

の周辺領域の画像によるセンシングは時間方向には

比較的あらいサンプリングレートで行われてきた。た

とえば、近年着目されている手法として、trajectory

featureという特徴量を用いる手法がある。これは発

話時の口唇の形状特徴量の、特徴空間における軌跡を

新たに特徴量として用いるものである。この手法を用

いて識別を行う際のフレームレートとしては、例えば

齊藤ら [4] は、30fpsで解析を行っている。

機械読唇において有効なフレームレートがどの程度

であるのかという議論は既にいくつかの例がある。加

藤ら [5] は、イメージベースの特徴量を HMMで識別

し、フレームレートを 10−125fpsの間で変化させなが

ら、フレームレートの日本語音素認識の識別率への影

響を議論している。ここでは、25fps程度まで認識率の

向上が見られることが報告され、フレームレートの向

上が認識率の向上につながることが指摘されている。

しかし、必要となるフレームレートは、利用する特

徴量と識別を行う音素のセットによって異なってくる

ことも十分に考えられ、フレームレートとして 25fps

付近が十分であって、それよりも高い周波数に有用な

情報が全く含まれていないとは断定できない。

本稿では、300fps 以上の高フレームレート撮像に

よって得られる高速動画像から抽出される特徴量を用

いた認識手法を提案し、実験を通じてその有用性を示

す。加えて、このような独自のアプローチを用いるこ

とで、同一 viseme内部の子音同士の識別の可能性に

ついても議論する。

3. 高速動画像を用いた機械読唇

3. 1 用いた特徴量

本研究においては、動画像の各フレームにおける形

状特徴量の時系列データとイメージベースの特徴量の

2種類の特徴量を用いる。

3. 1. 1 形状特徴量

形状特徴量として、画像上の口唇の上下の幅 h（pix-

els）を抽出する（図 1参照）。この抽出を動画像の各フ

レームごとに行うことで、時系列データ h(N)を得る。

さらに、今回は子音識別を行うので、データ系列か

ら子音発話部分を切り出す。これをセグメンテーショ

ンという。口唇上下の幅 h（pixels）が極大値となる



図 1 口唇領域 ROIと口唇高さ hの取得
Fig. 1 Extraction of lip ROI and mouth

height ’h’.

時点を子音発話終了時点と定め、そこから前方に 0.2

秒分（61フレーム）を切り出す。

こうして得られたベクトル h = (h0, h1, . . . , h60)を

特徴量とする。

3. 1. 2 フレーム間差分特徴量

もう一つの特徴量として、シンプルではあるが、独

自の特徴量「フレーム間差分特徴量」を用いる。こち

らは、より直接的にフレームレートの高さが、識別に

有効に働くと期待される。

最初に、口唇周辺を撮影した動画像のフレーム間差

分を取る。

Idiff (x, y,N) = I(x, y,N + 1)− I(x, y,N) (1)

この差分画像 Idiff (x, y,N)から口唇領域を切り出し、

その 0次モーメント d[N ]を算出する。

つづいて、d[N ]をフーリエ変換し、D(ω)を得、エ

ネルギースペクトル密度 P (ω)を計算する。さらに、

0-300Hzまでを 30分割し、分割区間ごとにエネルギー

スペクトル密度関数を積分し、30次元のベクトルを

得、これを特徴量とする。

3. 2 複数の特徴量の統合的な利用

いくつかの異なる見解はあるものの、日本語には 26

種類の子音が存在すると言われている。26種類の子

音全てを、１種類の特徴量・識別器によって画一的に

識別することは妥当ではない。

機械読唇においては、いくつもの特徴量を、統合的

に利用することが有効と考えられ、複数の識別器を統

合する ensumble classifierのアプローチや、あるいは

複数の特徴量を統合的に識別に利用する boostingの

手法を用いるのが有効である。

本研究では、識別器の構築に Real Adaboostを利

用した。Real Adaboostは

H(x) = sgn

T∑
i=1

hypoi(x) (2)

のように、複数の弱識別器 hypoi(i = 1, 2, . . .)のうち

特に有効なものを指定した数 T 個だけ選択して、強識

別器H を構成する。

4. 高速動画像の有効性の検証

2. 5節で述べた目的に応じて 2つの実験を実施した。

被験者はいずれも同一人物 1人である。

最初の実験では異なる visemeに属する 2つの子音

の間で識別を行った。2つ目の実験では、visemeクラ

ス 1（表 1）の同一 viseme内の子音どうしでの識別を

行った。

図 2 高速動画像撮像風景
Fig. 2 High Speed Image Capturing.

4. 1 viseme間識別

異なる viseme に属する子音同士の識別を行っ

た。’ka’の単独発話と’sa’の単独発話の識別を行った。

最も単純な 2クラス識別問題である。

4. 1. 1 撮影条件および特徴量抽出

’ka’と’sa’の音をそれぞれ 104回ずつ発話した。この

ときの被験者の口唇周辺領域を、被験者から距離 70cm

程度でフレームレート 300fpsで撮影した（図 2）。

形状ベースの特徴量を利用した。画像特徴量とし

て口唇の縦方向の開いた高さ h（画像上のピクセル

数）を各フレームに対して取得し、子音発話部分の

セグメンテーションを行って得られた時系列データ

h = (h0, h1, . . . , h60)を特徴量とした。

4. 1. 2 識別結果

2 つの子音の合計 208 回の発話のうち、約 1/3 の

64回の発話をアトランダムに選び出してトレーニン

グデータとし，Real Adaboostアルゴリズムによる学

習を行った。Real Adaboostアルゴリズムの使い方と

しては、’ka’であるか否か、’sa’であるか否かをそれ

ぞれ独立に求める。両者の判定が食い違うときには、

符号関数に投入する前の
∑T

i=1 hi(x)の出力値によっ

て、’ka’、’sa’のいずれであるかを判断する。

最終的に得られた強識別器によって、残りの 144個

のテストデータに対して識別を行った結果、64.3%の

正答率を得た。

4. 2 同一 viseme内識別

同一 viseme 内部の子音どうしの識別を行った。

viseme クラス 1（表 1）には、音声学的に言うとこ

ろの唇音が 3つ、同一 visemeとしてまとめられてい

る。’pa’、’ba’、’ma’の 3クラスのマルチクラス識別

問題である。

4. 2. 1 撮影条件および特徴量抽出

1200fpsの高フレームレートで被験者から距離 70cm

程度で口唇周辺領域の撮影を行った。’pa’、’ba’、’ma’



図 3 （上から）pa、ba、maの 5回ずつ発話時
の d[N]の様子

Fig. 3 d[N] for ’pa’,’ba’,’ma’ five times pro-
nunciation for each consonant.

それぞれ 136回ずつ、合計 408回の発話を行った。

イメージベースの特徴量を利用した。図 3 のよう

に各フレームごとに前フレームとの差分を求め、口唇

領域 ROIを切り出してその 0次モーメント dを計算

し、エネルギースペクトル密度関数のヒストグラムを

3. 1. 2節に記述したように取得し、30次元の特徴量と

して使用した。

4. 2. 2 識別結果

実験１と同様に Real Adaboostアルゴリズムによ

る識別を行った。マルチクラスの識別問題であるが、

4. 1. 2節に記したような Real Adaboostの実装を行っ

ているので、マルチクラスへの識別にもそのまま対応

できる。

約 1/3の各音素 45回ずつの発話データをトレーニ

ングデータとして学習に用い、残りの 273回の発話に

対して、この結果、テストデータに対して 53.6%の正

答率を得た。random decisionを行うと 1/3の正答率

になるため、意味のある認識率と言える。

5. 結語

5. 1 まとめ

結果としては，いずれの実験もランダム値よりいく

らか良い程度の識別率となった。しかし、双方とも用

いた特徴量は形状特徴量としては口唇の開いた高さの

みであったり、フレーム差分の 0次モーメントであっ

たり、極めて単純なものであった。こうした単純な特

徴量によっても、高フレームレート撮影の動画像を用

いることで、意味のある認識率を得られた。高フレー

ムレート撮影によって得られる特徴量を利用した識別

器によって、一定の意味のある識別率を得られたとい

うことは、人間の発話の視覚ドメインのセンシングの

際に、数百 Hzのより高い時間周波数帯域にも識別に

寄与する情報が含まれていることを示唆している。

特に、4. 2節の同一 viseme内識別については、こ

れまで困難であるとされてきた子音同士の識別におい

て、有意な認識率を得ることができた。visemeクラ

ス 1では同じ唇音でも、破裂音 (’b’、’p’)と非破裂音

（’m’）とが同一 visemeとされているが、これらを識

別することができた。破裂音発話時の口唇の振動に関

係する量を、特徴量として取得できているのだと考え

られる。図 3のように、フレーム間差分の 0次モーメ

ントには、破裂音と非破裂音との間で見た目でも明ら

かな違いがある。

このように、高速動画像は特定の音素間の識別に際

して、特に有効であることがわかった。機械読唇にお

いては、音響的発話認識におけるMFCCのような強

力な決め手となる特徴量は見つかっていない。このた

め、特定の音素の識別の問題ごとにある程度ヒューリ

スティックな方法で特徴量・識別器を構築していくの

は、多少非効率ではあっても間違ったやり方ではない。

これらの特徴量・識別器を今回用いた boostingなど

の手法を用いて統合的に扱っていくことが重要である

と考えられる。

5. 2 今後の展望

数百 Hzのオーダーで、識別に寄与する情報が含ま

れていることがわかったが、有用な情報を持つ周波数

帯域については、さらに詳細な議論が必要である。今

後複数の特徴量識別器を有効に組み合わせ、より多く

の音素を統合的に識別する機械読唇システムの枠組み

の構築を目指していく。
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