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HMM音声合成のためのH/L型アクセント推定を統合した音響モデリング
学籍番号　　２３４１３５０２　　氏名　　足立 貴昭

指導教員名　　徳田 恵一

1 はじめに
近年，カーナビやスマートフォンなどで，合成音声が身近

になり，システムとコミュニケーションを取る上で，人間のよ
うな自然なアクセントを表現する合成音声が求められている．
隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model; HMM)に基

づく音声合成システム [1]では，統計モデルにより小規模デー
タベースから比較的安定した音声合成が可能である．このシ
ステムでは，テキストからアクセント情報を取得する必要が
あり，従来は規則に基づく手法が用いられている．しかし，
単語毎の辞書構築が困難であり，例外的なアクセント型の推
定ができないため，近年は統計的手法が注目されている．一
方，従来の音声合成システムの多くは，アクセント推定と音
響モデル学習が独立して行われており，テキストから音声波
形を生成する問題を直接定式化できていない．
そこで本研究では，統計モデルである条件付確率場 (Con-

ditional Random Fields; CRF)に基づき，新たに推定単位を
モーラとしたH/L型アクセント推定を提案する．また，H/L
型アクセント推定と音響モデル学習を統合したモデル構造を
定義し，相互の影響を考慮したモデル学習を行うことで，音
声合成のアクセントの自然性向上が期待できる．

2 アクセント推定
日本語単語のアクセントは，モーラと呼ばれる仮名 1文字

に対応する単位におけるピッチの高低で表現でき，その上昇
や下降パターンにより，図 1に示すようなアクセント型に分
類される．各単語は固有にアクセント型を持つが，文章中に
おいてアクセント型が変化することがある．そのため，従来の
音声合成システムでは，匂坂らによるアクセント結合規則 [2]
により，文中でのアクセント型変化を推定している．しかし，
規則に基づく手法は，予め単語辞書に規則を記述する作業が
困難であり，例外的なアクセント型変化に対応できないと言
う問題がある．そこで，近年は CRFなどの統計モデルによ
るアクセント推定が注目されている．
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図 1: アクセント型の例

3 条件付確率場に基づくH/L型アクセント推定
条件付確率場 (CRF)に基づくH/L型アクセント推定では，

モーラ単位においてアクセントの高低 (High/Low)を推定す
る．CRF に基づき，モーラ系列W = {m1, m2, . . . ,mM}
が与えられた時に，各モーラのH/L型アクセントラベル系列
L = {l1, l2, . . . , lM}を出力する確率を式 (1)により定義する．

P (L|W , !L) =
1

Z(W )
exp

!
M"

m=1

K"

k=1

!kfk(mm, lm)

#
(1)

ただし，Z(W )は正規化項，fk は素性関数，!k は素性関数
fk の重み，K は素性関数の数，M は系列の長さである．素
性関数 fk は，ある特徴を満たすときに 1を，それ以外のと

きに 0を返す関数であり，全データ中にその特徴が出現する
頻度を表現する．ここでは，アクセント変化を表現する特徴
として，40種類の形態素解析情報を組み合わせることで素性
関数を定義し，アクセント推定に有効な特徴の調査を行う．

CRFの学習は，学習データに対する対数尤度 log P (L|W , !L)
が最大となるようなモデルパラメータ !L を，最尤推定に基
づいて選択することで行う．ただし，モデルパラメータ !L

を解析的に求めることは困難であるため，準ニュートン法に
よるパラメータ推定を行う．H/L型アクセント推定では，学
習で得られたモデルにおいて，モーラ系列W に対して出力
確率が最大となる H/Lアクセントラベル系列 Lを求める．

4 H/L型アクセント推定を統合した
音響モデリング

H/L型アクセント推定と音響モデルの学習を相互に考慮す
るため，両モデルを統合した新しいモデル構造を定義する．
観測ベクトルO = {o1, o2, . . . ,oT } が与えられた時，音響
モデル !H の尤度関数は式 (2)で与えられる．ただし，隠れ
変数 q = {q1, q2, . . . , qT }は状態系列である．

P (O|L, !H) =
"

q
P (O|q, !H)P (q|L, !H) (2)

一方，アクセント推定モデル !L の尤度関数 P (L|W , !L)
は式 (1)で与えられている．これらの音響モデルとアクセン
ト推定モデルを 1つのモデルとみなすと，モーラ系列W が
与えられたときに観測ベクトル O を直接出力する統合モデ
ル ! = {!H ,!L}の尤度関数は式 (3)で表される．

P (O|W ,!)

=
"

L

"

q
P (O|q, !H)P (q|L, !H)P (L|W , !L) (3)

統合モデルの学習は，EMアルゴリズム [3]により行い，Q関
数を用いて尤度関数 P (O|W ,!) が最大となるようにモデル
パラメータ !の更新を行う．統合モデルのQ関数は式 (4)で
表される．ただし，!! は更新後のモデルパラメータである．
Q(!, !!) =

"

L

"

q
P (q, L|O, W , !)

log
$
P (O|q, !!

H)P (q|L, !!
H)P (L|W , !!

L)
%

(4)

EMアルゴリズムでは，EステップにおいてQ関数の計算，
Mステップにおいて統合モデルのパラメータ更新を行い，こ
の 2ステップを繰り返し行う．ただし，Mステップでは，音
響モデル !H とアクセント推定モデル !Lを個別に更新する．
4.1 音響モデルの更新
音響モデル !H の更新は，HMMの各モデルパラメータに
ついて Q関数を微分することで最適なパラメータを求める．
例えば，出力確率分布（ガウス分布）の平均ベクトル µi と
共分散行列!i の更新式は次式で与えられる．

µ̂i =
&

t

&
L "i(t, L)ot&

t

&
L "i(t,L)

(5)

!̂i =
&

t

&
L "i(t,L)(ot ! µi)(ot ! µi)T&

t

&
L "i(t,L)

(6)
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ただし，"i(t,L)は次式として定義する．
"i(t, L) = P (qt = Si, L|O, W , !)

= P (qt = Si|L, O, !H)P (L|O, W , !) (7)

ここで，P (qt = Si|L, O,!H)は，HMMにラベル系列Lを与
えたときの，状態 qt の事後確率であり，Forward-Backward
アルゴリズムにより計算できる．また，P (L|O, W , !)はラ
ベル系列 L の事後確率であり，式 (8)により計算される．

P (L|O, W , !) =
P (L|W , !L)P (O|L, !H)&

L! P (L!|W , !L)P (O|L!,!H)
(8)

4.2 H/L型アクセント推定モデルの更新
H/L型アクセント推定モデル !Lの更新は，Q関数におけ

る !Lに関する項について，CRFの学習を P (L|O, W , !)で
重み付けすることで行う．

!̂L = arg max
!L

"

L

P (L|O,W , !) log P (L|W , !!
L) (9)

4.3 統合モデルの EMアルゴリズム
統合モデルの EMアルゴリズムでは，全てのラベル系列L

について，事後確率 P (L|O, W , !) を計算する必要がある．
しかし，実際には計算量の観点から実現が困難である．そこ
で，本研究ではN -best近似を用い，ラベル系列 Lを計算可
能な数に制限して学習を行う．すなわち，EMアルゴリズム
の Eステップにおいて，まず，アクセント推定モデル !Lに
従ってラベル系列 Ln, n = 1, . . . , N を出力し，N 個のラベ
ル系列について事後確率 P (Ln|O, W , !)を計算することで，
Q関数を求める．また，Mステップにおいても N 個のラベ
ル系列を用いて，各モデルパラメータの更新を行う．
このように，統合モデルでは音響モデルと H/L型アクセ

ント推定モデルを相互に考慮し，交互にモデルパラメータを
更新する．そのため，それぞれのモデルが最適化され，音声
合成のアクセントの自然性が向上することが期待できる．

5 評価実験
5.1 アクセント推定実験

CRFに基づく H/L型アクセント推定を評価するため，ア
クセント推定実験を行った．CRFの学習には音素バランス文
426文（13803モーラ），各手法の評価には 53文（1223モー
ラ）を用いた．素性関数は，まず形態素解析情報を 1種類か
ら 7種類まで組み合わせた特徴を定義し，各組み合わせ毎に，
正解率を調査した．次に各組み合わせ数Xにおいて，上位複
数個の素性関数を同時に使用したアクセント推定を行い，そ
れぞれにおいて最も正解率が高い結果を比較対象（CRF X）
とし，従来法である規則に基づくアクセント処理（RULE）
との比較を行った．尚，単語単独でのアクセントを推定前ア
クセント（PRE）として算出した．アクセント推定の正解率
を図 2に示す．図 2を見ると，RULE に比べて各 CRF X
の正解率が高い傾向にあり，提案法によるアクセント推定の
有効性が確認できた．ただし，CRF 7では正解率が低下し
ており，これは素性関数の複雑化により，特徴を満たす学習
データの減少が原因として考えられる．そのため，学習デー
タを増やすことで更なる推定精度の向上が期待できる．
5.2 音声合成実験
統合モデルによる音声合成を評価するため，MOSに基づ

く主観評価実験を行った．実験データは男性話者 1名による
音声データ 479文，サンプリング周波数 48kHzを用い，この
内，学習データに 426文，評価データに 53文を用いた．特徴
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図 2: アクセント推定の正解率
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図 3: 主観評価実験の結果
量としては，スペクトルパラメータを 39次元の STRAIGHT
メルケプストラム，基本周波数パラメータを対数基本周波数
とし，それぞれの静的特徴量と!, !2 を用いた．尚，HMM
は 5状態スキップなし left-to-right型 HMMとした．
統合モデルは，モデルの繰り返し学習の回数が異なる 2手
法とし，繰り返し学習を行わない (INTEG-0)，繰り返し学習
を 5回行う (INTEG-5)である．従来法である独立モデルは，
アクセント推定手法が異なる 3手法とし，正解アクセントを与
える (ANS)，規則に基づくアクセント処理を行う (RULE)，
CRFに基づく H/L型アクセント推定を行う (CRF )である．
これら 5手法について，被験者 10名に対し主観評価実験を
行った．各被験者は，各手法において評価文 53文からランダ
ムに 15文を受聴し，合成音声のアクセントの自然性を 1点
から 5点で評価した．主観評価実験の結果を図 3に示す．図
3を見ると，RULEに比べて CRF が高い評価となり，アク
セント推定の精度向上によって音声の自然性が向上すること
が確認された．また，INTEG-5が CRF より高い評価を得
ており，これは統合モデルを繰り返し学習する提案法によっ
て，両モデルを相互に考慮した最適化が行われ，音声合成の
アクセントの自然性が向上したと考えられる．

6 むすび
本研究では，CRFに基づく H/L型アクセント推定，及び

H/L型アクセント推定を統合した音響モデリングを提案した．
実験結果により，提案法による音声合成のアクセントの自然
性向上を確認した．今後，学習データを増加し，統合モデル
の学習を繰り返すことで，更なる自然性向上が期待される．
参考文献
[1] 吉村貴克, 徳田恵一, 益子貴史, 小林隆夫, 北村正, “HMMに基
づく音声合成におけるスペクトル ·ピッチ ·継続長の同時モデル
化”, 信学論, vol. J83–D–II, no. 11, pp. 2099–2107, Nov. 2000.

[2] 匂坂芳典, 佐藤大和, “日本語単語連鎖のアクセント規則”, 電子
通信学会論文誌, Vol.J66-D, No.7, pp.849-856, July 1983

[3] A.P.Dempster, et al., “Maximum-likelihood from incom-
plete data via the EM algorithm”, J.Royal Statist．Soc.
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条件付確率場に基づく基本周波数推定
学籍番号　　２３４１３５０３　　氏名　　天野　貴裕

指導教員名　　南角　吉彦

1 はじめに
音高（ピッチ）を表現する基本周波数 (F0) は，音声情報

処理技術に広く用いられる重要な音響特徴量である [1]．し
たがって高い抽出精度が求められており，様々な特徴量を用
いて F0 推定が行われている．しかし，環境に合わせた調節
が人手によって必要な手法が多く，未だ確立された手法は提
案されていない．そこで条件付確率場 (Conditional Random
Fields; CRF) [2]に基づく F0 推定を提案する．CRFは自由
な構造を表現可能な統計モデルであり，複数の特徴量を選択
的に利用するため高い識別能力を持つ．これにより高精度な
F0 推定を目指す．

2 基本周波数
音声は F0 の有無により，母音などを発する際の音である

有声音と，破裂音や摩擦音，ひそひそ声を発する際の音であ
る無声音に大別される．また F0は人の聴覚において音のピッ
チを司っており，語句のアクセントやイントネーション，男
女間や年齢における声の高さの違い，感情による音高の変化
を表現し，音声の大量の情報を含んだ重要な特徴である．

F0の推定には様々な特徴量が利用可能である．しかし，音
声波形は準周期信号であることや，雑音による影響が大きい
などの理由によって，F0抽出時に有声・無声誤りや倍ピッチ
誤りが発生してしまう．そのため従来の推定法では，複数の
特徴量の利用，雑音環境に合わせた調節を人手で行うことで
頑健性を向上させており，どのような環境下においても高い
推定精度をもった手法は未だ確立されていない．

3 条件付確率場
CRFでは観測系列 x = (x1, x2, . . . , xT ) が入力された際

に，ラベル列 y = (y1, y2, . . . , yT ) を出力する条件付確率を
式 (1)で表現する．

P (y | x,!) =
1
Z

exp
K!

k=1

!kfk(x, y) (1)

Z =
!

y!Y(x)

exp
K!

k=1

!kfk(x, y) (2)

ただし， fk(·) は素性番号 k によって与えられる素性関数で
あり， !k は素性関数 fk(·) にかかる重みパラメータ， K は
素性の数である．また，Z は Y(x) は全種類のラベルの組み
合わせを考慮した正規化項を表している．素性関数は入力系
列と出力系列のある関係性を表現したものであり，式 (3)の
ようになる．

f(x, y) =

"
1 : (x, y)がある条件を満たすとき
0 : otherwise

(3)

CRFは関係性の重要度である重みパラメータに対して事
後確率を最大化するように学習が行われるため，識別に有効
な情報を選択的に利用し高い認識性能を実現している．

4 条件付確率場に基づく基本周波数推定
F0推定をCRFによりモデル化する．モデル化によって F0

についての情報がデータから自動学習され，環境に合わせた
人手による調節が不要となる．さらに複数特徴量を識別的に
扱うことが可能となり，推定精度の向上が期待できる．

モデル化にあたって，提案法の入出力系列について述べる．
F0推定のための特徴量は連続値であるため，入力系列X を
D次元の特徴量ベクトル系列として以下のように定義する．

X = (x1, x2, . . . ,xT ) (4)
xt = [xt1 xt2 · · · xtD]" (5)

x はどのような特徴量でも与えることが可能であり，数種類
の特徴量を並べて定義することも可能である．また CRFに
おいて出力系列は離散値であるが，F0系列は連続値であるた
め，F0系列を離散化する．サンプリング周波数 fs で離散化
された音声 sn の時刻 t における F0 は，基本周期を示すサ
ンプル数 L によって， F0 = fs/L と計算されるため，F0系
列を離散な基本周期の系列として離散化した．このとき基本
周期を持たない無声音のラベルも設定することで，有声・無
声判別も同時に行っている．これらの入出力系列の条件付確
率を，F0の時系列による変化を考慮するための遷移素性 (a)
と時刻における入出力の関係を考慮するための出力素性 (b)
を用いて式 (6)で定義する．

P (y | X,!) =
1
Z

exp

#

$
T!

t=1

%
&

'

K(a)!

k=1

!(a)
k f (a)

k (xt, yt#1, yt)

+
K(b)!

k=1

!(b)
k f (b)

k (xt, yt)

(
)

*

+

, (6)

ただし， T は全データの総フレーム数， (·)(a) は遷移素性，
(·)(b) は出力素性に関わるものである．
素性関数は，f (a)

k の「ある時刻において k によって決ま
る出力ラベルの組 !(y, y$)"k で遷移が起きたとき， k によっ
て決まる特徴量ベクトルの !d"k 次元の値を返す」という式
(7)のものと，f (b)

k の「ある時刻において k によって決まる
入力特徴量ベクトルに対してラベル !y"k が出力されたとき，
k によって決まる特徴量ベクトルの !d"k 次元の値を返す」と
いう式 (8)のもの，遷移・出力素性ともに特徴量の値ではな
く式 (3)のような 1を返すものの全 4種を用いた．

f (a)
k (xt, yt#1, yt) =

"
xt,%d&k

: (yt#1, yt) = !(y, y$)"k
0 : otherwise

(7)

f (b)
k (xt, yt) =

"
xt,%d&k

: yt = !y"k
0 : otherwise

(8)

また，F0推定手法の一つとして広く用いられているRAPT
[3]の枠組みを，F0 推定のための有用な事前知識として，今
回のモデル構造に反映させた．

5 評価実験
提案法の有効性を示すために，F0 推定の評価実験を行っ
た．学習データは ATR日本語音声 DB B-set 男性話者 mht
から 450文章を用い，openテストに 450文以外から 53文章
を，closeテストとして学習データから 50文章を用いた．こ
のとき出力ラベルはDB中の基本周期の最大と最小のものを
利用し，最小値のラベル (37)と最大値のラベル (539)から有
声音で 503ラベル，さらに無声ラベルを追加した全 504ラベ
ルを識別する．
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従来法の RAPTと提案法である CRF-PTの学習回数 5回
毎のモデルにおいて F0 推定を行い，以下の評価値における
結果をグラフにまとめた．図 1～図 4にて示す．
• Accuracy (Acc) rate

正解と完全に一致したフレームの割合 （図 1）
• Fine Erorr

推定誤差 10%以内のフレームの平均二乗偏差 （図 2）
• Voice to Unoice Error (VE) rate

有声音を無声音に間違えたフレームの割合 （図 3）
• Unvoice to Voice Error (UE) rate

無声音を有声音に間違えたフレームの割合 （図 4）

また図 5に，ある openデータに対する推定結果の基本周期
を示す．図 5では赤線が実際に観測される F0 系列を，青線
が推定した F0 系列を表している．
図 1において，全学習回数において提案法が従来法より高

い性能を示した．しかし，学習回数による改善はあまり見ら
れていない．CRFにおいて closeデータに対するAcc rateは
すぐに 100%近くになるという傾向があることが知られてい
るが今回はその傾向が観測されず，今回用いたモデル構造が
識別に有効でなかった可能性が考えられる．つまり，今回与
えたモデル構造は問題空間に対し線形な識別境界を引くもの
であるが，この識別境界の表現能力が F0 の推定問題に対し
て不十分であったためこのような結果となったと考えられる．
したがって F0 の識別問題は想定していたものほど単純では
なく，識別境界の表現能力を特徴量を増やすことや非線形な
ものへと拡張することにより高める必要があるということが
分かった．
また，図 2では提案法の学習が進むにつれて有声音におけ

る推定誤差の平均二乗偏差が下がっていくため，学習による
性能の向上が確認された．したがって，図 1の結果となった
理由は，有声・無声誤りによる影響が大きいからだといえる．
実際に図 3，図 4を観察すると，学習が進むに伴い有声音に
対して無声音が出力されやすくなっていることが分かる．こ
れは，事後確率を直接モデル化している CRFにおいて，学
習データ中に観測される有声音のある 1ラベルより，より多
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(b) 学習回数 20 回のモデル

図 5: F0 系列（赤線）と推定結果（青線）

く観測される無声音のラベルの出現確率を大きくするように
して学習が進んでしまったためだと考えられる．以上の考察
は，図 5においても確認することが可能である．今回のモデ
ル構造では有声音の 1クラスと無声音の 1クラスを同等のも
のとして扱っているため，無声音のラベルに対する重みを設
定するなどといった対処により改善が期待される．

6 むすび
本研究では，CRFに基づく F0推定を提案した．モデル化
を行うことで，データ中の F0についての情報を自動学習し，
従来の人手による環境に合わせた調節が不要となる．また，
識別モデルである CRFを用いることで推定に有効な情報を
選択的に利用し，さらに時系列を考慮した F0推定が行える．
これによって頑健で高精度な F0 推定が実現可能である．F0

の推定実験により提案法が従来法と同等以上の識別性能を示
すことを確認した．また有声と無声の判別に課題が残るが，
学習による識別性能の向上が確認され，特に有声音の識別に
おいて大きな改善がみられた．
今後の課題としては，使用する特徴量の検討，無声音のラ
ベルに対して重みを設定することが挙げられる．
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1 はじめに 

マルチコアを用いた並列プログラミングでは，一

般的に共有リソースへのアクセス制御にロックが用

いられているが，この場合デッドロックの発生や並

列性の低下等の問題がある．そこで，ロックを用い

ない並行性制御機構としてトランザクショナル・メ

モリ[1](以下，TM)が提案されている．このTMをH/W

上に実現したものはHTMと呼ばれ，一般的にフラグ

を用いたアボート対象の選択方法を採用している． 

しかし，この方法ではスケジューリングの効率が

悪く，トランザクション(以下，Tx)のアボートやス

トールが頻発する場合がある．そこで本研究では，

この問題を解決する2つの手法を提案する． 

2 ハードウェア・トランザクショナル・メモリ 

 HTMでは，Txとして定義された命令列の直列可能

性と不可分性を保証する為，Tx内でアクセスされる

メモリアドレスを監視する．そして複数のTx間で同

一アドレスへのアクセスが発生した場合，少なくと

も一方がWriteアクセスならば競合として検出され

る．競合が発生した場合，片方の Txの実行を中断す

る(ストール)．更に複数の Tx がストールしている

状態でデッドロックの可能性があると判断された場

合，それに関わるどれか1つの Txの途中結果を破棄

する(アボート)．そしてアボートされた Tx の開始

時点の状態を復元し，Txを再実行する． 

なお，Txのアボート後即座に再実行した場合，競

合が再発しやすい為，2 つの待機時間を設ける技術

(exponential backoff，magic waiting)がある．前

者はアボートが発生する毎に待機時間を指数関数的

に増大させる技術で，後者は競合相手のTxがコミッ

トするまで待機する技術である．後者を用いた場合，

並列実行可能なTxも待機する場合がある為，一般的

な HTMでは前者が用いられている．しかし前者を用

いた場合でも，性能に悪影響を及ぼす競合パターン

が存在する．本研究ではstarving writerの発生お 

 

 

よびfutile stallの発生という2つの競合パターン

に注目しそれらを解決する手法を提案する． 

3 Starving Writer解消手法 

図 1: Starving writerの発生 

 Starving writerとは，図 1のようにあるアドレ

スに対して書き込もうとする Tx(writer)が，そのア

ドレスから値を読み出す複数の Tx(reader)により

妨げられ続ける事により発生する．starving writer

が発生する場合，次の2つの特徴見られる．(1) Write 

after Read(WaR)競合が存在．(2) 同一アドレスに対

するアクセスでアボートが発生．そこで，これら 2

つの動作が発生した場合に，readerにmagic waiting

を適用する事でwriterを優先的にコミットさせる．

本研究では，この動作をWaRアクセスの有無を記憶

するフラグおよび，競合アドレスを記憶するレジス

タを追加する事で実現する． 

4 Futile Stall防止手法 

 競合を頻繁に引き起こす複数のTxが並列実行さ

れるとき，図2のように開始時刻の早いTxがストール

させられる状況が頻繁に発生する．この競合後，こ

れらのTx間で再度競合が発生した場合，開始時刻の

遅いTxがアボートされる．この場合，結果的には開

始時刻の早いTxをストールさせる必要がなかった事

になる．このようなストールをfutile stallとい
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図2: Futile stallの発生 

う．Futile stallが多く発生する場合，並列実行さ

れるTx間で競合が頻発していると考えられ，図2のよ

うにアボートの繰り返しが発生する．このため，ア

ボートを一定回数繰り返したTxを逐次的に実行する

事でアボートを防ぐ事ができ，futile stallも抑制

できると考えられる．なお，逐次実行の対象は実行

命令数の少ないTxに限定することで性能低下を防止

する．これらの動作は，その対象Txを示すフラグや

順序制御用のフラグ，命令数やアボート回数をカウ

ントするカウンタを追加する事で実現する． 

5 評価 

 図3: 評価結果 

2つの提案手法をHTMの研究で広く用いられている

LogTMに実装し，評価を行った．評価にはGEMS付属の

microbench，SPLASH-2，STAMPの3種のベンチマーク

から12種類のプログラムを用いた．評価結果を図3

に示す．図中の凡例はサイクル数の内訳を示してお

り，下から順にTx外の実行サイクル数，コミットさ

れたTxの実行サイクル数，アボートされたTxの実行

サイクル数，アボート，backoff，ストール，バリア

同期，magic waitingに要したサイクル数を示してい

る．また，4本のバーは左から順に(B) 既存のLogTM，

(S) starving writer解消モデル，(F) futile stall

防止モデル，(H) 2つの提案手法を組み合わせたモデ

ルの結果を示しており，(B)のサイクル数を1として

正規化している． 

 まず，(S)では多くのプログラムで性能向上が得ら

れたことが分かる．これは，starving writer解消手

法が解決すべき対象とした競合の再発，およびそれ

に伴うアボートの頻発を含んでいたためである．最

もstarving writerの影響を受けるBtreeでは，(S)

により既存モデルよりもアボートが86.8%も削減で

きており，最長のアボート繰り返し回数についても

約1/4程度に削減された． 

 次に，(F)ではDeque，Prioque，Raytraceで大きく

性能向上が得られたことが分かる．これらのプログ

ラムでは，特定のTxでアボートが頻発しており，こ

れらのTxのみを逐次実行した事が性能向上に繋がっ

た．また，競合があまり起きないTxを含むプログラ

ムでは，ほとんど性能低下が発生していないため，

適切に逐次実行の対象が選択された事が分かる． 

 最後に，(H)ではBarnes以外のプログラムにおいて，

2つの提案手法の内の結果が良い方と同等の結果と

なった事が分かる．なおBarnesでは，(S)によって十

分に高速化が得られる一部のTxを早期に逐次実行の

対象としてしまったため(S)ほど性能が向上しなか

ったと考えらえる．また、RadiosityとGenomeでは，

Tx毎に適切な手法が適用されたため，(H)の結果が

(S)と(F)の結果を上回った． 

6 おわりに 

 Tx実行時に発生する2つの競合パターンについて

注目し各問題を解決する手法を提案した．2つの手法

を組み合わせたモデルは既存モデルに対して平均で

28.4%，最大で72.2%の実行サイクル数を削減した． 

 今後の課題として，逐次実行対象のTxをより適切

に選択する事や，遊休状態のコアを有効活用する事

が挙げられる． 
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ജⷡ߮ⷞⷡࠕࠖ࠺ࡔવㅍࠆߌ߅ߦ

QoE⹏ଔߣQoSᓮߦ㑐ࠆߔ⎇ⓥ
ቇ☋⇟ภ 23413522 ᳁ฬ 㐳↰ ⚐⍫

ᜰዉᢎຬฬ ⍹ᯅ ⼾

1 ᐨ⺰

ᄙࠬࠚࡈ࠲ࡦࠗⷡ⸄ߥⵝ⟎ߩ⊓႐ࠅࠃߦ, ᓥ᧪↪ࠄ߆
ߒࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߡ߃ടߦߤߥࠕࠖ࠺ࡔⷞⷡߚ߈ߡࠇࠄ
߹㧘ࠆߡ߈ߡߞߥߣน⢻߇ߣߎࠆߔવㅍࠍࠕࠖ࠺ࡔജⷡߡ
,ߚ ജⷡߣࠕࠖ࠺ࡔⷞ 㧖㆙ࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪૬ࠍࠕࠖ࠺ࡔⷡ
㓒ᬺߩߤߥᬺല₸߇ะߣࠆߔᦼᓙࠆߡࠇߐ㧘ജⷡࡔ
ߒߣߩࡓ࠹ࠬࠪࠆߡ↪ߡߖ૬ࠍࠕࠖ࠺ࡔⷞⷡߣࠕࠖ࠺
ࡓ࠹㆙㓒ᓮࠪࠬߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㧖ജⷡߡ ㆙߿[1]
㓒ᢎ⢒ࠪࠬࠆ߇ࡓ࠹㧘ߦࠄߐ㧖ⷞⷡߪߡߟߦࠕࠖ࠺ࡔ㧖ㅢ
Ᏹߦઁߩࠝ࠺ࡆߩ㧖ࠅࠃ⥃႐ᗵߩ㜞ᤋࠍ㛎߇ߣߎࠆߔ
น⢻ࠆߥߣ┙߿ࠝ࠺ࡆ㧖↪⠪ߦ↱⥄߇ⷞὐࠍᄌᦝߎࠆߔ
ࠝ࠺ࡆⷞὐ↱⥄ࠆ߈ߢߩߣ [2] ߡࠇࠊⴕߦࠎ⋓ⓥ߽⎇ࠆߔ㑐ߦ
㧘ࠆ

,ߒ߆ߒ ߩߤߥ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗ QoS(Quality of Service) 
ࠆߔવㅍࠍࠕࠖ࠺ࡔߩࠄࠇߎߡߒࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀߥߩ⸽
,ߣ ,ࠅࠃߦߤߥ߉ࠄំߩߘ߿ㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀ ߩࠕࠖ࠺ࡔ
ᤨ㑆㑐ଥߓ↢߇ࠇੂߦ㧖ജຠ⾰߇ഠൻߒ㧖QoE(Quality of
Experience) .ࠆ߇น⢻ᕈࠆߔૐਅߊ߈ᄢ߇ ⸂ࠍ㗴ߩߎ
ߚࠆߔ㧖ࠕࠖ࠺ࡔหᦼᓮߩߤߥ QoS ᓮࠍⴕ߁ᔅⷐ߇
㧘ࠆ

೨ㅀߩ㆙㓒ᓮࠪࠬ߿ࡓ࠹㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬߪߡ߅ߦࡓ࠹, વ
㆐ࠆߔᖱႎࠅࠃߦߥޘജⷡߩᓮᣇᑼ߇ሽࠆߔ [3]. ᢥ₂
㧖ੑߪߢ[3] ㆙㓒ߡ↪ࠍ⟎ⵝࠬࠚࡈ࠲ࡦࠗⷡ⸄ࠆߥ⇣ߩߟ
ᓮࠪࠬࠍࡓ࠹᭴▽ߒ㧖⇣ߩߟੑࠆߥജⷡߩᓮᣇᑼ (Position-
Position ᓮᣇᑼߣ Position-Force ᓮᣇᑼ) ߡߒ↪ㆡࠍ
.ࠆ 㧖ߒ᷹⸘ࠍജߣ⟎ߩ⟎ⵝࠬࠚࡈ࠲ࡦ㧖ฦࠗߡߒߘ
ᓮᣇᑼߩᲧセࠍⴕࠆߡߞ㧘ࠗߩߤߥ࠻࠶ࡀ࠲ࡦ QoS ⸽
,႐วࠆ↪ࠍᓮᣇᑼߩࠄࠇߎߡߒࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀߥߩ
,ࠅࠃߦᓇ㗀ߩㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀ QoE ࠆ߇ࠇᕟࠆߔഠൻ߇
,ߚ ߇ㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀ QoE ߇ᔅⷐࠆߴ⺞ࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ
.ࠆ ,ߚ߹ ജⷡߩᓮᣇᑼ߿ᬺኈߩ㆑ߡߞࠃߦ㧖ᓇ㗀
,ߒ߆ߒ㧘ࠆ߇น⢻ᕈࠆߥ⇣߇ ႐วߚ↪ࠍᓮᣇᑼߩߟੑ
.ߥߡࠇࠊⴕߪᲧセߩᓇ㗀ࠆࠃߦㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀߩ

㧖ᢥ₂ߚ߹ [2] વߩߟੑࠆߌ߅ߦવㅍࠝ࠺ࡆ㧖⥄↱ⷞὐߪߢ
ㅍᣇᑼ (วᚑ↹વㅍᣇᑼ㧖↹ᅏⴕ߈↹વㅍᣇᑼ) ኻߦ
㧖QoEߡߒ ⹏ଔࠍⴕ㧖ࠢࡢ࠻࠶ࡀㆃᑧ߇ⷞὐᄌᦝߦਈ߃
.ࠆߡߒᩏ⺞ࠍᓇ㗀ࠆ ߚࠆߔ㛎ࠍᤋ㜞ߩ႐ᗵ⥃ࠅࠃ
, ⥄↱ⷞὐࠍࠝ࠺ࡆ┙ⷞ߇ߣߎࠆߔ⠨߇ࠆࠇࠄ߃, ┙ⷞ
ࠆࠊᄌ߇ቯ㊂⊛㑐ଥߩવㅍᣇᑼ㑆ߩߟ㧖ੑࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ
น⢻ᕈࠆ߇㧘ߒ߆ߒ, ┙ⷞࠍⴕ߁႐วߩᣇᑼ㑆ߩᲧセߪⴕ
㧘ߥߡࠇࠊ

,ߦࠄߐ ,ࠅࠃߦ㑆หᦼᓮࠕࠖ࠺ࡔ ⶄᢙࠍࠕࠖ࠺ࡔߩหᦼ
,႐วࠆߔ ৻ㇱࠕࠖ࠺ࡔߩࠕࠖ࠺ࡔߩหᦼຠ⾰߇ഠൻࠆߔ
.ࠆ߇㗴߁ߣ ,ߢߎߘ ᢥ₂ [4] ࠍ㧖┵ᧃ㑆หᦼᓮߪߢ
㧖ᦨ߽ߒ߆ߒ㧘ࠆߡߒታࠍหᦼߩ㑆ࠕࠖ࠺ࡔⶄᢙߡ↪
ㆃߦߩ߽ജࠍࠣࡦࡒࠗ࠲วߚࠆߡߖࠊ㧖ࠗࠢ࠲ࡦ
,ߚߩߘ㧘ࠆ߇น⢻ᕈࠆࠇࠊߥ៊ߊ߈ᄢ߇ᕈࡉࠖ࠹ ࠖ࠺ࡔ
ࡔⶄᢙߟߟߒᜬ⛽ߊ㜞ࠍᕈࡉࠖ࠹ࠢ࠲ࡦࠗߣ⾰หᦼຠࠕ
.ࠆߥߣᔅⷐ߇ᓮࠆߔታࠍหᦼߩ㑆ࠕࠖ࠺

㆙㓒ߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㧖ജⷡߪߢ㧖ᧄ⺰ᢥߢߎߘ
ᓮࠪࠬߡ߅ߦࡓ࠹㧖ࠢࡢ࠻࠶ࡀㆃᑧ߇ QoE ᓇࠆ߃ਈߦ
㗀ࠍ⺞ᩏߒ, ജⷡߩᓮᣇᑼߩᲧセࠍⴕ߁㧘߹ߚ㧖㆙㓒ᢎ⢒ࠪ
ࡆ㧖⥄↱ⷞὐߦࠄߐ㧘߁ⴕࠍᩏ⺞ߩ㧖ห߽ߡ߅ߦࡓ࠹ࠬ
㧖2ߡߒኻߦ႐ว߁ⴕࠍ㧖┙ⷞߡ߅ߦવㅍࠝ࠺ ᣇᑼ (วᚑ
↹વㅍᣇᑼߣ↹ᅏⴕ߈↹વㅍᣇᑼ) ࠍᲧセߩ QoE ⹏
ଔߡߞࠃߦⴕ߁㧘ߡߒߘ㧖QoSᓮߡߒߣ, ┵ᧃ㑆หᦼᓮࠍ
㧘ࠆߔឭ᩺ࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ㑆หᦼࠕࠖ࠺ࡔߚ↪
2 ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᓮࠪࠬࡓ࠹
Ყセߩᓮᣇᑼߩജⷡࠆߌ߅ߦ

ᧄ┨ߪߢ, ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᓮࠪࠬࡓ࠹
,ߡ߅ߦ ᢥሼࠍᦠߊᬺߣ☼ࠍಾࠆᬺࠍኻ⽎ߒߣ, ࠶ࡀ
߇ㆃᑧࠢࡢ࠻ QoE ᓮᣇᑼߩ㧖ജⷡߒᩏ⺞ࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ
.߁ⴕࠍᲧセߩ
2.1 ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᓮࠪࠬࡓ࠹

�l�b�g���[�N

࿑ 1: ㆙㓒ᓮࠪࠬߩࡓ࠹᭴ᚑ

ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᓮࠪࠬߩࡓ࠹᭴ᚑࠍ
࿑ ࠬߩบ৻ߣᧃ┵࠲ࠬࡑߩ㧖৻บߪࡓ࠹㧘ᧄࠪࠬߔ␜ߦ1
.ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆ᧃ┵ࡉ ฦ┵ᧃࠬࠚࡈ࠲ࡦࠗⷡ⸄ߪߦⵝ⟎
,ߡߒߣ PHANToM Omni(એਅ, PHANToM (ߔ⇛ߣ ߃߇
ઃࠆߡࠇࠄߌ. ᢥሼࠍᦠߊᬺࠍⴕ߁႐วߪߦ, ┵ࡉࠬ
ᧃߩ PHANToM ߇ࠞࡑ࠼ࡏ࠻ࠗࡢࡎߪߦࠬࠗ࠲ࠬ
ขࠅઃࠅ߅ߡࠇࠄߌ㧖PHANToM ࠼ࡏ࠻ࠗࡢࡎߪߦᚻ೨ߩ
,߅ߥ㧘ࠆߡࠇ߆⟎߇࠻ࠪ ☼ࠍಾࠆᬺࠍⴕ߁႐วߦ
ߩᧃ┵ࡉ㧖ࠬߪ PHANToMࠬߪߦࠬࠗ࠲☼ࠞ࠲࠶
㧖PHANToMࠇࠄߌઃࠅข߇ 㧘ࠆࠇ߆⟎߇᧼☼ߪߦᚻ೨ߩ
ߎ㧘ࠆߡࠇߐ⛯ធ߇ࡔࠞࠝ࠺ࡆߪߦᧃ┵ࡉ㧖ࠬߚ߹
ࠬࠄ߇ߥࠍࠝ࠺ࡆ㧖ߪ↪⠪ߩᧃ┵࠲ࠬࡑ㧖ࠅࠃߦࠇ
ߩᧃ┵ࡉ PHANToMࠍ㆙㓒ᠲࠅࠃߦߣߎࠆߔ㧖ᢥሼࠍᦠ
,ࠅߚ ☼ࠍಾࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ.
2.2 ⹏ଔᣇᴺ

⹏ଔߪߢ㧖࠲ࠬࡑ┵ᧃࡉࠬߣ┵ᧃߪ, ࠛࠢࡢ࠻࠶ࡀ
࠲ࡘࡒ (NIST Net) .ࠆࠇߐ⛯ធߡߒࠍ ,ߡߒߘ NIST
Net ,ߡ↪ࠍ ㅢㆊࠆߔฦߦ࠻࠶ࠤࡄኻߒ, ࿕ቯㆃᑧࠍઃടߔ
.ࠆ ࿕ቯㆃᑧߪ 0ms ࠄ߆ 200ms ߢ߹ 50ms 㑆㓒ߢᄌൻࠆߖߐ.
,ߡߒߘ ജⷡߩᓮᣇᑼߣ࿕ቯㆃᑧߦࡓ࠳ࡦࠍㆬᛯߡߒ, ฦ
ⵍ㛎⠪ߦឭ␜ࠆߔ.

QoE ⹏ଔߪߢ, ⵍ㛎⠪ߪ㧖࠲ࠬࡑ┵ᧃߡ߅ߦ㧖ࠬࡉ
┵ᧃߩ PHANToM ᬺߊᦠࠍ㧖ᢥሼߒ㆙㓒ᠲࠍ (એਅ㧖⹏
ଔ (ࠆߔߣ1 ᬺࠆಾࠍ☼ߪߚ߹ (⹏ଔ 2) .߁ⴕࠍ ⵍ㛎⠪ߦ
,ߪ ᢥሼߩᦠߪߚ߹ߐߔ߿߈☼ߩಾߡߟߦߐߔ߿ࠅ, 5 Ბ
㓏ᅹኂዤᐲ (5: ഠൻ߇ಽߥࠄ߆, 4: ഠൻ߇ಽ߇ࠆ߆᳇ߥߦ
,ߥࠄ 3: ഠൻ߇᳇߇ࠆߥߦ㇎㝷ߥࠄߥߦ, 2: ഠൻ߇㇎㝷
,ࠆߥߦ 1: ഠൻ߇㕖Ᏹߦ㇎㝷ࠆߥߦ) ߽ߡߌߟࠍὐ⹏ߡߞᓥߦ
㧖MOS(Meanࠄ Opinion Score) .ࠆ᳞ࠍ ᢥሼࠍᦠߊᬺ
ߪⵍ㛎⠪ࠆߌ߅ߦ 22 ᱦࠄ߆ 28 ᱦߩ↵ᅚ 15 ฬࠅߢ㧖☼ࠍ
ಾࠆᬺߪࠇߘࠆߌ߅ߦ 21 ᱦࠄ߆ 27 ᱦߩ↵ᅚ 15 ฬࠆߢ.
2.3 ⹏ଔ⚿ᨐߣ⠨ኤ

࿑ 2, ࿑ 3 ଔ⹏ࠇߙࠇߘߦ 1, ⹏ଔ 2 ࠆߌ߅ߦ MOS .ߔ␜ࠍ
࿑ 2 ⚂߇㧖࿕ቯㆃᑧࠅࠃ 0ms ,ߣࠆߥߊ߈ᄢࠅࠃ Position-

Position ᓮᣇᑼ߽ࠅࠃ Position-Force ᓮᣇᑼߩ MOS ߇
ૐ߇ߣߎࠆߡߞߥߊಽࠆ߆. .ࠆߢࠅㅢߩએਅߪ↱ℂߩߎ
Position-Position ᓮᣇᑼߪߢ, ࿕ቯㆃᑧ߇Ⴧടߣࠆߔ, ࠬࡑ
߇Ꮕߩ⟎ߩࠬࠗ࠲PHANToMࠬߩᧃ┵ࡉࠬߣᧃ┵࠲
ᄢࠅߥߊ߈, ,ߡ߅ߦᧃ┵࠲ࠬࡑ ឭ␜ࠆࠇߐജ߇ᄢߥߊ߈
.ࠆ ৻ᣇ, Position-Forceᓮᣇᑼߪߢ, ߐ▚⸘ߢᧃ┵ࡉࠬ
ߢᧃ┵࠲ࠬࡑߡࠇㆃߌߛಽߩㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀ߇ജߚࠇ
ജߚࠆࠇߐ, ኻߩ߈ะࠆߡߒ߆േ߇ⵍ㛎⠪ߩᧃ┵࠲ࠬࡑ
ᣇะߣឭ␜ࠆࠇߐജߩะࠆߓ↢߇ࠇߕߦ߈. ,ߚ߹ ᢥሼࠍᦠ
,ߪߡ߅ߦᬺߊ ߇ⵍ㛎⠪ߡ߅ߦᧃ┵࠲ࠬࡑ PHANToM
.ࠆߔᄌൻߦ❥㗫ߪᣇะߔ߆േࠍࠬࠗ࠲ࠬ ,ߢߎߘ Position-
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Ꮏቇಽ㊁ࡓ࠹ࠬࠪ▚⸘

࿑ 2: ࿕ቯㆃᑧߦኻࠆߔ MOS(⹏ଔ 1)

࿑ 3: ࿕ቯㆃᑧߦኻࠆߔ MOS(⹏ଔ 2)

Position ᓮᣇᑼ߽ࠅࠃ, Position-Force ᓮᣇᑼࠆ↪ࠍ႐
วߩᣇ߇, ജߩะࠅࠃߦࠇߕߩ߈, ᢥሼߩᦠࠅࠃࠍߐߊߦ߈
ᗵࠆߢߚࠆߥߊߔ߿ߓ.

࿑ 㧖࿑ߪߢ3 ,ߣࠆߴᲧߣ2 Position-ForceᓮᣇᑼߩMOS
.ࠆߡߞߥߊ㜞ߒዋ߇ ,ߪߢᬺࠆಾࠍ㧖☼ߪࠇߎ ᢥሼ
,ߴᲧߦᬺߊᦠࠍ ,ࠅߥߊᄙ߇߈േߥ⊛✢⋤ ㆃࠢࡢ࠻࠶ࡀ
ᑧ߇Ⴧട߽ߡߒ, ജߩᣇะࠍࠇߕߩᗵߢߚࠆߥߊߊߦߓ
㧘ࠆ

એࠅࠃ, ㆙㓒ᓮࠪࠬߪߢࡓ࠹, Position-Position ᓮᣇ
ᑼ߇ߩࠆ↪ࠍᦸ߹ߒ.
3 ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬࡓ࠹
Ყセߩᓮᣇᑼߩജⷡࠆߌ߅ߦ

ᧄ┨ߪߢ, ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬࡓ࠹
,ߡ߅ߦ ᢥሼࠍᦠߊᬺࠍኻ⽎ߒߣ, QoE ⹏ଔߡߞࠃߦ, ജ
.߁ⴕࠍᲧセߩᓮᣇᑼߩⷡ

ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬߪࡓ࠹, వ↢
.ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆ᧃ৻บ┵ߩᓤ↢ߣᧃ৻บ┵ߩ ╙ 2 ߞᛒߢ┨
,ࠅߥ⇣ߣࡓ࠹㆙㓒ᓮࠪࠬߚ ,ߪߢࡓ࠹ࠬࠪߩߎ ਔ┵ᧃߩ
PHANToM ߌઃࠅข߇ࠞࡑ࠼ࡏ࠻ࠗࡢࡎߦࠬࠗ࠲ࠬ
,ࠅ߅ߡࠇࠄ PHANToM ⟎߇࠻ࠪ࠼ࡏ࠻ࠗࡢࡎߦᚻ೨ߩ
.ࠆࠇ߆ ,ߚ߹ PHANToM ,ߕߖ࿕ቯߢࡊ࠹ࠍࠬࠗ࠲ࠬ ਔ
┵ᧃߩ↪⠪ߪ, PHANToM ߢߣߎࠆ߃ᷝࠍᚻߦࠬࠗ࠲ࠬ
ᠲࠍⴕ߁. ,ߦࠄߐ ਔ┵ᧃ߇ࡔࠞࠝ࠺ࡆߪߦขࠅઃࠄߌ
,ࠅ߅ߡࠇ ┵ᧃ㑆ࠍࠝ࠺ࡆߢ⋧ߦવㅍࠆߔ. వ↢ߪ㧖࠻࠶ࡀ
PHANToMߡߒࠍࠢࡢ 㧖↢ᓤࠅࠃߦߣߎࠆߔ㆙㓒ᠲࠍ
ਥ߇㧖↢ᓤߚ߹㧘ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ␜ᢎࠍᣇ߈ᦠߩᢥሼߦ
⏕ࠍᢥሼߚᦠߩᓤ↢߇↢㧖వߢߣߎߊᦠࠍᢥሼߡߞߥߣ
,ߚߩߘ㧘ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ ㆙㓒ᓮࠪࠬࠅߥ⇣ߣࡓ࠹, వ
ࠍᢥሼߡߞߥߣਥ߇ࠄߜߤߩ↪⠪ߩᧃ┵ߩᓤ↢ߪߚ߹↢
ᦠࠅ߽ߣߎߊᓧࠆ.

QoE ⹏ଔߪߢ, ┵ᧃ㑆ߦ࿕ቯㆃᑧߚߖߐ↢⊑ࠍ. ,ߡߒߘ ⵍ
㛎⠪ߦ↢ᓤߩ┙႐߁ߣޠ᳗ޟߢᢥሼࠍᦠߊᬺࠍⴕ߽ߡߞ
,ᓟߚߞࠄ వ↢ߩ┙႐ߢหߓᬺࠍⴕߚߞࠄ߽ߡߞ. ⚿ߩߘ
ᨐ, Position-Position ᓮᣇᑼߪߦ߈ߣࠆ↪ࠍ, వ↢߇ਥ
႐ߊᦠࠍᢥሼߡߞߥߣਥ߇ᓤ↢ߣ႐วߊᦠࠍᢥሼߡߞߥߣ
ว, ᦠߩߐߔ߿߈ MOS .ߚߞ߆ಽ߇ߣߎߥߤࠎߣ߶ߪᏅߦ
৻ᣇ, Position-Force ᓮᣇᑼߪߦ߈ߣࠆ↪ࠍ, వ↢߇ਥ
,ߡߴᲧߣ႐วߊᦠࠍᢥሼߡߞߥߣ ↢ᓤ߇ਥߡߞߥߣᢥሼࠍ

ᦠߊ႐วߪߦ, ࿕ቯㆃᑧ߇Ⴧᄢߣࠆߔ MOS ࠆߔૐਅߊ߈ᄢ߇
.ߚߞߥߣ߆ࠄ߇ߣߎ ᓥߡߞ, ㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬߪߡ߅ߦࡓ࠹,
Position-Position ᓮᣇᑼߩᣇ߇ఝࠆ߃⸒ߣࠆߡࠇ.
4 ⥄↱ⷞὐ┙ࠝ࠺ࡆવㅍࠢࡢ࠻࠶ࡀࠆߌ߅ߦㆃ
ᑧߩᓇ㗀

ᧄ┨ߪߢ, ⥄↱ⷞὐ┙ࠝ࠺ࡆવㅍߡ߅ߦ㧖ᢥ₂ [1] ↪ߢ
વㅍᣇᑼߩߟੑࠆߡࠇࠄ (วᚑ↹વㅍᣇᑼߣ↹ᅏⴕ
(વㅍᣇᑼ↹߈ ࠍᲧセߩ QoE ⹏ଔߡߞࠃߦⴕ߁㧘

⥄↱ⷞὐ┙ࠝ࠺ࡆવㅍࠪࠬߪࡓ࠹, ࠗࠢߣᧃ┵ࡃࠨ
.ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆ᧃ┵࠻ࡦࠕ ,ߪߦᧃ┵ࡃࠨ ⶄᢙบࠝ࠺ࡆߩ
ⶄᢙߪࠆࠫ࠻ࠬߚߒⓍ⫾ࠍࠝ࠺ࡆߚߒᓇߢࡔࠞ
บ߇ࡔࠞࠝ࠺ࡆߩធ⛯ࠅ߅ߡࠇߐ, ᔅⷐߦᔕࠝ࠺ࡆߡߓ╬
.ࠆߔવㅍߦᧃ┵࠻ࡦࠕࠗࠢࠍ࠲࠺ߩ ᧃ┵࠻ࡦࠕࠗࠢ
,ߪߢ ┙ࠍࠝ࠺ࡆ␜ߩߚࠆߔ┙߇ࠗࡊࠬࠖ࠺ធ⛯ߐ
,ࠅ߅ߡࠇ ฃାࠍ࠲࠺ߚߒၮߦวᚑߚߒ⥄↱ⷞὐ┙࠺ࡆ
.ࠆࠇߐ␜߇ࠝ ,ߚ߹ ,ߪ↪⠪ߩᧃ┵࠻ࡦࠕࠗࠢ ࠬ࠙ࡑ
,߈ߢ߇ߣߎࠆߔᄌᦝࠍⷞὐߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⒖േߢ㕙↹ࠍ
శ⌒㏜ߢߣߎࠆߌ߆ࠍ┙ⷞ߇น⢻ࠆߥߣ.

QoE ⹏ଔߪߢ, ┵ᧃ㑆ߦ࿕ቯㆃᑧߖߐ↢⊑ࠍ, ࠻ࡦࠕࠗࠢ
┵ᧃߩⵍ㛎⠪ߦ⥄↱ⷞὐ┙ࠍࠝ࠺ࡆឭ␜ߚߒ. ⵍ㛎⠪ߪߦ,
วᚑ↹વㅍᣇᑼ߮ࠃ߅↹ᅏⴕ߈↹વㅍᣇᑼࠆߌ߅ߦ
↹ຠ⾰, ⷞὐᄌᦝࡉࠖ࠹ࠢ࠲ࡦࠗߩᕈ, ✚วຠ⾰ߡߟߦ,
ߒߣၮḰࠍ႐ว߁ⴕࠍᚑ↢ߩࠝ࠺ࡆⷞὐ┙↱⥄ߢ࡞ࠞࡠ
.ߚߞࠄ߽ߡߒଔ⹏ߡ ⚿ᨐߡߒߣ㧖ᣇᑼ㑆ߩఝഠ㑐ଥߣ߶ߪ
ᢥ₂ߤࠎ [1] 㧖ਔࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ㧖┙ⷞ߇ߚߞߥߣหߣ
ᣇᑼߦ߽ߣ㧖↹ຠ⾰ߣ✚วຠ⾰߇ะ߇ߣߎࠆߔಽߚߞ߆㧘
5 ┵ᧃ㑆หᦼᓮࠕࠖ࠺ࡔߚ↪ࠍ㑆หᦼࠧ࡞ࠕ
ឭ᩺ߩࡓ࠭

ᧄ┨ߪߢ, ┵ᧃ㑆หᦼᓮࠕࠖ࠺ࡔߚ↪ࠍ㑆หᦼࠧ࡞ࠕ
㧘߁ⴕࠍേ⏕ታ㛎ߩࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ㧖ߒឭ᩺ࠍࡓ࠭

ߣ⇇⍮ⷡ㒢ߩ㑆หᦼ⺋Ꮕࠕࠖ࠺ࡔ㧖ߪߢࡓ࠭ࠧ࡞ࠕߩߎ
.ࠆ↪ࠍ⇇ㆇ↪㒢⁜ߩ࿐▸ࠅࠃߢ㒢⇇ߩߘ ⍮ⷡ㒢⇇ߣ
,ߪ Ꮕ⺋߇ੱߩߤࠎߣ߶߫ࠇਅ࿁ࠍࠇߎ߇㑆หᦼ⺋Ꮕࠕࠖ࠺ࡔ
.ࠆߢ࿐▸ࠆߥߊߥߒ⍮ⷡࠍ 㑆หᦼ⺋Ꮕࠕࠖ࠺ࡔ㧖ߡߒߘ
߁ࠃࠆߦㆇ↪㒢⇇߇㧖⺋Ꮕߪߦ႐วߚ߃ࠍ⇇⍮ⷡ㒢߇
,ߦࠄߐ㧘߁ⴕࠍᱜୃߩࠣࡦࡒࠗ࠲㧖ജߦ ࡆߡߒߣࠕࠖ࠺ࡔ
ߩࡓ࠭ࠧ࡞ࠕࠅࠃߦ㧖ታ㛎ߒߣ⽎ኻࠍࠕࠖ࠺ࡔജⷡߣࠝ࠺
േ⏕ࠍⴕߚߞ㧘⚿ᨐߡߒߣ, ߒേߊߒᱜߪࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ
㧘ߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆߡ
6 ⚿⺰

ᧄ⺰ᢥߪߢ, ,ߕ߹ ജⷡߚ↪ࠍࠝ࠺ࡆࠕࠖ࠺ࡔ㆙㓒ᓮ
,ߡ߅ߦࡓ࠹㆙㓒ᢎ⢒ࠪࠬߣࡓ࠹ࠬࠪ ᓮᣇᑼߩജⷡߩߟੑ
(Position-Position ᓮᣇᑼߣ Position-Force ᓮᣇᑼ) Ყߩ
セࠍ QoE ⹏ଔࠅࠃߦⴕߚߞ. ,ᨐ⚿ߩߘ Position-Force ᓮ
ᣇᑼ߽ࠅࠃ Position-Position ᓮᣇᑼߩᣇ߇ QoE ߥߊ㜞߇
.ߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆ

ᰴߦ, ⥄↱ⷞὐࠝ࠺ࡆવㅍߡ߅ߦ, ⥄↱ⷞὐࠍࠝ࠺ࡆ┙
ⷞࠆߔ႐วߦኻߡߒ, ߇ㆃᑧࠢࡢ࠻࠶ࡀ QoE ᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ
,ߒᩏ⺞ࠍ વㅍᣇᑼߩߟੑ (วᚑ↹વㅍᣇᑼߣ↹ᅏⴕ߈
↹વㅍᣇᑼ) ࠍᲧセߩ QoE ⹏ଔࠅࠃߦⴕߚߞ. ,ߡߒߘ ┙
ⷞߩήߦ㑐ߕࠄࠊ㧖ᣇᑼ㑆ߩఝഠߪᄌ߇ߣߎߥࠄࠊࠄ
,႐ว߁ⴕࠍ㧖┙ⷞߚ߹㧘ߚߞߥߣ߆ ┙ⷞࠍⴕߥࠊ႐ว
,ߴᲧߣ ↹ຠ⾰ߣ✚วຠ⾰߇ะ್߇ߣߎࠆߔߚߒ.

,ߦࠄߐ QoS ᓮߡߒߣ, ┵ᧃ㑆หᦼᓮࠕࠖ࠺ࡔߚ↪ࠍ
㑆หᦼࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕឭ᩺ߒ㧖ߣࠝ࠺ࡆജⷡࠍࠕࠖ࠺ࡔኻ⽎
,ߡߒߣ㧘⚿ᨐߚߞⴕࠍ㧖േ⏕ታ㛎ߒߣ ┵ᧃ㑆หᦼᓮࠍ
ߎࠆߡߒേߊߒᱜߪࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ㑆หᦼࠕࠖ࠺ࡔߚ↪
.ߚࠇߐ␜߇ߣ

ᓟߩ⺖㗴ߡߒߣ, ജⷡߩᓮᣇᑼߩᡷ⦟ࠍ⠨߃, ലᨐߩߘ
,ߡ߅ߦવㅍࠝ࠺ࡆ㧖⥄↱ⷞὐ┙߿ߣߎࠆߔ⸽ᬌࠍ ࠆߥ⇣
ߡߒኻߦ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߥᄙ߿ࠢࡢࡔࠞ QoE ⹏ଔࠍⴕߎ߁
ߩࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ㧖ឭ᩺ߦࠄߐ㧖ߣ QoE ⹏ଔࠆࠃߦലᕈߩ⺞
ᩏ߇ߤߥࠆࠇࠄߍ.
7 ෳ⠨ᢥ₂
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1 はじめに 

これまでゲート遅延に対し，配線遅延が相対的に

増大してきた事により，配線遅延がプロセッサ性能

に与える影響が大きくなった事で，配線遅延を隠蔽

するキャッシュメモリの重要性が高まってきた．こ

の一方で，集積回路の微細化に伴うリーク電流の増

大による消費電力及び発熱量の増大といった問題か

ら，プロセッサの動作周波数の向上は困難になって

きている．このため，現在では消費電力や発熱量の

問題を解決しつつプロセッサあたりの処理能力を向

上させる，マルチコアプロセッサが広く普及してい

る． 
さて，このようなマルチコアプロセッサではキャ

ッシュを有効活用するため，複数のコアがキャッシ

ュを共有する場合が多い．ここで，複数のコアによ

って共有されるキャッシュ上では，複数のプロセス

がエントリを追い出し合う干渉が発生し，キャッシ

ュ性能が著しく低下する場合がある．このため，干

渉の発生を抑制する手法として，各コアに占有領域

を与えるキャッシュ分割手法が提案されている． 
このようなキャッシュ分割手法の 1 つである

Vantage[1]では，多くの分割領域を管理できる．し

かしながら，Vantageでは多くの分割領域を効率的

に管理する手法について深く考察されている一方，

その追い出しアルゴリズムの選択については深く考

察されていない．そこで，本研究ではVantageに適

した追い出しアルゴリズムとして，エントリの挿入

位置を動的に調整する手法を提案する． 
2 既存の追い出しアルゴリズム改良手法 

 これまで提案されてきた追い出しアルゴリズムの

改良として，キャッシュ上に配置されてから再参照

された事のある既参照エントリを，再参照された事

が無い未参照エントリよりも優先する手法が多く

存在する．このような手法として，Jaleelら[2]はエ

ントリの挿入位置を調整するRe-Reference  
Interval Prediction (RRIP)を提案し，Khanら[3] 

 
 
はキャッシュ上に配置されてから再参照された事の 
無い未参照エントリの利用数を指定する Dynamic 
Segmentation を提案した．これらの手法はいずれ

も低いハードウェアコストで実現可能でありながら，

非常に高い性能を引き出す事ができる．そこで，本

提案手法ではこれらの手法に着目し，より高性能な

追い出しアルゴリズムを提案する． 
3 細粒度分割キャッシュにおける挿入位置調整 

本研究では，既存の既参照エントリ優先方式の内，

未参照エントリ利用数を指定する方式と挿入位置を

指定する方式の，どちらがより高性能な追い出し方

式であるかを予備実験により評価した．この結果か

ら，未参照エントリ利用数を指定する方式は性能が

著しく低下する場合があったのに対して，挿入位置

を指定する手法は性能を安定して向上させる事が確

認できた．また，未参照エントリの利用数を指定す

る方式をVantage上に実現する場合には，その性能

低下の回避が困難である．このため，本研究では

Vantage上での既参照エントリ優先方式として，挿

入位置を調整する手法を提案する． 
 Vantage上で挿入位置を指定するためには，挿入

時のタイムスタンプを指定する必要がある．これに

加えて，挿入位置を指定したモデルにおける実行時

の性能を知るためには，サンプリングモニタを利用

する必要があり，このモニタを利用して性能を観測

するためには，優先される既参照エントリの割合を

知る必要がある．そこで，本提案手法では挿入時に

設定するタイムスタンプとして Insertpoint を用意

する．そして，優先する既参照の目標値を設定し,   
Insertpoint の値がこの目標値に近づくよう一定間

隔毎に調整する事により，指定した割合の既参照エ

ントリを優先させる． 
 ここで，1つの Insertpointを利用して指定する事

のできる挿入位置は1箇所でしかない．しかしなが

ら，複数箇所からエントリの挿入位置を選択する事

ができれば，更なる性能向上が可能であると考えら
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れる．そこで，複数箇所からの挿入位置選択を実現

するため，複数の Insertpointを用意する．そして，

各 Insertpoint に対応するモニタにおける性能を比

較する事によって，最も性能を向上させる挿入位置

を選択する．これにより，複数箇所からの挿入位置

選択を実現する事が可能になる． 
4 ロード命令毎の特徴を考慮した挿入位置調整 

ロード命令毎に，アクセスするアドレスの数や，エ

ントリを再参照する間隔には特徴がある．このため，

ロード命令毎のアクセスパターンに着目し，追い出

し順を変化させれば，更にキャッシュ性能を向上さ

せる事ができると考えられる． 
ここで，ロード命令毎のアクセスパターンを考慮

する手法としては，浅見ら[4] が提案したロード命

令単位での分割領域割り当て手法が存在している．

この手法では，プロセス間だけでなく単一プロセス

内でも干渉が発生する事に着目し，ロード命令単位

で分割領域を割り当てる．そして，各ロード命令が

必要とするエントリをキャッシュ上で保護する事に

より，性能向上を図る．このように，浅見らの手法

は単一プロセス内で発生する干渉の抑制を目的とし

ているため，追い出しアルゴリズムの選択について

は考察しておらず，その追い出しアルゴリズムとし

てはLRU 方式を採用している． 
しかしながら，ロード命令毎のアクセスパターン

を考慮して追い出しアルゴリズムを変化させれば，

更に性能を向上させる事ができると考えられる．そ

こで，本提案手法では前章で述べた追い出しアルゴ

リズムを，ロード命令単位での分割領域割り当て手

法と組み合わせ，分割領域毎に別々の挿入位置を選

択する手法を提案する． 
5 評価 

評価対象のプログラムとして SPEC CPU2006 の

29プログラムを選択し，500Mサイクルのスキップ

後 500M サイクル実行した場合の IPC を既存の

Vantageと比較した． 
 評価の結果，471において全てのプログラムが大幅

に性能向上した．これは，Vantageを利用した場合

の連想度向上が非常に大きかったためである．また，

483 では挿入位置調整モデル(I)が大きく性能を向上

させている．これは，483 が既参照エントリを優先

する事で大きく性能が向上するワーキングセットの

非常に大きなプログラムであったためである．(P)
は 401 や 464 で大きく性能を向上させた．そして，

これらを組み合わせたモデル(H)は平均的に見て，そ

の性能を最も向上させた． 
6 おわりに 

本研究では細粒度分割キャッシュ上に適した追い

出しアルゴリズムを提案した．今後の課題としてハ

ードウェアコストの削減が挙げられる． 
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音響信号における多重解像度 SOMに関する研究 

学籍番号 23413525氏名 烏田 光一朗 

指導教員名 黒柳 奨 

 

 

1 はじめに 
近年，ニューラルネットワークを用いた音声，音響

信号に関する研究が盛んに行われており，本研究室

でもニューラルネットワークによるパターン認識手

法を用いた研究を行っている．一般的に音響信号に

よるパターン認識手法においては，周波数スペクト

ル情報を特徴ベクトルとして与えることが多いが，

構造的特徴はスペクトル化することで失われてしま

う問題がある．ところで画像処理において多重解像

度表現という手法がある．多重解像度表現とは，入

力画像にHarr-Wavelet変換を施すことで，原画像を

段階的な解像度画像に分解し，解像度毎に別々の

SOMへ与えることにより，低解像度画像を与えたSOM

では画像の大域的な特徴，高解像度では部分的な特

徴を学習することができる．そこで，スペクトログ

ラムにおいて画像処理における多重解像度表現を用

いて，段階的な解像度で表現することで，スペクト

ルパターンの「構造」を把握できるようになり，先

ほど述べた救急車のサイレン音やカッコウの鳴き声

など，周波数パターンが変化する音種の学習・識別

がこの手法で実現できると考え，音響信号における

多重解像度表現を用いたSOMの実装及び検証を本研

究では行う． 

2 画像処理における多重解像度表現 
東京農工大の秋元らの「自己組織化マップによる多

重解像度マップのクラスタ関係の解析」[1]より画像

処理における多重解像度表現について説明する．画

像処理における多重解像度表現は，原画像にHaar- 

Wavelet変換を施し，生成画像を更に Haar-Wavelet

変換することで多重解像度表現を実現する．画像に

おけるHaar-Wavelet変換は座標方向の輝度におけ

る二組の正規直交関数列によって変換される．一つ

は低周波数成分を出すScaling関数と，もう一つは

高周波数成分を出すWavelet関数である．1回の変

換を行うと画像の縦横方向と Scaling関数，Wavelet

関数の二関数の組み合わせで濃淡画像 1枚(LL)，テ 

 

 

 

クスチャ画像3枚(HL，LH，HH)に画像が出力され，

計 4枚の画像が出力される．1回の変換レベルを圧

縮レベル 1とし，繰り返し濃淡画像を Haar-Wavelet

変換することによって，階層的な各解像度の分解画

像の和として原画像を表現できる．圧縮レベルが高

くなるほど画像が低解像度となり，低いほど高解像

度となる．すなわち，高圧縮レベル画像を学習した

SOMは，低解像度の画像を学習することで大域的特

徴の学習，低圧縮レベル画像を学習した SOMは，高

解像度の画像を学習することで部分的特徴の学習が

行われる． 

3 音響信号における多重解像度SOM(提案手法) 
音響信号における多重解像度 SOMの学習の概要を図

１に示す． 

 

 
図１：音響信号における多重解像度SOM 
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まず，学習する音データ群を特徴生成部でスペクト

ログラム化する．そして生成されたスペクトログラ

ム(長さ X)に対し，1/2X，1/4X，1/8X，…の長さの

矩形窓を用意し，窓をスペクトログラムの時間軸方

向に対し，1 点ずつシフトしながら窓内の値を平均

化し，移動平均をとる．窓長毎に走査を行うことで

長い窓では低解像度，短い窓では高解像度のスペク

トルが出力される．これらが，画像処理における

Haar-Wavelet 変換の役割を果たすことができると

考えられる．学習はSOMを用い，解像度毎に別々の

SOM で学習を行う．学習で得られた解像度毎の重み

の発火情報を元に相互発火ニューロンを生成する．

相互発火ニューロンは，時系列的に対応する入力を

各解像度毎のSOMに与え，発火した SOMニューロン

に応じて対応した相互発火ニューロンが発火する． 

 

 

図２：相互発火ニューロン 
 

識別については，音データを学習時と同じように特

徴生成部にて特徴生成を行う．その後，SOM の重み

群を用いて発火パターンベクトルを生成する．そし

て，発火パターンベクトルと相互発火ニューロンを

k-nearest neighborを用いて識別を行う． 

4 提案手法による実験 

提案手法による学習識別実験を行った．学習識別に

使用した音は救急車のサイレン，カッコウの鳴き声，

純音 1000Hz，500Hzの 4種である．SOMは 2次元 SOM

を用い，ニューロン数 4×4～8×8，及びニューロン

の平滑化あるなしに関して全ての組み合わせで学習

識別実験を行った．実験結果を表１に示す． 

 

 

 

表１：実験結果 

SOMニューロン数 平滑化あり 平滑化なし 

4×4 95% 100% 

5×5 95% 100% 

6×6 95% 95% 

7×7 80% 85% 

8×8 95% 72.5% 

SOM ニューロンの数により識別率が大きく変化して

いる．これは，相互発火ニューロンが各解像度の SOM

のニューロン番号を学習しているためであると考え

られる．近しい入力を与えても小さなノイズなどの

要因で別の近傍ニューロンが発火し，相互発火ニュ

ーロンが異なるパターンになってしまうからである

と考えられる．解決策としては，ある程度近い値を

持つ近傍ニューロン同士を自動的に結合するといっ

た方法などが挙げられる． 

5 まとめ 

一般的な音響信号のパターン認識は，周波数スペク

トルを特徴ベクトルとして用いるものが多く，音響

信号の構造的特徴が失われる問題があった．そこで，

画像処理における多重解像度表現を音響信号に適用

し，学習識別実験を行った．SOM ニューロンの数や

SOM の重みを平滑化することで識別率の向上ができ

た．しかし，似た特徴の音データでも微小な差によ

り相互発火ニューロンが異なる問題があり，細かな

パラメータ調整が必要という問題がある．今後の課

題として，自動でパラメータを最適な値に設定する

ような機構の導入，また，音種を増やした実験を行

う必要がある． 

6 参考文献 

[1] 秋元 信二，関根 優年 : “自己組織化マップによる多

重解像度マップのクラスタ関係の解析”, 日本神経回路学会 
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低消費電力化のための並列処理タスクへのプロセッシングエレメントの動的な配分機構 
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指導教員名 岩田 彰 

1 はじめに 

アプリケーションはプロセッサ抽象化 API を用

いることにより，端末に搭載されている複数のプロ

セッサのリソースを細やかに指定して使用できる．

Windows 上でのパフォーマンス向上のためにバイ

ナリに変更を加えずに使用プロセッサの動的な変更

を可能とする研究としてPACUE[1]がある．プロセ

ッサの中の計算ユニットの単位であるプロセッシン

グエレメントをタスクに適切に割り当てることで省

電力化が期待できる．タスクがリソースを適切に使

用するには，まず，リソースの動的な配分を可能と

する環境の構築が必要となる．本論文では，Linux
系OSにおいて，バイナリに変更を加えることなく，

プロセッサ抽象化 API 利用アプリケーションが使

用するプロセッシングエレメントを動的に変更でき

るリソース配分機構の実現方式を提案し，提案方式

の効果を確認する． 
2 関連研究 

PACUE は，API フックによりプロセッサ抽象化

APIへの介入を行うことによって，バイナリに変更

を加えずに方式の利用を可能としている．PACUE
はWindowsが搭載されたPCを対象としているが，

消費電力や占有面積への制限という観点から携帯端

末でのリソースの有効活用に対する需要が高いこと

から，Linux 系OS での実現を図る．また，多くの

プロセッサ抽象化APIでは，PEへのタスクの割り

当てを指定することができる．これを利用して，動

的にPE の配分を行うことでプロセッサの選択をす

るだけよりも個々の端末性能を活かした処理を行う

ことが期待できる．そのためには，まず，リソース

の動的な配分を可能とする環境の構築が必要となる． 
3 提案方式とその実装 

提案方式の概要を図1に示す．提案方式はPE へ

のタスクの割当をタスクへのPE の配分と捉える．

提案方式はPE 割当機構とPE 選択機構の 2 つの機

構を持つ．PE 割当機構は，API フックによりプロ

セッサ抽象化APIの呼出へ介入し，タスクが割り当

てられるPEを変更した上で同じAPIを呼び出すこ

とにより，PEへの割当の変更を行う．PE選択機構

は，取得した端末情報や実行情報などの利用状況デ

ータを元に，タスクへ割り当てられるPE の選択を

行う．PEの動的な配分は，PE選択機構の結果に従

って，タスクが割り当てられるPE をPE 割当機構

が変更することによって実現する．また，提案方式

はPACUEの構成を継承しているため，使用プロセ

ッサの動的な変更も可能である．  
提案方式をLinuxおよびAndroidにおいて，

OpenCL[2]を用いて実装した．実装の環境を表1に
示す．本実装では，並列化したアルゴリズムの持つ

ループのネスト数がデータの次元数×2である場合

に，タスクが割り当てられるPEを変更すると正しい

計算を行えないため，変更を行わない． 
4 評価 

まず，互換性の確認のため，文献やOpenCLフレ

ームワーク実装ベンダが提供しているサンプルコー

ドを用いて，動作検証を行った．いずれのコードに

 
図 1：提案方式の概要 

表 1：実装の環境 

 Android Linux 

本体型番 Sony Erricsson 
Xperia P(LT22i) 

HP Folio 13 
-1009TU 

CPU 1 GHz Dual-core 
ARM Contex-A9 

Intel Core i5 
-2467M 

チップセット ST-Erricsson 
NavaThor u8500 

Intel HM65 
Express 

OS Android 2.3.7 Ubuntu 10.04 LTS 
32bit 

実行環境および 

コンパイラ 

PGCL 12.8 AMD APP SDK 
2.7 
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ついても，提案方式によるタスクが割り当てられる

PEの変更が可能であった． 
次に，提案方式を導入した際の消費電力の変化を

確認した．提案方式を用いずプロセッサ抽象化API
を利用して処理を行った場合と，提案方式を用いて

タスクが割り当てられるPE の変更を行った場合に

ついて，電力が継続して消費される連続した処理を

行うアプリケーションを想定した評価用コードによ

り消費電力の比較を行った． 
評価用コードは，ループのネスト数がデータの次

元数であるFFTを並列化したコード（コードA)と，

ループのネスト数がデータの次元数×2 である

DCTを並列化した，提案方式によるPEの動的な配

分が行えないコード(コード B)を用いた．コード A
では512×512 [pixel]の画像，コードBでは64×64 
[pixel]の画像を入力として評価用コードを実行する． 
評価用コードの処理量の目安としてデータ入力速

度を考え，一定のFPS(Frame Per Second)で画像デ

ータを評価用コードに入力し，消費電力を調べる．

計測は，バッテリを 100%まで充電した状態から 5
分間スリープさせたのちに評価用コードを 10 分間

実行し，3秒ごとに消費電力を計測する．FPSに対

して処理が間に合わない場合には計測を中止する．

Linuxカーネルが提供しているpower supply class
を利用して，端末全体の消費電力を計測する． 
タスクが割り当てられるPE の初期値は使用する

サンプルコードの初期値を用いた．また，タスクが

変更されるPE の選択は，予め評価環境におけるサ

ンプルコードの値より高速な値を調査して用いた． 
結果を図2，図3に示す．横軸がFPS，縦軸が実

行中に計測した消費電力の平均である．表中の消費

電力は，評価用コードを実行したときに計測した値

から，評価用コードを実行していない検証環境の消

費電力を引いた値であり，評価用コードを実行した

ことによる増加分を表す．Linuxの結果の単位はW，

Android の結果の単位はVA である．以降，提案方

式を利用しない場合をデフォルト状態と呼ぶ． 
コード A においては，提案方式を用いることで

PE に割り当てる処理量が調節され，全体として消

費電力が低減できた．Linuxでは最大で約69.07%，

Android では最大で約 49.16％削減された．また，

コード B においては， 提案方式を用いることで消

費電力が増加しているが，コードAでの消費電力の

削減量に対して，コードBでの消費電力の増加量は

比較的小さいことがわかった．  
5 まとめ 

本論文では，Linux 系OS において，バイナリに

変更を加えることなく，プロセッサ抽象化API利用

アプリケーションが使用するPE を動的に変更でき

るリソース配分機構の実現方式を提案した．Linux
および Android 上で OpenCL を用いて実装し，提

案方式によるPEの割当の変更の効果を確認した． 
提案方式は新たなランタイム環境の導入やアプリ

ケーションの改変が不要で利用可能であること，提

案方式はネスト数がデータの次元数であるループを

並列化したコードにおいて省電力効果があることが

わかった．  
今後の課題としては，一般的な利用状況において

も省電力化ができるように，PE の配分に適したア

ルゴリズムが含まれているかを常駐アプリケーショ

ンで識別することと，PE の配分を決定するアルゴ

リズムの検討を行いたいと考えている． 
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ベイズ基準による可変固有画像モデルに基づく画像認識
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指導教員名　　　南角 吉彦

1 はじめに
画像認識において，認識対象の位置や大きさなどの幾何学

的変動に対応可能な分離型格子HMMに固有画像のような主
成分分析の構造を組み込んだ可変固有画像モデル (HMEM)が
提案されている．従来，HMEMの学習には尤度最大化 (ML)
基準が用いられてきた．しかし，画像認識では十分な量の学
習データを用いることが困難である場合も多く，このような
場合に，ML基準によりHMEMのような複雑なモデル構造を
学習すると過学習を起こす恐れがある．これに対して，ベイ
ズ基準は，事前情報を事前分布として用いて事後分布を推定
することにより過学習の緩和が期待できる．そこで，本研究で
はベイズ基準の近似手法である変分ベイズ法を用いたHMEM
に基づく画像認識を提案し，顔画像認識実験により提案法の
有効性を示す．

2 可変固有画像モデル
2.1 確率的固有画像モデル
確率的固有画像モデルは固有画像 (固有顔)法や部分空間法

を確率統計モデルとして定式化したモデルであり，観測デー
タ間に潜む複数個の因子の存在を仮定する確率的潜在変数
モデルである．固有画像は確率的主成分分析 (Probabilistic
Principal Component Analysis; PPCA)や因子分析 (Factor
Analysis; FA)を用いて表現され，潜在変数である因子によ
りデータ間の共分散や相関構造をモデル化できる．
2.2 分離型格子HMM
分離型格子HMM (Separable Lattice HMM; SL-HMM)は，

HMMを多次元に拡張したモデルである [1]．2次元画像にお
ける SL-HMMは，横 ·縦方向の状態系列を持ち状態遷移は
それぞれ独立であると仮定する．モデルの出力は横 ·縦方向
の状態の組み合わせによって決定される．SL-HMMは，矩形
を維持しながら横 ·縦方向の伸縮を表現することができるた
め，認識対象の位置や大きさの変動に対応することができる．
2.3 可変固有画像モデル
可変固有画像モデル (Hidden Markov Eigen-image Model;

HMEM)は，PPCA/FAと SL-HMMを統合したモデルであ
り，固有画像とノイズベクトルが SL-HMMから生成される
と仮定する [2]．HMEMの尤度関数は次式で定義される．

P (O |!) =
!

z

"
P (O |x, z,!)P (x)P (z |!)dx (1)

ここで，!はモデルパラメータ，O は 2次元観測データ，x
は因子ベクトルを表す．また，zは HMMにおける状態遷移
を表し z = {z(1),z(2)}とする．

HMEMは，固有画像を認識対象の位置や大きさの正規化
を含むように変換することができる．つまり，状態系列が与
えられると，正規化された観測データによる PPCA/FA と
みなすことができる．HMEMはすべての観測データ間の相
関は因子によりモデル化されるため，SL-HMMの問題点で
ある観測データは対応する状態から独立して生成されるとい
う制限を克服できる．このように，HMEMは PPCA/FAと
SL-HMMの利点を持ち合わせており，統計的分析に基づく

線形特徴抽出と認識対象の位置や大きさの変動に対応するこ
とができる．

3 ベイズ基準による可変固有画像モデルの学習
3.1 ベイズ基準
従来，HMEM の学習には尤度最大化 (Maximum Likeli-

hood; ML)基準が用いられてきた．ML基準では，観測デー
タに対する尤度を最大にするモデルパラメータを最尤推定値
!ML として推定する．ML基準による未知観測データX の
識別には，予測分布 P (X |!ML)を用いる．しかし，ML基
準はモデルパラメータを点推定するため学習データが少量の
場合には過学習を起こす恐れがある．
これに対して，ベイズ基準による未知観測データX の識
別には，次式で定義される予測分布 P (X |O)を用いる．

P (X |O) =
"

P (X |!)P (! |O)d! (2)

ここで，P (! |O)は観測データOが与えられたもとでのモデ
ルパラメータ!の事後分布である．予測分布では事後分布を
用いてモデルパラメータに関する期待値計算が行われる．事
後分布 P (! |O)は事前分布 P (!)，尤度関数 P (O |!)，エビ
デンス P (O)を用いてベイズの定理より表される．ベイズ基
準ではモデルパラメータの周辺化を行っているため，ML基
準に比べ過学習が緩和される．すなわち，学習データが少量
であるとき，ベイズ基準は潜在的にML基準より汎化能力の
高いモデルを学習することが可能となる．しかし，HMEMの
ように潜在変数を持つモデルの場合，全ての潜在変数を考慮
する必要があり，特殊な場合を除いて事後分布を解析的に得
ることは困難である．そのため，事後分布を推定するために
は何らかの近似を用いる必要がある．そこで本研究では，変
分ベイズ (Variational Bayesian; VB)法 [3]を用いてHMEM
にベイズ基準を適用する．VB法は比較的少ない計算量で精
度良く近似事後分布を推定することができる．
3.2 変分ベイズ法を用いた可変固有画像モデルの学習

VB法は，全ての未知量を周辺化した対数周辺尤度を考え
る．対数周辺尤度に任意の分布Q(x,z,!)を導入し，Jensen
の不等式を用いることにより対数周辺尤度の下限 F を定義
する．

ln P (O) = ln
!

z

""
P (O, x, z,!)dxd!

!
!

z

""
Q(x, z,!) ln

P (O,x, z,!)
Q(x,z,!)

dxd!

= F(Q) (3)

ここで，Q(x, z,!)は事後分布の近似分布となり，下限Fを最
大化することにより，適切な近似事後分布Q(x,z,!)を求める
ことができる．本研究では，計算量削減のために近似事後分布
にQ(x, z,!) = Q(x)Q(z(1))Q(z(2))Q(!)という制約条件を
与える．変分事後分布と呼ばれるQ(x), Q(z(m)), Q(!)は，そ
れぞれ

#
Q(x)dx = 1,

$
z(m) Q(z(m)) = 1,

#
Q (!) d! = 1

とする．ここで，m " {1, 2}である．この条件の下で，変分
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事後分布を導出すると次式になる．

Q(x) # P (x) exp

%
!

z(1)

!

z(2)

"
Q(x)Q(z(1))Q(z(2))

$ lnP (O |x, z(1), z(2),!)d!
&

(4)

Q(z(m)) # exp

%
!

z(m̃)

""
Q(x)Q(z(m̃))Q(!)

$ lnP (O |x, z(1), z(2),!)P (z(m) |!)dxd!
&

(5)

Q(!) # P (!) exp

%
!

z(1)

!

z(2)

"
Q(x)Q(z(1))Q(z(2))

$ ln P (O |x, z(1),z(2),!)P (z(1) |!)P (z(2) |!)dx

&
(6)

ここで，m̃はm = 1のときm̃ = 2，m = 2のときm̃ = 1で
ある．変分事後分布Q(x), Q(z(m)), Q(!)は相互に依存して
るため，変分事後分布を個別に繰り返し更新することで下限
F を最大化することができる．

4 顔画像認識実験
本研究では提案法の有効性を示すために XM2VTSデータ

ベース [4]を用いて顔画像認識実験を行った．画像は 64$ 64
画素，256階調のグレースケールである．学習データは 1名あ
たり 6枚の 100名分，テストデータは 1名あたり 2枚の 100
名分を用意した．また，HMMの状態数は 32$32状態とした．
そして，ML法を用いた SL-HMMと HMEM，VB法を用い
た SL-HMMとHMEMの認識率の比較を行った．VB法の事
前分布には，一様分布と全学習データから学習されたモデル
(Universal Background Model; UBM)を用いた．SL-HMM
の事前分布には一様分布，SL-HMMの構造で学習したUBM
を，HMEMの事前分布には一様分布，SL-HMMの構造で学
習した UBMを HMEMの構造に変更した分布，HMEMの
構造で学習した UBM を用い認識率の比較を行った．また，
事前分布にはデータ量に対応する調整パラメータが存在する
が，本実験では因子数 1において最適化した調整パラメータ
を他の因子数でも用いた．図 1に顔画像認識実験の認識率を
示す．図 1(a)はHMEMのノイズベクトルの分散は対角等分
散 (PPCA)，図 1(b)はHMEMのノイズベクトルの分散は対
角共分散 (FA)の認識率である．
図 1より，HMEMにおいて，VB法はML法より高い認

識率が得られた．また，VB法においてHMEMと SL-HMM
を比較すると HMEMの方が高い認識率となった．この結果
より，提案法の有効性を示した．PPCA (図 1(a))と FA(図
1(b))を比較すると，ML法を用いた場合には PPCAは FA
より高い認識率を示したが，VB法を用いた場合には FAが
PPCAより高い認識率を示した．FAはノイズ成分をパラメー
タとして持つため PPCAよりモデルの自由度が高いが，ML
法では学習データの不足による過学習により認識率が低下し
た．これに対し，VB法では事前分布の利用とモデルパラメー
タの周辺化により過学習を緩和することができ，高い認識率
を得ることができたと考えられる．この結果より，ノイズベ
クトルの分散の推定精度が認識率に大きく影響することがわ
かった．また，FAは PPCAの構造を含むため，高い推定精
度の学習を行うことができれば，FAは PPCAより有用なモ
デル構造であるといえる．
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図 1: 顔画像認識実験の認識率 (a)ノイズベクトルの分散は
対角等分散 (PPCA)，(b)ノイズベクトルの分散は対角共分
散 (FA)

次に，事前分布を比較する．PPCA (図 1(a))においては，
HMEM-VB-flatが高い認識率が得られた．これに対して，FA
(図 1(b))においては，HMEM-VB-SLUBMが高い認識率が
得られた．この結果より，対角共分散を仮定する SL-HMMの
UBMを事前分布として用いることは，ノイズベクトルの分
散に対角共分散を仮定する FAの構造においては有効であっ
た．また，PPCAと FAの因子数 1以外において，HMEM-
VB-UBMはHMEM-VB-flatより高い認識率が得られない場
合がある．これは，事前分布の調整パラメータを因子数 1に
おいて最適化したことと，基底の事前分布を設定することは
難しいためと考えられる．

5 むすび
本研究では，可変固有画像モデル (HMEM)の学習に変分
ベイズ法を用いてベイズ基準を適用した．顔画像認識実験の
結果，HMEMの学習に変分ベイズ法を用いることで尤度最
大化法より高い認識率を示した．HMEMの因子分析のモデ
ル構造は確率的主成分分析よりも自由度が高いが，尤度最大
化法では学習データが少量の場合には高い汎化能力を得るこ
とができなかったのに対し，変分ベイズ法では学習データが
少量の場合において高い汎化能力を示した．また，適切な事
前分布を設定することで高い認識率を得ることができること
がわかった．今後の課題としては，より最適な事前分布の検
討や HMEMより複雑なモデル構造へのベイズ基準の適用が
挙げられる．
参考文献
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１．諸言 

現在，電力系統の運用における平常時の電圧・無効電力制

御（VQC）は，事前に行われた需要予測などから定められた

制御機器のスケジュール運転で調整している。しかし，環境

負荷低減の意識の高まりと共に，近年急速に普及が進んでい

る分散型電源が将来電力系統に大量投入されることを想定し

た場合，分散型電源の出力変動を考慮しないVQCでは系統内

潮流状態の変化に対応できないと考えられる。また，スケジ

ュール運転のみでは気象条件によって大きく変動する分散型

電源のリアルタイムの出力変動を考慮していない制御となり，

制御不足による電圧逸脱を起こす可能性も考えられる。 

VQCの最適化は，調相設備や変圧器タップ，発電機端子電

圧など種々の制御手段の組み合わせ最適化問題に定式化が可

能である。このような離散，連続型の最適化問題にはメタヒ

ューリスティクスが有効であり，VQCに適用させた報告もさ

れている。 

そこで本研究では，分散型電源を大量投入した系統を模擬

し，それらの出力予測に基づいた最適制御量探索にメタヒュ

ーリスティクス手法を適用した時系列先行制御 VQC 手法を

提案し，その有効性と特徴について検証する。 

２．適用手法 

<2･1> 提案法 本研究では，分散型電源の前日出力予測に基

づいた制御機器スケジューリングに，当日の一制御時刻先の

出力予測に基づいた制御量補正を計算し，制御時刻に計算し

た制御量の投入の完了を繰り返すことで，リアルタイムで電

圧を規定値内に収める時系列先行制御VQCを行う。制御機器

スケジューリングには大域探索が可能である PSO，当日の制

御量補正には集中探索が可能であるタブサーチを用いてスケ

ジューリングされた制御量の近傍を集中探索することで，制

御量の大幅な変更を避けながらも，出力変動に合わせた制御

量を投入し，現行のスケジューリングベースのシステムにも

適応すると考えられる。 

〈2.2〉前日出力予測 

（a）メガソーラー 太陽光発電の出力は日射量（雲量） 

に左右されるので，天候に合わせた出力パターンにより決 

定する。 

（b）風力発電 風力発電の出力は風況に依存することか 

ら，その出力は確率的な要素が強い。そこで，風速の発生確

率分布を算出する関数として知られている（1）式のワイブル 

分布関数を用いて算出した確率分布から風速の期待値を算出

し，（2）式を用いて発電量計算したものを全時間における風

力発電の前日出力予測とする。 

𝑓(𝑉) = 𝑒𝑥𝑝 −  

𝑓(𝑉)：風速Vの出現率，c：尺度係数，k：形状係数 
 

𝑃 ＝α ∙ 𝐴𝑃 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ 𝜌 ∙ 𝐸[𝑉]  

α：風車のエネルギー転換効率（0.3~0.4程度） 

A：受風面積（𝑚 ） 

𝑃 ：風力エネルギー密度（W/𝑚 ） 

ρ：空気密度（kg/𝑚 ） 
 

〈2.3〉当日出力予測 当日に行う一制御時刻先出力予測は，

前日出力予測結果に ARモデルを用いて補正をかけることで

行う。そこで，（3）式のように前日出力予測結果𝑧 と，当日
の実測値𝑦 との差を表す新たな時系列を設定し，これを解析
して（4）式のように当日の一制御時刻先出力予測を決定する。 
 

𝑥 = 𝑦 − 𝑧  

𝑦 = 𝑧 + 𝑥  
 
〈2.4〉最適化問題設定 提案法において，前日スケジューリ

ングおよび当日の制御量探索は，経済性とセキュリティを考

慮した (5)式の目的関数を最小とする最適化問題として設定

する。制御変数は調相設備量，変圧器タップ位置，発電機（同

期調相機）端子電圧の計3種類である。第5，6項は監視点電

圧逸脱および発電機無効出力の上下限逸脱に対するペナルテ

ィ項であり，最適解においてはゼロにならなければならない。 

 

 

 

Ｐloss：送電線有効電力損失（pu） 

Ｐsc：調相投入容量に対する調相損失（pu） 
Ｑg：発電機無効出力(pu) 
ΔTap：変圧器タップ数（中間位置からの偏差） 
 ：送電損失に対するコスト重み（¥/puP） 
 ：調相投入損失に対するコスト重み（¥/puQ） 
 ：発電機無効出力に対するコスト重み（¥/pu） 
 ：変圧器タップ位置に対するコスト重み（¥/tap） 

)()(min
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（5） 

目的関数 
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…（2） 

…（3） 

…（4） 
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〈2.5〉初期値設定 前日スケジューリングに用いる

PSOの各制御断面における初期値は，時系列での連続性

を考慮して一制御時刻前での最適解とし，当日探索に用

いるタブサーチは，前日にスケジューリングされた制御

量を初期値とする。 

〈2.6〉予測誤差対策 分散型電源の出力予測に誤差が

あった場合でも電圧を規定値内に収めるための対策と

して，制御量探索の際の電圧制約を上下限規定値より

Δ%厳しくする。前日スケジューリングと当日探索の連

携を考慮し，PSOとタブサーチの制約条件は一致させる。 

３．計算機シミュレーション 

<3･1> シミュレーション条件 例題系統として図 1 に示す

IEEE57母線系統を使用する。シミュレーション時間は午前 8

時から午後 4時までの 8時間，制御周期は 30分とし，晴れ，

曇り，雨の 3ケースを想定したケーススタディを行う。分散

型電源は Node5に容量 100MWの風力発電機，Node30，35，

44に各容量 100MWのメガソーラーを投入し，天候ケース別

出力パターンを図2から5に示す。 

制御対象箇所は，調相設備が全負荷母線35箇所，変圧器タ

ップは 17箇所，発電機および同期調相機は 7箇所の計 59箇

所とする。調相の単位制御量は 0.03pu，変圧器タップの単位

制御量は 0.0105(タップ比)，発電機の単位制御量は端子電圧

(AVR 電圧指令値)の 0.05%変更とする。電圧上下限規定値は

目標値±2%とし，予測誤差対策は0.5%縮小とする。 

提案法の効果を確認するため，スケジューリングのみの制

御をCase1，提案法による制御をCase2，予測誤差対策を行

わない制御をCase3とし，それぞれの制御に実際の潮流状態

を反映させた場合の電圧制御結果を検証する。図 6には制御

後の電圧変動，表1にはCase1~3の各制御時刻における電圧

規定値違反母線数を，全制御時刻において合計したものを示

す。提案法では他ケースに比べ電圧を規定値内に収めること

ができ，有効性が確認できた。 

 
図1：IEEE57母線 

 
図2：風力発電の出力 

 
図3：メガソーラーの出力（晴れ） 

 
図4：メガソーラーの出力（曇り） 

 
図5：メガソーラーの出力（雨） 

 
図6：電圧制御結果（曇り） 

 
表1：電圧規定値違反母線数の合計 

天候 Case1 Case2（提案法） Case3 

晴れ 2 0  

曇り 12 1 7 

雨 3 0  

 
４．結言 

 本研究では，将来の分散型電源の大量投入を考慮し，出力

予測に基づいた制御機器の前日スケジューリングおよび当日

の制御量補正を行う時系列先行制御VQCを提案し，効果を検

証した。その結果，提案法はリアルタイムに電圧を規定値内

に収めることができた。今後の課題としては，精度の高い予

測アルゴリズムの適用，負荷予測も含めた総合的な先行制御

VQCへの発展などが考えられる。 
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題     目 プログラム区間ごとの特徴を考慮した効率的なスレッド統合手法 
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1 はじめに 

マルチコア・プロセッサのリソースを有効利用す

るための方法の一つとして，プログラムのマルチス

レッド化がある．マルチスレッドプログラムにおい

て，生成されるスレッドの数はプログラム実行効率

に大きな影響を与えるため，適切なスレッド数を自

動的に決定するような機構の必要性は高い．これを

実現する機構として，Thread Tailor[1] が提案され

ている．Thread Tailorは，プログラムを実行するプ

ロセッサに適切なスレッド数を判断し，各プロセッ

サコアの処理量が均衡化されるようにスレッドを統

合する．しかしながら，Thread Tailorには2 つの問

題が存在する．1つ目の問題として，既存のThread 

Tailorはプログラム開始時に1 度しかスレッドを統

合しないため，プログラムの負荷の変動に対応でき

ないことが挙げられる．2つ目の問題として，プログ

ラム実行時にデッドロック発生の恐れがあることが

挙げられる．本研究では，これらの問題を解決する

手法を提案する． 

 

2 Thread Tailor 

 Thread Tailorでは実行するスレッド数，およびど

のスレッド同士を統合するかを決定するために，ま

ずプロセッサの使用可能リソースを調査する．調査

する項目は，プロセッサのコア数，2 次キャッシュ

容量，メモリバンド幅容量である．次に，各スレッ

ドの挙動を事前にプロファイリングする．この際に

収集するデータは，並列化対象関数を実行した際の

各スレッドの実行サイクル数，ワーキングセットサ

イズ，使用メモリバンド幅，そしてスレッド間の通

信コストである．そして，プロファイリングによっ

て得られた結果からコミュニケーショングラフを生

成する. このグラフの各ノードは，スレッドの実行

サイクル数，メモリバンド幅，ワーキングセットサ

イズを表し，ノード間のエッジはスレッド間の通信

コストを表す. そして，このコミュニケーショング 

 

 

ラフと先に取得したプロセッサのリソース情報を入

力としてグラフ分割アルゴリズムを適用することに

より，複数のノードで構成されるグループを作成す

る．ここでは，スレッド間でメモリバンド幅やキャ

ッシュなどのリソースの競合を起こさないという制

約の下で，各プロセッサコアでの処理量を均衡化し，

かつグループ間の通信の量をできる限り抑えるよう

にコミュニケーショングラフの分割を行う. そして，

そのグループにもとづいてどのスレッド同士を統合

するかを決定する.どのスレッド同士を統合すべき

かが決定された後，動的ステージにおいて分割グラ

フにもとづいてプログラム実行開始時にスレッドを

統合する. Thread Tailor では，分割グラフの各グ

ループをカーネルスレッドに対応付け，各ノードを

ユーザスレッドに対応付けることでスレッド統合を

実現する．そして，統合されたスレッドは Thread 

Tailorによってスケジューリングされることで，プ

ログラムの実行が進む． 

3 動的スレッド統合手法 

 Thread Tailor を用いた実行では，分割グラフに

もとづいて，複数のユーザスレッドがカーネルスレ

ッド内にまとめられ，並列化対象関数の実行が開始

される．しかしながら，スレッド統合はプログラム

開始時，1 度しか行われないため，プログラム実行

中にユーザスレッドの組み合わせが変更されること

はない．これは，Thread Tailor は並列化対象関数

のプロファイリング結果にもとづいてどのユーザス

レッドを統合するべきであるかを考慮しているから

である．それゆえ，特定の処理区間で，あるユーザ

スレッドの処理量が変動するようなプログラムを

Thread Tailor を用いて実行する場合，各プロセッ

サコアの負荷の不均衡化および通信量の増大のため

に実行速度が低下する恐れがある．そこで本研究で

は，簡易的に動的スレッド再統合を実現するため，

バリア同期に着目し，バリア同期時にユーザスレッ

ドを再統合する手法を提案する．提案する手法は
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Thread Tailor とは異なり短い区間でユーザスレッ

ドの組み合わせを変更するため，Thread Tailor よ

り高速にプログラムを実行できると考えられる．ま

た，動的にスレッド再統合では既存の Thread Tailor

のメモリバンド幅に関する制約は厳しすぎるという

問題がある．それは，提案手法は Thread Tailorと

異なり，短い区間で取得したプロファイル結果を使

用しているため，ある処理区間を実行した際にメモ

リバンド幅使用量が増加した場合，制約を満たさな

い可能性がThread Tailor よりも増加するためであ

る．このことから「グループ内の合計のメモリバン

ド幅がプロセッサのメモリバンド幅容量を超えない

場合に限りノードの交換を許可する」という既存の

条件式から「グループ内の最大のメモリバンド幅を

持つユーザスレッドがプロセッサのメモリバンド幅

容量を超えない場合に限りノードの交換を許可す

る」という条件式に変更する． 

4 実行可能プログラムの拡大 

 Thread Tailorを用いたプログラム実行では，ユ

ーザスレッドを使用しているためThread Tailorが

ユーザスレッドをコンテキストスイッチする必要が

ある．しかしThread Tailorでは，コンテキストスイ

ッチのタイミングをバリア同期時のみに限定してい

るが，バリア同期時のみではユーザスレッドがルー

プから抜けられず実行が完了しないプログラムが存

在する．このようなプログラムには，全てのスレッ

ドがループ内に到達するのを待つ処理，またはある

スレッドの処理が終了するのを他のスレッドがルー

プ内で待つ処理が存在する．そこで，本提案手法で

は閾値を定め，それを超えるイテレーション回数に

到達した場合にのみユーザスレッドをコンテキスト

スイッチするコードを，各ループ内に挿入すること

で上記の問題を解決する．これにより，閾値を超え

る回数ループ内の処理が実行された場合，ビジーウ

ェイトと見なされ，ユーザスレッドがコンテキスト

スイッチするため，Thread Tailorを用いてより多く

のプログラムが実行可能になる． 

5 評価 

 評価対象として，SPLASH-2およびPARSECを使用し

た. 図1には各ベンチマークプログラムと提案手法

との組み合わせによる結果がそれぞれ5本のグラフ

で表されており，通常実行の実行時間を1として正規 

図1: 評価結果 

化している．まず，blacksholesおよびswaptionsは，

バリア同期がプログラム実行時に出現しない．その

ため，手法(T)および手法(R)で動作に違いが生じず，

実行時間に差がなかった．次に，手法(R)により実行

速度が向上したbarnes，water-nsquaredではそれぞ

れ18回および38回のバリア同期が実行され，バリア

同期ごとにスレッドが再統合されたことが高速化に

繋がった．またfluidanimateは，メモリバンド幅を

多量に使用するプログラムであり，手法(T)では分割

アルゴリズムのメモリバンド幅の制約が厳しいため，

グループ間でノードの交換が一切行われなかった．

しかし手法（R）では，メモリバンド幅の制約を緩和

したことにより，適切にグラフが分割されたため，

手法（T）に比べ6.0%実行速度が高速化した．最後に，

ビジーウェイトが存在し，手法(T)および手法(R)で

実行が完了しなかったradiosityおよびcholeskyは

プログラムを書き換えることによりThread Tailor 

で実行が可能となった． 

6 おわりに 

 本研究では，2つの手法を提案した．スレッド再統

合手法では，Thread Tailorに比べ最大6.0%の高速化

を達成した．またプログラムを改変する手法を利用

することにより，デッドロックを防ぎ，既存のThread 

Tailorでは実行不可能であったradiosity，cholesky

の実行が可能になったことを確認した． 

6 参考文献 
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1 はじめに 

近年，人間の脳が持つ高度な仕組みを工学的に応

用する，ニューラルネットワークの分野が注目を集

めている．人間の脳の仕組みを応用しているため，

ニューラルネットワークは内部に多数の神経細胞モ

デル(ノード)を持ち，それらの接続強度(結合重み)

を変化させることで，人間と同様「学習」の能力を

実現している．方程式化して解けないような複雑な

解析対象であっても，膨大な教師データを学習する

ことで対応できる点がニューラルネットワークの強

みである．しかし，ニューラルネットワークを用い

た多くのシステムでは，使用状況に応じた各種パラ

メータ調整や，システム使用前の教師データの学習

が必要であり，システムを使用可能な場面は大きく

限定される．そこで本研究は，機能は限定的でも，

事前準備を必要とせず使用状況も選ばない汎用

性の高いニューラルネットワークを用いたシス

テムの作成を目的とした．その具体的内容として，

未知の音の検知を行うシステムを検討した． 

2 未知の音の検知システムの概要 

未知の音とは普段聞かない異常な音と捉えら

れるので，未知の音を検知することは，日常生活

や工場などの生産現場において異常状態を発見

することに役立つ．以下，未知の音の検知システ

ムが満たすべき要件を挙げる．要件 1は，未知の

音の検知と学習の同時実行である．システム使用

前に予め学習を行うのではなく，システム使用開

始と同時に一から学習を始めることとする．これ

によりシステム使用者は「学習ステップ」と「検

知ステップ」の違いを意識せずシステムを使用で

きる．要件 2は，音の種類を限定しないことであ

る．使用状況を限定しないために，音が何種類の

環境でも学習できなければならない．要件 3 は，

過去の学習結果を保持することである．リアルタ

イムで得る時系列データを一度過去のデータに

戻って学習し直すことはできないため，折角過去

に学習した記憶を，新たな入力データの学習によ

り上書きして消してしまう恐れがある．要件4は，

ノイズ耐性である．検討しているシステムではノ

イズ入力を監視できないため，システムが自律的

に除外しなければならない．要件 5は，幅広い周

波数帯域をカバーすることである．使用状況を限

定しないシステムにするためには様々な帯域の

音に対応する必要がある． 

3 自己増殖型ニューラルネットワーク SOINN 

 前章の要件に適したニューラルネットワークとし

て，SOINN(ソイン)を挙げられる．SOINNは東京工業

大学長谷川研究室で推進されているニューラルネッ

トワークのことで，この研究で利用させて頂いた

SOINNのバージョンは adjusted SOINN である[1]．

SOINNには自己増殖型ニューラルネットワーク，

オンライン学習，追加学習，不要ノードの一斉削

除などの特徴があり，システムに適していると考

えた． 

4 未知の音の検知手法の提案 

検討しているシステム中，SOINNによる入力音

の学習とは別に，未知の音の検知手法を考える必

要があった．SOINNの追加学習の機能に，入力デ

ータがSOINN内部のノードに似ているかどうか判

定する仕組み(以降「類似判定」と呼ぶ)があるた

め，それを利用して未知の音を検知できないかと

考え，次のような検知手法を考えた．類似判定1

回毎の成否を未知の音の検知の有無とすると出

力結果が不安定になるので，入力データの一定数

について類似判定結果「類似」となる回数をカウ

ントする．その数が小さい場合，未知の音として

検知する．この手法で実験したところ結果は図1

となった．図1上段は入力特徴ベクトル，図1下段

は100入力毎の類似判定結果「類似」のカウント

数を表している．図1を見ると，入力の分布が変

化した直後，カウント数に大きな減少が見られず，

未知の音の検知が困難な状況が分かる．この理由

は，類似判定結果のカウント中に，未知の音であ

ってもある程度学習が進行してしまい，類似判定 
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図1：類似判定のカウント数 

結果「類似」となる回数が増加してしまうためだ

と言える．そこで，未知の音の検知手法を次のよ

うに改善した．SOINNの学習を一度止め，固定さ

れた状態の記憶(検知用の記憶と呼ぶ)を用いて

類似判定結果のカウントを行う．しかし，新しい

入力音に次々に対応するためには，いずれかのタ

イミングで検知用の記憶を更新しなければなら

ない．そこで，更新タイミングはSOINNの機能「不

要ノードの一斉削除」直後とした．その時の記憶

が最も正確だと言えるからである．改善後の検知

手法で，日常生活における音(流水音，掃除機の

音，扇風機のモーター音)と異常音(水道管の共振

による振動音)をシステムに入力したとき，異常

音を未知の音として検知できるか実験した．入力

音0.1[s]毎に周波数スペクトルを求め，入力特徴

ベクトルを生成したところ，各音から得られた入

力特徴ベクトルは図2となった．図2の特徴ベクト

ルを上段から順にシステムに入力したところ，図

3の実験結果が得られた．図3上段は，改善後の検

知手法による類似判定結果「類似」のカウント数，

図3下段は学習中のSOINN内部のクラスタ構成を

示している．まず図3下段を見ると，各音の学習

に応じてクラスタの種類が増加しており，過去の

学習結果を保持しつつ学習できていることが確

認できた．図3上段を見ると，入力音の種類が変

わるタイミング(300入力毎)でカウント数が0と

なっており，学習と検知を同時並行して行っても，

未知の音が入力されるタイミングを明確に検知

できることが確認できた．しかし，音種によって

学習中のノードの増加率が異なり，4つ目の入力

音について，学習が進んだ後もカウント数が0に

なってしまっている様子も確認できる． 

 

図2：日常音から生成した入力特徴ベクトル 

 

図3：改善後の検知手法による実験結果 

5 まとめ 

 本研究では汎用性の高いシステムとして，未知

の音を検知するシステムの作成を目指した．その

要件に適する既存のニューラルネットワークに

SOINNがあり，システムに用いた．SOINNの機能と

は別に，未知の検知手法の検討を行い，SOINNの

機能の一部「類似判定」の成否をカウントする手

法を提案した．またカウント中は学習を一度止め

ることで，音が未知か既知かによってカウント数

の差を明確にできるよう改善した．これにより，

未知の音の検知を明確に行えることが確認でき，

システムの有用性を示すことができた．今後は，

音種によるノードの増加率の違いや，カウント途

中に入力が始まる音に対してどう対処するかに

ついて検討が必要だと思われる． 

6 参考文献 
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[2] T. コホネン. 自己組織化マップ改訂版. シュプリンガー・フ
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1 はじめに 

 近年の急速な高齢化により，医療・介護サービス

の利用者（以下，利用者と呼ぶ）は急速に増加して

いる．住み慣れた自宅での療養・介護への高齢者の

ニーズは高く，今後推測されている高齢化の進展に

よって更なる利用者の増加が見込まれており，多職

種・他機関の医療・看護・介護専門職により提供さ

れる在宅療養サービスにおいては，より一層の連携

強化と効率的なサービス提供が求められる．このよ

うな状況の中で，本研究室では業務効率化や情報連

携によるサービスの質の向上を目的として，多職種

間情報連携を IT により支援する研究を行なってき
た． 
2 在宅医療介護情報連携システム「スマイルネッ

ト」 

 先行研究[1]により情報連携システムサーバ「スマ

イルネット」を中心に SaaS型の連携機能の提供を行

う方式が提案された．図1はスマイルネットシステ

ムの概要を示したものである．スマイルネットでは，

インターネット上にOpenVPNを用いてセキュアなネ

ットワークを構築し，利用者の基本情報やサービス

提供者の作成するサービス記録，他機関への連携情

報等をサーバへ登録し，共有，連携を行う． 

先行研究により開発が行われたスマイルネットシ

ステムを用い，在宅療養支援診療所と訪問看護ステ 

情報連携システム「スマイルネット」
• 利用者情報の一元管理
• WEBアプリケーションによる
サービス記録・連携情報の
登録閲覧機能

利用者情報
リポジトリ 連携情報

リポジトリ

地域連携中核拠点

Internet OpenVPN

在宅療養支援診療所

電子カルテ
リポジトリ

公開用
ファイル

WEB
ブラウザ

登録
検索
閲覧

訪問看護ステーション

WEB
ブラウザ

登録
検索
閲覧

• 訪問看護記録Ⅰ
• 訪問看護記録Ⅱ
• 訪問看護計画書
• 訪問看護報告書
• 通話レポート

• 診療サマリ
• 診療レポート
• 情報連絡票
• 指示箋

 
図 1  スマイルネットシステム概要図 

ーションの間での情報連携について着目し，実証事

業を行うことで有用性の確認を行った．今後はより

多職種，多数の機関の参加による情報連携を実現し

ていくことが期待されるが，そのような多数の機関

が参加する連携システムにおいては，情報漏えいや

改ざん等のリスクが高まることが予想される．その

ため，プライバシーや個人情報保護の観点から特に

サービス利用者の個人情報を保護する必要がある．

情報システムにおける機密性の向上では暗号技術に

より，対象の情報を暗号化することが考えられる．

しかし，利用者の基本情報だけでなく，個々のサー

ビス記録の中にも利用者の氏名や生年月日などが含

まれているため，リポジトリ内の全ての個人情報に

対処するのは困難である．また，暗号化を行った場

合には連携する複数の機関が適切に情報を復号でき

ることが求められ，そのための暗号鍵・復号鍵の配

送や管理が必要となる．その際，実用性やユーザビ

リティの観点から，鍵の管理等をユーザが意識せず，

簡易な操作で開示先の制御を行えることが求められ

る．これらの課題を解決するためには次のような機

能を満たすことが要件になる． 

［要件となる機能］ 

（個人情報保護）…リポジトリ内のすべての個人情

報に対して暗号技術を用いて暗号化を行うこと． 

（開示先制御）…暗号化を行った際に適切な暗号

鍵・復号鍵の配送，管理を行うこと．簡易な操作で

開示先制御が行えること． 

本研究では，これらの要件を満たす個人情報管理

を提案し，スマイルネットへの実装を行った． 

3 提案手法 

要件に基づき，連結可能匿名化とハイブリッド暗

号を用いて個人情報の一元化及び安全な鍵の配送，

管理を行う手法を提案する．図 2は提案手法におけ

るサービス記録の登録と閲覧を表したものである．

以下手順を説明する． 
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図 2  連結可能匿名化とハイブリッド暗号を 

用いた提案手法 
［情報登録手順］ 

1. 連結可能匿名化により，サービス記録・連携情
報の匿名化を行い，利用者基本情報へと紐つけ

ることで個人情報の一元化を行う． 

2. 利用者基本情報を閲覧医療機関の公開鍵を用
いて，ハイブリッド暗号方式により暗号化する． 

3. 匿名化されたサービス記録・連携情報及びハイ
ブリッド暗号方式により共通鍵暗号で暗号化

された利用者個人情報と公開鍵暗号で暗号化

された共通鍵を情報連携システムへ登録する． 

［情報閲覧手順］ 

I. 開示先制御によって暗号化された利用者個人
情報と暗号化された共通鍵を閲覧医療機関へ

送信する． 

II. 閲覧医療機関の持つ秘密鍵で共通鍵を復号し，
共通鍵で利用者基本情報を復号する． 

III. 利用者基本情報と匿名化されたサービス記
録・連携情報を連結し，元のサービス記録・連

携情報を復元する． 

登録医療機関 情報連携システム
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医療機関の
公開鍵
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加

医
療
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情報

医療機関
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図 3  開示先の追加 

図3は開示先の追加について手順を示したものであ

る．手順は以下の通りである． 

［開示先追加手順］ 

① 開示先制御により暗号化された共通鍵を取得． 
② 登録医療機関の秘密鍵で共通鍵を復号する． 

③ 開示先に追加する医療機関の公開鍵を取得し，
共通鍵を暗号化する． 

④ ③で暗号化した共通鍵を開示先制御情報とし
て登録する． 

4 要件による評価 

要件について，提案手法の実装を行ったシステム

（スマイルネット2）とスマイルネットとの比較を行

った．表1にスマイルネットとの比較を示す． 

表 1  スマイルネットとスマイルネット2の比較 

要件＼ スマイルネット スマイルネット2 
（提案方式） 

個人情報保護 ○ ◎ 

開示先制御 ○ ○ 

 スマイルネットでは，セキュアなネットワークの

構築や認証システムの構築によって，一定の個人情

報保護対策が行われた．提案システムではスマイル

ネットのシステム構築を踏襲し，さらに提案方式に

よる個人情報の暗号化によってシステム内での個人

情報の秘匿性の向上や情報漏えいへの対策を行った．

また，個人情報の暗号化を行った際でも，ハイブリ

ッド暗号方式の仕組みを利用して，個人情報の再暗

号化や鍵の複雑な管理,配送の手間無く，開示先制御

を行うことができる． 

5 まとめ 

 本研究では多職種間情報連携が求められる在宅療

養において，先行研究で提案された医療介護情報連

携システム「スマイルネット」をより多職種，他機

関で運用することを想定し，課題及び要件を整理し

た．そして，連結可能匿名化とハイブリッド暗号方

式を組み合わせることで，リポジトリ内の個人情報

の暗号化と，暗号鍵・復号鍵の配送，管理を行う手

法を提案し，実装を行った． 

 今後の課題として，実運用を通して実証を行い， 

医療，看護以外の職種を含めた情報連携を行なって

いくことが挙げられる． 

6 参考文献 

[1] 堀田敏史，堀田賢司朗，白石善明，矢口隆明，岩田彰．

“在宅医療・介護におけるセキュアな情報連携方式の一提

案”. LOIS,ライフインテリジェンスとオフィス情報システ

ム,110(450):107-112,February 2011. 



ᐔᚑ 24 ᐕᐲഃᚑࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒᎿቇኾୃ჻⺰ᢥ᪪㓸 
 Ꮏቇಽ㊁ࡓ࠹ࠬࠪ▚⸘

�⠨ኤ৻ࠆߔ㑐ߦᓮ੍ߚ↪ࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝ

ቇ☋⇟ภ �������� ᳁ฬ� ↰ਛ� ᄢผ�

ᜰዉᢎຬฬ� ☨⼱� ᤘᒾ�

�� �ߦߓߪ

ൻቇ᷷ࠆߌ߅ߦ࠻ࡦࡊᐲᓮᤨߪઍߦ߽ߣߣ㜞

ᐲൻ᷷ߩߎޕࠆߡߒᐲᓮߦኻࠆߔⷐ᳞ߪᄢߊ߈

ߦㅊᓥᕈ߽หᤨߥ⏕ᱜࠆߔኻߦᮡ୯⋠ࠅߟߟࠅߥ

߇ᮡ୯ᄌൻ⋠ߪߡ߅ߦᓮࠬࡠࡊޕࠆࠇࠄ᳞

߇ᮡ୯⋠ߩ᧪ᧂޔߊᄙ߇ߣߎࠆߡࠇࠄ੍

ᚻน⢻ߥ႐ว੍ޔߪᓮࠅࠃߦ⋡ᮡ୯ㅊᓥᕈ⢻ࠍ

ะߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᣢሽ੍ߩᓮ

ൻ⺋Ꮕ࡞࠺ࡕޔߕ߈ߢ߇ߣߎ߁ᛒ߆ߒߢ㔌ᢔᤨ㑆ߪ

ޕߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸽ࠍᓮᕈ⢻ߦ႐วࠆ߇

੍ߚ↪ࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝޔߪߢᧄ⎇ⓥߢߎߘ

ᓮᴺࠍឭ᳢᩺ߪࠇߎޕࠆߔ↪ᕈ߇㜞ߊߥޘ

ᓮ♽ߦㆡ↪੍ߒᓮࠍⴕౕޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⊛

♽ᓮ+3.ߩㅪ⛯ᤨ㑆ࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝޔߪߦ

ߣ ᓮ♽ߦㆡ↪੍ߒᓮ♽ߒߘޕߚߒ⸘⸳ࠍ

ޔᛒࠍᓮ੍ߩߟ㧟ߚࠍᓮ੍ߩᣢሽޔߡ

Ყセ⹏ଔࠍⴕޕߚߞ�

]1[

fH

�� �࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝ

ᧄ⎇ⓥޔߪߢജାภᤨࠆ߇㑆 વߡࠇㆃߌߛ

ࠆߢ⚛ⷐߥ߁ࠃࠆࠊ

ST
ℂવ㆐㑐ᢙࠍ⚛㑆ⷐᤨߛ

ߡߒߣ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝࠍߩ߽ߚߒㄭૃ࠺ࡄߦ

ᓮࠪࠬߦࡓ࠹ട੍ޔ߈ߣߩߘޕࠆ߃ᤨ㑆ಽ೨ߩା

ภߩ߳࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝޔࠍജାภߎߘޔߒߣ

ࠆࠊઍߦᜰ୯ߩ♽ᓮߩㅢᏱޔࠍജାภߩࠄ߆

ᓮ♽߳ߩജାภޕࠆߔߣᧂ᧪ࠄ߆੍ߡᤨ㑆

ಽㆃߚࠇߐࠄାภߪࠆߌ߅ߦ⋡ᮡ୯ାภߡߒߣ

ᓮ♽ߦജޕࠆࠇߐ�

�� ᦨㆡᓮ�

ឭ੍᩺ࠆߔᓮ♽ߪ⸘⸳ߩᦨㆡߩ♽ࡏࠨ⸳⸘

ᚻᴺߦၮߡߠⴕޕࠆࠇࠊ⋡ᮡ୯ߩߤߥᧂ᧪ᖱႎࠍ

ߪ♽ᓮ੍ޔߚࠆߔ↪ߦ࠼ࡢࠜࡈ࠼ࠖࡈ

ㅢᏱߩᦨㆡߦ♽ࡏࠨᧂ᧪ᖱႎࠍ↪ࡄ࡞ࠝߚߒ

ޕࠆࠇߐ᭴ᚑߢᒻߩ♽ࡏࠨߚߒઃടࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬ

㧝ജ♽ߩᦨㆡ੍ޔߦߚࠆߔ⸘⸳ࠍ♽ࡏࠨ

⹏ଔ㑐ᢙߡ↪ࠍᓮ♽ࠍቯޕࠆߔᓮኻ⽎ߩ

ᄢ♽ߩ⁁ᘒᄌᢙࠍ )()( xexx �� � pe t ߒ⟵ቯߣ

ޔߢߎߎޕߚ ޔᘒᄌᢙ⁁ࠆߌ߅ߦ⽎ᓮኻߪ

ޔᏅߩᮡ୯⋠ߣᓮജߪ ࡄ࡞ࠝߪ

ߩ♽ᄢߩߎޕࠆߢᘒᄌᢙ⁁ࠆߌ߅ߦ࠲࡞ࠖࡈࠬ

⁁ᘒᣇ⒟ᑼߦኻ੍ޔߒࠍ♽ࡏࠨ᭴ᚑ੍ޕࠆߔ

േࠍޔߦ߁ࠃ⹏ଔ㑐ᢙߪᰴߦ߁ࠃߩቯ⟵ޕࠆߔ�

)(tx
)(te )(tpx

³
f

�
� 

Ts e
T
ee

T
e ttttJ dtHuuQxx )]()()()([ �

Hޔኻ⒓ḰᱜቯⴕߪQޔߒߛߚ ޔኻ⒓ᱜቯⴕߪ

�Tsޕࠆࠇߐߢߐ㐳ߩ㑆ᤨߛޔࠅߢᤨ㑆੍ߪ
��ߪᦨㆡᓮജࠆߔߦᦨዊࠍଔ㑐ᢙ⹏ߩߎ

)()()()( tttt xKeKxKu 32p1 �� 
�

ᓮ੍ߡ↪ࠍࡠ࠻ࡦࠦߚࠇߐዉޔࠅߥߣ

ޕࠆߔ⸘⸳ࠍ♽
� �

�� �ᓮ࠻ࠬࡃࡠ

� ᧄ⎇ⓥߪߢ⋥ᵹࠥࠗࡦᄌേࠍ⺋Ꮕߡߒߣᛒޔᰴ

�ޕࠆ߃⠨ࠍ⽎ᓮኻࠆߔࠍߐ߆⏕ਸ਼ᴺ⊛ਇߥ߁ࠃߩ

))(1)(()( 0 sPsPsP Ǎ� �

ߡߒߣઍߩᓮ࠻ࠬࡃࡠޔߚ߹ ᓮޔࠅ߇

ᓮኻ⽎ߩࠍᛒߦߩ߁ㆡࠆߡߒߎࠄ߆ߤߥ

ߔ␜ߦᰴޔ㓙ࠆߔቯᑼൻࠍᓮ㗴ޕࠆߔ↪ណࠍࠇ

৻⥸ൻޕࠆ↪ࠍ࠻ࡦࡊ�

fH

�

࿑�㧦 ᓮ㗴ࠆߌ߅ߦ৻⥸ൻ࠻ࡦࡊ�fH

fH ᓮ㗴ޔߪ�ㇱቯޔߚ߹ޔߣߎࠆߖߐw
ࠄ߆ વ㆐㑐ᢙzࡊ࡞㐽ߩߢ߹ )(sI �ߡߒኻߦ

)0()}({sup ǫ㧪㧨ǫZIVI
Z

j 
f

�

ࠆߥߣ ߢᧄ⎇ⓥޕࠆߔߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆ᳞ࠍ

⸳ࠍ♽ᓮߡߒ⠨ᘦࠍቯᕈ࠻ࠬࡃࡠߣᓮᕈ⢻ߪ

ߌ߅ߦ♽ᓮߪࠇߎޕࠆ߃⠨ࠍวᗵᐲ㗴ᷙࠆߔ⸘

ࠍᗵᐲ㑐ᢙࠆ Tࠍᗵᐲ㑐ᢙ⋦ޔ ࠇߙࠇߘޔߒߣ

ࠍߺᵄᢙ㊀ࠆߔኻߦ ޔ �ޔᤨߚߒߣ

)(sK

S
SW TW

㧨ǫ
f

TWSW TS �

�ޕࠆߢ㗴ࠆߔߣ



ᐔᚑ 24 ᐕᐲഃᚑࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒᎿቇኾୃ჻⺰ᢥ᪪㓸 
 Ꮏቇಽ㊁ࡓ࠹ࠬࠪ▚⸘

ឭ੍᩺ࠆߔᓮᴺᷙޔߪߢวᗵᐲ㗴ࠆߌ߅ߦ

৻⥸ൻࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝߦ࠻ࡦࡊട੍ޔ߃

േ߽⠨ᘦࠍࡠ࠻ࡦࠦߚߒዉࡊࠕ߁ߣࠆߔ�

ޔࠅߥߦ߁ࠃߩᰴߪ࠻ࡦࡊൻ⥸৻ޕࠆขࠍ࠴ࡠ

ᷙวᗵᐲ㗴ࡠ࠻ࡦࠦࠄ߆ sK)(�ޕߚߒዉࠍ

�

࿑�㧦#2(ࠍઃਈߚߒ৻⥸ൻ࠻ࡦࡊ�

�� ⹏ଔ�

�ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߪ♽ᓮߚߒ⸘⸳

�

࿑�㧦#2(3.ߚ↪ࠍ+ᓮߦၮ੍ߊᓮ♽�

�

࿑�㧦#2(ߚ↪ࠍ ᓮߦၮ੍ߊᓮ♽�fH
� ࠍᮡ୯⋠ޔߡ߅ߦ♽ᓮ੍ߩߟ㧞ߩߎޔߕ߹

ᤨೞ��=U?ࡊ࠶࠹ࠬߩାภ࠺ࡄޔㄭૃᰴᢙ0ࠍ�ߒߣ�

੍ߩ߈ߣߚߒቯߣߥ߇៨േߦ⽎ᓮኻޕߚ

ᓮᔕ╵ࠍᰴޕߔ␜ߦ�

䎘 䎔䎓 䎔䎘 䎕䎓
䎐䎓䎑䎕

䎓

䎓䎑䎕

䎓䎑䎗

䎓䎑䎙

䎓䎑䎛

䎔

䎷䏌䏐䏈䎾䏖䏀

䎳
䎹

䎃

䎃

䎧䏈䏖䏌䏕䏈䏇䎃䎹䏄䏏䏘䏈
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎕䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎗䎌

�

࿑�㧦#2(ߦ3.ߚ↪ࠍၮߊᓮ♽ߩᔕ╵�

䎘 䎔䎓 䎔䎘 䎕䎓
䎐䎓䎑䎕

䎓

䎓䎑䎕

䎓䎑䎗

䎓䎑䎙

䎓䎑䎛

䎔

䎷䏌䏐䏈䎾䏖䏀

䎳
䎹

䎃

䎧䏈䏖䏌䏕䏈䏇䎃䎹䏄䏏䏘䏈
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎔䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎕䎌

�

࿑�㧦#2(ߚ↪ࠍ*пᓮߦၮߊᓮ♽ߩᔕ╵�

ᓮᔕ╵੍ߪേࠍᜬࠍ࠻ࡘࠪࡃࠝߜᛥ

ߣࠆߡ߈ߢಽޔߚ߹ޕࠆ߆ᓮᔕ╵ࠕࠆߌ߅ߦ

ߎࠆߔቯ⸳ߦㆡಾࠍㄭૃᰴᢙ࠺ࡄߪ࠻ࡘࠪ࠳ࡦ

�ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߊߐዊߢߣ

ᰴߦᓮኻ⽎߇៨േࠍޔ߈ߣࠆߔᓥ᧪੍ߩ

ᓮ♽ߚ↪ࠍ࠲࡞ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝ߮ࠃ߅ ᓮ♽

�ޕࠆ߃⠨ࠍᓇ㗀ߩ߳╵ᓮᔕߩߢ♽ᓮߊၮߦ

fH

䎘 䎔䎓 䎔䎘 䎕䎓 䎕䎘

䎓

䎓䎑䎘

䎔

䎔䎑䎘

䎕

䎷䏌䏐䏈䎾䏖䏀

䎳
䎹

䎃

䎃

䎧䏈䏖䏌䏕䏈䏇䎃䎹䏄䏏䏘䏈
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎏៨േ䬹䬦䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎏៨േ䬑䭙䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎕䎏៨േ䬑䭙䎌

�

࿑�㧦ᓥ᧪੍ߩᓮ♽ߩᔕ╵�

䎘 䎔䎓 䎔䎘 䎕䎓
䎐䎓䎑䎕

䎓

䎓䎑䎕

䎓䎑䎗

䎓䎑䎙

䎓䎑䎛

䎔

䎷䏌䏐䏈䎾䏖䏀

䎳
䎹

䎃

䎃

䎧䏈䏖䏌䏕䏈䏇䎃䎹䏄䏏䏘䏈
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎏៨േ䬹䬦䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎓䎏៨േ䬑䭙䎌
䎳䏕䏒䏆䏈䏖䏖䎃䎹䏄䏏䏘䏈䎋䎷䎠䎔䎏៨േ䬑䭙䎌

�

࿑�㧦#2(ߚ↪ࠍ ᓮߦၮߊᓮ♽ߩᔕ╵�fH

ࠖࡈࠬࡄ࡞ࠝ߮ࠃ߅᧪ᓥߚࠇߐ⸘⸳ߡၮߦ3.

ߪߡߒኻߦᓸዊᄌേߪߢ♽ᓮ੍ߚ↪ࠍ࠲࡞

ജࠍࡦ࡚ࠪࡘࠡ㆐ᚑߩߩ߽ߚߡ߈ߢቢోߦ

ᓮᕈ⢻ࠍ⸽ޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ৻ᣇޔ

ᓮߦၮ੍ߊᓮ♽ߪߢ៨േߩᓇ㗀ࠍᲧセ⊛ᛥ߃

ࠅࠃߣߎߩߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ ᓮ߇៨േࠍ

�ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߢലߡߒኻߦ♽ᓮࠆߔ

fH

fH

�

�� ෳ⠨ᢥ₂�

=�?��㓁㧦̌ � ᰴరୟ┙ᝄሶ੍ࠪࠬߩࡓ࠹ᓮߦ㑐ߔ

⠨ኤ৻ࠆ �ฬฎደᎿᬺᄢቇ�ᯏ᪾Ꮏቇ⑼�තᬺ⺰ᢥ㧔����㧕̍ޔ

=�?㒙ㇱ�⋥ੱఽፉ�ᤩ㧦̌ ᓮߩ♽ಽᏓቯᢙ㑆ᤨߛ ࠦ̍ޔ

�㧔����㧕␠࠽ࡠ

=�?ᯅᧄ�દ❱㐳⼱ㇱ�િᴦട⚊�ቇ㧦̌ ᓮᎿቇࠬࡠࡊ ̍ޔ

ᦺୖᦠᐫ㧔����㧕�

=�?⟤ᄙ�ീ㧦̌ ᓮ ᤘᤩၴ㧔����㧕�fH̍ޔ
=�?ખ�ᥓᵗ㧦̌ ࿕ᵄᢙᄌേࠍ⠨ᘦߚߒᓮ♽ߩ⸳⸘ ̍ޔ

ฬฎደᎿᬺᄢቇᄢቇ㒮�ᯏ⢻Ꮏቇኾ�ୃ჻⺰ᢥ㧔����㧕�



平成 24年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 計算システム工学分野

仮説生成／選択による大語彙連続音声認識アルゴリズムの統一的表現とそれに基づく汎用デコーダの開発
学籍番号　　２３４１３５４８　　氏名　　土屋 貴裕

指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに
近年，音声認識技術は幅広い分野で利用されている．特に

数万語彙以上の大規模なタスクにおいて発話内容をリアルタ
イムに認識する大語彙連続音声認識では，音声の特徴や単語
の並びを確率統計的な手法で学習したモデルを利用している．
それらはそれぞれ音響モデル，言語モデルと呼ばれ，モデル
を利用して認識を行う音声認識の中核となるシステムを音声
認識デコーダと呼ぶ．
音声認識デコーダは様々な改良により実装やアルゴリズム

が state-of-the-artと呼ばれるまでに発展し，その結果，効率
良く高精度な認識が可能になっている．しかし，その結果多
くのデコーダにはアドホックでヒューリスティックな手法が
多く導入されてきており，全てのアルゴリズムが理論的に明
かになっておらず，それらが複雑に絡み合うことでデコーダ
全体を把握することは非常に難しくなっている．しかし，そ
れらの手法が効率的で高精度な認識に繋がっているのは事実
であり，それらを統一的な枠組みで表現し，関連付けてより
簡潔な仕組みとして体系立てていくことが今後の音声認識の
発展に繋がると考えられる．
近年では重み付き有限状態トランスデューサ (WFST) [1]

に基づくデコーダが注目を集めている．WFST は従来の複
雑な仕組みを持つデコーダに対して，モデルに対して汎用性
が高く探索の仕組みが簡明な枠組みである．しかし，現在の
WFST型デコーダでは従来のデコーダで用いられてきた言語
モデル・音響モデル・発音辞書といった階層ごとの性質や階
層間の関係を利用あるいは入力照合と並行した制御といった
各種技法を直接的に表現することはできず，性能の面で最適
とは言えない．
そこで本稿では統一的な枠組みで従来のアルゴリズム・探

索技法を統一的に表現することを第一の目標とした定式化を
行う．そして，その成果を新たな汎用音声認識デコーダとし
て実装する．統一的な枠組みを実現するためにWFSTを採
用し，この上で様々なアルゴリズムを表現するための仕組み
について提案する．実装するデコーダは様々な従来の技法を
表現することが可能な柔軟かつ汎用的なデコーダであり，ア
ルゴリズムを自由に組み替えることで自在に音声認識システ
ムを構築することを目指すものである．

2 デコーダ
デコーダは入力特徴量に基づいて単語列を出力する音声認

識の中核となるシステムである．デコーダは音響モデルと言
語モデルの確率の積が最大となるような単語列を探索する．
特に大語彙では考慮すべき仮説数が増大するため，各種モデ
ルをいかに効果的かつ効率的に利用して最適な解を求めるか
というアルゴリズムが重要になる．
連続音声認識における代表的な探索アルゴリズムとして，

フレーム同期ビーム探索と呼ばれるアルゴリズムが存在する．
木構造化辞書と呼ばれる全単語候補を効率良くまとめて表現
しながら，入力された音声をフレームごとに同期して尤度計
算をしつつ仮説を順次展開することで認識を 1パスで効率良
く行う．毎フレームの仮説展開後に，スコアが低い系列は最
終的な仮説の一部になる見込みが薄いと判断し，スコアの上
位から一定数（ビーム幅）のノードを計算する枝刈りと呼ば

0 1red : sun /0.3 3

blue : earth /0.5

2yellow : moon /0.2 end : ε /1.0

図 1: 重み付き有限状態トランスデューサ

図 2: 各階層のWFST（合成前）

れる手法で仮説の削減を行う．大語彙においては非常に広い
ビーム幅で探索を進める必要があるため．段階的な仮説の絞
り込みを行って少ないビーム幅で効率的に探索を行うマルチ
パスでコーディングが用いられる．

3 WFSTに基づく音声認識
WFST は有限オートマトンを拡張した形で定義される．

WFST の例を図 1 に示す．WFST は遷移に入力シンボル・
出力シンボル・重みを持つオートマトンである（図中では入
力：出力 / 重みとして記述）．このWFSTに対して「red,
blue, yellow, end」というシンボル系列を入力すると「sun,
earth, moon」が出力される．!は空語を表すため，シンボル
としては何も出力がされない．音声認識では重みは対数値と
して扱われることが多いため，前述した入力シンボル系列に
対する重みは 2.0（0.3+0.5+0.2+1.0=2.0）となる．

WFSTは数学的に簡明な枠組みであり，合成・決定化・最小
化などの演算を事前に適用してネットワークの最適化を行う
ことができる．音声認識で特に重要となるのは合成演算であ
り，2つのWFSTを入力とし，新しく 1つのWFSTを出力
する．合成後のWFSTである T1 !T2は入力として T1の入力
を持ち，出力として T2の出力を持つWFSTとなる．WFST
は様々な形式のモデルをWFSTの形に落とし込むことで全
てのモデルを統一的に扱うことが可能で，オートマトンとい
う単純な構造を持つためモデルに対する汎用性が高い．

WFSTに基づく音声認識では，各種モデルを個々のWFST
として構築する．そして，それらを合成することで単一のオー
トマトンで表現し，その上で探索を行う．図 2に合成前の各

ky : 今日

h : は

h : 晴れ

o:  : ε

a  : ε r  : ε
e  : ε

a : ε

ε : ε

図 3: 発音辞書の例
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図 4: 従来のWFST型デコーダと提案デコーダの枠組み

階層の例を示す．O, HはHMMである音響モデルから生成さ
れ，それぞれ出力確率と遷移確率を重みとして持つ．C は音
素コンテキスト情報から生成され，モノフォン音素をトライ
フォン等のコンテキスト依存音素へと変換する．Lは発音辞
書から生成され，音素を単語へと変換する（図 3）．Gは言語
モデルから生成され，言語重みを付与する．合成後のWFST
は O ! H ! C ! L ! Gとして表現され，合成前の Oの入力と
Gの出力を持つ．合成後は特徴量を入力として単語列を出力
する単一のWFSTとなる．

4 仮説生成／選択によるアルゴリズムの統一的表
現とそれに基づく汎用デコーダ

本稿で提案するデコーダは，統一的な枠組みを実現するた
めの枠組みとしてWFST を採用する．従来のWFST 型デ
コーダでは単一のWFSTを参照して探索を行うのに対して，
提案デコーダでは複数のWFSTを相互に参照して探索でき
る仕組みを持つ．従来のWFST型デコーダの枠組みと提案デ
コーダの枠組みの対比図を図 4に示す．上側が従来のWFST
型デコーダ，下側が提案デコーダの枠組みである．
従来のWFSTの枠組みでは様々な形式のモデルをWFST

という枠組みに落とし込んだ上で，それらを単一のオートマ
トンネットワークに合成して探索を行う．探索時はWFSTを
最適化した上でどのような探索を行うかの指標は与えず，あ
くまで数学的な枠組みの上で探索を行う．単一のネットワー
クへ合成した段階で，各階層情報が消えるため，従来のデコー
ダが効率良く探索を行うために用いている階層ごとの性質や
階層間の関係が利用できなくなる．そのような理由で，現在
のWFST型デコーダは最適な探索が行える枠組みとは言え
ない．そこで，それら階層情報を細かく参照できる仕組みを
デコーダに持たせることで従来のデコーディングアルゴリズ
ムが実現できる．
本稿で提案するデコーダは，それらの階層情報を効果的に

利用するために，探索空間と仮説空間を階層化したまま探索
が行える仕組みを提供する．探索空間とは全ての仮説を含む
空間すなわちモデルのことである．対する仮説空間は探索空
間上の探索中に辿ったパスのみを含む空間で，探索空間の一
部である．本デコーダでは各空間はどちらもWFSTで表現
され，仮説空間は各階層の状態を結ぶリンクを持つ．これに
より一般的なWFST型デコーダの持つモデルに対する汎用
性を損なわず，階層構造を維持したまま仮説の展開を行うこ
とで現在のWFST型デコーダで扱われているアルゴリズム
はもちろんのこと，従来のデコーダで行われているヒューリ
スティックな探索を実現でき，特定の階層の仮説を探索空間
として再利用することによりマルチパスデコーディングすら
も実現できる．
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図 5: 実験結果

提案デコーダでは，よりシステマティックなデコーディング
の枠組みを実現するために，探索を仮説ジェネレータ・仮説セ
レクタという 2つのモジュールに分けて実現した．仮説ジェ
ネレータは従来のデコーダにおける仮説の展開・照合が実現
され，仮説セレクタでは，従来のデコーダにおける仮説の選
択が実現される．仮説の枝刈りや単語履歴のマージ等はセレ
クタにて行われる．デコーダは特徴量の入力に対してジェネ
レータとセレクタを交互に駆動することにより探索を進める．

5 評価実験
大語彙タスクにおける認識性能を確認するために，評価セッ
トとして JNAS IPA-98-TestSetを用いた評価実験を行った．
語彙数は 2万語で，評価文章数は男女計 200文章である．
本実験では大語彙連続音声認識ソフトウェア Julius [2]の
アルゴリズムである木構造化辞書と 1-best単語履歴近似を用
いたフレーム同期ビーム探索を実装して評価を行った．全て
のアルゴリズムを完全に一致させて評価するのは難しいため，
細かな近似アルゴリズムは実装していない．実験結果を図 5
に示す．縦軸が認識精度を表し，横軸が枝刈り時のビーム幅
を表す．
結果，最高認識精度は提案デコーダが 84.13%と Juliusの

80.39%を大きく上回る結果となった．ビーム幅 20k 程度で
も上昇の余地を残しており，30k～40k 程度でも若干の改善
が見られた．提案デコーダでは認識精度が収束するまでに広
いビーム幅が必要になるが，ビーム幅による認識精度の違い
は近似アルゴリズムの違いによるものであるため，本実験に
よって大語彙において十分な認識性能が得られたと言える．

6 むすび
本稿では，統一的な枠組みで従来のアルゴリズム・探索技
法を統一的に表現することを第一の目標とした定式化を行い，
その成果を新たな汎用音声認識デコーダとして実装した．
今後の課題として，様々なアルゴリズムを提案デコーダで
実装・比較を行うこと，デコーダの高速化・省メモリ化が挙
げられる．
参考文献
[1] M.Mohri, et al., “Weighted Finite-State Transducer in

Speech Recognition,” in Proc. of Computer Speech and Lan-
guage, vol.16, no.1, pp. 69-88, 2002.

[2] A. Lee, et al., “Recent Development of Open-Source Speech
Recognition Engine Julius,” in Proc. of APSIPA, pp. 131-137,
2009.
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話者性の効率的特徴表現を自動抽出可能な生成モデルに基づく話者認識
学籍番号　　２３４１３５５６　　氏名　　服部 貴文

指導教員名　　徳田 恵一

1 はじめに
近年の話者認識では，JFA (Joint Factor Analysis) [1, 2]

や i-vector [3]と呼ばれる手法が提案され，少量の発話デー
タで高い精度を達成している．これらの手法は，因子分析を
利用し，ある入力に対して次元数を削減して話者固有の特徴
を抽出するため，少量のデータでも効率的に話者の判別を行
うことが可能である．しかし，i-vectorなどの手法では，各
発話の音響特徴量からGMMを作成し，そのモデルパラメー
タを因子分析の入力として，特徴を抽出している．そのため，
抽出される特徴量は音響特徴量ではなく，GMMのモデルパ
ラメータから生成されるため，話者の詳細な特徴を表現でき
ない可能性が存在する．そこで，本研究では音響特徴量を直
接表現できる因子分析手法を提案する．提案法では，生成モ
デルに基づき音響特徴量から直接話者性を抽出することがで
きるため詳細な表現が可能であり，認識精度の改善が期待さ
れる．

2 i-vectorに基づく話者認識
i-vectorに基づく話者認識では，因子分析を利用して，話

者に含まれる固有の特徴を抽出し，得られた特徴量を比較す
ることで話者を判別する．この手法では，特徴抽出に因子分
析を用いているため，次元を削減して特徴を表現することが
可能であり，少量の発話データでも効率良く話者性を表現す
ることができる．
一般的に i-vectorに基づく手法では，因子分析の入力とし

て，各発話毎にGMM の平均成分を結合したスーパーベクト
ルを用いる．今，発話 uから作成されたGMMスーパーベク
トルMu は以下で定義される．

Mu = Twu + m (1)

ここでMu は，全話者の発話データから作成される UBM
(Universal Background Model) を事前情報として事後確率
最大化 (MAP) 法により推定された GMMを用いる．また，
mは話者に非依存な GMMスーパーベクトルで UBMから
生成され，T は基底ベクトルから構成される固有声行列であ
る．そして，T を用いて推定されるwuは i-vectorと呼ばれ
る因子成分であり，発話の変動を表現している．認識の際に
は，推定されたwuを用いて，類似度を比較することで，話
者の判別を行う．しかし，話者の判別に用いるwuは，因子
分析時に GMMのモデルパラメータを入力としているため，
音響特徴量ではなく，GMMのモデルパラメータから生成さ
れている．生成モデルに基づく特徴抽出では，抽出されるモ
デルパラーメータは話者を表現するために音響特徴量から生
成されるべきであり，GMMのスーパーベクトルから生成さ
れるべきではないと考えられる．また，GMM のモデルパラ
メータを入力としているため，GMMの混合数や事前分布の
設定に固有声行列の推定精度が大きく依存する．さらに，直
接音響特徴量を表現していないため，話者性を詳細に抽出す
ることができない可能性が存在する．

3 因子分析に基づく音響特徴量の生成モデル
i-vectorに基づく手法における問題を解決するため，本研

究では話者性の効率的特徴表現を自動抽出可能な生成モデル

Observation Supervector

GMM FA

Model

Observation

FA

Model

i-vector 

Proposed method 

図 1: i-vectorと因子分析に基づく音響特徴量の生成モデル
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図 2: 因子分析に基づく音響特徴量の生成モデルの構造

に基づく話者認識を提案する．提案法では，因子分析を用い
て固有声モデルを表現することで，可変長である音響特徴量
から直接話者性を抽出する．i-vectorに基づく手法と提案法
との比較の図を図 1に示す．
提案法では，因子分析における因子負荷行列W の各列ベ
クトルを固有声ベクトルとみなし，それらとノイズベクトル
nがGMMから出力されると仮定する．因子分析に基づく音
響特徴量の生成モデルの構造を図 2に示す．因子分析に基づ
く音響特徴量の生成モデルでは，固有声ベクトルが入力デー
タの変動に応じて変形するため，可変である入力データを直
接モデル化することが可能である．GMMパラメータは固有
声の線形結合として表現されるため，モデルの構造として線
形変換による特徴抽出を含むモデルとなる．
話者 rの発話の観測系列を o(r)とすると，このモデルによ
る観測の生成過程は，次式で表される．ただし以下の表記に
おいては簡単のため用意されるデータは 1話者につき 1発話
と考える．

o(r) = Wz(r)a(r) + nz(r) (2)

ここで，混合要素系列を z(r)，因子をa(r)，ノイズベクトルを
nz(r) とする．Wz(r) とnz(r) は混合要素番号に依存するため，
可変長の音響特徴量を直接表現可能である．また，因子ベクト
ルを各話者ごとに用意しているため因子が話者性を表現するモ
デルとなっている．全話者の発話データO = {o(1), . . . , o(R)}
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に対する尤度関数は次式で表される．

P (O|� ) =
!

r

"

z(r)

#
P (o(r)| a(r),z(r), � )

� P (a(r)|� )P (z(r)|� )da(r) (3)
P (o(r)|a(r), z(r), � )

= N (o(r)|Wz(r)a(r) + � z(r) , � z(r)) (4)

ここで，� はモデルパラメータを表し，� z(r) , � z(r) はそれぞ
れノイズベクトル nz(r) の平均と分散を表す．因子分析に基
づく音響特徴量の生成モデルでは，式 (3)の尤度関数を最大
化することで混合要素と固有声ベクトルを同時に最適化する．

4 評価実験
提案法の有効性を確認するために，話者識別実験を行った．

実験に用いるデータは，ATR 日本語音声データベース c-set
の女性 10人の音声を用いた．また，学習データは，各話者 10
単語，認識データは，各話者 520単語を用いた．比較手法と
して，GMMに基づく話者認識 (GMM-MAP)，i-vectorに基
づく話者認識 (i-vector)，そして提案法である因子分析に基づ
く音響特徴量の生成モデルを用いた話者認識 (FA-GMM) を
比較する．一般的に i-vectorに基づく手法では学習データと
して大量の話者から固有声行列を事前に推定し，テスト話者
の判別を行うが今回の実験では 10人分の発話を学習データ
とする．また，GMM-MAPや i-vectorに用いられる GMM
の事前分布は UBMを用い，その調整パラメータは事前実験
の結果より適切に設定し，基底数やGMMの混合数は認識率
が最も高くなるよう調節した．
図 3に従来法及び提案法の認識結果を示す．また，i-vector

と提案法に関する適切な因子数を調べるために，図 4に混合
数 16 の場合のそれぞれの手法について因子数と認識率の関
係を示す．認識結果より，従来のGMM-MAPが最も認識率
が高い結果となった．一般的には固有声行列の推定に大量の
データを用いて推定を行うため，i-vectorに基づく手法の方が
GMM-MAPより認識率が高くなるが，今回の実験条件では，
テスト話者 10人のみのデータを用いて推定したことから，固
有声行列の推定精度が下がり，i-vectorや提案法の認識率が
低下したと考えられる．よって，固有声行列推定のデータ量
を増加させることにより，GMM-MAPに比べ，i-vectorや提
案法の認識率が高くなると予想される．また，i-vectorと提
案法の認識結果を比較すると，ほぼ同等の認識精度となった．
i-vectorと提案法それぞれ最も認識率が高くなった因子数に
注目すると，i-vectorでは因子が 17個，提案法では 6個とな
り，図 4を見ても，i-vectorの方が話者の特徴を表現するため
に因子数が必要であることが分かる．このことから，提案法
の方が少ないパラメータで効率良く話者の特徴を抽出可能で
あることが確認できる．また，提案法では音響特徴量から直
接因子を推定することができる点で従来の i-vectorに比べて
詳細に話者性を抽出することができると考えられるが，今回
の実験では i-vectorと提案法は同等の性能となった．この要
因として，提案法では，音響特徴量から因子を推定している
のに対し，i-vectorでは，全話者のデータを用いたUBMを事
前情報としてGMMを推定し，そのスーパーベクトルを用い
て因子を推定しているため，今回のデータセットではデータ
量が少ないことから，その事前情報が効果的に働いたと考え
られる．そのため，提案法の推定基準に今回はML基準を用
いたが，現在MAP法や変分ベイズ法など事前分布を利用可
能な手法が提案されているため，それらを適用することで提
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図 3: 認識結果 (対象人数 10人)
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図 4: 因子数と認識率の関係

案法の有効性を大きく示すことができると考えられる．よっ
て，今後の課題として，推定基準の改善やデータ量を増加さ
せた場合の認識実験を行う必要がある．

5 むすび
本研究では近年話者認識の分野で広く用いられている i-

vectorという手法に対し，因子分析に基づく音響特徴量の生
成モデルを用いた手法を提案した．従来の i-vectorに基づく
手法に比べ，提案法では生成モデルに基づき音響特徴量から
直接特徴を抽出することができる．そのため，話者性を詳細
に表現することが可能である．話者認識実験の結果，i-vector
に基づく手法に比べ，少ないパラメータで効率的に特徴を抽
出可能であることが確認できた．しかし，提案法では事前情
報を利用していないため，認識精度を比較すると，i-vectorに
基づく手法と同等の精度となった．そのため，今後の課題と
して，データ量を増やした場合の認識実験や，提案法にMAP
法や変分ベイズ法などの事前情報を利用可能な推定基準を適
用することが挙げられる．
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ࠢⅣႺߡ߅ߦ, ᦝᣂߒ↢⊑߇, ᣂᣥਔᣇࡃߩ
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[2] ৻ et al., ାቇᛛႎ, NS2010-84, 2010.
[3] B. Cohen, First Workshop on Economics
of Peer-to-Peer Systems, May 2003.
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ྗ֮Λར༻ͨ͠ωοτϫʔΫܕϦΞϧλΠϜήʔϜʹ͓͚ΔదԠܕ!ҼՌॱং੍ޚʹؔ͢Δڀݚ

ֶ੶൪߸ 23413558 ໊ࢯ ݪ ༟ี

һ໊ڭಋࢦ ੴڮ ๛

1 ͡Ίʹ
ωοτϫʔΫܕϦΞϧλΠϜήʔϜʹྗ֮ϝσΟΞ

Λ༻͍Δ͜ͱʹΑΓɼར༻ऀԾۭؒͷମʹ৮Δ
͜ͱ͕Ͱ͖ɼήʔϜͷೖߴ͕ײ·Δ͜ͱ͕ظ͞Ε
͍ͯΔɽ͔͠͠ɼΠϯλʔωοτͳͲͷ QoS(Quality
of Service)อূͷͳ͍ωοτϫʔΫΛհͯ͜͠ͷछͷ
ήʔϜΛ͏ߦͱɼωοτϫʔΫԆͦͷ༳Β͗ɼύ
έοτܽམͳͲͷӨڹʹΑΓɼؒͷঢ়ଶͷҰ؏ੑ
ެฏੑ͕ଛͳΘΕΔՄੑ͕͋ΔɽͦͷΑ͏ͳΛ
ղܾ͢ΔͨΊʹɼ͜Ε·ͰͷڀݚͰɼదԠܕ!ҼՌ
ॱং੍ޚ [1]ͳͲͷ QoS੍͕ޚఏҊ͞Ε͍ͯΔɽ͔͠
͠ɼదԠܕ!ҼՌॱং੍ޚͰɼҼՌؔͷҡͷͨ
ΊʹใΛόοϑΝϦϯά͍ͯ͠ΔͨΊɼΠϯλϥΫ
ςΟϒੑ͕ྼԽ͢Δɽ
͜ͷΛղܾ͢ΔͨΊʹɼจݙ [2]Ͱɼྗ֮Λར

༻ͨ͠ωοτϫʔΫܕΤΞϗοέʔήʔϜΛରʹɼ༧
ଌΛ༻͍ͨదԠܕ!ҼՌॱং੍ޚΛఏҊ͠ɼͦͷޮՌ
Λ͍ͯ͠ূݕΔɽͦͷ݁Ռɼ༧ଌؒʹωοτϫʔ
ΫԆʹԠͯ͡࠷ద͕ଘ͢ࡏΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
ैͬͯɼ༧ଌؒΛωοτϫʔΫԆʹԠͯ͡ಈతʹม
౼ݕΒΕΔɽ͔͠͠ɼͦͷΑ͏ͳ͑ߟΔ͜ͱ͕͢ߋ
͜Ε·ͰʹߦΘΕ͍ͯͳ͍ɽ
ͦ͜ͰɼຊจͰɼ༧ଌΛ༻͍ͨదԠܕ!ҼՌॱ

ং੍ޚʹ͓͚Δ༧ଌؒΛɼωοτϫʔΫԆʹԠ͡
ͯಈతʹม͢ߋΔΑ͏ʹ੍ޚΛվྑ͢Δɽͦͯ͠ɼจ
ݙ [2]ͷωοτϫʔΫܕΤΞϗοέʔήʔϜʹରͯ͠ɼ
ͦͷޮՌΛQoEධՁʹΑΓௐΔɽ·ͨɼωοτϫʔ
ΫԆมಈʹΑΔ੍ޚͷৼ͍ʹ͕ͳ͍͔Λௐ
ΔͨΊɼωοτϫʔΫԆ͕ؒతʹେ͖͘มԽ͢Δ
߹ʹ͓͚Δ੍ޚͷޮՌௐࠪ͢Δɽ

2 ༧ଌؒͷಈత੍ޚΛ༻͍ͨదԠܕ!ҼՌॱং੍ޚ
ํࣜͷޮՌ

ຊষͰɼ༧ଌΛ༻͍ͨదԠܕ!ҼՌॱং੍ࣜํޚ
ʹ͓͍ͯɼ༧ଌؒΛωοτϫʔΫԆʹԠͯ͡ಈత
ʹม͢ߋΔΑ͏ʹվྑ͢Δɽͦͯ͠ɼจݙ [2]ͷྗ֮Λ
ར༻ͨ͠ωοτϫʔΫܕΤΞϗοέʔήʔϜʹରͯ͠ɼ
ͦͷޮՌΛQoEධՁʹΑΓௐࠪ͢Δɽ

2.1 ྗ֮Λར༻ͨ͠ωοτϫʔΫܕΤΞϗοέʔήʔϜ
ೋਓͷར༻ऀ͕ରઓ͢Δ߹ͷγεςϜߏͱ ݩ3

ԾۭؒͷදࣔྫΛਤ 1ʹࣔ͢ɽਤ 1ͷԾۭؒͷखલ
ͱԞʹ͋ΔΦϒδΣΫτ͕ϚϨοτ (εϚογϟʔ)Ͱ͋
Γɼԁܗͷബ͍ΦϒδΣΫτ͕ύοΫͰ͋Δɽೋਓͷར
༻ऀɼͦΕͧΕ৮֮ΠϯλϑΣʔεஔPHANToM
Omni(ҎԼɼPHANToMͱུ͢)Λ༻͍ͯࣗͷϚϨο
τΛૢ͠࡞ɼ૬खΰʔϧΛΊ͕͚ͯύοΫΛଧͪ߹͏ɽ
ϚϨοτͱύοΫٴͼนͱͷ৮ʹPHANToMʹ
ྗ͕ฦ͞ΕΔɽ
͜ͷήʔϜ P2P(Peer-to-Peer)ܕͰߏ͞Ε͓ͯ

Γɼ֤ը໘ͷߋ৽Λ 60HzͰ͏ߦͱͱʹɼ60Hz
ͰϝσΟΞϢχοτ (ϚϨοτ·ͨύοΫͷҐஔɼ
ɼλΠϜελϯϓΛؚΉใͷॲཧ୯Ґͷ͜ͱͰ͋

ネットワーク
触覚インタフェース装置
(PHANToM Omni)

仮想空間マレット
(スマッシャー) ゴール

パック
端末 端末

センターライン

ਤ 1: γεςϜߏͱԾۭؒͷදࣔྫ

ΓɼҎԼɼMUͱུ͢)Λ૬खʹૹ৴͢ΔɽύοΫ
ͷMUʹ͍ͭͯɼޙ࠷ʹύοΫΛଧͬͨΛύο
Ϋͷཧऀͱ͠ɼཧऀͷΈ͕ύοΫͷҐஔͱΛ
ɼ૬खʹૹ৴͢ΔɽύοΫͷཧऀͰͳ͍͠ܭ
ɼड৴ͨ͠ҐஔʹύοΫΛग़ྗ͢Δɽ·ͨɼ
ؒͰύοΫͷཧऀ͕ҟͳͬͨ߹ (ωοτϫʔΫԆ
ʹΑΓҰ؏ੑ͕ཚ͞ΕΔͱൃੜ)ɼAtoZ + CDP[3]Λ
Δɽ͢༺

2.2 ༧ଌؒͷಈత੍ޚΛ༻͍ͨదԠܕ !ҼՌॱং੍ޚ
ํࣜ

దԠܕ!ҼՌॱং੍ࣜํޚͰɼ૬ख͔Βड৴
ͨ͠MUͱࣗͷMUΛݶظ (ൃੜࠁ+!)·Ͱ
όοϑΝϦϯάͨ͠ޙɼग़ྗ͢Δɽͨͩ͠ɼ!ʹ࠷
খ !L ͱ࠷େ !H (!H ! !L > 0)͕ઃఆ͞Εͯ
͍Δ. !ͷɼωοτϫʔΫԆʹԠͯ͡૿͞ݮΕɼ
ग़ྗλΠϛϯάΛ߹ΘͤΔͨΊʹɼؒͰ͜ΕΛڞ
༗͢Δɽ
༧ଌΛ༻͍ͨదԠܕ!ҼՌॱং੍ࣜํޚͰɼΠϯ

λϥΫςΟϒੑΛ͘ߴҡ͢ΔͨΊʹɼड৴ͨ͠MU
ͷݶظʹ Tpredict (! 0) ms ͷҐஔΛ༧ଌͯ͠ग़ྗ͢ޙ
Δɽ؆୯ͷͨΊɼ༧ଌʹઢܗҰ༧ଌΛ༻͍Δɽͦ
ͯ͠ɼࣗͷMUͷग़ྗࠁΛ Tpredict ms͚ͩૣΊ
Δɽ·ͨɼTpredict ɼϑϨʔϜ୯Ґ (ϑϨʔϜը໘
ͷߋ৽ִؒΛද͢ɽ1ϑϨʔϜ 16.7ms)ͱ͢Δɽ
༧ଌؒͷಈత੍ޚʹ͓͍ͯɼωοτϫʔΫԆ

ͷʹԠͯ͡ TpredictͷΛಈతʹม͢ߋΔɽຊจͰ
ɼ!ͷ͕ωοτϫʔΫԆʹ༳Β͗ٵऩͷͨΊͷ
όοϑΝϦϯάؒΛՃ͑ͨͷʹͳΔͷͰɼ!ͷ
ʹԠͯ͡ TpredictͷΛม͢ߋΔ͜ͱʹ͢Δɽ༧උ࣮ݧ
ͷ݁Ռ͔ΒɼTpredictͱ!͕΄΅ઢؔܗʹ͋Δ͜ͱ͕
Θ͔ͬͨͷͰɼճؼੳʹΑΓ Tpredictͷ༧ଌࣜΛҎԼ
ͷΑ͏ʹٻΊͨɽ

Tpredict = 0.05!" 2.00 (1)

ͨͩ͠ɼTpredictͷ 0Ҏ্ͷʹͳΔΑ͏ʹࣜ (1)
ʹΑΓٻΊͨΛࣺޒೖ͢Δɽࣜ (1)ʹΑΓٻΊͨ
Tpredictͷࣺޒೖޙͷͱ࣮ࡍͷ࠷దͷ૬ؔ
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ਤ 2: ૯߹࣭ͷMOS

 0.99ͱ͍ߴΛ͓ࣔͯ͠Γɼ༧ଌ͔ࣜΒेͳਫ਼
Ͱ Tpredictͷ࠷దΛٻΊΒΕΔɽ

2.3 ධՁγεςϜͱධՁํ๏
ධՁγεςϜɼਤ 1ʹ͓͚ΔωοτϫʔΫΛωο

τϫʔΫΤϛϡϨʔλ (NIST Net)ʹஔ͖ͨ͑ͷ
Ͱ͋ΔɽNIST Netɼ௨ա͢ΔύέοτʹύϨʔτਖ਼
ʹै͏ՃԆΛൃੜͤ͞Δɽن
ධՁͰɼ!L = 10msɼ!H = 200msͱ͢Δɽ·

ͨɼNIST Net ʹΑΔՃԆͷฏۉΛ 0msɼ50msɼ
80msɼ100msɼ130msɼ150msͱ͠ɼՃԆͷඪ४
ภࠩΛ 10msͱ͢Δɽͦͯ͠ɼ֤ฏۉՃԆʹର͠
ͯɼTpredictΛݻఆ͢Δ߹ (0ɼ2ɼ3ɼ5ɼ6ɼ7ϑϨʔ
Ϝͷ 6छྨ)ͱಈత੍͢ޚΔ߹ʹ͍ͭͯධՁΛ͏ߦɽ
ධՁईɼࣗͷϚϨοτͷΠϯλϥΫςΟϒੑɼ

ύοΫͷΠϯλϥΫςΟϒੑɼࣗͷϚϨοτͷग़ྗ
࣭ɼ૬खͷϚϨοτͷग़ྗ࣭ɼύοΫͷग़ྗ࣭ɼ
ͦΕΒͷ૯߹࣭ [2]ͱ͠ɼͦΕͧΕʹ͍ͭͯՃԆ
ͷͳ͍ঢ়ଶΛج४ͱͯ͠ 5ஈ֊ई (5: ྼԽ͕
͔Βͳ͍ ʙ 1: ྼԽ͕ඇৗʹअຐʹͳΔ)ͰධՁͯ͠
Β͍ɼMOS(Mean Opinion Score)ΛٻΊͨɽධՁ
ೋਓҰͷϖΞͰߦΘΕɼฏۉՃԆͷ͓Αͼ
TpredictΛݻఆ͢Δ߹ͱಈత੍͢ޚΔ߹ɼඃऀݧ
ͷϖΞຖʹϥϯμϜͳॱংͰఏࣔ͞Εͨɽͳ͓ɼඃݧ
ऀ Β͔ࡀ21 Ͱͷஉঁ·ࡀ23 30໊ɼ1ϖΞ͋ͨΓͷ
૯ධՁؒઆ໌ͱ࿅शΛؚΊ 1ؒͰ͋ͬͨɽ

2.4 ධՁ݁Ռͱߟ
૯߹࣭ͷMOSͷΈΛਤ 2ʹࣔ͢ɽ͜ͷਤ͔Βɼಈ

త੍ޚͷMOSɼ֤ฏۉՃԆʹରͯ͠ TpredictΛ
దͳʹબΜͩͱ͖ͷMOSʹ͍ۙΛͱ͍ͬͯΔ࠷
͜ͱ͕Θ͔Δɽैͬͯɼಈత੍ޚ༗ޮͰ͋Δɽ

3 ωοτϫʔΫԆ͕ؒతʹେ͖͘มԽ͢Δ߹ͷ
ධՁ

ຊষͰɼୈ 2ষͱಉ༷ͷωοτϫʔΫܕΤΞϗο
έʔήʔϜΛରʹɼωοτϫʔΫԆ͕ؒతʹେ
͖͘มԽ͢Δ߹ʹ͓͚Δ༧ଌؒͷಈత੍ޚͷৼ
͍ΛQoEධՁʹΑΓௐΔɽ

3.1 ධՁํ๏
ධՁͰɼୈ 2ষͱಉ͡γεςϜΛ༻͍ɼ!HͷΛ

200msɼ!LͷΛ 10msͱ͢ΔɽNIST NetʹΑΓද
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キーワードと汎用言語モデルに基づく統計的音声対話システムにおける音声認識部・応答選択部の密結合
学籍番号　　２３４１３５５９　　氏名　　平野 隆司

指導教員名　　李 晃伸

1 はじめに
本研究では，ユーザ生成型のようなキーワードに基づく音

声対話システムを想定し，その高精度化について述べる．ユー
ザ生成型音声対話コンテンツ [1]ではユーザが対話コンテン
ツを登録してもらうことで，ユーザによる対話データベース
構築が可能である．しかし，対話コンテンツとして質問キー
ワードと対応する応答文の組が登録されるため，音声認識部
と応答選択部はキーワードのみで結合されていた．しかし，
音声認識で得られる情報にはキーワード以外にも応答選択に
有用な情報が含まれていると考えられる．
そこで，キーワードの情報に加え，汎用言語モデルの情報

を用いてシステムの構築をすることにより，音声認識部と応
答選択部をキーワードとそれ以外の発話部分によって密結合
するシステムを提案する．

2 一問一答形式の統計的音声対話システム
一般的な一問一答形式の統計的音声対話は，ユーザが質問

発話した音声の特徴に対して出力確率が最大になるような応
答を選択する問題として捉えることができる．質問発話の音
声信号系列を入力 O，それに対する応答文を出力 A とする
とき，以下のように定式化できる．

Â = argmax
A

P (A|O) (1)

質問発話の音声から直接応答文を選択することは困難なので，
中間表現に単語列 W を定義することで，以下の式のように
置き換えられる．

Â = argmax
A

!

W

P (A|W )P (W |O) (2)

式 (2)の P (A|W )は応答選択部，P (W |O) は音声認識部か
ら与えられ，それぞれの統計モデルが適切に学習されること
が重要である．そして，真の確率分布を推定するためには，
大量のデータを学習する必要がある．このとき，音声認識部
P (W |O) の学習には質問発話に関する音声波形とテキスト
コーパスが，応答選択部 P (A|W ) では質問文と応答文を対
応付けた対話データが必要となる．しかし，適切な応答を選
択するためには，選択の基準となる有用な情報がより多く含
まれていることが重要となる．さらに，その有用な情報はタ
スク特有の知識である場合が多く，タスクごとにデータの収
集が必要となる．このとき，タスク知識の量とデータ収集の
コストはトレードオフの関係にある．
タスク知識として発話文集合ではなく，キーワードのみが

与えられる場合，式 (1)の中間表現にキーワード K を用い
たキーワードに基づく音声対話システムがあり，式 (3)で表
される．

Â = argmax
A

!

K

P (A|K)P (K|O) (3)

この枠組みでは，タスク知識となりうる単語をキーワードと
設定することで，応答精度を保ちながら，データ収集のコス
トを抑えることが可能である．このシステムにおいて，音声
認識部ではキーワードを認識する必要があり，キーワードの
ワードスポッティング手法が考えられる．式 (3)の P (K|O)

では，質問発話の音声信号系列から直接キーワードを求める
ことでキーワードの抽出精度を高めている．そのため，応答
選択に必要な知識を正確に抽出することで，システム全体の
応答性能の向上が期待できる．
そして，新たなキーワードに基づく音声対話システムとし
て，ユーザ生成型音声対話コンテンツ [1]が提案されている．
タスク知識をキーワードと応答文と定義し，タスク設定をユー
ザが行うことで，幅広いタスク知識を含んだ対話データベー
スを構築可能である．しかし，キーワードに基づく音声対話
システムでは，タスク知識をキーワードのみに限定している
ため，様々な発話表現や言い回しなど，キーワード以外の発
話部分を考慮していない．そのため，発話から応答を返すと
いう観点では，発話に対しロバストな応答選択を行うための
知識が不足しているといえ，キーワード以外の発話部分にも
応答選択に有用な情報がある可能性がある．

3 音声認識部と応答選択部の密都合
キーワード以外の発話部分を利用して，音声認識部と応答
選択部を密に結合するシステムの枠組みを提案する．このと
き，タスク知識以外に使用できる情報として汎用言語モデル
を考え，応答選択に使用する情報を補強する．キーワード以
外の発話部分（ガーベージ）を G と定義すると，キーワー
ドとガーベージに基づく統計的音声対話システムは以下のよ
うに書ける．

Â = argmax
A

!

{K,G}

P (A|K, G)P (K, G|O) (4)

ここで，{K, G}は質問発話の書き起こし文を表しており，文
W と同じような内容であるが，{K,G} はガーベージ G が
与えられない．
応答選択部 P (A|K,G) の学習には，応答文 A と対応する
文 {K, G} が必要となる．しかし，ユーザ生成型を考えた場
合，学習には A と K の組のみしか与えられないため，K か
らW ! = {K, G} を生成する必要がある．そこで，汎用言語
モデルに基づいてキーワードからそれ以外の発話部分を補間
し，文として自動生成する．キーワードの情報を !k，汎用言
語モデルの言語情報を !g とるすと，W ! は以下の式のよう
に生成される．

Ŵ ! = argmax
W

P (W |K, !k,!g) (5)

ここで，得られた W ! を用いて応答選択部を学習した場合，
応答選択部は P (A|W !,!k,!g)と書ける．
次に，音声認識部 P (K, G|O) は，W ! = {K, G} と表す
と P (W !|O) と表現でき，一般的な音声認識デコーダで処理
可能である．しかし，応答選択も含めたシステム全体の性能
を考えた場合，タスクに適したキーワードにはより重要な情
報が含まれると考えられる．そこで，キーワードの情報を十
分に生かしつつ，文W ! = {K, G} を出力するような音声認
識部が必要となる．そのため，ディクテーション中に動的に
ワードスポッティングを行う手法を検討する．キーワード情
報を用いてキーワードを抽出しつつ，それ以外の発話部分は
汎用言語モデルにより補間される．このような音声認識部は，
P (W !|O, !k,!w) と記述できる．
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図 1: キーワードと汎用言語モデルに基づく密結合システム

上記の考察を踏まえたうえで，式 (4)のシステムを書き直
すと，以下のように表せる．

Â = argmax
A

!

W !

P (A|W !,!k,!g)P (W !|O, !k,!g)

ただし，W ! = {K, G} (6)

この式 (6)の提案システムでは，ユーザ生成型の制約から中間
表現としてキーワードを用いる必要があるものの，キーワー
ド情報 !k と一般的な言語情報 !w を十分に各部で利用する
ことで，応答選択部と音声認識部をより密に結合したものと
見なすことができる．これにより，少量のタスク知識のみが
与えられる条件下でも応答性能の向上が期待できる．
式 (6)に基づいて構築したシステムの全体構成図を図 1に示

す．音声認識部では，ユーザの発話音声に対してP (W !|O, !k,!g)
が最大となるW ! = {K, G}を出力する．ここでは，キーワー
ドと N -gram 言語モデルを用いてディクテーション中に動的
にキーワードスポッティングを行う [2]．登録されるキーワー
ドは複数であることが想定されるので，セットとしての抽出
率を高めるために，複数キーワードの共起制約を用いる．認
識した単語列 W ! は形態素解析後，応答選択部に渡される．
次に応答選択部では，モデル P (A|W !,!k,!g) に基づいて

認識された単語列 W ! 対して確率が最大となる応答文 A! を
出力する [3]．応答選択モデル P (A|W !,!k,!g) は，条件付き
確率場 (Conditional Random Fields; CRF) に基づいて構築
する．モデル学習では，N -gramに基づいてキーワードから
自動文生成を行い，生成文と応答文の学習データベースを作
成する [4]．その後，生成文のみ形態素解析し，応答選択モデ
ル P (A|W !, !k,!g)を学習する．

4 評価実験
一問一答形式の音声対話システム「たけまるくん」のデー

タベースを用いて評価実験を行った．このデータベースは，質
問文と応答文のデータで構成されている．それを元に，質問
文からキーワードを抽出することで，キーワードと応答文の
データベースを構築した．汎用的な言語モデルには，Web か
ら収集したテキストコーパスから学習した単語 3-gram モデ
ル (WebLM) を使用する．また，タスク知識が十分にある場
合と比較するため，たけまるくん言語モデル（たけまる LM）
を用意した．以下に比較したシステムとその構成を示す．
• 発話文システム P (A | W )P (W | O)
大量の質問文と応答文のデータがある場合に構築可能な
理想的なシステム．音声認識部は たけまるくん LM を用
いたディクテーション．応答選択部は発話文と応答文を学
習した．

図 2: 各システムの応答正答率

• キーワードシステム P (A | K)P (K | O)
キーワードと応答文のデータベースを元に構築した従来
システム．音声認識部は WebLM とキーワードを追加し
た Web 辞書を用いたディクテーションと，テキストマッ
チングによるキーワード抽出．応答選択部はキーワード
と応答文を学習した．

• 生成文システム P (A | K, G)P (K, G | O)
キーワードから生成した文と応答文のデータベースを用い
た提案システム．音声認識部は WebLM とキーワードを
追加した Web 辞書を用いた共起制約に基づくスポッティ
ング．応答選択部は生成文と応答文を学習した．

図 2に各システムの応答正答率を示す．発話文システムはタ
スクに沿った発話文を学習したため，3 手法の中で 90.2%と
最も高い応答正答率であった．キーワードシステムではコー
パスを利用していないので，11.9% 低下した．その誤りの多
くはキーワードの抽出誤りに依るものであった．そして，生
成文システムでは生成した文を学習することで，2.6%の改
善が得られた．そのサンプル数は 38個であり，多くがキー
ワードを正確に抽出できたことで改善がみられた．
さらに，音声認識部をスポッティングに固定し，応答選択
部のみの比較を行った．このとき，キーワードのみを学習し
たシステムは 79.3% であり，提案システムの方が 1.6% 高
く，ガーベージを利用することの有効性が確かめられた．

5 むすび
本研究では，キーワードに基づく音声対話システムを想定
し，高い応答精度くぉ実現する音声認識部と応答選択部の密
結合システムを提案した．評価実験では，従来システムから
2.6%の改善が得られ，その有効性が示された．今後の課題
は，汎用言語モデルの対話用言語モデルへの拡張などが挙げ
られる．
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1 まえがき
一般に奥行き画像はステレオマッチングによって取

得される [1]．しかし，簡単なマッチングではノイズが
多く，物体輪郭が不正確な奥行き画像しか取得できな
い．そこで，現在主流となっているステレオマッチング
はMRF (Markov Random Field) 最適化などを用いた
複雑なアルゴリズムにより奥行き画像を推定している．
例として，Semi-Global Matching（SGM） [2]，Belief
Propagation，Graph Cutsがある．これらは，周囲の画
素と滑らかに接続するという拘束を用いて，マッチング
を行うため，ノイズが少ない奥行き画像の取得が可能で
ある．しかし，多くのMRF 最適化手法は，拘束条件が
平面部分を重視するため，輪郭部分の精度は充分でなく，
また，実行時間が長い．
また，奥行き画像の物体輪郭を原画像の物体輪郭に補

正する奥行き画像改善手法として，ジョイントバイラテ
ラルフィルタ [3] がある．これは，原画像の情報を用い
て物体輪郭を補正しつつ，平滑化によってノイズを除去
する．しかし，平滑化によりスパイクノイズは除去でき
るが，領域が大きな誤りは，平滑化の際に周囲に拡散し，
奥行き画像の劣化を引き起こす．また，奥行き値が大き
く異なる物体輪郭では，奥行き値の混合によりぼけが発
生する．
そこで，本論文では奥行き画像改善フィルタとして，

次の三つの手法を提案する．信頼度を用いたジョイント
トリラテラルフィルタは奥行き画像の物体輪郭をぼけを
抑制しつつ原画像に近づけて補正し，同時にノイズ除
去を行う手法であり，重み付きジョイントバイラテラル
フィルタは同様の効果でより高精度である．そして，混
合抑制フィルタは重み付きジョイントバイラテラルフィ
ルタによる平滑化でわずかに発生する奥行き値の混合に
よるぼけを抑制する．また，重み付きジョイントバイラ
テラルフィルタに入力する重み画像の生成方法について，
LR-Check を用いる手法と斑点除去フィルタを用いる手
法の二手法を提案した．
本概要では，このうち，重み付きジョイントバイラテ

ラルフィルタと混合抑制フィルタについて説明する．

2 提案手法
2.1 重み付きジョイントバイラテラルフィルタ
提案手法では，入力の奥行き画像をフィルタリングに

よって改善する．提案する重み付きジョイントバイラテ
ラルフィルタ (WJBF)は JBFの拡張である．WJBFで
は，奥行き画像の物体輪郭をぼけを抑制しつつ原画像に
近づけて補正し，同時にノイズ除去を行う．このとき，
WJBF では重み画像をあらかじめ作成し，各画素の信
頼度を決定し，誤った奥行き値を示す画素や，輪郭周辺
の信頼できない画素の情報の重みを小さくすることで，
誤りの拡散や，ぼけの拡大を抑制する．これにより，従

来手法のジョイントバイラテラルフィルタでの問題を解
決する．
WJBF は次式で表される．

Doutput
p =

!
s!N Ms · w(p, s)c(p, s)Dinput

s!
s!N Ms · w(p, s)c(p, s)

(1)

w(p, s) = exp(! ||p"s||2
2!s

)：位置重み
c(p, s) = exp(! ||Ip"Is||2

2!c
)：色重み

Dinput：入力画素値，Doutput：出力画素値，M：重み画
像，I：参照画像の画素値，p：注目画素の座標，s：参
照画素の座標，N：参照画素の集合，!s：位置重みのガ
ウス変数，!c：色重みのガウス変数，|| · ||2：L2 ノルム．
位置重みは，注目画素と参照画素の位置が近いほど大き
な重みが与えられる．また，色重みは，参照画像である
原画像の注目画素と参照画素の画素値が近いほど大き
な重みが与えられる．これらにより，原画像の画素情報
を用いるため，物体の輪郭を維持しつつ平滑化が可能と
なる．
しかし，領域が大きな誤りは，平滑化では除去するこ

とができない．そこで，重み画像M を用いることで，大
きな領域で誤っている部分の重みを 0 にする．これによ
り，周囲への誤情報の拡散を抑制する．また，重みが 0
となった画素は周囲の信頼できる情報を用いることで，
補間される．
重み画像は斑点除去フィルタを用いて作成される．斑

点除去フィルタは二つの変数を持つ．斑点の最大サイズ
と，周囲との差の許容値である．まず，最大サイズより
小さい領域は斑点の可能性があると仮定される．そして，
その領域の奥行き値と周囲の奥行き値の差が許容値を超
える場合，その領域は周囲と滑らかに接続していないと
判断され，斑点となる．
この斑点除去フィルタを用いて，検出した斑点部分の

重みを 0，それ以外を 1と置く b(p!, s!) を作成し，次式
によって重み画像を作成する．

Ms! =
"

s!!N !
b(p!, s!)w(p!, s!)c(p!, s!)d(p!, s!) (2)

d(p!, s!) = exp(! ||Dp!"Ds! ||1
2!d

)：奥行き重み
p!：注目画素の座標，s!：参照画素の座標，N #：参照画
素の集合，!d：位置重みのガウス変数．
この式は，ジョイントバイラテラルフィルタの重みの計
算式を拡張したものであり，d() の奥行き重みが追加さ
れている．これにより，物体輪郭が不正確な奥行き画像
の物体輪郭部分の重みも小さくすることができる．よっ
て，奥行き画像の物体輪郭をぼけを抑制しつつ原画像に
近づけて補正し，同時にノイズ除去を行う．
2.2 混合抑制フィルタ
前節でWJBF を提案した．しかし，前景と背景の物

体色が似ている場合など，奥行きが異なるにも関わらず，
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図 1: 奥行き画像の評価
信頼できるとしてしまう部分が存在する．また，複数の
物体が交差している場所など，複雑で細かく奥行き値が
変化する場合では，物体輪郭の判断が難しく広範囲にわ
たり重み画像に与えられる重みが小さくなる．そのよう
な部分では，周囲の異なる奥行き値を示す画素との重み
の差が小さくなるので，異なる奥行き値の影響を受ける
部分も出てくる．そこで，わずかに残る輪郭部分のぼけ
を解消するための処理を施す．
ぼけは複数の奥行き値を混合することで発生する．そ

こで，輪郭部分が二値的に表現されるフィルタリング前
の奥行き画像を用いて，重み付きジョイントバイラテラ
ルフィルタで混合された中間値を前景と背景の奥行き値
に振り分ける．その結果，混合部分は存在しなくなるこ
とで輪郭部分のぼけが除去され，正しい奥行き画像によ
り近くなる．これを混合抑制フィルタと呼び，以下の式
で表される．

DOutput(p) = arg min
d!D(W )

|DFiltered(p)!DInitial(s)| (3)

DOutput：混色抑制フィルタで置き換えられた奥行き値，
DInitial：奥行き画像改善前の奥行き画像，DFiltered：奥行
き画像改善後の奥行き画像，W：参照画素の集合，D(W )：
集合の要素W が指す奥行き値，d：取り得る奥行き値．
このフィルタでは，DInitial のカーネル内にある奥行き
値の候補に最も近い値を振り分ける．以上から，奥行き
画像の輪郭がぼけた部分に対しては二値的な奥行きに変
換する処理を行うことでぼけを低減する．

3 実験結果と考察
実験では，奥行き推定精度の比較を行う．用いる画

像は多視点データセット “Tsukuba” [1] を用いる．入
力に用いる奥行き画像は，ブロックマッチング (BM)，
比較的高速に動作する最適化手法である Semi-Global
Matching (SGM) [2]，特徴点ベースの最適化手法 E!-
cient LArge-Scale (ELAS) [4]，動的計画法 (DP：Dy-
namic Programming) [5]，Double Belief Propagation
(DBP) [6] を用いて推定する．それらの入力に提案手法
である二手法を用いて，誤り率の比較を行う．その結果
は図 1 である．また，その際の誤り率は表 1 である．誤
り率は誤差 1 まで許容している．
表 1 より，提案手法がDBP を除き，すべての入力に

対して効果があることがわかる．特に，非常に低精度な
BM に対しては効果が高く，最適化手法である SGM・
ELAS・DPと同程度まで精度が向上している．また，そ
れらを入力としたときも，ノイズは少ないが輪郭精度が
完全ではないため，提案手法の輪郭補正の効果もあり，

表 1: 誤り率の比較
BM SGM ELAS DP DBP

Initial 10.78 3.98 3.99 4.12 0.88

Filtered 3.25 2.34 2.87 2.49 0.83

誤り率が減少している．ただし，DBP のような非常に
高精度な奥行き画像を入力としたときは，改善できる部
分がほとんどないため，精度の向上がほとんどみられな
かった．図 1 を見ると，提案手法により平面部分は平滑
化され，物体輪郭の凹凸がなくなっていることがわかる．

4 むすび
本論文では，奥行き画像のノイズを除去し，物体輪郭

を補正する奥行き画像改善フィルタの提案を行った．そ
の結果，重み付きジョイントバイラテラルフィルタを用
いることで，誤り部分の情報をほとんど用いることなく
平滑化を行うことで，物体輪郭を補正しつつ，ノイズ除
去が可能となった．また，混合抑制フィルタを用いるこ
とで，奥行き値の混合によるぼけも抑制できた．特に，
BM など低精度な手法で取得した奥行き画像に対しては
非常に効果が高いことがわかった．
また，本論文では，他のデータセットでも実験を行っ

ており，同様に奥行き画像が改善された．そして，他に
提案した信頼度を用いたジョイントトリラテラルフィル
タや，重み付きジョイントバイラテラルフィルタの LR-
Check を用いた重み画像を用いた場合でも，傾向は異な
るが改善が確認された．
今後の課題は，動画像を用いた際の時間方向への安定

性の調査と改良などが挙げられる．
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隠れ条件付確率場を用いた音声認識のためのアニーリングに基づく学習アルゴリズム
学籍番号　　２３４１３５６８　　氏名　　真野 翔平

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
近年の音声認識では，識別モデルに基づく音響モデリング
が盛んに研究されている．従来の生成モデルを用いた音声認
識では，音響特徴量を確率分布としてモデル化するため，全
ての特徴量を優劣を考慮せず均等に用いて認識していたのに
対し，識別モデルを用いた音声認識では，特徴量を選択的に
用いた認識が可能であるという利点がある．しかし，モデル学
習において局所最適性の問題がある場合，特徴選択の効果が
十分に発揮できない可能性がある．そこで，本研究では識別モ
デルである隠れ条件付確率場 (Hidden Conditional Random
Fields; HCRF) [1]を用いた音声認識における，アニーリン
グ制御の適用による学習アルゴリズムの改善を提案する．
2 HMMの構造を持つHCRFを用いた音声認識
本研究では HCRFに生成モデルである HMMの構造を適
用するため，2種類の素性関数 f (a)

i,j , f (b)
l,n およびその重み !(a)

i,j ,
!(b)

l,n,d を用いて状態遷移確率と出力確率を表現する．特徴量
X = (x1,x2, . . . ,xT )が与えられたときに単語クラスCが出
力される確率は，以下のように定義される．なお，特徴量X
に対する状態系列を Y = (y1, y2, . . . , yT )とする．

P (C | X,!) =
1
Z

!

Y

exp

"
T+1!

t=1

M+1!

i=0

M+1!

j=0

!(a)
i,j f (a)

i,j (yt!1, yt)

+
T!

t=1

M!

l=1

N!

n=0

D!

d=1

!(b)
l,n,df

(b)
l,n (xt,d, yt)

#
(1)

ただし，!は素性関数の重みを表すモデルパラメータ，Zは正
規化項，T は時刻，M は状態数，N は特徴量の次数の最大値，
Dは次元数である．また，xt = (xt,1, xt,2 . . . , xt,D)T は時刻
tに観測されたD次元の特徴量，ytは yt ! {0, 1, . . . , M +1}
であり，y0 は初期状態 0, yT+1 は終了状態M + 1を表す．
状態遷移に対応する素性関数 f (a)

i,j は，以下のように定義さ
れる．

f (a)
i,j (yt!1, yt) =

"
1 ((yt!1, yt) = (i, j))
0 (otherwise)

(2)

この関数は，yt!1 と yt が遷移を起こすときのみ 1となるこ
とを意味している．このとき，素性関数の重み !(a)

i,j はHMM
における状態遷移確率に対応している．また，出力に対応す
る素性関数 f (b)

l,n は，以下のように定義される．

f (b)
l,n (xt,d, yt) =

"
xn

t,d (yt = l)
0 (otherwise)

(3)

この関数は，ytに対応する特徴量を出力することを意味して
いる．ここで，nは任意の次数を設定でき，様々な出力分布
を表現可能である．このとき，素性関数の重み !(b)

l,n,dにより，
同じ特徴量を出力する場合でも，次元毎，状態毎に異なる重
みを設定できるため，特徴選択を行うことが可能である．

HCRFの学習は，対数事後確率 L(!) = log P (C | X,!)
に L1ノルムを用いた評価関数 L1(!)を最大とするモデルパ
ラメータ!を推定する．なお，L1ノルムを || · ||1とする．

L1(!) = log P (C | X,!) " !||!||1 (4)

ただし，!は L1ノルムの重みであり，値が大きいほどモデル
パラメータである素性関数の重みが 0付近で急峻な分布とな
る．よって，弱い素性の重みは 0になるので，スパースなモ
デルを構築できる．また，!により素性関数の重みの 0にな
りやすさを調整する．以上から，L1ノルムを用いることで，
パラメータ推定と特徴選択を同時に行うことが可能である．
しかし，L1ノルムはモデルパラメータが 0のときに微分が
不可能であり，一般的な勾配法を用いてパラメータ推定を行
うことができない．このような問題に対し，勾配法の一種で
ある Rpropアルゴリズムにおいて，L1ノルムを使用可能に
したOrthantwise-Rpropアルゴリズムが提案されている [2]．
このアルゴリズムでは，パラメータ更新を同じ象限で行うよ
うに制限し，pseudo gradientと呼ばれる勾配を用いる．パラ
メータ更新式および勾配は，以下のようになる．

!(r+1) = !(r) + sgn(#L(!(r)))"(r) (5)

#L(!(r)) =

$
%

&

#+L(!(r)) (#+L(!(r)) > 0)
#!L(!(r)) (#!L(!(r)) < 0)
0 (otherwise)

(6)

#±L(!(r)) =
#L(!(r))

#!(r)
"

'
sgn(!(r))! (!(r) $= 0)
±! (!(r) = 0)

(7)

ただし，rは学習回数，!(r), !(r+1)は更新前，更新後のモデ
ルパラメータ，#L(!(r))は勾配，"(r)はステップサイズであ
る．また，sgn(·)は符号を表し，sgn(·) ! {"1, 0, 1}である．
式 (6), 式 (7)では，勾配を計算するのにモデルパラメータが
0かどうかで場合分けしており，モデルパラメータが 0のと
きに微分不可能である問題を対処している．HCRFの学習の
手順は，勾配を Forward-Backwardアルゴリズムを用いて計
算し，式 (5)で示されるパラメータ更新を繰り返すため，EM
アルゴリズムとほぼ同様な手順で行われる．
3 アニーリング制御を適用したHCRFの学習

Orthantwise-Rpropアルゴリズムのような勾配型アルゴリ
ズムでは，局所最適性が問題として挙げられる．そのため，
HCRF の初期値が適切に与えられなかった場合，素性関数
の重みの推定精度が低下し，特徴選択の効果が十分に発揮
できない可能性がある．このような問題を改善する手法とし
て，HCRF の初期値に微小値を掛け，初期モデルを一様分
布に近づくように平滑化を行う Flattening が提案されてい
る [1]．この手法では初期モデルに対してのみ平滑化を行って
いるが，学習の初期段階では推定される重みの信頼性は低い
ため，学習過程においても平滑化を行うことで，より局所最
適性の問題を緩和できると考えられる．一方，生成モデルの学
習全体において平滑化を行う手法として，確定的アニーリン
グ EM (Deterministic Annealing Expection Maximization;
DAEM)アルゴリズムが提案されている [3]．そこで，本研究
では HCRFを用いた音声認識における，アニーリング制御
の適用による学習アルゴリズムの改善を提案する．

DAEMアルゴリズムは，EM アルゴリズムにおいて尤度
関数を温度パラメータを導入した自由エネルギー関数として
再定式化し，アニーリング過程を制御することで局所最適性
の問題を改善する．同様に，HCRFの学習アルゴリズムにア
ニーリング制御を適用した場合，式 (1)は以下のようになる．
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表 1: Flatteningあり/なしにおける単語正解率
初期モデル Flatなし Flatあり

39-HCRF-RP 94.66 95.36 97.45
120-HCRF-RP 79.86 86.34 95.82
120-HCRF0-RP 94.66 95.09 96.68

P!(C | X,!) =
1
Z

!

Y

exp

"
T+1!

t=1

M+1!

i=0

M+1!

j=0

$!(a)
i,j f (a)

i,j (yt!1, yt)

+
T!

t=1

M!

l=1

N!

n=0

D!

d=1

$!(b)
l,n,df

(b)
l,n (xt,d, yt)

#
(8)

ここで，$ % 0のときには P!(C | X,!)は一様に近づけた分
布となり，$ = 1のときには式 (1)と一致する．よって，$は
事後確率を平滑化する効果を有すると言える．そこで，$を
0に近い値から 1に緩やかに近づけることで，初期値に依存
しにくいパラメータ推定を行うことが可能である．
4 評価実験

HCRFの学習におけるアニーリング制御に基づく学習アル
ゴリズムの有効性を確認するために，AURORA-2データベー
スの clean音声を用いて孤立単語認識実験を行った．数字単
語は 11種類，学習データは 1210発話，テストデータは学習
データに含まれない 3257発話を用いた．特徴量は次元数に
よる違いを比較するために，12次元，39次元のMFCCとパ
ワーにそれぞれの 1次，2次動的特徴量を連結した計 39次元，
120次元の特徴量を用いた．HMMはスキップなしの 3状態
left-to-rightモデルとした．比較手法は，それぞれ用いる特
徴量，初期モデル，アニーリング制御を適用したかどうかが
異なり，39, 120は用いる特徴量の次元数，HCRF, HCRF0
は初期モデル，RP, DAはアニーリング制御なし，アニーリ
ング制御ありを表している．初期モデルは，HCRFはML基
準を用いて学習した HMM，HCRF0は 120次元のモデルパ
ラメータのうち，39次元までの低次元は 39次元の特徴量と
ML基準を用いて学習した HMM，残りの高次元は全て 0に
したもので，高次元の特徴量は認識に有効でないという事前
情報を用いている．また，アニーリング制御における温度ス
ケジュールは以下のように設定した．

$"(r) =
( r

100

)2!

(1 " $init) + $init (9)

これは，初期値が $initで，100回学習すると 1になることを
意味している．なお，学習回数が 100回以上の場合は $は 1
になるように設定した．また，%は温度スケジュールの調整を
行うパラメータである．今回の評価実験では，Orthantwise-
Rpropアルゴリズム，Flattening, L1ノルムの重み，温度ス
ケジュールにおける調整パラメータを変化させて，最も単語
正解率が高いものおよびそのときのパラメータ数を評価した．

Flatteningの有効性を確認するために，Flatteningあり/な
しにおける比較を行った．表 1に Flatteningあり/なしにお
ける単語正解率を示す．なお，120-HCRF0-RPは，学習基準
と学習アルゴリズムの影響を切り分けるために用いた．120-
HCRF0-RP の認識率が 39-HCRF-RP より下がれば学習基
準，同等であれば学習アルゴリズムに問題があることが分か
る．表 1より，どの手法も初期モデルより認識性能が改善で
きていることから，識別モデルの有効性を確認できる．また，
Flatteningを用いることによって認識性能が改善できている
ことから，Flattening による平滑化の有効性を確認できる．
しかし，120-HCRF-RPは 39-HCRF-RPの認識率より低く
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図 1: アニーリング制御あり，なしにおける単語正解率
表 2: 最高認識率のときのモデルパラメータ数

初期 RP DA

39-HCRF 2684 (94.66) 2646 (97.54) 2673 (97.57)
120-HCRF 8030 (79.86) 4942 (96.16) 4999 (96.41)
120-HCRF0 2684 (94.66) 4613 (96.99) 4710 (97.21)

なっているため，高次元の特徴選択が不十分であることが分
かる．さらに，120-HCRF0-RPは，認識率が 39-HCRF-RP
より低く 120-HCRF-RPより高いことから，学習基準，学習
アルゴリズム共に改善が必要であると考えられる．
学習基準，学習アルゴリズムを改善するために，L1ノルム

およびアニーリング制御を適用した．図 1に L1ノルムの重
みを変化させたときの単語正解率，表 2に最高認識率のとき
のモデルパラメータ数を示す． 図 1，表 2より，L1ノルム
を用いると，39次元の特徴量を使用した手法は認識性能を改
善できていないが，120 次元の特徴量を使用した手法は認識
性能を改善できていることから，L1ノルムによる特徴選択
の改善を確認できる．120-HCRF-RP, 120-HCRF-DAは，ど
ちらもモデルパラメータ数を約 4割削減できているが，120-
HCRF-DAの方が認識率が高いことから，アニーリング制御
により局所最適性の問題をさらに改善することで，より特徴
選択を改善できたことが確認できる．また，39-HCRF-DAと
120-HCRF0-DAの認識率の差より，120-HCRF-DAと 120-
HCRF0-DAの認識率の差の方が大きくなったことから，学習
アルゴリズムの改善による影響が大きいことが分かる．以上
から，アニーリング制御を適用した学習アルゴリズムの有効
性を確認できる．しかし，120-HCRF-DA, 120-HCRF0-DA
は，39-HCRF-DAより低い認識率であるため，さらなる学習
アルゴリズムや学習基準の改善が必要であると考えられる．
5 むすび
本研究では HCRFを用いた音声認識における，アニーリ
ング制御の適用による学習アルゴリズムの改善を提案した．
孤立単語認識実験により，特徴選択および認識性能の改善を
確認した．今後の課題として，よりモデルに適した温度スケ
ジュールの調査や連続音声認識実験による評価が挙げられる．
参考文献
[1] M. Mahajan, et al., “Training Algorithms for Hidden Condi-

tional Random Fields,” Proc. of ICASSP, pp. 273–276, 2006.

[2] S. Wiesler, et al., “Feature Selection for Log-Linear Acoustic
Models,” Proc. of ICASSP, pp. 5324–5327, 2011.

[3] N. Ueda and R. Nakano, “Deterministic Annealing EM Algo-
rithm,” Neural Networks, vol. 11, pp. 271–282, 1998.
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1 はじめに 

高齢化や生活習慣病の増加に伴い，健康管理を自

主的に行ない予防に努めることが求められている．

そのための医療・健康情報共有システムとしてPHR

（Personal Health Record）が提唱され，日本にお

いては「どこでもMY病院構想」を通してガイドライ

ンの制定など標準化が進められている． 

医療・健康情報を中央のサーバに預け，適宜医療

機関に開示する場合，従来のサーバ管理者が各医療

従事者の閲覧権限を制御する方式では，保管サーバ

自身が医療・健康情報を閲覧できるため，そこから

漏洩の危険性がある．また，その情報を他機関に開

示する場合には，医療消費者が開示先を自由に変更

できるようにするべきである[1]． 

そこで，本論文では，保管サーバ自身には情報を

閲覧できない状態のまま情報を保管し，適宜必要な

医療従事者に対して情報を開示できる手法（図1）を

提案し，実装を行うことで実用的な速度での動作が

行えるかどうかを検討する．最後に，各ガイドライ

ンを参考に，PHRにおける個人情報保管方法に関する

要件を定めることで，提案手法がそれらを満たせて

いるか，あるいは，満たすためにはシステムや運用

体制側でどのような機能が必要かという点について

示す． 

掛かり付け
機関

保管サーバ

診察結果の入力

自己記録の入力

診察結果と自己記録の出力

閲覧禁止
フィードバック

医療消費者 医療従事者

アドバイザになって欲
しいので閲覧許可

しばらく利用していな
いので閲覧禁止

 

図 1：開示先制御の概要 

2 提案手法 

提案手法は，医療消費者毎に公開鍵暗号の鍵であ

るグループ公開鍵・秘密鍵ペアを持つ．健康情報は

健康情報共通鍵暗号の鍵である健康情報復号鍵によ

って暗号化され，健康情報復号鍵はグループ公開鍵

によって暗号化され，保管サーバに保管される．そ

して，グループ秘密鍵を，(2,2)閾値秘密分散を保管 

サーバと医療従事者間で繰り返すことで二分木状の

公開先グループを構成する．復号の際には，閾値復

号を用いるため，グループ秘密鍵を秘匿したまま健

康情報を復号することが可能である．

保管サーバ

医療従事者

メンバ部分復号鍵サーバ部分復号鍵

グループ公開鍵 グループ秘密鍵

医療消費者

共通鍵

健康情報

暗号化された
共通鍵

暗号化された
健康情報

 

図2：提案手法の概要 

提案方式は，6つのプロトコルから構成され，それ

ぞれの安全性の根拠は，表1の通りである． 

表1：提案手法のプロトコル一覧 

プロトコル 用いられる暗号技術 

グループ公開鍵生成 分散情報生成プロトコル[2] 

健康情報の暗号化 KEM/DEM[3] 

健康情報の逐次復号 閾値復号[2]，KEM/DEM 

メンバ追加 (k,n)閾値秘密分散[2]， 

シェア・コントロール[3] 

メンバ無効化 (k,n)閾値秘密分散，シェア・コントロール 

鍵の更新 プロアクティブ秘密分散[5]， 

(k,n)閾値秘密分散 

また，それぞれのプロトコルには，検証可能秘密

分散[6]を用いることで，メンバが正しいプロトコル

によって処理を行なっていることが保証されている． 

4 実装 

提案手法が，実システムに適用できることを示す

ため，実装を行った．ここでは，PHRの医療従事者の

運用コストを抑えるためにも，暗号化と復号の2つの

プロトコルをブラウザで行えるようにシステム構成
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は図3のようにした． 

結果，AMD A6-3400M 1.4～2.3GHz，DDR3-1333 4GB，

Firefox 18.0を用いて，ElGamal暗号の鍵長1024bit，

10番目の医療従事者，という条件で復号処理時間を

計測したところ，毎秒6個の復号が可能であった．  

ブラウザ

医療消費者

保管者

APサーバ

鍵管理サーバ

健康情報DB

鍵管理DB

ブラウザ

医療従事者

鍵管理
サーバ

鍵管理DB

AP
サーバ

健康情報の閲覧・保存
（暗号化・復号プロトコル）健康情報の保存

（暗号化プロトコル）

開示先制御
（メンバ追加・無効化・
鍵更新プロトコル）

 

図 3：実装のシステム構成 

4 評価・考察 

提案手法が，PHRの実現に必要とされる技術面での

要件と各ガイドライン要件から抽出されたサービス

面での要件と適合しているか確認を行った（表2）． 

表2：要件と適合 

 要件 評価 

開示先制

御に関す

る要件 

保管サーバに健康情報を閲覧されない ◎ 

医療消費者の意図しない医療従事者に健康情

報を閲覧されない 

◎ 

医療従事者の意図しない健康情報の二次利用

が行われない 

◎ 

開示先の変更時に，健康情報の再暗号化や鍵

の再配布を行うコストが発生しない 

◎ 

医療・健

康情報の

取り扱い

に関する

要件 

真正性が満たされている ○ 

見読性が満たされている △ 

保存性が満たされている ○ 

災害や本人の意識不明などの緊急時には，強

制的に閲覧することができる 

○ 

利便性に

関する 

要件 

健康情報の閲覧がブラウザから行うことがで

きる 

◎ 

暗号化・復号の処理時間が十分に短い △ 

◎：満たされている，○：システムや運用体制での補完が必要， 

△：○に加え，システム構築の際に従来手法に比較して留意すべき

点がある． 

提案手法では，各プロトコルによって医療消費者

主導型の開示先制御が実現されている．また，暗号

化された状態で医療・健康情報が保管されているた

め，改竄に対する真正性が高い．しかし，緊急時に

おいても開示先制御機能がなければ情報を閲覧でき

ないことに留意する必要がある．最後に，緊急時の

対応に関しては，すべての医療消費者が予め開示先

と指定する緊急時機関を用意することで対応が可能

であるが，これは，保管サーバの管理者とは別に用

意され，運用されるべきである． 

5 まとめ 

 PHRを実現するにあたって，保管サーバに健康
情報を閲覧されることなく保管し，必要に応じて各

医療従事者に公開する手法を提案した．いくつかの

暗号技術によってその安全性を示すことはできたが，

それだけで，医療情報システムとしてのすべての要

件を満たせるわけではない．システム構築を行う際

には，4章で確認した要件を満たすために必要とな
る機能の実装や運用体制の確立が必要である． 
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分散制約最適化問題の非厳密解法の改良に関する研究 
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1 はじめに 

近年，複数の自律的なエージェントが協調して動

作するマルチエージェントシステムが注目されてい

る．マルチエージェントシステムにおける協調問題

は，分散制約最適化問題として定式化できる． 

分散制約最適化問題を解くアルゴリズムは，厳密

解法と非厳密解法に分類される．本研究では，最適

解を必ず発見できるとは限らないが計算量やメッセ

ージサイズなどを比較的小さく抑えることができる

非厳密解法に注目する．非厳密解法の中でも，KOPT

アルゴリズム[1]とDUCTアルゴリズム[2]という２つ

のアルゴリズムに注目する． 

KOPTアルゴリズムは，k-Optimalと呼ばれる最適
性の指標にそった解を得ることができる．このアル

ゴリズムには，得られる解の品質と探索時間にトレ

ードオフが存在する．これに対し，複数のパラメー

タを設定した探索を同時に実行することで，解品質

と探索時間の抑制を両立する手法を提案する． 

DUCTアルゴリズムは，サンプリングを行うことに

より，精度のよい解が得られることが期待される．

しかし，問題グラフにより，エージェントが使用す

るメモリ量が大きくなる問題がある．この問題を解

決する方法として2つの手法を提案する． 

2 分散制約最適化問題とその解法 

 分散制約最適化問題は，制約最適化問題の変数を

エージェントに分散して配置したものである．n 個

の変数 x1,…,xnと制約の集合から構成される．各制

約には評価関数fi,jが存在し，変数 xi,xjの割当てに

応じて評価値を返す．目的は，すべての制約につい

ての評価値の和が最大または最小となるような，変

数値の割当てaを求めることである． 

3 従来手法： KOPTアルゴリズム 

 KOPT アルゴリズムは，任意の k についての

k-Optimal な解を得られるアルゴリズムである．
k-Optimalな解とは，k個以下のエージェントが持つ
変数値を変更しても評価値が向上しない解である． 

 動作は，周囲のエージェントと情報の交換，エー

ジェントがグループを構成し最適な割当てを計算，

グループ内のエージェントで同意を形成し変数値を

更新という３つのフェーズを繰り返す． 

 KOPTアルゴリズムでは，kをエージェント数 nに
近づけるほど，最適解に近い解が得られるが，k を
大きくすると，メッセージ通信ステップ数と計算量

が増える．また，合意を形成することが難しくなる．

そのため，評価値の向上が遅くなると考えられる． 

4 KOPTアルゴリズムを改良する 

提案手法： 探索の多重化 

 既存のKOPTアルゴリズムは，パラメータ kを１つ

だけ選択して実行する．これに対して，本研究で提

案する多重化を行う手法では，複数のパラメータを

選択し，並列に実行する．そして，一定の通信ステ

ップ数毎に，並列実行したそれぞれの探索結果のう

ち，最も高い評価値を獲得した変数の割当てを選択

する割当ての同期を行う．同期処理に必要な通信ス

テップ数は，グラフの直径に比例する．この同期に

必要な通信を探索に必要な通信とオーバーラップさ

せることで，同期に必要な通信ステップ数を隠ぺい

する．ただし，パラメータ kのうち最大の kmaxとグ

ラフの直径dの関係は，次の式を満たす必要がある． 

d ≤ 2 ×
𝑘
2 + 𝑘 + 1 

5 評価： KOPT探索の多重化の効果 

 提案する探索の多重化による効果を不規則な構造

を持つグラフを対象に，既存の KOPTアルゴリズムと

の比較を行った．（図１） 

 

図 1:ステップ数に対する評価値の推移 
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既存のKOPTアルゴリズムに対して，評価値が早く向

上し，最終的に得られる解は kmaxを選択した既存手
法と同等であった．また，図２に示す通りオーバー

ラップにより，評価値の向上が早くなることを確認

した． 

 

図 2: オーバーラップの効果 

6 従来手法： DUCTアルゴリズム 

 前処理として，深さ優先探索などを用いて制約網

から擬似木を構成する．擬似木上の根に位置するエ

ージェントから順に変数値を選択し子へ伝える．続

いて，葉側から順に評価値を計算し根へ向かって伝

える．この操作を繰り返す．変数値を選択する際に

は，コンテキストと呼ばれる過去の変数割当てに対

する評価値からバウンド（評価値の境界）を計算し，

選択基準とする．この過去の評価値を保存する量は，

問題の規模に依存し，また，根に近いエージェント

ほど多くなる． 

7 DUCTを改良する提案手法 1: 

コンテキスト中の必要な変数値の保存 

 保存するコンテキスト量を減らすために，グラフ

の構造から，冗長な値を判断し，必要な変数値のみ

を保存する手法を提案する． 

8 DUCTを改良する提案手法 2： 

保存するコンテキスト量の制限 

 保存するコンテキスト量を一定以下に抑える手法

を提案する．一定量を超えた場合には，規則に従っ

て保存されているコンテキストをメモリから追出す．

追出す選択基準として，コンテキストの受信回数，

過去の最大バウンドを提案する． 

9 評価：DUCTのコンテキスト中の 

必要な変数値の保存による効果 

 グラフ構造別のエージェントの深さと保存する変

数の数の関係を比較した結果を図3に示す．既存手法

では，深さに比例して保存する変数の数が増加する．

これに対して提案手法では，ある深さをピークに，

保存する変数の数が減少する．得られる解の精度は

同等である． 

 

図3: グラフ構造による削減効果の違い 

10 評価： DUCTの保存するコンテキスト量の制限 

 保存するコンテキスト数を10から2000まで変化さ

せ，追い出し基準ごとに得られる解コストを比較し

た．図4は，エージェント数10のBAモデルで生成した

グラフに対する結果である．ある程度までコンテキ

スト数を制限しても，解コストの大きな悪化はみら

れなかった． 

 

図4:保存コンテキスト数と解コスト 

11 おわりに 

 ２種類の非厳密解法に対する改良を提案し，計算

機シミュレーションにより評価した．KOPTに対して

は，解の精度を落とさず探索速度が向上することを

確認した．DUCTに対しては，メモリ量の削減と，既

存の指標のみによらない改善の余地があることを示

した． 
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1 はじめに 

今後，集積度の向上に伴って，搭載するコア数を

増大させたメニーコアプロセッサが一般化すると予

想されている．しかし，コア数の増大に伴い，一部

のコアに処理を割り当てきれず，全てのコアを有効

に利用できない状況が発生することが予想される． 

そこで本研究では，安定したデータ供給が可能な

プロセッサ構成の実現可能性を検証するために，配

線遅延を考慮したプロセッサ構成方式を設計し，そ

の実行トレースを採取可能なメニーコアトレースシ

ミュレータを開発する．加えて，メニーコア研究に

おいて，シミュレーション時間の増大が深刻な問題

となっている．これを解決し，大規模なアプリケー

ションを現実的な時間で実行するために，シミュレ

ーション自体を高速に行う機能を開発したシミュレ

ータに追加実装する． 

2 マルチコア／メニーコアプロセッサ 

今後は半導体のプロセスルールの縮小に伴い，単

一プロセッサ当たりに搭載されるコア数がさらに増

大し，メニーコアプロセッサが一般化すると予想さ

れる．マルチコア／メニーコアプロセッサは，デー

タ供給の転送効率を向上させるキャッシュシステム

と，複数のコアやメモリ間の交信路を提供する相互

結合網のトポロジについて様々な構成方式が存在し

ている． 

3 既存シミュレータの問題点とその解決方針 

これまでに数多くのマルチコアプロセッサシミュレ

ータが開発されているが，これら既存のシミュレー

タはいずれも共有メモリを前提として構築されてい

る．しかし，メニーコアプロセッサでは全コア共有

のメモリシステムを想定することは現実的ではなく

既存のシミュレータではシミュレーションを行うこ

とは難しい．そこで，本研究ではメニーコアプロセ

ッサの理想的な構成を検討するために，様々な構成

方式を検証可能なメニーコアシミュレータを開発す

る． 

 

 

図 1 : アーキテクチャ構成 

4 メニーコアトレースシミュレータの開発 

キャッシュ構成はプロセッサコア数を増大させる

ことを考慮して，L2キャッシュを複数のバンクに分

割したクラスタを複数備える構成とし，ディレクト

リベースの一貫性管理機構を持たせる．キャッシュ

コヒーレンシプロトコルは，各クラスタの持つ2次

キャッシュに，メインメモリへのアクセス回数を減

少させるために，書き戻し頻度を削減できる MOESI

プロトコルを採用する．また，各コアの持つ1次キ

ャッシュに，一貫性管理の複雑度を抑えつつ効率的

なキャッシュアクセスが可能な MESI プロトコルを

採用する．相互結合網の形状には，データ転送性能，

ハードウェア物量，消費電力のバランスが最も良い

と考えられる階層型クロスバ結合網を採用する． 

以上で述べた構成方式をもとに設計したアーキテ

クチャの構成図を図 1 に示す．最小構成として 16

コア内蔵の 2階層型クロスバ結合の cc-NUMAアーキ

テクチャとなっている．また，全体で 4クラスタ構

成となっており，1クラスタに 4つのコアが内蔵さ

れるとする．そして，各コアと 2次キャッシュ(L$2)

がクロスバに接続され，各コアはローカルに命令キ

ャッシュ(I$1)とデータキャッシュ(D$1)を内蔵して

いる．また，主記憶装置 DDRはメモリの帯域幅を考

慮して各クラスタに均等分割し，クロスバの1つに

接続している． 
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表 1 : 実行サイクル数 

 exec I1wait D1wait cycle 

1thread 7608989 212257 150306 7971552 

2thread 7385398 212240 95280 7692918 

4thread 7273194 212016 70446 7555656 

8thread 7219029 212224 70780 7502033 

16thread 7203082 213352 78876 7495310 

5 シミュレータの動作検証 

動作検証プログラムには，汎用ベンチマークプロ

グラムであるSPLASH-2の FFTを用いた．動作結果を

表 1に示す．各コアに1スレッドずつ割り当て，1，

2，4，8，16 スレッド実行でそれぞれシミュレート

した．なお，紙面の都合上，メインスレッドの結果

のみを示している．スレッド数の増大に伴い実行サ

イクル数のexecが減少する結果となった．台数効果

を得られていることからシミュレータが正しく動作

していることがわかる．しかし，16並列実行時には，

8並列実行時に比べてD1waitのサイクル数が増大し

てしまっている．そのため，さらに並列度を上げた

場合には総実行サイクル数が増加に転じる可能性が

ある．これにより，高並列に実行可能なプロセッサ

構成の検討が必要であることが改めて認識できた． 

6 シミュレーションの高速化 

ソフトウェアによるアーキテクチャシミュレーシ

ョンは評価に多大な時間を要し，コア数の増大に伴

うシミュレーション時間の増加が深刻な問題となっ

ている．そのため，これまでに数多くのシミュレー

ション高速化手法が提案されてきた．そのなかでも，

シミュレーションを分散・並列化することで高速化

する手法が効果を上げている[1]．そこで，開発した

シミュレータを実マルチコア環境においてスレッド

並列化することでシミュレーションを高速化させる． 

しかし，単純にシミュレーションをスレッド並列

化するだけでは，実マシンのコア数に対して生成す

るスレッド数が多くなりすぎる場合があり，かえっ

て実行時間が増加してしまう可能性がある．そこで，

実験環境に合わせてシミュレータ自身がスレッド数

を調整する並列度の自動調整機能を，開発したシミ

ュレータに追加実装した．これにより，ユーザへの

負担を増やすこと無く，シミュレーションにかかる

時間を削減減することができる． 

7 シミュレーション時間の評価 

 

図 2 : シミュレーション時間の評価結果 

評価対象プログラムには SPLASH-2 の FFT, LU, 

WATER-NSQUAREDを用いた．各プログラムのシミュレ

ーション時間を図2に示す．グラフは左から，通常

実行した場合，2 スレッドで並列実行した場合，4

スレッドで並列実行した場合のシミュレーション時

間をそれぞれ表しており，通常実行時を 1として正

規化している．図 2(1)は Core2 Quadを搭載したマ

シン Aで実行した結果，図2(2)はUltraSPARC T1を

搭載したマシンBで実行した結果を示している． 

（4A）では物理コア数と同じスレッド数で実行し

たため，OSと資源の奪い合いをしてしまい，シミュ

レーション時間が増加してしまっている．一方で，

(2A)は全プログラムのシミュレーション時間を削減

できており，（N）に比べて平均で40.9%，最大43.8%

のシミュレーション時間の削減に成功した． 

マシン B上は，スレッド数に関わらず全てのプロ

グラムでシミュレーション時間の大幅な削減に成功

した．UltraSPARC T1 は並列処理性能が高いため，

特に（4B）では（N）に比べて平均で 72.6%，最大で

81.8%のシミュレーション時間の削減に成功した． 

8 おわりに 

本研究では，配線遅延を考慮したプロセッサ構成

を設計し，その実行トレースを採取可能なメニーコ

アトレースシミュレータを開発した．加えてシミュ

レーションを高速化させる機能を追加実装した．  

6 参考文献 

[1] Potuzak Tomas: Distributed-Parallel Road Traffic 

Simulator for Clusters of Multi-core Computers, Proc.16th 

IEEE/ACM Int’l Symp. On Distributed simulation and Real 

Time Applications(DS-RT), pp.195-201(2012). 



ᐔᚑ 24 ᐕᐲഃᚑࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒᎿቇኾୃ჻⺰ᢥ᪪㓸

Ꮏቇಽ㊁ࡓ࠹ࠬࠪ▚⸘

㕖᭴ㅧൻPeer-to-Peer ࠆߌ߅ߦࠢࡢ࠻࠶ࡀ

▤ℂ㗔ၞߩಽഀߚ↪ࠍᖱႎត⚝ᚻᴺߦ㑐ࠆߔ⎇ⓥ

ቇ☋⇟ภ 23413576 ᳁ฬ ጊᧄ ⾆ਯ

ᜰዉᢎຬฬ ⩲ේ ⌀ม

1˴ᐨ⺰

ㄭᐕ㧖ㅢା┵ᧃߩ㜞ᕈ⢻ൻߩࠢࡢ࠻࠶ࡀ߿

㜞ㅦൻࠅࠃߦ㧖ࠢࡢ࠻࠶ࡀߩߢേ↹߿㖸ᭉ

߇ᖱႎ⊒ାࠆࠃߦ㈩ା㧖ੱߩ╬࠲࠺

ࠦߩ⊛⋠㧖ߦࠇߎ㧘ߚߞߥߣߩ߽ߥ⊛⥸৻

᳞߇ࡓ࠹ࠬࠪߥขᓧน⢻ߦ⊛₸ലࠍ࠷ࡦ࠹ࡦ

↪ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖Peer-to-Peerࠅ߅ߡࠇࠄ

ࠆߡࠇߐᦸⷞ߇ࡓ࠹ࠪࠬ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߚ

[1]-[3]㧘
Peer-to-Peerࡦ࠹ࡦࠦߚ↪ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ

ߩࡃࠨࠆߔℂ▤ࠍోࡓ࠹㧖ࠪࠬߪߩ࠷

ήߡߞࠃߦ㧖ဳ࠼࠶ࡉࠗࡂPeer-to-Peerࡀ
ࡢ࠻࠶ࡀPeer-to-Peerဳࠕࡘࡇߣࠢࡢ࠻࠶

࠻࠶ࡀPeer-to-Peerဳࠕࡘࡇ㧘ࠆ߈ߢಽ㘃ߦࠢ

ߚߞߣℂ▤ߩᖱႎࠬࠢ࠶࠺ࡦ㧖ࠗߪߢࠢࡢ

ಣℂࠍฦ߇ࠕࡇಽᜂߚࠆߔ㧖⽶⩄ಽᢔߣ⠴㓚

ኂᕈߦఝࠆࠇ㧘ߒ߆ߒ㧖ⷐ᳞ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߚߒ

⟎ᖱႎࠍត⚝ࠆߔᔅⷐࠅ߇㧖ߚߩߘ㧖ត

⚝♖ᐲࠍ㜞ߊߜ㧖ߟ߆ត⚝ߦⷐࠆߔㅢା㊂ࠍ

ᛥࠆߔᖱႎត⚝ᚻᴺ߇ᔅⷐࠆߥߣ㧘

ࡢ࠻࠶ࡀPeer-to-Peerဳࠕࡘࡇߦߢ߹ࠇߎ

ⓥ⎇ߥޘ㧖ߡߒ㑐ߦᖱႎត⚝ᚻᴺࠆߌ߅ߦࠢ

ࠆߡࠇࠊⴕ߇ [1]-[3]㧘ߒ߆ߒ㧖ߩࠄࠇߎᚻᴺ

㧖ࠅߚߒዉ⺃ࠍࠛࠢߦၮࠍត⚝ጁᱧߩ㧖ㆊߪ

ฦ߇ࠕࡇ⥄りߩᖱႎߦടߡ߃ㄭ㓞ߡߟߦࠕࡇ

߽ᛠីߢߩ߽ࠆߔࠅߚߒ㧖છᗧࠢࡢ࠻࠶ࡀߩ

ోࠍല₸⊛ߦត⚝ߥ߃ߪߣࠆߡߒ㧘ߘ

㧖ߒಽഀࠍోࠢࡢ࠻࠶ࡀߪߢ㧖ᧄ⎇ⓥߢߎ

ฦ㗔ၞߢᖱႎࠍಽᢔߡߒᛠីߒ㧖ⷐ᳞ࠦࡦ࠹ࡦ

ߒᜬ⛽ߊ㜞ࠍ㧖ត⚝♖ᐲߢߣߎ߁ⴕࠍ⚝តߩ࠷

ឭࠍᚻᴺࠆߔᛥࠍ࠻ࠬࠦࠆߔⷐߦࠇߘ㧖ߟߟ

㧘ࠆߔ᩺

2˴ⶄᢙߩേ⊛ࠛࠆࠃߦ࠻ࡦࠚࠫᖱႎត

⚝ᚻᴺߩឭ᩺ߣ⹏ଔ

2.1 ˴ឭ᩺ᚻᴺ

ឭ᩺ᚻᴺߪߢ㧖ࠛ࠻࠶ࡀߡ↪ࠍ࠻ࡦࠚࠫ

㗔ߩⶄᢙࠍోࠢࡢ 㧒ၞ▤ℂ㗔ၞ㧓ߦಽഀߒ㧖

ฦ㗔ၞߢㆬᛯࠍࠕࡇߚߒ▤ℂߡߒߣࠕࡇ▤ℂ㗔

ၞߩᖱႎࠍ㓸⚂ࠆߔ㧘ࠦࠍ࠷ࡦ࠹ࡦត⚝ࠆߔ

㓙ߪߦ㧖ߩߎᖱႎߡ↪ࠍ㗔ၞࠍត⚝ߒ㧖ⷐ

㗔ࠆߔ႐ว㧖㓞ធߥ߈ߢ⊑ࠍ࠷ࡦ࠹ࡦ᳞ࠦ

㧘ࠆߔ⛯⛮ࠍ⚝តߢߣߎࠆߔㅍାࠍࠛࠢߦၞ

2.2 ˴⹏ଔ

2.2.1˴Ყセኻ⽎ᚻᴺ

Ყセኻ⽎ᚻᴺߡߒߣ㧖ㆊߩⷐ᳞ࠦ࠷ࡦ࠹ࡦ

ࠛࠢߡ↪ࠍᖱႎ⸘⛔ࠆߔ㑐ߦᚑุߩ⚝តߩ

߇ࠕࡇAPS[1]㧖ฦߩᚻᴺࠆߔዉ⺃ࠍ N ࠶ࡎ

ࡦ࠹ࡦᜬࠦߣࠫࡠࡐ࠻ࠆߔ㑐ߦࠕࡇߩએࡊ

ߩᚻᴺ߁ⴕࠍ⚝តߡߒᛠីࠍ࠷ HL[2]㧖࠶ࡈ

ࡖࠠ࠾࡙ߚߞᴪߦត⚝ጁᱧߚߒᚑഞߣࠣࡦࠖ࠺

ߩᚻᴺߚߖࠊวߺ⚵ࠍ࠻ࠬ AHS[3] 㧘ࠆ↪ࠍ

2.2.2 ˴⹏ଔᣇᴺ

ឭ᩺ᚻᴺߩലᕈࠍᬌ⸽ߚࠆߔ㧖ㅢାࠦ

ଔ⹏ߡ↪ࠍᜰᮡߩߟੑߩ₸ត⚝ᚑഞߣ࠻ࠬ

ࡦ㧖ⷐ᳞ࠦߪߣ࠻㧖ㅢାࠦࠬߢߎߎ㧘ߚߞⴕࠍ

࠻ࠆߌ߅ߦ㧖MACጀߚߒⷐߦ⚝តߩ࠷ࡦ࠹

㧖ߪߣ₸㧖ត⚝ᚑഞߚ߹㧘ࠆߔߣ㊂✚ߩࠢ࠶ࡅ

ᚑഞ߇⚝㧖តࠆභߦⷐ᳞࿁ᢙ✚ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ

㧘ࠆߔߣวഀߩ࿁ᢙߚߒ

2.2.3 ˴⚿ᨐߣ⠨ኤ

⸘▚ᯏࠪߩࡦ࡚ࠪࡘࡒ⚿ᨐࠄ߆㧖APSߪ

ㆊߩត⚝⚿ᨐ߇චಽߦ⫾Ⓧߚߥߡࠇߐ㧖

ត⚝ߦߚߩᄙࠍࠛࠢߩߊㅍାࠅ߅ߡߒ㧖߹

ࡇ㧘ฦߥߡࠇࠄᓧࠍ₸ត⚝ᚑഞߥ㧖චಽߚ

ࠆߔᜬࠍᖱႎࠆߔ㑐ߦࠕࡇߩቯ▸࿐৻߇ࠕ

HLߪߢ㧖㜞ត⚝ᚑഞ₸ࠍ⛽ᜬߩߩ߽ࠆߔ㧖ࡇ

ߡߓ↢߇࠻ㅢାࠦࠬߥ߈ᄢߢᖱႎ឵ߩߢ㑆ࠕ

㧘৻ᣇ㧖AHSࠆ ↪૬ࠍࠣࡦࠖ࠺࠶ࡈߪߢ

㧖ⷐ᳞ߩߩ߽㜞ߪ₸㧖ត⚝ᚑഞߚࠆߡߒ

߇࠻ㅢାࠦࠬߥᄙᄢߡ߅ߦ⚝តߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ

ߪ㧖ឭ᩺ᚻᴺߒኻߦࠇߎ㧘߁߹ߒߡߓ↢ HL ߿

AHSߣห⒟ᐲߩ㜞ត⚝ᚑഞ₸ࠍ⛽ᜬߟߟߒ㧖

ត⚝ߦⷐࠆߔㅢାࠦࠬࠍ࠻ᛥࠆߡߒ㧘ߩߎ

ߒᜬ⛽ߊ㜞ࠍ₸ត⚝ᚑഞߪ㧖ឭ᩺ᚻᴺࠄ߆ߣߎ

ߦߣߎࠆߔᛥࠍ⩄⽶ߩ߳ࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߟߟ

ᚑഞࠅ߅ߡߒ㧖ઁߩᚻᴺࠅࠃലࠆߢ㧘



ᐔᚑ 24 ᐕᐲഃᚑࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒᎿቇኾୃ჻⺰ᢥ᪪㓸

Ꮏቇಽ㊁ࡓ࠹ࠬࠪ▚⸘

ឭߩᖱႎត⚝ᚻᴺߥ⊛ᓞ⥄ࠆࠃߦࠕࡇ˴3

ଔ⹏ߣ᩺

೨┨ߢឭ᩺ߚߒⶄᢙߩേ⊛ࠛࠍ࠻ࡦࠚࠫ↪

ߦᎼ࿁ߩ࠻ࡦࠚࠫ㧖ࠛߪߢᖱႎត⚝ᚻᴺߚ

ߚ߁ⴕࠍ㓸ߩᖱႎߣ▽᭴ߩℂ㗔ၞ▤ߡߞࠃ

ㅊടߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ߿㔌⣕ടߩࠕࡇ㧖

㒰ߚߞߣᄌൻࠍᛠីߡߒኻᔕᤨߦߢ߹ࠆߔ㑆

ߪߢ┨㧖ᧄߢߎߘ㧘ࠆ߇㗴߁ߣࠆߔⷐࠍ

ߦ⊛ᓞ⥄߇ࠕࡇ㧖ฦߦߚࠆߔ⸂ࠍ㗴ߩߎ

▤ℂ㗔ၞࠍᒻᚑߒ㧖ࠕࡇ⥄りߩᄌൻࠍႎ๔ࠆߔ

ㄦㅦߦᄌൻߩࠕࡇ߿ⅣႺࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߢߣߎ

㧖⸘▚ᯏߡߒߘ㧘ࠆߔឭ᩺ࠍᚻᴺߥኻᔕน⢻ߦ

ലᕈߩ㧖ឭ᩺ᚻᴺߡ↪ࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ

㧘ࠆߔ⸽ᬌࠍ

3.1 ˴ឭ᩺ᚻᴺ

ᧄ┨ߢឭ᩺ࠆߔᚻᴺߪߢ㧖೨┨ߢឭ᩺ߚߒᚻ

ᴺࠅߥ⇣ߣ㧖ฦ߇ࠕࡇ⥄ᓞ⊛ߦⴕേߢߣߎࠆߔ

ᛠីࠍᖱႎߩ㧖㗔ၞߡߒಽഀࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ

㧖ೋᦼ⁁ᘒߡߒ㑐ߦಽഀߩࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧘ࠆߔ

ࠕࡇℂ▤ߦ㗔ၞࠍߺߩ㧖⥄りࠍࠕࡇ㧖ฦߢ

㑣୯߇ᢙࠕࡇ㧖ߪ㧖ฦ▤ℂ㗔ၞߒߥߺߣࠆߢ

Nmerge એߢ߹ࠆߥߦ㓞ធࠆߔ▤ℂ㗔ၞߣว

૬ࠅ➅ࠍߔ㧘ߡߒߘ㧖ࠇߎએ㒠ߪ㧖▤ℂ㗔ၞ

ࠕࡇߩᢙ߇ᄢߊ߈ߚߞ႐วߦ▤ℂ㗔ၞߩಽ

ߩⶄᢙࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߢߣߎ߁ⴕࠍ㒰߿ഀ

㗔ၞߦಽഀߚߒ⁁ᘒࠍ⛽ᜬࠆߔ㧘

3.2 ˴⹏ଔ

⹏ଔߪߢ㧖Ყセኻ⽎ᚻᴺߡߒߣ HL ߣ AHS㧖
೨┨ߢឭ᩺ߚߒឭ᩺ᚻᴺࠆ↪ࠍ㧘߅ߥ㧖ߎߎ

ឭ᩺ߩ┨ᣥឭ᩺ᚻᴺ㧖ᧄࠍឭ᩺ᚻᴺߩ┨೨ߪߢ

ᚻᴺࠍᣂឭ᩺ᚻᴺߣ߱㧘߹ߚ㧖⹏ଔࠆ↪ߦ

ᜰᮡߡߒߣ㧖೨┨ߣหߦㅢାࠦࠬߣ࠻ត⚝ᚑ

ഞ₸ࠆ↪ࠍ㧘

࿑ 1 ႐ߚߖߐᄌൻࠍ㔌⣕㗫ᐲടߩࠕࡇߦ

วߩㅢାࠦࠬߔ␜ࠍ࠻㧘࿑ 1 㧖ᣂឭ᩺ᚻᴺࠄ߆

߆ಽ߇ߣߎࠆߡߒᛥࠍ࠻ᦨ߽ㅢାࠦࠬ߇

㧘ᣂឭ᩺ᚻࠆߢࠅㅢߩ㧖એਅߪ↱ℂߩߎ㧘ࠆ

ᴺߪߢ㧖ᣥឭ᩺ᚻᴺ߇࠻ࡦࠚࠫࠛߦ߁ࠃߩᎼ

࿁ߕߖ㧖߇ࠕࡇႎ๔ࠍⴕߺߩ߈ߣ߁ㅢାࠍⴕ߁

ߪߢ㧘৻ᣇ㧖HLࠆࠇߐᛥ߇࠻㧖ㅢାࠦࠬߚ

ⷐࠍ࠻ㅢାࠦࠬߩߊᄙߦᖱႎ឵߁ⴕߢ㑆ࠕࡇ

ㅢߥ߈ᄢߦ㕖Ᏹߢࠣࡦࠖ࠺࠶ࡈߪߢ㧖AHSߒ

ାࠦࠬࠍ࠻ⷐࠆߡߒ㧘ᰴߦ㧖ត⚝ᚑഞ₸ߦᵈ

㧖߽ߡߒᄌൻ߇㔌⣕㗫ᐲടߩࠕࡇ㧖ߣࠆߔ⋠

ᣂឭ᩺ᚻᴺ߇ᦨ߽㜞ត⚝ᚑഞ₸ࠍ⛽ᜬߡߒ

࠻࠶ࡀ߇㧖ᣂឭ᩺ᚻᴺߪࠇߎ㧘ࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ

ߒᛠីߡߒಽᢔߢ㧖ฦ㗔ၞߒಽഀࠍోࠢࡢ

ᄌൻߚߓ↢ߦり⥄߇ࠕࡇ㧖ฦ߃ടߦߣߎࠆߡ

Ⅳࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߢߣߎࠆߔႎ๔ߦࠕࡇℂ▤ࠍ

Ⴚߩᄌൻߦㄦㅦߦኻᔕࠆߢߚࠆߔ㧘એ߆

㧖ߪߢઙਅ᧦ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߚ↪㧖࿁ࠄ

ᣂឭ᩺ᚻᴺ߇ᦨ߽ലࠆ߃ߣࠆߢ㧘

࿑ 1: 㑐ଥߩ࠻ㅢାࠦࠬߣ㔌⣕㗫ᐲടߩࠕࡇ

4˴⚿⺰

ᧄ⎇ⓥߪߢ㧖㕖᭴ㅧൻ Peer-to-Peer ࠻࠶ࡀ

⋠ࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߥ⊛₸ലࠆߌ߅ߦࠢࡢ

ߒಽഀߦ㗔ၞߩⶄᢙࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀ㧖ߡߒߣ⊛

ឭࠍᖱႎត⚝ᚻᴺࠆߔℂ▤ࠍᖱႎߦߣߏ㗔ၞߡ

↪ࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒ㧖⸘▚ᯏࠪߚ߹㧘ߚߒ᩺

ᨐ㧖ឭ᩺ᚻ⚿ߩߘ㧘ߚߞⴕࠍଔ⹏ߩឭ᩺ᚻᴺߡ

ᴺߪ㧖ត⚝ᚑഞ₸ߩઁࠍᚻᴺߣหߦචಽ㜞ߊ

⛽ᜬߟߟߒ㧖ߦࠇߘⷐࠆߔㅢାࠦࠬࠍ࠻ᛥߔ

㧘ߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ

ᓟߩ⺖㗴ߪߡߒߣ㧖ࠢࠛߩߡߴߔࠍ▤ℂ

ࠇࠄߍ߇┙⏕ߩᣇᴺࠆߔㅍାߦ⊛₸ല߳ࠕࡇ

ߦࠄߐࠍㅢା㊂ࠆߔⷐߦ⚝㧖តࠅࠃߦࠇߎ㧘ࠆ

ᛥ߿ߣߎࠆߔ㧖ࠅࠃᄢⷙᮨߥⅣႺߦㆡ↪น⢻

㧘ࠆࠇߐᦼᓙ߇ߣߎࠆߥߣ

ෳ⠨ᢥ₂
[1]D. Tsoumakos et al㧘㧖“Adaptive Proba-
bilistic Search for Peer-to-Peer Networks,”Proc.
ICS’03, pp. 102-110, Sep. 2003.
࠾ࡑࡦࡘ࠴[2] ࡦࠛࠖࡧࡊ et al㧘㧖“㕖᭴ㅧဳ

P2Pࡊ࠶ࡎࠆߌ߅ߦࠢࡢ࠻࠶ࡀ㒢ઃ߈ᧁ᭴

ㅧߦၮࠢࠜ࠙ࡓ࠳ࡦߊߠᬌ⚝,” ାቇᛛႎ,
IN2009-164, pp. 121-126, Mar. 2010.
[3] ㆙⮮ ศᦶ et al㧘㧖“P2P ߅ߦࠢࡢ࠻࠶ࡀ

”,ᬌ⚝ᣇᑼ࠼࠶ࡉࠗࡂㆡᔕဳࠆߌ ାቇᛛႎ㧖

NS2009-208㧖pp. 265-268㧖Mar. 2010.



平成 24年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 
計算システム工学分野 

Miniaturization of an Environmental Sound Recognition System  

環境音認識システムの小型化 

学籍番号 23413579氏名 Onishi, Danilo Roberto 

指導教員名 岩田 彰 

特許出願の関係により非公開 

 



平成 24年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 計算システム工学分野

Cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis
using joint-eigenvoices with a perceptual characteristic space

学籍番号　　２３４１３５８２　　氏名　　 De Franca Oliveira Viviane
指導教員名　　　徳田　恵一

1 Introduction
Research on cross-lingual speaker adaptation (CLSA) [1, 2]

has been performed to enable the output of a Speech-to-Speech
Translation system to sound like the input speaker (target speaker).
To realize such a system, a state mapping (SM)-based method
has been proposed [2]. However, a bilingual database is required
to su!ciently represent the relation between source and target
languages. To improve the performance of CLSA systems with-
out a bilingual database, we proposed a new approach, where a
language-independent space of perceptual characteristics (PCs)
is used as an intermediate space in the mapping between lan-
guages. During this work, two methods were proposed: The first
one models the three spaces spanned by source and target lan-
guages and the PCs separately and uses speaker interpolation in
the target language to generate data for the target speaker. On
the other hand, the second method provides the modeling of all
the three spaces into a unique framework, using the maximum
likelihood estimation to update all the model parameters.

2 CLSA based on perceptual characteristics and
speaker interpolation

Some characteristics of the voice that may be perceived by the
human ear are independent of the spoken language, being mainly
influenced by inherent characteristics of the speakers, such as
gender and age. Therefore, they can be used for establishing the
relation between the two languages in a CLSA system [3]. In
this approach, a set of these characteristics was used to construct
an intermediate space for the mapping between source and target
languages (PC space). In [3], each speaker is represented by a
super-vector, which is a data structure that contains all the mean
vectors from the output probability distributions of a speaker de-
pendent model. In this method, whenever a new target speaker
enters the source language speaker space, it is firstly projected
to the PC space and, once an appropriate representation for this
speaker is found in that space, it is projected to the target lan-
guage. Finally, speaker interpolation is performed in the target
language to reconstruct the super-vector of the target speaker. An
overview of the method is depicted in Fig. 1.

3 Joint-eigenvoices for CLSA
The joint-eigenvoice method is based on factor analyis (FA) [4].

To adopt the FA framework in the proposed method, we slightly
modified the classical FA model to be able to represent consecu-
tive data, considering that parts of the input data matrix are unob-
served. A graphical representation of this input data is depicted
in Fig. 2. In the Figure, D represents the matrix of observation
data, where each column is a data vector, equivalent to o. More-
over, D(S ) and D(T ) are matrices, where each column represents
a data vector from a training speaker, which consists of a super-
vector followed by a score representation in the PC space. The
shaded areas represent the latent (hidden) data of the model.

The modeling of source and target languages are done sepa-
rately and the data vector of each speaker (D(S )

i and D(T )
k ) can be

Fig. 1: Overview of the CLSA system using a space of perceptual
characteristics and speaker interpolation

Fig. 2: Graphical representation of the input data for the joint-
eigenvoice proposed framework

expressed as:
D(S )

i =W(S )a(S )
i + µ

(S )

D(T )
k =W(T )a(T )

k + µ
(T ),

(1)

where i, k are indices that represent each training speaker in the
source and target language sets, respectively, W(S ), W(T ) are the
factor loading matrices and a(S )

i , a(T )
k are the factors. Moreover,

µ(S ) and µ(T ) represent mean vectors, which are distributed by
N(0, !̂(S )

ai
) and N(0, !̂(T )

ak
), respectively. Because a part of the

components of W(S ) and W(T ) (i.e. the components that represent
the PC space), are shared, these matrices are estimated simulta-
neously. According to this model, the output probabilities of the
data vectors can be expressed as:

P(D(S )
i ) =

!
P(D(S )

i |a
(S )
i )P(a(S )

i )da(S )
i

=N(µ(S ),W(S )W(S )T
+ !(S )),

P(D(T )
k ) =

!
P(D(T )

k |a
(T )
k )P(a(T )

k )da(T )
k

=N(µ(T ),W(T )W(T )T
+ !(T )).

(2)

Unlike the interpolation-based method [3], this method pro-
vides the modeling of all the three spaces into a unique scheme,
where the parameters can be updated using the maximum likeli-
hood (ML) estimation. Moreover, the eigenvoices can be prop-
erly estimated from all the input data.

For the synthesis, whenever a new speaker enters the source
language space, a set of factors is firstly estimated for this target
speaker and then used directly for the estimation of the super-
vector in the target language, as follows:
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D̂(S )
T,i = arg max

D(S )
T,i

P(D(S )
T,i |a

(S )
i ,")

=WT µ̂
(S )
ai
+ µT ,

(3)

where D(S )
T,i is the super-vector in the target language space which

corresponds to a given target speaker from the source language,
WT and µT represent the factor loading matrix and mean vector,
respectively, for the target language without the PC space values,
and µ̂(S )

ai
is the value of a(S )

i that maximises P(a(S )
i |D

(S )
S ,i ,").

4 Experiments
4.1 Subjective listening evaluations

To evaluate the performance of the proposed approach, CLSA
experiments were conducted using the WSJ0 database (English)
and the JNAS database (Japanese). The procedure used to con-
struct the PC space and the experimental conditions for preparing
the models were the same as described in [3].

We conducted formal listening tests (MOS and DMOS) to mea-
sure the naturalness and speaker similarity of speech generated
by the interpolation-based method. Moreover, an informal sub-
jective test was carried out to evaluate the performance of the
joint-eigenvoice method. We confirmed that the speaker char-
acteristics generated by the proposed approach in both methods
were similar to those of the target speakers. We also plan on
conducting formal listening tests to evaluate the joint-eigenvoice
method in the near future.

In the MOS and DMOS tests, the following methods were
compared: No-adaptation (average voice model), SM (State Map-
ping), PC-1 (SD model of the closest speaker in the PC space)
and PC-2 (interpolation of the two closest speakers in the PC
space). The results are depicted in Figs. 3 and 4. From the
MOS test results, we verify that the proposed approach improves
the naturalness of synthesized speech when compared to the SM
method. On the other hand, little improvement was verified for
speaker similarity in the DMOS test, which can be attributed to
the sparsity of speakers in the training sets, once the number of
speakers needed to cover the PC space is unknown. Neverthe-
less, the proposed method performs better than No-adaptation for
speaker similarity and, considering the advantage obtained in the
MOS test, we conclude that the proposed framework is e!cient
in implementing the CLSA system.

4.2 Joint-eigenvoice method simulation
We also performed a simulation experiment to evaluate the pa-

rameter estimation performance of the joint-eigenvoice method.
For the simulation, we used a matrix of randomly generated val-
ues as input data and calculated the mean square error (MSE) be-
tween the estimated super-vector for the synthesis and the orig-
inal generated super-vector. Fig. 5 shows the variation of this
quantity over the iterations of the re-estimation algorithm. From
this, we conclude that the method can e!ciently estimate the
super-vector in the target language.

5 Conclusion
In this work, we proposed a novel approach for CLSA, where a

space of language-independent perceptual characteristics of speech
was used to establish the relation between source and target lan-
guages. Two methods were proposed: The first one used three
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Fig. 3: Results from the MOS subjective listening test for natu-
ralness
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Fig. 4: Results from the DMOS subjective listening test for
speaker similarity

separate spaces for the modeling and performed speaker inter-
polation in the target language, while the second one provided
unified modeling of the three spaces spanned by source and tar-
get languages and the PCs, using the ML estimation to update
the model parameters. The results of the listening tests suggest
that the proposed framework produces speech with voice char-
acteristics similar to the target speaker, and obtains better speech
quality than the state mapping approach. As future work, we plan
on constructing the PC space with a greater variety of speakers
and conducting more formal listening tests.
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Fig. 5: MSE between the super-vector estimated by the joint-
eigenvoice method and the original generated data vector.


