
概要

自動音声認識 (ASR) システムは通信ネット
ワーク、車載、モバイル、マルチメディア、スマート
スピーカーのような IoT デバイス等、幅広い分
野で活用されています。自動音声認識の性能
は話者の種類、言語、方言、環境ノイズ等の
影響を受けます。従って、性能テストも用いる
バリエーションが多いほど音声認識システムの
開発や改善により効果をもたらします。しかし、
同時にあまりバリエーションが多いとテストにかか
る時間も長くなり正確なテストの再現も難しくな
るというネガも生じます。

ヘッドアコースティクスの音声認識分析システム
VoCAS は音声認識システムのテストを効率的
にオーガナイズし自動で実行します。豊富なバリ
エーションのテストを簡単にデザインでき、リアル
かつ常に同一条件で実施が可能です。

データシート

解説

自動音声認識 (ASR) システムの性能評価
は入力する音声データ量も、出力されるテスト
結果の量も膨大です。VoCAS はこれらのタス
クを簡単に効率よく処理するソフトウエアです。
測定用ダミーヘッドがスマートスピーカーのような
音声認識システムに向かって話す話者をシミュ
レーションします。ユーザーは話者が話す文章を
選択し、テストの条件設定を行い、テスト結果
の評価方法をデザインします。

VoCAS には 7 人の話者と 2 つの言語による
デモ音声データベースを備えていますが必要に
応じて新規の文章の録音や音声データのイン
ポートも可能です。音ファイルはデータベース化
され編集やタグづけが可能です。

テストシーケンスのカスタマイズ

VoCAS のテストシーケンスはフローチャートに
より可視化されています。シーケンスを構成する
項目を任意に追加したり、組み替えたり、さらに
テストシナリオの変更も可能です。殆どの場合、
’Playback’ がメイン項目で、その前後の操作
はテスト及び評価の条件設定に関する項目で
す。再生用音声はマルチプルチョイスリストから
選択でき便利です。

VoCAS はフローチャートの下に表示される
パラメターセットリスト上で選択したテストシナリ
オを自動生成します。特定のパラメターセット
だけチェックを外しスキップすることも可能です。

バックグラウンドノイズと残響の再現

音声認識の性能は話者だけでなく、環境音
にも大きく影響を受けます。VoCAS はバック
グラウンドノイズシミュレーションシステム
3PASS lab と 3PASS flex（または HAE
-BGN / HAE-car）及び残響シミュレーショ
ン用の 3PASS reverb をテストセットアップ
に組み込むことができます。これにより、
VoCAS は常に同じテスト条件を再現でき、
リアルな環境のもとでの自動テストを可能に
します。

テスト結果の評価

評価結果のサマリーはユーザーによるコンフィグ
レーションが可能な専用ウインドウに表示され

ます。評価結果はエクセルにエクスポートし
さらに分析が可能です。

バーチャルシミュレーション

リアルタイムの音響テストができない場合は、
テスト環境はバーチャルでも実現可能です。
測定室のインパルス応答測定に基づいて
VoCAS は測定対象デバイスの位置での
音響の総和（話者の音声、バックグラウンド
ノイズ、残響）を計算し音声ファイルをつくる
ことができます。測定室の音響はソフトウエア
により反映される為、測定室で実際に測定
を行った場合と全く同じ音声ファイルとなりま
す。
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再生に必要な音声素材はマルチプルチョイス
リストを用いて組み合わせることができます。
VoCAS はこうして任意に作成された大量の
テスト音声ファイルを生成します。

それぞれのテストサイクルは独立した単体ファ
イルになり、自動音声認識アルゴリズムの中
に直接取り入れられ性能評価がされます。
純粋に電子処理となる為リアルタイムの音響
測定よりも格段に高速で行われます。さらに
新規の録音音声ソースファイルはテスト環境
に実際にアクセスしなくてもシミュレーション
モードでいつでも処理が可能です。

主なフィーチャー

音声ファイルソース

・Wizard ガイドによる DAT、MP3、WAV、
RAW、PCM音声ファイルのインポート

・カスタマイズ用の新規文章の録音

・音声ファイル（レベル調整、トリミング、
分割、FIR/IIR フィルタリング等）の編集

・音声ファイルのマニュアルまたは自動タグづけ

テストフィーチャー

・グラフィックかつ自由にコンフィグ可能な
テストシーケンスはフローチャート

・再生用素材のマルチプルチョイスリスト

・カスタマイズ可能な素材リスト

ー再生コンフィグ用（ゲイン、ロンバード効果等）

ーバックグラウンドノイズコンフィグ用

ー残響シミュレーションコンフィグ用

・さらなる自動化の為のPythonTMスクリプト対応

・データ収集、プレゼンテーション、エクセルへの
エクスポート

・テスト環境にアクセスせずに自動音声認識
アルゴリズムの性能評価ができるシミュレーション
モード

リモートコントロールオプション

・バックグラウンドノイズシミュレーションシステム
の高精度リモートコントロール；
3PASS lab、3PASS flex、HAE-BGN、
HAE-car

・残響シミュレーションシステム 3PASS reverb
の高精度リモートコントロール

・モーター駆動のターンテーブル HRT I 用
ソフトウエアコントロールインターフェイス

・REST サーバーを介したベーシック VoCAS 
機能のリモートコントロール
（例：テストケースの開始 / 停止）

アプリケーション

・フレキシブル、客観的かつ再現可能な自動
音声認識システムの評価
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・自動音声認識システムまたはソフトウエア
バージョンのベンチマーキング

シーケンスフローチャートの構成要素

VoCAS はテストシーケンスフローチャートに組み込む為の構成要素の選択肢を豊富に備えています。



一般的要件

ソフトウエア

・Microsoft Windows 8/8.1 Pro
またはWindows 10 Pro（英語
またはドイツ語バージョン、すべての
最新サービスパック）

ハードウエア

・PC、マルチコアプロセッサ (1.6 GHz
以上）、4 GB RAM、40 GB
フリーディスク容量、4 USB ポート

・labCORE (Code 7700)、
モジュール式多チャンネルハードウエア
プラットフォーム、labCOREモジュール

ーcoreBUS (Code 7710)、I/O 
BUS メインボード

ーcoreOUT-Amp2 (Code 7720)
出力モジュール、パワーアンプ
（2 チャンネル）

ーcoreIN-Mic4 (Code 7730)、
入力モジュール、マイクロホン
（4 チャンネル）

・HMS II.3-33/-34 
(Code 1230.1/2)または HMS II.6
(Code 1389)、ダミーヘッド測定システム、
疑似耳シミュレーター
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車載音声認識システム向け VoCAS テストセットアップの例

測定用準備アイテム

・測定マイクロホン、LEMO 7 ピンコネクタ

オプション

・HRT I (Code 6498)、ヘッドアコース
ティクス リモート操作ターンテーブル

バックグラウンドノイズシミュレーション

・3PASS lab (Code 6990)、固定
マイク位置テスト（例：モバイルホン）
必要なシステムコンポーネンツを含む。

（データシート参照）または、

・3PASS flex (Code 6995)、
多マイクロホンシステム、マイクアレイ、
ビームフォーミングマイク、必要なシス
テムコンポーネンツを含む。（データシ
ート参照）または、

・HAE-BGN (Code 6970)、
実験室におけるバックグラウンドノイズ
シミュレーションの為の自動イコライゼ
ーション、必要なシステムコンポーネンツ
を含む。（データシート参照）または

・HAE-car (Code 6971)
車室内におけるバックグラウンドノイズ
シミュレーションの為の自動イコライゼ
ーション、必要なシステムコンポーネンツ
を含む。（データシート参照）

残響シミュレーション

・3PASS reverb (Code 6996)
3PASS lab 及び 3PASS flex の為の
オプション ー残響シナリオシミュレーション

納品アイテム

VoCAS (Code 6985) 
構成コンポーネンツ：

・セットアップ DVD、デモプロジェクト及び
デモ音声データベースを含む。

・USB ドングル

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Microsoft 及び Windows はMicrosoft 
Corporation の米国またはその他の国々
における登録商標、商標です。


