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1 はじめに
話者認識技術として，生成モデルに基づく話者認識が広く

利用される一方で，近年，識別モデルに基づく話者認識が提
案されている．生成モデルは与えられた学習データを正確に
再現することを目的として，特徴量の全ての次元をモデル化
するのに対し，識別モデルは，話者の事後確率のみを再現し
ようとするため，その目的に対し有用な特徴を取捨選択して
利用することができる．識別モデルによって適切な特徴量選
択が可能だと仮定すると，識別モデルにおける課題は，いか
に識別に有用な特徴を列挙し，入力として与えるかという問
題に帰着される．この問題に対し，効率的に学習データに基
づいて特徴を自動生成する手法として，生成モデルを用いた
特徴量生成が提案されている [1]．生成モデルから得られる
統計量は，モデルの推定精度に大きく依存しているため，よ
り良い生成モデルを推定することが重要な課題となる．そこ
で本稿では，これまで生成モデルに適用されてきたベイズ基
準を，識別モデルのための特徴量生成に適用することを提案
する．識別モデルの一種である対数線形モデル (Log Linear

Model; LLM) を用いた話者認識において，ベイズ基準によ
り推定された GMM [2]に基づいた特徴量を適用し，従来の
推定基準と比較し，認識性能が改善することを示す．

2 対数線形モデルに基づく話者認識
統計モデルに基づく話者認識では，式 (1)に示す，入力X

に対する話者 yの事後確率 P (y | X)が最大となる話者を認
識結果とする．

P (y | X,Λ) =
1

W (X)
exp {Λ · f(X, y)} (1)

ただし，Λ = {λ1,λ2, . . . ,λK}はモデルパラメータ，W (X,λ)

は確率の和が 1となるための正規化項，K は素性数，fk は
素性関数，λk は素性関数 fk の重みを表すモデルパラメータ
である．ここで，素性関数はX と y が特定の条件を満たす
ときに任意の特徴量を出力する関数である．

3 GMMの統計量を用いた対数線形モデルに基
づく話者認識

第一章で述べたように，LLMに入力する特徴を，より効率
的に学習データに基づいて自動生成する手法として，GMM

を用いた特徴量生成が提案されている [1]．本研究で行うLLM

に基づく話者認識の流れを図 1に示す．
3.1 GMMの統計量に基づく素性関数
先述した通り，本研究では LLMの特徴量としてGMMか

ら得られる統計量を用いる．
3.1.1 対数尤度特徴 GMMから得られる特徴の一つに，入
力X = (x1,x2, ...,xT )に対する対数尤度特徴がある．対数
尤度特徴を出力する素性関数は次式で表される．

fk(X, y) =




1
T logP (X | 1,Λ)

...
1
T logP (X |K,Λ)

 (y = k)

0 (otherwise)

(2)

図 1: 提案法の話者認識システム

対数尤度は，従来のGMMに基づく話者認識において，認識
時に用いられる．従って，LLMに基づく話者認識において，
λk の話者 k に対応するパラメータのみを１に，その他のパ
ラメータを０に設定した場合にGMMに基づく話者認識と同
じ結果を得ることができる．さらに，LLMを用いることに
よって，全話者に対する対数尤度の依存度を重みによって表
現することができるため，高精度な識別が可能である．
3.1.2 微分特徴 GMMから得られる特徴の一つに，対数
尤度特徴をモデルパラメータに関して微分した特徴がある．
微分特徴を出力する素性関数は次式で表される．

fk(X, y) =




1
T ∇Λ logP (X | 1,Λ)

...
1
T ∇Λ logP (X |K,Λ)

 (y = k)

0 (otherwise)

(3)

本研究では，GMMのパラメータである，混合重みwmと，平
均 µm に関する微分特徴を用いる．これらの特徴量はGMM

のモデルパラメータと入力Xに対するGMMの統計量によっ
て表現される．対数尤度特徴と微分特徴は，それぞれに異なっ
た話者の情報を表している．

3.2 ベイズ基準の統計量に基づく素性関数
素性関数は LLMに基づく話者認識の認識精度に大きく影
響する．また，GMMに基づく統計量が LLMの素性関数に
用いられるとき，この統計量はGMMの推定精度に強く依存
している．従って，GMMの推定精度が LLMに基づく話者
認識の認識に大きく影響するため，この推定精度は重要な問
題であり，高精度な推定を行うことで認識精度が向上する．
GMMの推定基準として，ベイズ基準を用いることによって
高精度なモデルが推定可能だと示されている [3]．そこで，提
案法では，GMMをベイズ基準によって推定し，そのGMM

から得られる統計量を LLMの素性関数に用いる．
3.2.1 ベイズ基準における対数尤度特徴 ベイズ基準にお
ける対数尤度特徴を出力する素性関数は次式で定義される．

fk(X, y) =




1
T F̄(X | 1, θ̄)

...
1
T F̄(X |K, θ̄)

 (y = k)

0 (otherwise)

(4)
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この素性関数において，対数周辺尤度の代わりに予測分布の
下限 F̄ が用いられる．式中の θ̄は事後分布を表すハイパーパ
ラメータである．また，式 (2)と同様に，この素性関数を用
いることで，全話者に対する対数尤度の依存度を重みによっ
て表現することができるため，高精度な識別が可能である．
3.2.2 ベイズ基準における微分特徴 ベイズ基準における
微分特徴として，事後分布を表すハイパーパラメータを用い
て下限 F̄ を微分したものを用いる．微分特徴を出力する素性
関数は次式で表現される．

fk(X, y) =




1
T ∇θ̄F̄(X | 1, θ̄)

...
1
T ∇θ̄F̄(X |K, θ̄)

 (y = k)

0 (otherwise)

(5)

本研究では，ベイズ基準の事後分布のハイパーパラメータに
関する微分特徴を用いる．この特徴量は事後分布のハイパー
パラメータと予測分布から得られる統計量を用いて表現され
る．ベイズ基準における対数尤度特徴と微分特徴は，それぞ
れに異なった話者の情報を表しいる．

4 評価実験
提案法の有効性を確認するために，話者認識実験を行った．

本実験では実験データとして ATR日本語音声データベース
c-setの男女各 40人の音声を用いた．学習データとして各話
者 10単語，認識データとして各話者 520単語を用いた．実
験の手法として，GMM に基づく話者認識 (GMM), GMM

により推定したモデルの対数尤度を特徴量とした LLMに基
づく話者認識 (LLM-L), LLM-Lの特徴量に混合重みの微分
特徴を加えた LLMに基づく話者認識 (LLM-LW), LLM-LW

の特徴量に平均の微分特徴を加えた LLMに基づく話者認識
(LLM-LWM)を比較する．また，それぞれGMMの推定手法
には，ML, MAP法（従来法），VB法（提案法）を使用した．
　図 2に，GMMの混合数を 64，LLMの学習回数をML法
の誤認識率が最低となるように設定した際の認識結果を示す．
結果より，GMMにおいて，VBの誤認識率がML, MAPに
比べて低い結果となった．これは，先述したように，VBが
ML, MAPよりもモデルの推定精度が高いことに起因する．
GMMと LLM-Lの結果を比較すると，LLM-Lの誤認識率が
低いことが分かる．これは，GMMに基づく特徴量である対
数尤度が識別に有効な特徴量であることと，それを LLMに
入力することで，GMMよりも識別的な基準で学習，認識が
行われたことを示している．また，全ての LLMの誤認識率
を見ると，GMMの誤認識率よりも低い結果となっているこ
とが分かる．このことから，LLMの認識精度が GMMの推
定精度に依存しているため，GMMの汎化性能を向上させる
ことで LLMの認識精度を改善することが可能だと示してい
る．次に，LLMの誤認識率に注目すると，ほとんどの場合で，
LLM-Lよりも複数の特徴を使用した LLM-LW, LLM-LWM

の誤認識率が低くなっていることが分かる．これは，対数尤
度特徴と微分特徴がそれぞれ異なった話者の情報を表してお
り，相補的な関係にあることを示している．また，それらの
有効な特徴量を複数 LLMに入力していくことで，特徴量選
択の幅が広がり認識精度が改善できていることを示している．
さらに，LLM-LWMの結果は，ML, MAPよりもVBの誤認
識率の方が低くなっている．汎化性能を上げたGMMから得
られる特徴量の有効性が示せたと同時に，提案法の有効性が
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図 2: 誤認識率（GMMの混合数 64）

確認できる．認識率の上がり幅に注目してみると，MLでは
GMMから LLM-Lへの認識率が大きく改善されたのに対し
て，MAPとVBの改善は小さかった．このことから，GMM

の推定精度を上げることで LLMによる認識性能の改善が小
さくなることが分かる．しかし，MAPと VBでも改善はみ
られることから，LLMに対する入力として，効率的に学習
データに基づいて特徴を自動生成可能な GMM に基づく特
徴量生成を用いることで，双方のモデルの利点を活かした話
者認識が実現できていることが分かる．また，LLM-Lから
LLM-LWと，LLM-LWから LLM-LWMへの認識率の上が
り幅はML，MAP，VBにおいて顕著な差がなかった．これ
は，LLMへの入力に認識に有効な特徴量を増やすことによっ
てGMMの推定精度によらずに認識性能を改善することが可
能であることを示している．

5 むすび
本稿では，生成モデルに基づく特徴量生成を用いた識別モ
デルによる話者認識を行った．生成モデルは与えられた学習
データを正確に再現することを目的として，特徴量の全ての
次元をモデル化するのに対し，識別モデルは，話者の事後確
率のみを再現しようとするため，その目的に対し有用な特徴
を取捨選択して利用することができる．識別モデルに対する
入力として，効率的に学習データに基づいて特徴を自動生成
可能な，生成モデルに基づく特徴量生成を用いることで双方
のモデルの利点を活かした話者認識が実現される．本研究で
は，生成モデルの汎化性能を向上させることで識別モデルの
認識性能を向上させる手法を提案した．提案法において，生
成モデルであるGMMの汎化性能を向上させたベイズ基準に
基づく統計量を，識別モデルの一種である対数線形モデルに
入力することで，従来法よりも認識性能が向上することを確
認した．今後の課題としては，大規模データセットによる評
価や，識別モデルの階層化などが挙げられる．
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