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1 はじめに
近年，音声対話システムがスマートデバイスに搭載され，

我々の目に触れる機会が増えつつある．しかし，日常的な利
用にはまだまだ到達していないと言える．
ところで，WikipediaやYouTube等の消費者生成メディア

の利用が，近年盛んである．テキストや動画などをコンテン
ツとし，ユーザ自身で作成・評価・改良が可能である．この
とき作成されたものをユーザ生成型コンテンツと呼ぶ．現在，
数多くのコンテンツが生み出され，実社会において広く利用
されている．
この消費者生成メディアのように，音声対話システムをメ

ディア化し，音声対話を音声対話コンテンツとして捉える研
究がある [1]．音声対話コンテンツとは音声認識・音声合成用
の各モデルや対話シナリオなどのシステムを利用する環境に
依存する部分である．ユーザ生成による利用が実現すること
で，音声対話システムの普及やデータ蓄積による音声技術の
発展が期待されている．この考えの下，音声対話コンテンツ
を利用者が作成できるユーザ生成型音声対話システムが構築
された．先行研究では，ユーザ生成の実現に向け学内を対象
とした様々な研究が行われた．
本研究では学外を対象とした社会実験を目指す．そのため

に，先行研究を踏まえ消費者生成メディアのユーザグループ
をモデル化し，それを社会実験に適応させるための機能を既
存システムに導入する．そして，音声対話システムが実社会
にてユーザ生成型のメディアとして成立するかを調査する．

2 ユーザ生成型音声対話システム
2.1 一問一答に基づくユーザ生成型音声対話システム
本研究では，ユーザの記述する音声対話コンテンツの範囲

を認識キーワードと応答文の組（以下，対話セットと呼ぶ）
という単純なものに絞り，それらを自由に登録できる一問一
答の音声対話システムを対象とする．このシステムは，対話
端末 (MMDAgent) と対話コンテンツサーバによって構築さ
れる (図 1)．音声対話コンテンツは全てサーバに保持されて
おり，対話端末はデータ送受信モジュールを通してコンテン
ツを受け取り，それを基に利用者と対話を行う．

2.2 ユーザ生成実現のための要件
消費者生成メディアは，見る・読む・視るを行う消費者と，

ユーザ同士またはユーザ・コンテンツのインタラクション（例：
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図 1: ユーザ生成型音声対話システムの基本構成
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図 2: 消費者・参加者・生産者の相互依存関係（平面図）

コメント付与）を行う参加者，写真や動画などのコンテンツ
を作成する生産者，そして潜在者の 4グループから構成され
る．誰でも潜在者または消費者から始まり，利用形態の壁を
超えると消費者は参加者となり，最終的に生産を行うことで
生産者になる．それぞれのグループは相互に依存しており，
その関係は図 2のようになると言われている．それぞれの活
動目的を互いに満たし合うことで盛んな利用が起きている．
また，消費者生成メディアの重要な要素に「使いやすさ」が
ある．ユーザビリティやユビキタス性を高めると，ユーザの
パフォーマンスは多くなる．これは，図 2において中心部へ
の参入がしやすくなるためと考えられる．
以上から，「相互連携の強化」，「中心部への誘引」が音声対
話コンテンツにおいても必要と考えられる．

3 音声対話コンテンツのユーザ生成型メディア化
を目指したシステム構築

「相互連携の強化」と「中心部への誘引」のために以下の
ことを行った．「相互連携の強化」については，それぞれのグ
ループ層が相互にランキング等の情報で刺激しあうようなサ
イトや仕組みを構築した．ランキングにより，図 2の A, B

のように生産者へインセンティブを与える．また，C,Dのよ
うに消費者に対してインセンティブを与える．ランキングを
導入したシステムを図 3に示す．この仕組みは学内で行った
主観評価実験にて有効性が確認された [2]．社会実験におい
ても有効であると考えられる．
「中心部への誘引」については，ユビキタス性の向上とラ
イトなコンテンツ登録手法の導入を行う．前者は，スマート
フォン（Android OS)に本対話システムを対応させ，ネット

総合ランキング

新着コンテンツ

共有発話履歴

Copyright 2009-2013 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Model “Mei”)

Copyright 2009-2013 Nagoya Institute of Technology (MMDAgent Motion “Wait of Mei”)

図 3: 提案システムのスクリーンショット
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表 1: 実験条件

調査期間 2016 年 1 月 18 日～2016 年 2 月 14 日
対話セット登録手法 DM, リプライ, Web

実験環境 各個人の端末 (Android, Windows, Ubuntu)

実験広報方法 関連研究室への拡散依頼，ツイートでの宣伝
宣伝者数 65

フォロワー合計 29540（重複含む）

ワーク上で配布できるようにした．これにより，学外の誰もが
いつでもどこでも体験可能になる．後者については，Twitter

のダイレクトメッセージ（DM）を用いた登録および，実験用
アカウントのお題（ツイート）に対してリプライを返すこと
で対話セットを登録するインタフェースを用意した．スマー
トフォンで思いついた瞬間に登録できる仕組みを導入するこ
とで、より多くのユーザが登録に参入してくると期待する．

4 社会実験
4.1 実験条件
上記のシステムを用いて，学外公開の実験を約 4週間行っ

た．実験条件を表 1に示す．ユーザはインターネット上から
システムをダウンロードすることで本システムを利用できる．
宣伝者数は，Twitterの実験用アカウントおよび本研究室教
員の実験宣伝ツイートをリツイートした人数であり，フォロ
ワー合計は宣伝者達のフォロワー数の合計である．また，Web

からの対話セット登録にはアカウント登録が必要である．

4.2 実験結果
実験期間中に得られたデータとして，対話セットの総登録

数はDMが 1，リプライが 50，Webが 168で，合計 14名か
ら登録された．期間中の登録推移を図 4に示し，図 4を手法
毎，生産者別に示したものが図 5および図 6である．システ
ムがダウンロードされた数はAndroidが 33, Windowsが 23,

Ubuntuが 4であった．ユーザの総発話数は 6273回，総応答
成功数は 1261回であり，期間中の推移を図 7に示す．
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図 4: 対話セット登録数およびWebアカウント登録数の推移
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図 5: 生産者別のリプライを用いたコンテンツ登録の推移
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図 6: 生産者別のWebを用いたコンテンツ登録の推移
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図 7: ユーザ発話数および応答成功数の推移

4.3 考察
ダウンロードされた数はAndroidが最多でありユビキタス
性について，その有効性が確認された．図 4および図 5より，
リプライ機能を用いた登録は，登録者 14名のうち約 60% に
利用され，さらにその内の約 60%に複数回利用された．この
結果からライトなコンテンツ登録手法による，ユーザをコン
テンツ登録へ誘引する一定の成功をみた．ただし，実際の対
話行為には結びつかなかったことが課題である．
図 6 および図 7 より，Webからの登録では生産者の多く
は数個から十数個の登録を行った．しかし，中には数十個登
録する者がおり，そのような生産者による登録があった際に，
システムとの対話が盛んに行われる傾向が見られた．これは，
自身で登録および対話していたためと考えられる．このよう
な生産者層に対してリッチな登録インタフェースを提供する
ことも今後必要であろう．
また，「相互連携の強化」については評価に足るユーザを獲
得できず，評価できなかった．リツイート数の割にユーザが
少なかったのは，Androidで動くものの一般ユーザが普段用
いない手順によるインストール方法であったことが理由と考
えられ，Google Play等のアプリケーション配布形態を用い
たシステムインストールの簡単化を行う必要があるといえる．

5 むすび
本研究では，ユーザ生成型音声対話コンテンツの成立要件
を考案し，社会実験をするに足るプラットホームの構築を行
い，社会実験を実施した．本研究は関連研究初の社会実験で
あり，今後も継続して実験することが望まれる．
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1 はじめに 

 近年ICTの進展により生成・収集・蓄積等ができる 

データ（ビッグデータ）が注目されており，教育の

分野においてもデータを収集し分析するといった事

例は珍しいものではなくなってきている．名古屋工

業大学でもICカード出欠管理システムやコースマネ

ジメントシステムで得られたデータを用いてデータ

マイニングによる分析や予測を行う研究がされてお

り，本研究では将来の学生の成績レベルをベイジア

ンネットワークを用いて予測することで，予測され

た学生がどのような特徴を持っているか構築された

モデルから調べている．また特徴を見つけたとして

も予測がしっかりできていなければ正確であるとは

言えないので予測的中精度の向上を目指した．今ま

で予測に用いていたデータはA年度入学者のデータ

だけだったが，データ数が少ないとたとえ予測的中

精度が高い値を示したとしても他のデータで試した

時に同じ精度が出るかわからないため，B年度入学者

のデータ，C年度入学者のデータを加えた．これによ

り2学年度分のデータを学習データとして，余りの1

学年度を評価データとして予測を行うといったこと

が確認できるため，考えられる各パターンについて

検証を行った． 

2 本研究で用いたデータ 

 本研究では，出欠データと打刻データと成績デー

タを用いて予測を行っている．出欠データに関して

はシステム上の問題からそれぞれ正確でないデータ

部分が存在するので，出欠データを打刻データで補

正することにより出欠補正データとして予測に用い

る．出欠補正データからは月毎の打刻回数に関する

変数，𝐷𝐼[1]に関する変数，入室時間と打刻時間の差

の平均秒数に関する変数を拡張して用いる．ここで

𝐷𝐼について説明する．𝐷𝐼はある学生の 2週間毎の打

刻数を比べたときの出席率を表しており次の式で求

められる．𝐷𝐴，𝐷𝐵はある学生における直近 2週間の 

打刻回数，さらにその2週間前の打刻回数を， 𝐷𝐴̅̅̅̅， 

 

 

𝐷𝐵̅̅ ̅̅は全学生における直近 2 週間の打刻回数の平均，

さらにその2週間前の打刻回数の平均を表している． 

𝐷𝐼 =
𝐷𝐴/𝐷𝐴̅̅̅̅

𝐷𝐵/𝐷𝐵̅̅ ̅̅
 

成績データからは1年前期，後期における GPA及び

各学期の教科別GPAを変数として用いる．これより

出欠補正データから33変数，成績データから 14変

数を用いて予測する．予測開始時期は 1年次終了時

点とし 2年次終了時点における学生の成績レベルの

予測を行う．目的変数は離散化を行い，2 年次終了

時点における総合 GPA(0～4)を等間隔に 5 等分した

ものを成績レベル(S，A，B，C，D)として設定してい

る．Sは成績が優秀であることを表しており A，Bと

進むにつれて成績が悪くなっていることを表してい

る． 

3 ベイジアンネットワークによる予測結果 

 3 学年度分のデータを用いて次のパターンにおけ

る予測をleave one out法による検証で行った． 

・A，B年度のデータを学習データとした予測 

・B，C年度のデータを学習データとした予測 

・A，C年度のデータを学習データとした予測 

また各パターンで予測を行う際，leave one out 法

(LOO)による検証だけでなく，3学年度のうち学習デ

ータで使用していない残りの 1学年を評価データと

し検証を行うホールドアウト法(HO)による予測も行

った．表 1に各パターンの各検証方法で最も良かっ

た予測的中精度を示す． 

表 1: 各パターンにおける予測的中精度 

 

表 1 より予測的中精度が最も良いパターンは，

leave one out法では A，B年度による学習データの

予測，ホールドアウト法では B，C年度による学習デ

ータの予測であることが分かった．またそのときの

学習,評価 精度 学習 評価 精度
A + B 80.77% A + B C 79.52%
B + C 77.18% B + C A 81.29%
A + C 76.56% A + C B 73.65%

LOO HO
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予測結果の詳細について表2から表5に示す．縦は

実際，横は予測を表す． 

表 2: A，B年度データによる予測(LOO) 

 

表 3: A，B年度データによる予測(HO) 

 

A，B 年度の学習データによる予測結果は，表 2，3

より leave one out法では成績レベル Sの予測的中

精度は 5割程度だが，他の成績レベルに関してはあ

る程度予測できているのに対し，ホールドアウト法

では成績レベルDも5割程度しか予測できていない

ことが分かり，各パターンの中で leave one out法

による予測的中精度は一番高いが成績優秀者や成績

不遇者を見つけるには適していないことが分かった． 

表 4: B，C年度データによる予測(LOO) 

 

表 5: B，C年度データによる予測(HO) 

 

B，C 年度の学習データによる予測結果は，表 4，5

より leave one out法では成績レベル SとDの予測

的中精度が高いことが確認できる．またホールドア

ウト法でも成績レベルS，Dの予測的中精度は高く，

この学習データは成績優秀者や成績不遇者を見つけ

るのに適していることが分かった． 

4 特徴分析 

 本研究では成績優秀者や成績不遇者が持つ特徴

を見つけたいのでB，C年度の学習データによる予測

の結果，構築されたモデルよりどのような特徴を持

っているのか調べた．その結果，目的変数は11月打

刻回数と1月打刻回数による変数より有向グラフが

引かれており，それらを用いて確率的に表現できる

ことがわかった．このときの確率結果について表6

に示す． 

表6: B，C年度データのモデルによる成績レベル表現 

 

表6より11月打刻回数が59.5より低いと1月打刻回数

にもよるが全体的に成績レベルが悪くなりやすいこ

とがわかる．また11月打刻回数が78.5より高いと成

績レベルは良くなりやすいことがわかる． 

5 まとめ 

本研究では，卒業生データを3学年度分用意し，ベ

イジアンネットワークによる予測技術を用いて検証

を行った．予測の結果，どのパターンも8割程度の予

測的中精度を持っていることが分かった．またその

時の成績レベル予測表をみるとB，C年度のデータに

よる予測に関して成績レベルS，Dの予測的中精度が 

leave one out法，ホールドアウト法共に高く成績優

秀者や成績不振者を予測したい場合に最も適してい

ることが分かった．またベイジアンネットワークに

よって作成されたモデルから，予測したい成績レベ

ルは11月打刻回数と1月打刻回数から確率的に表現

できることが分かり，打刻データの有用性を見つけ

ることができた． 

今後の課題として，他学科のデータや他大学のデ

ータを用いて本研究で行った操作を同様に検証する

ことや，新たなデータによる変数の追加を行い新た

な変数による特徴を見つけることが挙げられる．ま

た本研究で用いている打刻に関するデータは，最近

では出欠確認システムを導入している大学も多いた

めカリキュラムに縛られない変数としては有用であ

ると言えるので，家から大学までの通学手段や通学

にかかる時間を考えた打刻データによる特徴を見つ

けていきたいと考えている． 

6 参考文献 

[1] 松尾啓志，“ICカード出欠システムを用いた不登校学生

早期把握と災害時人情報把握への取り組み”，サイエンティ

フィック・システム研究会教育環境文科会，第 1回会合（2012） 

S A B C D
S 7 7 0 0 0
A 2 106 14 0 0
B 0 17 118 10 1
C 0 0 9 31 2
D 0 0 0 3 11

S A B C D
S 3 4 0 0 0
A 0 52 6 0 0
B 0 10 55 6 0
C 0 0 4 19 1
D 0 0 0 3 3

S A B C D
S 13 3 0 0 0
A 5 100 14 0 0
B 0 24 104 14 1
C 0 0 7 28 5
D 0 0 0 3 12

S A B C D
S 4 1 0 0 0
A 4 48 9 0 0
B 0 6 63 4 1
C 0 0 5 19 2
D 0 0 0 0 5

11月打刻回数 1月打刻回数 S A B C D
≤ 59.5 ≤ 16 3.4% 3.4% 3.4% 24.1% 65.5%
≤ 59.5 16 - 39.5 2.6% 2.6% 28.2% 53.8% 12.8%
≤ 59.5 ≤ 39.5 4.0% 28.0% 20.0% 20.0% 28.0%

59.5 - 78.5 16 - 39.5 3.4% 3.4% 44.8% 37.9% 10.3%
59.5 - 78.5 39.5 ≤ 2.4% 32.4% 52.9% 11.9% 0.3%

78.5 ≤ 39.5 ≤ 9.6% 49.5% 38.1% 2.5% 0.4%
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1 はじめに 

1990 年頃から特に注目されている制御対象と

して,劣駆動システムが挙げられる.このシステ

ムの特徴は,制御量の数よりも操作量が少ない

という特徴がある.劣駆動システムは,全駆動シ

ステムよりも,アクチュエータの数を少なくす

ることが出来ることから,低コスト化,省エネル

ギー化,軽量化が可能である.また,アクチュエ

ータが故障した際にも対処出来るため,宇宙や

深海などでの極限作業用ロボットなどで今後活

躍が期待されている.しかし,劣駆動システムは,

このようなメリットを持つ反面,複雑な非線形

の動特性があり,全駆動システムで用いること

の出来る制御理論を直接用いることが出来ない.

さらには,不安定モード、不安定零点を持つ劣駆

動システムが存在し,本研究では,そのような不

安定劣駆動システムに対しての有効な制御系設

計を構築することを 終目的としている. 

 

2 本研究で扱う制御対象 

 

図１：制御対象 

本研究では,不安定な劣駆

動システムとして,実機へ

の導入が容易である2次元

倒立振子を2輪型の台車上

に取り付けた,図１のシス

テムを制御対象とする.操

作量は,台車の左右の駆動

輪に取り付けられたモー

タへの印加電圧である.制

御量は、振子の前後方向の

角度 と、左右方向の角度

を安定にしつつ、台車の 2

次元平面上の位置 , ,  

を目標値へ制御をする。さらに、本研究の制御

対象の特徴として、台車後退時に不安定零点を

持つ。よって、本研究の制御対象は不安定零点

を持つ劣駆動システムとなる。 

 

 3 制御対象のモデル化 

 本研究で扱う制御対象は,台車から振子への

影響に比べて,振子から台車への影響は微小で

あると考えることが出来る.そこで,台車部と振

子部が直列に接続されたシステムであると考え

てモデル化を行う.台車上の倒立振子の運動方

程式は,台車の発生速度と発生角速度を外部入

力とし,ラグランジュ方程式を用いることによ

り,倒立振子モデルを導出した.さらに,台車に

対して,所望の速度,角速度が発生されるように

制御を施すことにより,速度指令値と角速度指

令値を入力とする,制御対象全体のモデル(1)が

得られる. 

+

0 0

0
0

0

0

0

	  (1)       

ただし, であ

り, , , , は非線形関数である. 

 

4 制御系設計  

 本研究では,制御系の見通しを良くするため

に,倒立振子安定化＋台車速度制御系と台車位

置制御を分けてカスケード制御を行う.位置制

御系では,時間軸制御系を用い,本研究では,倒

立振子安定化＋台車速度制御系に対しての有効

な手法を提案する. 
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 システム(1)は非線形な特性を持つため,線形

コントローラを用いるためには,線形近似化す

る必要がある.そこで,システム(1)に入力変換

(2)を施し,仮想的な入力 から,システ

ムの不安定なモードである振子角度 , への関

係を部分線形化する. 

0
	 (2)          

この結果,線形化されたサブシステム(3)と,非

線形な形で残られたサブシステムは式(4)が得

られる. 

0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0

0 0
1 0
0 0
0 1

				  (3) 

∙

∙
	  

																		
∙

0 ∙
 (4)    

ここで,線形部(3)に対してLQI制御を施し,所

望の台車速度 ,所望角速度 における振子平

衡角度に制御された際の,非線形部(4)の平衡点

における固有値を求めると, ＜0の際に不安定

モードとなる.よって,本研究の制御対象は台車

後退時において,不安定零点を持ち,部分線形化

フィードバックを行なった場合,台車速度,角速

度が不安定となる.そこで本研究では,非線形部

(4)をさらに原点周りでテーラ展開の線形近似

をし,全状態量に対して,LQI 制御を施すことに

より,後退を可能にしている.しかし,前進と後

退でシステムの特性が異なるため,同一のコン

トローラで制御した際,制御性能の劣化や不安

定化を招く可能性が考えられる.そこで,本研究

では,前進と後退でコントローラを切り替りか

える手法を提案した。前進時では、制御応答に

速応性があるコントローラを設計し、後退時で

は、前進時と比べ台車角速度に対する重みを大

きくすることにより、制御応答の速応性は悪く

なるが、不安定化を招かない、安定性のあるコ

ントローラを設計した。 

 

 5 シミュレーションによる評価 

 シミュレーションにより,台車に弧を描かせ

ながら前進と後退を繰り返させた際の,提案コ

ントローラの評価を行なった.台車速度と角速

度の制御応答の結果を図2に示す.図中の黒線が

目標値で赤線が制御応答である.前進時では,速

応性がある制御応答になっており,後退時では,

不安定化を招いておらず,安定性のある制御応

答になっていることが確認できる. 

 

図 2：台車速度,角速度の制御応答 

 

6 まとめ  

 不安定零点を持つ劣駆動システムである本研

究の制御対象に対して,部分線形化＋線形近似

化を行い,前進と後退でコントローラを切り替

えるアプローチをとり,シミュレーションによ

り有効性を確認した.実験装置による検証では、

不安定零点を持たない台車前進時においては、

設計したコントローラの有効性を確認すること

が出来た。 

 

7 参考文献 

[1]原 幸人 “不安定な劣駆動システムの制

御に関する一考察” 名古屋工業大学大学院 

機能工学専攻 修士論文 2005 
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1 はじめに 

 我々のものを学習・記憶するしくみは、主に海馬

や小脳のシナプスの可塑性が関与し[1]、海馬神経細

胞における、シナプスの可塑性は、入力信号の強さ

と時間的なタイミングが重要な役割を持っているこ

とが分かってきた[2]。 

 重松らはシナプスの可塑性を模した時系列学習則

を提案し、STDPと呼ばれる現象を模した時系列学習

を適用したニューロンモデルを提案した[1][3]。 

 本研究では先行研究のモデルを改良し、より少な

いパラメータで同等の性能を得るモデルを検討する。 

 

2 シナプスの可塑性 

 シナプスはニューロン同士の発火タイミングによ

って結合を増強・減衰させる現象を持ち、

STDP(Spike-Timing-Dependent synaptic Plasticity, 

スパイク時刻依存シナプス可塑性)と呼ばれる[2]。

図1にSTDPにおけるニューロン間のスパイク時刻差

とシナプス変化の関係を示す。 

 

図1：スパイク時刻とシナプス変化の関係[4] 

 

3 STDPを模したニューロンモデルと実験 

興奮性結合の学習式を式1,式 2に示す。 

Hij
+(𝑡) = 𝑋𝑗(𝑡) + 𝑞1𝐻𝑖𝑗

+(𝑡) (1) 

ΔWij = 𝑐1𝐻𝑖𝑗
+(𝑡){𝑟1𝐻𝑖𝑗

+(𝑡) −𝑊𝑖𝑗}𝑋𝑖𝑗(𝑡) (2) 

また、抑制性結合の学習式を式 3,式 4に示す。 

H𝑘
−(𝑡) = 𝑋𝑘(𝑡) + 𝑞2𝐻𝑘

−(𝑡) (3) 

ΔW𝑘𝑖 = −𝑐2𝐻𝑘
−(𝑡)𝑟2𝐻𝑘

−(𝑡) +𝑊𝑘𝑖𝑋𝑖(𝑡) (4) 

次に、時系列学習則を適用した神経素子のモデルを 

 

 

 

図 2に示す。 

 

図2：時系列学習則を適用した神経素子のモデル 

 

 実験には 25 個のニューロンを結合させるネット

ワークを構成し、5×5の2次元マップとして表示す

る。学習パターンに 2 種類のパターンを与える(図

3)。2 つのパターンをネットワークに学習させ、一

方の学習パターンを想起させる。本実験では学習パ

ターンが正しく想起されることを期待した。 

 

図3：学習パターン(左:学習パターン1, 右:学習パタ

ーン2) 

 

ネットワークに学習させたパターンを想起させた結

果を図4,図5に示す。 
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図4：既存手法における学習パターン1の想起実験

(左:入力パターン, 右:出力パターン) 

 

 
図5：既存手法における学習パターン2の想起実験

(左:入力パターン, 右:出力パターン) 

 

 ニューロンモデルは、与えられた短い入力に対し

て、発火を伝搬させながらパターンを想起させた(図

4,図5)。図4、図5より、学習パターンの想起実験は

失敗であった。しかしながら先行研究においてネッ

トワークのニューロン数や学習パターンの種類に合

わせて、パラメータを調整することで、誤想起を起

こさないようネットワークを学習させることは可能

である[1]。したがって、本実験の失敗原因はパラメ

ータの調整にあると考察し、パラメータ設定の複雑

さを示した。本研究ではパラメータの調整に関する

自動化を図り、より少ないパラメータ数で実験を簡

便にかつ期待した結果を得やすい方法を検討した。 

 

4 提案手法 

 提案手法では、SOMのウィナー・テイク・オール

(WTA)回路を既存手法[1](以下、重松モデル)に適用

する。提案手法では、各ニューロンの内部電位をWTA

回路によって計測、内部電位が最大値となるニュー

ロンをWTA回路より選択する手法である。提案手法に

よって、複数のニューロンが発火する現象を抑える

ことができ、また重松モデルからしきい値のパラメ

ータを除くことができると考えた。 

 学習パターン(図3)を提案手法を用いて想起させ

た結果を図6,図7に示す。 

 
図6：WTAアルゴリズムを用いた2次元マップ状ネット

ワークにおける学習パターン1の想起実験(左:入力

パターン, 右:出力パターン) 

 

 

 

 
図7：WTAアルゴリズムを用いた2次元マップ状ネット

ワークにおける学習パターン2の想起実験(左:入力

パターン, 右:出力パターン) 

 

5 まとめ 

 本研究では、重松モデルの追実験を行い、実験よ

り、モデルのパラメータ調整の複雑さに改良の余地

があると考察し、検討を行った。 

 提案手法では、SOMのWTAアルゴリズムを重松モデ

ルに適用、また重松モデルからしきい値を除くこと

でパラメータ数を減らし、発火をWTA回路を用いてパ

ラメータ設定の自動化に成功した。 

 

6 参考文献 
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1 はじめに 

近年，船舶の運航は先進国での人件費の高騰や船

員志願者の不足，効率的運用や省エネルギー化など

の観点から，自動化が望まれている．船舶の自動操

船として最短時間操船法[1]が個人差のない客観的な

操船法の一つとして知られているが，フィードバッ

ク制御ではないため外乱の影響を大きく受ける実海

域においては有効ではない．また，従来から船舶の

自動操船に用いられている制御手法であるPID制御

は，風や潮流といった外乱や船舶の非線形性の影響

により著しく制御性能が低下してしまう場合がある． 

 そこで，坂はこのような問題を解決するために，

ロバスト性に優れたスライディングモード制御に最

適予見サーボ系と適応同定則を導入し船舶の幅寄せ

操船に適用する研究を行った[2].しかし，適応同定則

を用いた実船実験において目標航路から外れるなど

の問題点があった． 

 本研究では以上の課題を解決のため，適応同手則

の種類を変更し実船実験を行い適応制御の問題点を

検討し，船舶運動の非線形性の問題の検討として，

非線形性が問題となる可能性のある操船に適用可能

な船舶モデルについて検討した．  

 

2適応同定則によるオンライン同定 

 船舶は，舵を切って曲がる時，船体が流体抵抗を

受けることによって船速が減少するという特性を持

つ．船速が変化すると船体のパラメータが変化して

しまい制御性能が低下してしまうことが考えられる

本研究では，Landauの適応則を用いてパラメータを

オンラインで同定した[3]．適応同定即には固定トレ

ース適応則と逐次最小二乗法を採用した．また，信

号ベクトルの処理として外乱対応差分を用いること

についても検討した． 

 

3 実船実験 

3.1 実験条件 

 

 

 適応同定則を用いた幅寄せ操船の有効性を検討

するため，東京海洋大学所有の小型練習船“汐路丸”

を制御対象として2016年 1月 19,20,21日に神奈川

県八景島にて実船実験を行った．実験条件として，

制御周期を 1秒，実験時間を 250秒幅寄せ距離300m

とした．適応同定則として固定トレース適応則と逐

次最小二乗法を用いそれぞれに信号ベクトルの処理

として外乱対応差分の有無についても実験を行った。 

 

3.2 実験結果 

実験結果（(a)船体位置，(b)舵角，(c)回頭角度，(d) 

回頭角速度，(e)船体位置と目標航路との誤差，(f)

切換関数(ｇ)風 向，(h)風速）の図を示す 

 

図 1 固定トレース適応則差分有 

 
図 2 固定トレース適応則差分無 
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図 3 逐次最小二乗法差分有 

 

図 4 逐次最小二乗法差分無 

それぞれの結果を誤差の絶対値の和により評価する

と固定トレース適応則差分有では2053m差分無で

は1926m，逐次最小二乗法差分有では1337m差分

無では815mと逐次最小二乗法によるパラメータ推

定を行った方が経路追従誤差が少ないという結果と

なった． 

 

4 新たな船舶モデルの導入 

船舶の操縦運動には非線形性があり，その点が問

題となる可能性から非線形性を考慮しつつパラメー

タ推定が容易なモデル[4]を基に以下の近似離散時間

非線形モデルについて検討した 

𝑟(𝑘 + 1) = 𝑁𝑟𝑟(𝑘) + 𝑠𝑔𝑛(𝑟(𝑘))𝑁𝑟𝑟𝑟(𝑘)
2

+𝑁𝛿𝛿(𝑘) 
(1) 

このモデルを用いて大回頭角速度の運動データを用

いてパラメー推定を行った結果を示す． 

 

図5 パラメータの推移 

このように，パラメータが一定値に収束しているこ

とから，運動状態に依存せずパラメータ推定が可能

となっていることがわかる． 

 

5 まとめ 

 本研究では，実船における適応制御の問題点の検

討として適応同定則の種類を変更し実船での制御実

験を，船舶運動の非線形性に関する検討として非線

形性が問題となる可能性のある操船に適用可能な船

舶モデルについてシミュレーションを行い検討した．

実船実験では，固定トレース適応則よりも逐次最小

二乗法を用いた方が経路追従誤差が小さいという結

果となった。また，船舶モデルについては，大回頭

角速度となるような操船では提案の近似離散時間非

線形モデルが有効であることがわかった． 
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ΔΣ 変調器のための実装における SC 積分器補償手法

学籍番号　　２６４１３５１５　　氏名　　加納 慎也

指導教員名 　　　南角 吉彦

1 はじめに
近年，オーディオや計測など幅広い分野で，ΔΣ 変調器が

重要な役割を果たしている．ΔΣ 変調器は，オーバサンプリ
ングとノイズシェーピング特性によって，16 ビット以上の高
分解能を簡単な回路で実現できる A–D 変換器として用いる
ことができる回路である．
このような ΔΣ 変調器の原理からすると，高分解能な ΔΣ

変調器を実現するためには，オーバサンプリング比 (OSR)
を高くする高速化，または，より急峻なノイズシェーピング
特性を得る高次化が必要である．しかしながら FPAA (Field
Programmable Analog Array) などでの実装においては，オ
ペアンプの内部雑音 [1] やリファレンス電圧の不安定さ [2]
が，市販のΔΣ 変調器 IC などにおいては，実装方法などに
よって [3]，ノイズフロアと呼ばれる低域のノイズが発生し，
高速化 ·高次化だけでは理論上の特性を得ることはできない．
そこで，先行研究では，ΔΣ 変調器におけるノイズフロア

の原因と考えられる初段積分器を実装し，ノイズフロアを低
減するための検討が行われた [1]．しかし，この積分器は，出
力に現れるノイズ量が不安定であるほか，出力が飽和しやす
い問題点がある．そこで本研究では，初段積分器を安定的に
動作させるための補償手法を確立することを目的とする．
本論文では，初段積分器出力が飽和する原因を考察し，そ

の補償回路を実装し，補償した初段積分器を用いて 2 次 ΔΣ
変調器を実現したときの性能を確認する．

2 FPAA について
FPAA は PC からのプログラムによってアナログ回路を実

現可能な LSI である。FPAA内部は，SC (Switched Capaci-
tor)回路で構成されており，CAMと呼ばれる回路ブロックを
配置することで回路を容易に実現することができる．FPAA
は，回路の実現が容易な反面，高分解能な ΔΣ 変調器を実現
するためには雑音が多く，スペクトル上でノイズフロアが観
測される．

3 ノイズフロアの発生と研究の方針
図 1に，ノイズの混入を考慮した 2次 ΔΣ 変調器のブロッ

ク図を示す．これより，以下の入出力関係式が得られる．な
お，X(z) が入力信号，Y (z) が出力信号であり，Q(z) が量
子化器で混入する雑音，N1(z) が初段積分器で混入する雑音，
N2(z) が 2 段目の積分器で混入する雑音である．

Y (z) = X(z) + N1(z) + (1 − z−1)N2(z) + (1 − z−1)2Q(z)

この式より，初段積分器以前で混入したノイズは，ノイズ
シェーピングを受けず，スペクトル上でノイズフロアとして
観測されることが分かる．これより，初段積分器を FPAA 外
部に実装することで，ノイズフロアの原因について検討し，
低減を行うことが可能になると考えられる．

4 SC 積分器の非理想特性
4.1 入力バイアス電流
入力バイアス電流は，オペアンプの入力端子に流れ込む（も

しくは流れ出す）電流である．SC 積分器では，オペアンプ
の入力端子に SC による等価抵抗が接続されている．等価抵

抗を構成するアナログスイッチのオフ抵抗を介して入力バイ
アス電流が流れると電圧降下が生じ，この電圧をオペアンプ
が増幅することで，積分器出力の飽和を引き起こすと考えら
れる．

4.2 ノイズゲイン
オペアンプの入力換算電圧ノイズや入力オフセット電圧は，
ノイズゲイン倍されて回路の出力に現れる．本研究で用いる
逆相形 SC 積分器において，帰還率 β の逆数で定義される
ノイズゲインを求め，DC におけるノイズゲインを求めると，
オペアンプのオープンループゲイン μ となる．これより，逆
相形 SC 積分器は，入力オフセット電圧などの DC に対し
てゲインが非常に高く，出力の飽和が起こりやすいことが分
かる．

5 積分器の設計 ·製作
5.1 入力バイアス電流補償
図 2 に各素子をインピーダンスとして一般化した SC 加算
積分器の回路図を示す．オペアンプに流れ込む電流を IB と
し，回路の入出力関係式を求めると，入力バイアス電流の影
響による項を消去する Zg は以下のとおり求められる．

Zg =
1

1
Za

+
1
Zb

+
1

Zf

(1)

よって，このような値の Zg を回路に組み込むことで，入
力バイアス電流補償を行うことができる．

5.2 DC ゲイン補償
SC 積分器の DC におけるノイズゲインは，オペアンプの
オープンループゲインとなる．そこで，オペアンプのフィー
ドバック部に抵抗器を挿入することによって，ノイズゲイン
を下げることができると考えられる．これによって，入力オ
フセット電圧や電圧ノイズの影響を軽減できると考えられる．

図 1: ノイズの混入を考慮した 2 次 ΔΣ 変調器

+
−

V2

V1

Za

Zb

Zf

Zg

V

Vout

IB

IB

図 2: 入力バイアス電流補償回路の導出
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なお，フィードバック部に接続した抵抗器 Rf とキャパシ
タ Cint によって，時定数 τ = RfCint が形成され，積分器
のホールド特性が悪化すると考えられる．そこで，SC 積分
器が出力をホールドする時間 1/2fs [sec] に比べて，時定数
を十分大きくすることで，ホールド特性への影響を軽減する
ことができると考えられる．よって，抵抗の値を

Rf � 2
Cintfs

(2)

と選べば良い．なお，Rf と Cint が形成するカットオフ周波
数以下では，積分器として動作しなくなることが考えられ，
ΔΣ 変調器出力のスペクトル上では，このカットオフ周波数
付近でノイズシェーピングの傾きが変わることが考えられる．
製作した SC 加算積分器の回路図を図 3 および図 4 に示

す．なお，製作した積分器は完全差動構成であり，図 4 には
差動の片系統のみを示してある．

6 実験結果
6.1 補償なしの場合
製作した積分器を初段積分器として用い，FPAA と組み合

わせることで 2 次 ΔΣ 変調器を実現したときのスペクトル
を図 5 に示す．これより，積分器出力が飽和していること，
ノイズシェーピングの傾きが約 20 dB/dec であることから
製作した積分器が正しく動作していないことが分かる．また，
ノイズフロアは，スペクトル上で −90 dB 付近に存在する．

6.2 IBCC と DC ゲイン補償を併用した場合
入力バイアス電流補償 (Input Bias Current Compensation:

IBCC) および 2 MΩ の抵抗器による DC ゲイン補償を行っ
た積分器を初段積分器として用いた結果を図 6 に示す．スペ
クトル上で信号の高さが一致していること，ノイズシェーピ
ングの傾きが 40 dB/dec であることから，これらを併用する
ことによって，製作した積分器が正しく動作したことが分か
る．また，ノイズフロアは FPAA 単体よりも低い −130 dB
付近に存在する．
また，Rf = 330 [kΩ] とし，fs = 200 [kHz] としたときに

は，OSR = 256 において，FPAA 単体で実現できる SNDR
が 79.82 dB であるのに対して，82.42 dB が実現でき，分解
能を 2.6 dB 改善することができた．

7 むすび
SC 積分器出力の飽和を防ぐためには，入力バイアス電流

補償と抵抗器による DC ゲイン補償を併用することが，有効
な補償手法であるという結論を得た．この補償手法を用いる
ことで，製作した積分器は，出力が飽和することなく安定的
に動作し，OSR = 256 において FPAA 単体を 2.6 dB 上回
る分解能を得ることができた．今後の課題としては，ノイズ
フロアの低減方法に関する検討が挙げられる．

参考文献
[1] 梅本 亮:“FPAA を用いた ΔΣ 変調 A–D 変換器の低雑音化に
関する研究”，名古屋工業大学修士論文，2012．

[2] Yu-Chung Huang and Wei-Shinn Wey: “Second-Order Delta-
Sigma Modulation with Interfered Reference”，IEEE Trans-
actions on Circuits and Systems-II: Analog and Digital Signal
Processing, Vol. 48, No. 2, FEB. 2001．

[3] 竹本 悟:“1 ビット信号を用いた ΔΣ 変調器の評価手法に関する
検討”，名古屋工業大学修士論文，2014．
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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
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指導教員名 　　　徳田 恵一

1 はじめに
音声合成技術の代表的な手法のひとつとして隠れマルコフ

モデル（Hidden Markov Model; HMM）に基づく音声合成が
挙げられる．この手法によって合成される音声は人間の音声
に近づきつつあり，更なる発展のためより自然性の高い合成
音声が求められている．HMM音声合成では，アクセント推
定と音響モデルの学習が独立して行われており，音響特徴量
を考慮したアクセント推定が行われていない．そこで本研究
では，統計モデルである条件付確率場（Conditional Random

Fields; CRF）に基づき，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．H/L型アクセント推定と音響モデ
ルの学習を統合したモデル構造を定義し，相互の影響を考慮
したモデル学習法を提案する．

2 アクセント推定
日本語の単語のアクセントは，モーラを単位とするピッチ

の変化による高低アクセントで表現することができ，単語内
のピッチのパターンにより，様々なアクセント型に分類され
る．各単語はそれぞれ固有のアクセント型を持つが，二つ以
上の単語が結合してアクセント句を構成した場合，アクセン
ト型が変化する現象が起こる．従来は，アクセント句境界を
推定した後，各アクセント句に対して各単語の結合規則に従っ
てアクセント型を推定している [1]．そのため，アクセント
句境界の推定を誤った場合，適切なアクセント型の推定が困
難となる．また，結合規則の付加には専門知識が必要である
ため，辞書内の全単語に対して行うのは非現実的であり，こ
れまでアクセント推定に関する様々な手法が提案されてきた
[2, 3]．そこで本研究では，従来のようにアクセント句境界決
定後にアクセント型を推定するのではなく，推定単位をモー
ラとし，各モーラのH/L型アクセントを CRFによって直接
推定する手法を提案する．

3 CRFに基づくH/L型アクセント推定
CRFに基づくH/L型アクセント推定では，アクセントの推

定問題を，各モーラのアクセントが高（H）か低（L）かの 2値
識別問題として考える．このように考えることで，アクセント
句境界や各アクセント句におけるアクセント型を推定するこ
となく，アクセントを直接推定することが可能となる．また，
辞書に結合規則を付加する必要もなくなる．アクセント推定
モデルλCRF においてモーラ系列W = {m1,m2, · · · ,mM}
を入力とし，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 ,λCRF ) =
1

Z(W )
exp

{
M∑

m=1

K∑
k=1

λkfk(mm, lm)

}
(1)

ただし，Z(W )は正規化項，fk は素性関数，λk 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を返す関数である．CRFの学習は最尤法を用いて行う．

4 アクセント推定を統合した音響モデリング
従来のHMM音声合成では，アクセント推定モデルの学習

と音響モデルの学習は独立しているため，アクセント推定誤

りが音響モデルの学習に影響を与えるという問題があった．
この問題に対し，アクセント推定モデルと音響モデルの統合
手法が提案されている [4]．本研究では，H/L型アクセント推
定モデルと音響モデルを統合することによって，音響特徴量
を考慮したアクセント推定と，あらゆるアクセント系列を考
慮したアクセント推定誤りに頑健な音響モデルの学習を行う．
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 λHMM 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,λHMM ) =
∑
q

P (O|q,λHMM )P (q|L,λHMM ) (2)

一方，アクセント推定モデルλCRF の尤度関数P (L|W ,λCRF )

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 を直接生成する統合モデ
ル λ = {λHMM ,λCRF }の尤度関数は式 (3)で表される．

P (O|W ,λ)

=
∑
L

∑
q

P (O|q,λHMM )P (q|L,λHMM )P (L|W ,λCRF )(3)

統合モデルの学習は，EMアルゴリズムにより行い，Q関数
を用いて尤度関数 P (O|W ,λ)が最大となるようにモデルパ
ラメータ λ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，λ′ は更新後のモデルパラメータである．

Q(λ,λ′) =
∑
L

∑
q

P (q,L|O,W ,λ)

log
[
P (O|q,λ′

HMM )P (q|L,λ′
HMM )P (L|W ,λ′

CRF )
]
(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．
統合モデルの EMアルゴリズムでは，全てのアクセントラ
ベル系列Lについて，事後確率 P (L|O,W ,λ)を計算する必
要があるため，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，式 (5)のように 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．αは音響
モデルとアクセント推定モデルの間の重みを調節することが
できる統合モデル重みである．この値を大きくすることで音
響モデルを重視した学習が可能となる．

P (L|O,W ,λ)

≃ P (L|W ,λCRF )P (O|L,λHMM )α∑N
n=1 P (L′

n|W ,λCRF )P (O|L′
n,λHMM )α

(5)

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する．そのため，それぞれのモデ
ルが同時最適化され，合成音声の自然性の向上が期待される．

5 実験結果
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．データベースとして，JNASデータ
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表 1: 比較手法

コンテキスト情報 アクセント推定 統合モデル重み α

ACC-RULE アクセント型 規則 -

ACC-CORRECT アクセント型 正解 -

HL-RULE H/L型 規則 -

HL-CRF-alpha=1 H/L型 CRF 1

HL-CRF-alpha=1024 H/L型 CRF 1024

HL-CORRECT H/L型 正解 -

No-EST RULE CRF
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図 1: H/L型アクセント推定の正解率

ベースにアクセント情報が付加されたアクセントデータベー
ス [2]を用いた．その内，CRFの学習データとして 3939文章
（152698モーラ），評価データとして 493文章（19258モー
ラ）を用いた．複数の形態素情報から 2種類の情報を組み合
わせ，アクセント推定に有効であると考えられる組み合わせ
の 200種類をCRFの素性関数として定義し，従来の規則に基
づくアクセント処理（RULE）の場合と正解率の比較を行っ
た．正解率はモーラ単位での H/L型アクセントの正解率と
している．尚，単語孤立発声時のアクセントを推定前アクセ
ント（No-EST）として算出した．アクセント推定の正解率
を図 1に示す．図 1より，RULEに比べ，CRFの正解率が
高くなっていることから提案法の有効性を確認できた．
5.2 音声合成実験
提案法の性能を評価するため，メルケプストラム歪み（MCD）

と F0-RMSE による客観評価実験とMOSに基づく主観評価
実験を行った．MCDと F0-RMSEは，それぞれ正解音声と
合成音声におけるメルケプストラム係数と基本周波数の誤差
を表す指標である．MOS試験では，被験者は 10名とし，各
手法に対して被験者毎にランダムに選択された 15文章の自
然性を 5段階評価させた．実験データは男性話者 1名による
音声データ 485文，この内，学習データに 432文，評価デー
タに 53文を用いた．サンプリング周波数は 48kHzとし，特
徴量としては，39次元の STRAIGHTメルケプストラムと対
数基本周波数及びそれぞれの∆,∆2を用いた．HMMは 5状
態スキップなし left-to-right型 HSMMとした．本実験では，
アクセントに関するコンテキスト情報，アクセント推定，統
合モデル重みの違いにより，表 1に示す 6手法による合成音
声を比較する．なお，統合モデルにおいては，考慮するアク
セント系列の数 N を 100とした．客観評価実験と主観評価
実験の結果をそれぞれ図 3，図 2に示す．
図3より，HL-RULEとHL-CRF-alpha=1，HL-CRF-

alpha=1024を比べるとHL-CRF-alpha=1，HL-CRF-

alpha=1024 の方が歪みの値がともに小さくなった．HL-

CRF-alpha=1，HL-CRF-alpha=1024ではCRFに基づ
くH/L型アクセント推定を行なっており，アクセント推定精
度が向上することでそれぞれ歪みの値が減少したと考えられ
る．また，HL-CRF-alpha=1とHL-CRF-alpha=1024

を比べると HL-CRF-alpha=1024の方が歪みの値がわず
かに小さくなった．このことから，統合モデル重みを大きくす
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図 2: 客観評価実験結果
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図 3: 主観評価実験結果

ることで音響的特徴を考慮したモデル学習を行うことができ，
より正解音声に近い特徴量を生成することができたと考えら
れる．図 2より，HL-RULEに比べてHL-CRF-alpha=1

及び HL-CRF-alpha=1024が高い評価となっており，ア
クセント推定精度の向上によって音声の自然性が向上する
ことを確認した．また，HL-CRF-alpha=1がHL-CRF-

alpha=1024に比べて高い評価を得ており，統合モデル重み
を大きくすることで音響的特徴を考慮したモデル学習を行う
ことができ，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．
CRFに基づく H/L型アクセント推定は，従来法のアクセン
ト結合規則による推定に比べ，推定精度の向上を確認した．
客観評価実験及び主観評価実験の結果，H/L型アクセント推
定を統合した音響モデリングにより自然性が向上する傾向を
確認した．今後の課題としては，学習データや統合モデル重
みを大きくしての実験が挙げられる．
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低遅延音声認識のためのニューラルネットワークを用いた仮説の発話中確定

学籍番号　　２６４１３５２３　　氏名　　小林 大晃

指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに
近年，音声インタフェースが急速に注目を集め始めている．

しかしその一方で，音声インタフェースはどのようにしたら
広く使われるかという課題は未だに残されている．一般的に，
音声インタフェースが受け入れられない理由としては，機械
との対話では対話の自然さが低い等の心理的課題と，対話が
円滑でなく使いやすさ（ユーザビリティ）が十分でないといっ
た機能面の課題が挙げられる．
本研究においては音声インタフェースのユーザビリティの

問題について取り組み，なかでも応答速度（遅延）に焦点を
置く．応答遅延の問題に対してはこれまでに，音声認識処理
のアルゴリズムにより解決しようとするアプローチ [1,2]があ
り成果を挙げている．これらの手法では，仮説ネットワーク
構造（木構造化辞書）の構造および認識処理中のフレームご
との仮説信頼度を用いて，入力の途中に探索を打ち切り，発
話終了を待つことなく仮説を確定する．この仮説の早期確定
判定の手法としては，設計者が固定の閾値を設定する方法 [1]

や，条件付き確率場 (Conditional Random Fields; CRF) を
用いた統計的手法 [2] が提案されている．CRF を用いた確定
判定では仮説の時系列性（連続性）を考慮した判定を行って
いるが，時間方向の情報は判定の性能と相関が小さいことが
示されており，さらなるモデルの改善が求められている．
本研究では，複数の特徴量の相関関係を陽に勘案せず扱う

ことができるニューラルネットワークに基づく確定判定を提
案する．本手法では，早期確定タスクを線形識別を時系列方
向に拡張した問題として捉えるのではなく，ある時刻におけ
る複数の情報から多角的に判断する問題として解決を目指す．
これにより，条件付き確率場に基づく確定判定と比べ安定し
た確定判定が可能となることが期待される．

2 ニューラルネットワークに基づく仮説の早期確定
早期確定判定は，ある時刻において仮説を確定して良いか

否かの 2 値のラベル付与問題とみなせる．従来の CRF の手
法 [2] では，確定の可否の状態が過去の状態に依存して推定
されるものとした．これにより，閾値判定の場合と同程度の
性能が得られる一方で，考慮する過去の状態を増やしても性
能が向上しないことが確認されており，CRF は問題の性質
に適していない可能性がある．
本研究で提案する手法は CRF の手法からモデルをニュー

ラルネットワークに入れ替え，扱う特徴量を増やし，過去の
推定結果に依存せず確定判定を行うシステムに相当する．従
来法 [1, 2] ではフレームごとに計算される単語単位の信頼度
情報に基づき確定判定をしており，本研究においても信頼度
を基本的な特徴量として用いた．
本システムの概略図を図 1 に示す．このシステムは大き

く学習部と認識部の 2 つによって構成される．学習部ではデ
コーダを介して得られる特徴量に正解ラベルを付与して学習
データとし，ニューラルネットワークによる早期確定モデル
を構築する．認識部ではユーザ発話に対してデコーダから得
られる特徴量をニューラルネットワークに与え，フレームご
とにその時点における最尤仮説（信頼度最大仮説）の確定の
可否を判定する．確定ラベルが出力されたとき認識結果を出
力し，それ以降の探索を打ち切る．

Training part

Recognition part
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Decoder

Train NN

NN model

Speech data

Acoustic model

Word dictionary
• Confidence measure

• Phone length

• etc.

DecoderUser speech

Input speech Language model
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Word

Features

Output

Decision

Features
Training data

図 1: ニューラルネットワークに基づく仮説の早期確定の枠組み

2.1 事後確率に基づく単語単位の信頼度
特徴量には事後確率に基づいて計算された単語単位の信頼
度を用いる．探索途中の各フレームにおいて，木構造化辞書
における各ノードの入力始端からの累積尤度を用いて，事後
確率に基づく単語単位の信頼度を計算する．信頼度の計算に
は「木構造化辞書における単語固有ノード，すなわち ”リー
フノードまで分岐点がないノード（以下，Non-Branch node;

NB node）”」の尤度情報を用いる．木構造化辞書において，
隠れマルコフモデルのある状態ノード n がある単語 w に属
するとすると，NB node は w を一意に定め得るノードであ
るといえる．
単語認識において，入力 xt

1（1, · · · , t フレームの入力）に
対する単語 w の信頼度 C(w | xt

1) は式 (1) のように表され
る．ただし，g(n, t) は各ノードに伝搬してきた累積対数尤度，
Nw はビーム処理によって残ったノードのうち単語 w の終
端単語に属する NB node の集合，N はビーム処理によって
残ったノードのうち既に確定された単語を履歴中に含む単語
の終端単語に属する NB node の集合，α はスムージング係
数を表す．

C(w | xt
1) =

∑
n∈Nw

eα·g(n,t)∑
n∈N

eα·g(n,t)
(1)

2.2 ニューラルネットワークに基づく確定判定モデル
式 (1) で得られる信頼度などの特徴量をニューラルネット
ワークに入力し，仮説の確定の可否を推定結果として出力す
る．本研究では中間層をひとつ持つ多層パーセプトロンを用
いており，入力特徴量 x から確定 / 非確定ラベル y ∈ {0, 1}
を推定する関数モデルは以下のようになる．

yk = fk(x) = σ

 J∑
j=1

w′
jk · hj + b′k


= σ

 J∑
j=1

w′
jk · σ

(
I∑

i=1

wijxi + bj

)
+ b′k

 (2)

ただし，wij , w
′
jk は重みパラメータであり，bj , b

′
k はバイア

ス項である．また σ(·) は活性化関数と呼ばれる非線形関数で
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図 2: 従来法と最大性能の比較

あり，入力層–中間層はハイパボリックタンジェントを用い，
中間層–出力層ではソフトマックス関数を用いた．
パラメータ推定は勾配情報を用いたミニバッチ学習によっ

て行う．学習データの正解ラベルはフレームごとの最尤仮説
について最終フレームから遡り，入力全体の最尤仮説と連続
して等しい区間を確定 (1) としそれ以前の区間を非確定 (0)

とする．

3 評価実験
提案法の有効性を示すため，単語認識タスクによる評価実

験を行った．デコーダには Julius Rev. 4.2.2 を用い，音響モ
デルは JNAS PTM モデル（状態数 2,000, 混合数 16）を用
いた．実験データには東北大-松下単語音声データベース [3]

より駅名や鉄道路線名の孤立単語発話を用い，それに合わせ
て語彙数 1,000 の辞書を作成した．音声データベースより 6

話者各 370 発話を学習データとし，6 話者 50 発話をテスト
データとした．
実験結果は単語誤り率および確定遅延 (Determination De-

lay) の 2 つの基準で評価する．確定遅延は話者の実際の発話
終端時刻と認識結果確定の時刻との差とし，この値が負の場
合，発話終了以前に認識結果が確定されたことを示す．

3.1 ニューラルネットワークに基づく早期確定の評価
ニューラルネットワークの構造やパラメータをテストセット

最適化した場合の実験結果を，従来法の性能と併せて図 3に示
す．図中の比較対象は閾値判定による手法（図中Threshold）
と CRF に基づく手法（図中 CRF）である．また，提案法は
図中において NN として示す．
実験の結果，単語誤り率は 3.67 %，確定遅延は−0.314 sec

となった．手作業による閾値判定と比較して単語誤り率が 1

% 分小さくなり，また，同じ識別モデルである CRF に基づ
く判定よりも，早さおよび精度の両面で優れた性能となった．
この結果より，早期確定判定のためにニューラルネットワー
クに基づく非線形モデリングを導入することの有効性が示さ
れた．

3.2 特徴量と早期確定性能の関係性
種々な特徴量を組合せと性能との関係性について検証する

ための実験を行った．結果を図 3 に示す．ただし，用いた特
徴量は信頼度 (cm)，仮説の継続長 (duration)，仮説の音素
数 (phone)，木構造化辞書におけるノードの非共有率 (non-

shared rate)，および非共有ノードの数 (non-shared num) で
ある．
実験結果より音素数と継続長の情報を組合せることで従来

のCRFの性能を上回ることが確認された．このことから，早
期確定タスクにおいて性質の異なる特徴量（音素数は木構造
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図 3: 複数特徴量の組合せによる性能の比較
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図 4: ニューラルネットワークの構造と早期確定性能の関係

化辞書から得られる情報であり，継続長はデコーダから得ら
れる情報である）を組合せて用いることは有効であることが
示された．

3.3 ニューラルネットワークの構造と早期確定性能の関係
早期確定タスクにおいて求められる識別モデルの構造につ
いて検証した．中間層のユニット数を変化させたときの性能
を図 4 に示す．ただし，入力特徴量は信頼度と音素数である．
グラフより，少数の隠れユニットのときに良い性能が得ら
れていることが分かる．したがって，早期確定タスクにおい
ては本実験程度の単純なタスク設定であれば，仮説が持つ情
報の時系列性（連続性）を考慮する必要がなく，線形識別で
解決可能であるということが示唆された．

3.4 今後の課題
本実験の全ての条件で用いた入力特徴量である信頼度は，
そもそも抽象度が高い特徴量である．信頼度算出の際に何ら
かの情報落ちがあるとすれば，より低レベルの特徴量（例え
ば，デコーダから直接得られる音響尤度や言語尤度など）か
ら信頼度というべき特徴量を抽出する機構を持つニューラル
ネットワークを構築することで，早期確定の性能向上が期待
できる．ただし，そのためには現在より高度な設計が必要と
なるであろう．
また，連続音声認識において信頼度に基づいて各単語の発
話終了前に仮説を逐次的に確定する手法も提案されている．
そこで，本手法を連続音声認識に適応させることも課題とし
て挙げられる．

参考文献
[1] 大野博之 他, “音声認識における発話終了前確定アルゴリズムの
評価および改善”, 音講論, pp. 67–68, 2010-3.

[2] 伊神陽介 他, “条件付き確率場に基づく仮説の逐次早期確定を用
いた低遅延音声インタフェース”,音講論, pp. 63–64, 2014-3.

[3] 牧野正三 他, “東北大-松下単語音声データベース”, 日本音響学
会誌, vol. 48, no. 2, pp. 899–905, 1992-12.
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音声対話システムにおける音素情報を用いた頑健な統計的応答選択

学籍番号　　２６４１３５２４　　氏名　　佐伯 昌幸

指導教員名　　　李 晃伸

1 はじめに
音声対話システムは，ユーザ発話を認識する音声認識，お

よび認識結果から応答を選択する応答選択の 2つからなり，
これらの構築に統計的手法が主に用いられている．統計的手
法に基づく音声認識はタスクに沿った膨大な音声データを用
いる．一方，応答選択ではコーパス依存性が高く，膨大なデー
タに基づくモデル化が困難である．そのために，キーワード
と応答文のみが与えられた条件下で，キーワードを用いた文
生成に基づいて応答選択を高精度化する手法 [1]について研
究されている．
本研究ではこの統計的応答選択において，音素情報を用い

た応答選択手法を提案する．音素レベルの情報を応答選択に
利用することで，応答選択に対する入力が音声認識誤りで出
力された単語であった場合でも，共通する音素が多いことか
ら，音声認識誤りに頑健な応答選択の実現が期待できる．
また，近年ニューラルネットワークに基づく識別器が広い

分野で有効性を示している．応答選択モデルにニューラルネッ
トワークを導入したシステムを提案し，これまで用いていた
条件付き確率場 (Conditional Random Fields; CRF)に基づ
く応答選択モデルとの性能の比較を行う．

2 文生成に基づく一問一答の統計的音声対話シス
テム

一問一答形式の統計的音声対話システムでは，ユーザの質
問音声Oから抽出した特徴量に対して出力確率が最大となる
応答文A を選択する．定式化すると式 (1)のように表現する
ことができる．

Â = argmax
A

P (A|O) (1)

このとき，質問発話の音声から直接応答文を選択することが
困難であるため，質問発話と応答文の間の中間表現として音
声認識結果の単語列W を定義する．これにより，以下の式
(1)のように置き換えられる．

Â = argmax
A

∑
W

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

式 (2) は質問発話の音声信号から応答文を選択する一般的
な音声対話システムの枠組みとなっており，式 (2)において，
P (A|W )は応答選択部，P (W |O)は音声認識部を表している．
応答選択部 P (A|W )の学習では質問文と応答文が対応付け

られたデータが，音声認識部 P (W |O)では大量の発話データ
とテキストコーパスが必要である．
これに対して，タスク知識として登録されたキーワードか

らそのキーワードを含むような関連文を自動生成することで，
少ないタスク知識を補って応答選択を行う手法が研究されて
いる．入力発話に含まれるキーワード以外の単語列をGとす
ると，文生成に基づく音声対話システムは，式 (3)で表せら
れる．

Â = argmax
A

∑
K,G

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

図 1: 提案システムの全体構成

P (K,G|O) はキーワードスポッティングにおいて，キー
ワードとキーワード以外の単語列を出力することに対応し，
P (A|K,G)は与えられたキーワードから Gを含む文を生成
してモデル化する．

3 音声対話システムにおける音素情報を用いた応
答選択

これまでの手法は，音声認識誤りを考慮したモデル化をし
ていないため，認識誤りが発生した場合，全く異なる応答文
が選択されてしまう．しかし，音声認識誤りが発生した場合
でも，認識結果の単語列には，元々ユーザが発話しようとし
ていた音声の単語列と共通の音素情報を含むことが多い．し
たがって，単語情報だけでなく音素情報を考慮した応答選択
を行うことで，認識誤りが発生した単語列でも正しい応答文
を選択されることが期待できる．そこで，単語情報に加えて
音素情報を付与した応答選択モデルを提案し，音声認識誤り
に頑健な音声対話システムの構築を目指す．

3.1 システムの全体構成
提案システムの全体構成を図 1に示す．赤の点線の枠が従
来システムから拡張した部分である．
汎用言語モデルに基づいてキーワードからキーワードを含
む関連文を生成する．このとき，汎用言語モデルの辞書情報
を用いて生成文から音素系列に変換する．生成文と変換され
た音素系列を学習することで，単語情報に音素情報を加えた
応答選択モデルを作成する．次に実際のシステムの実行処理
では，音声認識の結果に単語系列だけでなく音素系列も認識
結果に含めて出力する．この認識結果を応答選択部へ入力す
ることで，認識結果の音素情報も考慮した応答選択を行う．
本システムでは，CRF とMLPに基づく応答選択モデルを用
いる．

3.2 CRFに基づく応答選択モデル
単語列の学習では，Bag-of-wordsと等価な学習を行う．一
方音素系列の学習では，Bag-of-wordsと等価な学習を行った
場合，音素単体と応答文を対応付けることになるため，質問
文固有の特徴を学習することができない．したがって，音素
の順列情報の有効性を検証するためにモノフォン，バイフォ
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ン，トライフォン，テトラフォンと音素コンテキストを考慮
して学習する．
質問文の単語列を x(1) = {x(1)

1 , x
(1)
2 , · · · , x(1)

n }，質問文の
音素系列を x(2) = {x(2)

1 , x
(2)
2 , · · · , x(2)

m }，応答文の IDを y =

{y(1)1 , y
(1)
2 , · · · , y(1)n }, {y(2)1 , y

(2)
2 , · · · , y(2)n } とした時，入力系

列が与えられた時の出力系列が出力される確率 P (y|x)は以
下のようになる．

P (y|x) = 1

Z(x)
exp


 n∑

i=1

K(1)∑
k=1

λ
(1)
k f

(1)
k (x

(1)
i ,y

(1)
i )


+

 m∑
i=1

K(2)∑
k=1

λ
(2)
k f

(2)
k (x

(2)
i ,y

(2)
i )

 (4)

式 (4)において，K(1),K(2)は素性数，f
(1)
k , f

(2)
k は単語列と

音素系列の学習する特徴を表す素性関数，λ1
k, λ

2
k はそれぞれ

の素性関数の重みである．
音素情報の学習ではモノフォンから，テトラフォンまで 1

つずつ音素コンテキストを広げて学習するため，以下の式の
ような素性関数を与える．式 (5)，(6)，(7)はそれぞれ，モ
ノフォン，バイフォン，トライフォンを表現した素性関数で
ある．

f(1)(xi,yi)=

 1 if (xi, yi) exists

0 otherwise
(5)

f(2)(xi−1,xi,yi)=

 1 if (xi−1, xi, yi) exists

0 otherwise
(6)

f(3)(xi−1,xi,xi+1,yi)=

 1 if (xi−1, xi, xi+1, yi) exists

0 otherwise
(7)

3.3 ニューラルネットワークに基づく応答選択モデル
代表的なニューラルネットワークである多層パーセプトロ

ン (Multi-Layer Perceptron; MLP) に基づく応答選択モデル
の構築を行う．このモデルは，入力層，隠れ層，出力層の 3

種類の層で構成されている．ユニットへの入力を x，各ユニッ
トの結合ごとに与えられる重みを w，各層に与えられるバイ
アスを bとすると，各ユニットへの入力は入力 xと重み wの
線形和で表され，この値を非線形活性化関数 hで変換するこ
とでユニットの出力を求める．これらを定式化すると，以下
の式のようになる．

aj =
∑
i=1

wjixi + b (8)

zj = h(aj) (9)

MLPの学習では，各層の重み wとバイアス bを更新パラ
メータとして学習する．これらのパラメータの更新量を誤差
逆伝搬法という教師付き学習法を用いて求める．そして，誤
差逆伝搬法を用いて求めた更新量を勾配降下最適化法に基づ
いて各パラメータに適用する．
MLPの基づく応答選択モデルの入出力は，CRFと同様に，

認識結果の単語列と音素系列が入力，応答文が出力となる．
またモデル学習においても，単語列は当該単語のみの Bag-

of-wordsで学習し，音素情報の学習はバイフォン素性などの

表 1: CRFとMLPの応答正解率 (%)
XXXXXXXXXXXX手法

統計モデル
CRF MLP

従来法 (単語のみ) 81.31 81.54

提案法 (単語&音素) 84.09 81.79

学習ように音素コンテキストを考慮して学習する．そこで，
MLPの入力層にバイフォンやトライフォン用の入力ユニット
を作成する．また，学習する音素コンテキストはトライフォ
ンまでとする．

4 評価実験
4.1 実験条件
一問一答形式の音声対話システム「たけまるくん」[2] で
収集されたデータベースを用いて提案法の応答正解率を評価
した．文生成と音声認識に用いる汎用言語モデルには CSRC

で配布されている Web 言語モデル (WebLM) を使用した．
WebLMは，Webからタスクを限定しないで収集したテキス
トコーパスを学習した単語 3-gramモデルで，語彙数 60,250

語の言語モデルである．学習データのキーワード種類と応答
種類はそれぞれ 499，168である．学習データから文生成に
よって生成される学習文は生成文数 10文では 4990文となる．
本評価実験では生成文数 10文までの結果を評価する．MLP

の構成は 1層の隠れ層を用いた 2層ネットワークとする．隠れ
層の活性化関数には tanh関数，出力層の活性化関数にはソフ
トマックス関数を用いる．学習率は 0.01，隠れ層のユニット
数を 100とする．実験に用いた計算機のGPUには，GeForce

GTX TITAN X 12GB GDDR5を用いた．

4.2 実験結果
CRF，MLPそれぞれに基づく応答選択モデルの応答正解
率を表 1 に示す．表 1から，CRFと MLPどちらにおいて
も，単語のみを学習する条件より音素情報を追加して学習す
る条件の方が応答正解率が高くなった．この結果から，応答
選択における音素情報学習の有効性が示された．一方，CRF

とMLPの結果を比較すると，従来法の提案法ではMLPの
方が高かったが，提案法の応答正解率では CRFの方が高い
という結果が得られた．これは，本実験で用いた学習データ
量が最大 4990文であるため，ニューラルネットワークの学習
に必要不可欠な学習データ量が不足しているため，MLPの
学習が十分にできていないことが考えられる．また，ニュー
ラルネットワークの学習において，事前学習などを適用する
ことによる応答正解率の向上が期待される．

5 むすび
今後の課題として単語や音素以外で応答選択に活用できる
情報の検証や，MLP以外のニューラルネットワーク手法を
導入が考えられる．

参考文献
[1] 平野 隆司，加藤 杏樹，南角 吉彦，李 晃伸，徳田 恵一，“登録
キーワードと汎用言語モデルを用いた音声認識部・応答選択部の
密統合に基づく統計的音声対話システム”，情報処理学会研究報
告．SLP，音声言語情報処理 2012-SLP-92(3), 1-6, 2012-07-12.

[2] 西村竜一，西原洋平，鶴見玲典，李晃伸，猿渡洋，鹿野清宏，
“実環境研究プラットフォームとしての音声情報案内システムの運
用”，電子情報通信学会論文誌，Vol.J87-D2，No.3，pp.789-798,
2004
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生成モデルの構造を考慮した階層識別モデルによる音声認識

学籍番号　　２６４１３５２６　　氏名　　　　佐藤 寛恭

指導教員名　　　南角 吉彦

1 はじめに
音声認識技術として，近年では識別モデルに基づく手法が
広く利用されるようになっている．識別モデルの学習では，
認識に有効な特徴量の重みが大きくなるように進むため，特
徴量の優劣を表現可能である．しかし，音声認識は様々な時
間解像度（文章レベル，単語レベル，音素レベル，フレーム
レベル）の統計モデルの組み合わせでシステム全体が表現さ
れており，これまでの音声認識における識別モデルの研究で
は，ある特定の階層に注目し，その階層において識別的なモ
デル構造を適用する方法がほとんどであった．そのため，識
別モデルに基づく音声認識では，音声の階層構造を考慮しつ
つ音声認識システム全体を最適化する枠組みは未だ明確でな
い．そこで，システム全体を一つの統計モデルと捉え，全体
を最適化する統合的な枠組みが必要となるといえる．このと
き，単語列と音声波形をつなぐ中間表現（音響特徴量，状態
系列や音素ラベルなど）をどのように決めて利用するかが重
要な問題となる．
本研究では，識別モデルをフレームレベル [1]，音響モデ

ルレベル，単語列レベル [2]など複数の階層で実現し，下位
の階層で得られた有用な特徴を中間表現として上位の階層へ
引き渡していくことで，階層的な識別モデルを実現する．ま
た，同一時間階層（フレームレベルなど）において，生成モ
デルであるガウス混合モデル (GMM)に基づく特徴量を抽出
して識別のための中間表現として利用し，より有用な特徴量
を用いることで認識精度の改善を目指す．

2 識別モデルに基づく音声認識
統計的手法に基づく音声認識では，観測系列X に対する

事後確率が最大となるクラス Ĉを推定することにより認識を
行う．従来の生成モデルに基づく音声認識では，求めるべき
事後確率 P (C | X)を，ベイズの定理を用いて P (X | C)と
し，観測系列Xの確率分布としてモデル化を行う．一方，識
別モデルに基づく音声認識では，事後確率 P (C | X)を直接
モデル化しており，クラスCの確率分布としてモデル化され
る．これは，特徴量の優劣を考慮して P (C | X)の計算を行
うことが可能であることを意味している．よって，識別モデ
ルに基づく音声認識では，識別に有用な特徴には大きな重み
を与え，認識に不要な特徴には小さな重みを与えることによ
り特徴選択を自動的に行うことができる．しかし，入力とし
て利用可能な特徴は無数に考えられるため，どのような特徴
を入力に利用するかが，識別モデルを用いる上で重要となる．

3 階層識別モデルに基づく音声認識
これまでの音声認識における識別モデルの研究では，音声
認識の特定の時間階層に注目し，その階層に識別モデルを適
用することがほとんどであった．これらの時間単位ごとの識
別モデルによる学習，認識はいずれも有効性が確認されてい
るが，時間的に限定された音響特徴のみを利用して学習して
いるため，ある限定的な視点で特徴を選択していることにな
る．そこで，複数の時間階層でモデルを統合する階層識別モ
デルを提案する．図 1に階層識別モデルの概要を示す．一つ
下位の階層（時間的に短いレベルの階層）において識別モデ
ルが構成されていると仮定し，その識別モデルで得られた特

Lower level

Upper level

Frame level

Word level

:Feature

Hierarchy

Word string level

Feature extraction

Feature extraction

図 1: 階層識別モデル

徴を現在の階層に利用し，識別モデルを構築する．この処理
を繰り返すことにより，下位から上位へ識別に有用な特徴を
伝播しながら，階層的な構造を構築することで，認識精度の
向上が期待できる．
本研究では，図 1に示すように，フレームレベルで得られ

る特徴を上位の階層である単語レベルに利用する．具体的に
は，対数線形モデル (Log Linear Model; LLM) [1]に基づくフ
レーム識別を行い，そこから得られる特徴を利用して隠れ条
件付確率場 (Hidden ConditionalRandom Field; HCRF)に
基づく単語認識を行う．フレームレベルで得られる特徴とし
て，入力特徴x = [x1, x2, . . . , xD]Tが与えられたときのLLM

の各クラス sの事後確率を用いた．事後確率 P (s | x,Λ)は
以下のように表せる．

P (s | x,Λ) =
1

Z(x,Λ)
exp

{
K∑

k=1

λkfk(x, s)

}
(1)

ただし，fk は素性関数，λk は素性関数 fk の重み，kは素性
番号，K は素性数，Λ = [λ1, λ2, . . . , λK ]はモデルパラメー
タを表す．また，Z(x,Λ)は確率の和が 1になるようにする
ための正規化項である．
LLMから得られた事後確率を上位の階層である単語レベ
ルにおいて HCRFの入力特徴として用いることで階層識別
モデルを構築することができる．また，LLMに基づくフレー
ム識別の認識率が向上すれば，そこから得られる特徴はより
有用になるのではないかと考えられるため，LLMに入力と
してどのような特徴量を利用するかが重要な問題となる．

4 同一時間階層での生成モデルに基づく特徴抽出
本研究では，各階層をつなぐ中間表現の獲得のために同一
時間階層（フレームレベル）において特徴抽出を行う．具体的
には，生成モデルとして学習されたGMMに基づいて抽出し
た特徴量を中間表現として利用する．生成モデルは観測デー
タの情報を表現しており，生成モデルに基づき得られる特徴
は認識に有用な特徴量だと推測される．本研究では，GMM

から抽出する特徴量としてGMMの事後確率を利用し，抽出
した事後確率を LLMに入力し，各クラス sの事後確率の計
算を行う．
中間表現を利用して階層的に識別問題を解くという意味

では，近年音声認識でも大きな性能向上をもたらした Deep

Neural Network(DNN) [3]が挙げられる．DNNは中間層の
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図 2: LLMにおけるフレーム認識率

活性化関数にシグモイド関数を用いる場合，各ユニットの値
はバイナリ識別を行ったものとみなすことができる．そのた
め，DNNはバイナリ識別を積み重ねて，出力層においてソ
フトマックス (LLM)に基づいて最終的な識別問題を解いて
いるとみなせる．一方，GMM は事後確率を抽出する場合，
ソフトマックス関数を用いていることになる．ソフトマック
ス関数から出力される事後確率は多クラス分類問題を行なっ
ており，GMMではあるデータがどの混合要素に属している
かを識別していることになる．抽出した事後確率を利用して
LLMに基づいた識別を行うことで，DNNとは中間表現とし
てシグモイド関数を用いているかソフトマックス関数を用い
ているかが大きな違いであるといえる．よって，DNNの中
間層の活性化関数としてソフトマックス関数がシグモイド関
数と同等以上の性能であれば，中間表現として生成モデルを
利用することの有用性が示唆できる．

5 実験
提案法の有効性を検証するために，フレーム識別実験およ
び孤立単語認識実験を行った．データベースは AURORA-2

を用い，学習データは clean音声の 1210発話，テストデータ
は雑音付き音声の 3257発話を用いた．本研究における，フ
レーム識別実験では，HMMによる強制アライメントによっ
てフレーム毎に得れるHMMの状態を正解クラスとして識別
を行う．LLMに入力する特徴量としては，12次元のMFCC

とパワーに動的特徴量を連結した 39次元の特徴量に各値を
二乗した値を加えた計 78 次元の特徴量 MFCC，混合数 M

のGMMの事後確率G(M)を利用した．また，比較のための
Neural Netwrokに基づくフレーム識別実験では，隠れ層 1層
の NNに 39次元のMFCCを入力特徴として実験を行った．
図 2に LLMに基づくフレーム識別実験の認識結果を示す．
図 2より，GMMの混合数を増やすことで認識率が向上して
おり，GMMの事後確率はMFCCを特徴量とするよりも認
識率が高くなっていることがわかる．このことから，生成モ
デルに基づく特徴量の抽出が有効であるといえる．
図 3に隠れ層の活性化関数をシグモイド関数およびソフト
マックス関数としたときの NNに基づくフレーム識別実験の
認識結果を示す．なお，隠れ層の活性化関数をシグモイド関
数またはソフトマックス関数として，ユニット数を変更して
実験を行った．図 3より，隠れ層の活性化関数をソフトマッ
クス関数とした方が高い認識率となっていることがわかる．
そのため，中間表現としてソフトマックス関数はシグモイド
関数よりも劣っていないと考えられる．また，図 2 と比較
すると，GMMの事後確率を LLMの入力特徴としたときと
NN(Sigmoid)の認識率が同程度であることがわかる．このこ
とから，中間表現としてソフトマックス関数を利用すること，
生成モデルに基づく特徴抽出が有用であることが推測される．
次に，図 4に HCRFに基づく単語認識実験の認識結果を
示す．横軸において，“GL”はフレーム識別において図 2の
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図 4: HCRFにおける単語認識率

G1024 を LLM の入力特徴とした時に得られる事後確率を
HCRFの入力特徴に使用していることを意味する．“NN sig”,

“NN soft”はそれぞれ，図 3の隠れ層の活性化関数をシグモ
イド関数，ソフトマックス関数としたユニット数 1000のNN

から得られる事後確率を HCRFの入力特徴に使用している
ことを意味する．図 4より，MFCCのみを特徴量として利用
するよりも，MFCC にフレーム識別の事後確率を加えるこ
とで認識率が向上していることがわかる．このことから，下
位の階層であるフレームレベルで得られる特徴量を上位の階
層である単語識別に利用するのは有用であるといえる．また，
GLとNNを比較すると，GLとNN sigは認識率に大きな差
がないが，NN sofは認識率が他と比べて高くなっていること
がわかる．これは，フレーム識別での認識率による影響であ
ると考えられる．そのため，フレームレベルでの識別結果が
より重要となると考えられ，音声認識において有用な中間表
現を利用することが必要であるといえる．

6 むすび
本研究では，生成モデルの構造を考慮した階層識別モデル
による音声認識を提案した．フレーム識別実験および単語認
識実験により，提案法の認識精度が向上したことを確認し，
生成モデルに基づく特徴抽出，階層識別モデルの有効性が示
された．今後の課題として，使用する特徴量の更なる検討や，
連続音声認識実験による評価が挙げられる．
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HMM音声合成のための最尤線形回帰と因子分析を統合した話者適応学習

学籍番号　　２６４１３５２７　　氏名　　佐藤 雄介

指導教員名 　　　徳田 恵一

1 はじめに
HMM音声合成 [1]は HMMのモデルパラメータを変化さ

せることで，様々な声質の音声を合成することができる．特
に，合成したい話者の音声（適応データ）をもとにして，そ
の音声を表現するようにHMMを変換することを話者適応と
呼ぶ．従来の話者適応手法は，モデルパラメータを変換行列
により線形変換する線形変換法と，複数のモデルパラメータ
や音響特徴量の成分を重み付けする部分空間法に大別できる．
線形変換法と部分空間法は適応の原理の違いから，適応デー
タ量によってそれぞれ長所と短所がある．本研究では，線形
変換法のひとつである制約付き最尤線形回帰 (CMLLR)を用
いた話者適応 [2]と，部分空間法のひとつである因子分析を
用いた話者適応 [3]を組み合わせた，CMLLRと因子分析を
統合した話者適応を提案する．提案法でモデル学習と話者適
応を行うことで，適応データ量によって手法を選択すること
なく，目標の声質に近い人間らしい音声を合成できる．

2 多様な声質の音声を合成する枠組み
まず，線形変換法は適応データから推定した変換行列によっ

て，モデルパラメータを変換することで適応データの声質の
音声を合成する手法である．変換行列はHMMの状態ごとに
推定される多量のパラメータである．そのため，十分な量の
適応データを用いることで，目標の声質によく似た音声を合
成できる．その反面で，適応データが少ない場合は変換行列
の推定精度が低下し，声質の再現度と自然性が低下する．線
形変換法のひとつとして，CMLLRを用いた話者適応 [2, 4]

がある．この手法は次式のように音響特徴量を変換する．

o = Aō+ b (1)

ここで，oは目標の声質の音響特徴量，ōは変換元の音響特
徴量を表す．また，W = [bA]は変換行列を表す．変換行列
は次式のように推定できる．

W̃
(r)

= arg max
W (r)

logP (o(r)|Λ,W (r)) (2)

ここで，Λ = {µi,Σi,πi,aij}Ni,j=1 は HMM のモデルパラ
メータであり，µiとΣiはそれぞれHMMの出力確率分布の
平均ベクトルと分散共分散行列，πiは初期状態確率，aij は
状態遷移確率，N は HMMの状態数を表す．また，rは話者
を表す．CMLLRを用いた話者適応の初期モデルには，複数
の話者の音声をモデル化した不特定話者モデルを用いる．し
かし，通常の方法で不特定話者モデルを学習すると，話者ご
との変動をそのままモデル化した，話者適応の初期モデルと
しては不適切なモデルとなってしまう．そこで，話者適応学
習 [4]により学習した，平均声モデルを初期モデルとする．話
者適応学習は平均声モデルと，それを各学習話者のモデルに
変換する変換行列を繰り返し推定する学習手法である．これ
により，話者ごとの変動は変換行列が表現し，平均声モデル
は学習話者の平均的な話者性を持つモデルとなる．
次に，部分空間法は主成分分析や因子分析を用いて，複数

の音響特徴量やHMMの平均ベクトルから抽出した成分を重
み付けし，様々な声質を表す音響特徴量やHMMの平均ベク

トルを生成する手法である．重みは適応データより推定する
が，次数は数十次元程度であり，変換行列の次数よりも小さ
い．そのため，推定に必要なデータ量が少なく，適応データ
が少ない場合は線形変換法よりも目標の声質に近い音声を合
成できる．しかし，多量の適応データを用いても話者性の再
現性の改善は小さい．部分空間法の一つとして，因子分析を
用いた話者適応 [3]がある．この手法は次式のように音響特
徴量を生成する．

o = Lx+ n (3)

ここで，L は因子負荷行列，n ∼ N (µ(n),Σ(n)) はノイズ，
x ∼ N (0, I) は因子を表す．また，因子負荷行列の縦ベク
トルを基底と呼ぶ．これらのパラメータは次式のように推定
する．

Λ̃ = arg max
Λ

R∑
r=1

logP (o(r),z(r),x(r)|Λ) (4)

ここで，Λ = {Li,µ
(n)
i ,Σ

(n)
i ,πi,aij}Ni,j=1 である．因子分析

を用いた話者適応の学習により，話者ごとの変動は因子によ
る基底の重み付けで表現され，学習話者に共通する成分はノ
イズとして学習される．そのため，因子分析を用いた話者適
応の学習は話者適応学習であると言える．適応時は適応デー
タから因子の事後分布を推定し，特徴量を決定する．

3 CMLLRと因子分析を統合した話者適応学習
適応データ量の影響を軽減し，目標の声質に近い人間らし
い音声を合成することを目的として，CMLLRと因子分析を
統合した話者適応学習を提案する．提案手法の概要を図 1に
示す．提案手法は因子分析により生成した音響特徴量を変換
行列で変換する構造をもつ．提案手法は次式のように目標の
声質の音響特徴量を生成する．

o = A(Lx+ n) + b (5)

モデル学習では式 (4)と式 (2)の最大化を尤度が収束するま
で交互に繰り返す．ただし，µ = Lx(r) +µ(n),Σ = Σ(n)で
ある．この学習では変換行列と因子で学習話者の変動を吸収
するため，従来手法による話者適応学習よりも，学習話者ご
との変動を排した，適応の初期モデルに適したモデルを学習
できる．適応もモデル学習と同様に，因子の事後分布と変換
行列を繰り返し推定する．
CMLLRを用いた話者適応は適応データが不足すると変換
行列の推定精度が低下し，その結果として合成音声の品質が
劣化する問題があった．提案法は適応データ量の不足が原因
で変換行列を推定できない場合も，因子は推定可能であるた
め合成音声の品質が劣化しにくい．また，因子と変換行列を
併用して声質を表現するため，十分な量の適応データを用い
ることで，従来手法で適応した場合よりも目標の声質に近い
音声を合成できることが期待される．

4 評価実験
提案法の有効性を評価するために，以下の 3 手法を比較
した．
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図 1: CMLLRと因子分析を統合した話者適応

2.6

2.8

3.0

3.2

FA CMLLR FA+CMLLR

D
M

O
S

95% confidence intervals

図 2: 1文で適応したときの DMOS

• FA：因子分析を用いた話者適応
• CMLLR：CMLLRを用いた話者適応
• FA+CMLLR：CMLLRと因子分析を統合した話者適応
モデル学習と適応のための音響特徴量として，サンプリング
周波数 48 kHzの音声から抽出した，35次メルケプストラム
係数と対数基本周波数，およびそれらの 1次と 2次の動的特
徴量を用いた．男性 10名と女性 10名の 1人あたり 200文の
音声でモデルを学習し，学習データに含まれない男性 2名と
女性 2名の音声にモデルを適応した．適応データ量は 1人あ
たり 1文，または 10文とした．因子分析の構造を持つHMM

(FA-HMM)の基底数は 20とした．なお，因子分析の基底数
などの，各手法の性能に影響を与える設定値は予備実験に基
づき決定した．
評価基準として，メルケプストラム歪み (MCD) と F0-

RMSEによる客観評価と，5段階 DMOS試験による主観評
価を用いた．MCDと F0-RMSEは，それぞれメルケプスト
ラム係数と基本周波数の理想値との誤差を表す指標である．5
段階 DMOS試験は目標音声と評価音声の話者性の類似度を
評価する試験である．被験者には，目標音声と評価音声を聴
き比べて，話者性が似ていると感じたら高いスコアを入力す
るよう指示した．スコアは 1から 5の 5段階で，被験者は 10

名である．評価音声には 53文からランダムに選択された 15

文を用いた．
客観評価実験の結果を表 1と表 2に示す．1文で適応した

場合のMCDは FAが最小であった．しかし，その他の条件
においては FA+CMLLRの値が最小であり，従来手法よりも
目標との誤差が小さい音響特徴量を生成できた．次に，主観
評価実験の結果を図 2と図 3に示す． 適応データが 1文の
場合と 10文の場合のいずれも FA+CMLLRが最も高い評価
を得られ，提案手法の有効性が認められた．

5 むすび
本研究では，HMM音声合成のための話者適応手法として，

CMLLRと因子分析を統合した話者適応学習を提案した．こ
の手法は従来の話者適応手法である，CMLLRを用いた話者
適応と因子分析を用いた話者適応を組み合わせたモデルであ
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図 3: 10文で適応したときの DMOS

表 1: MCD (dB)

適応データ FA CMLLR FA+CMLLR

1文 4.5341 4.7445 4.5941

10文 4.4973 4.3069 4.2657

表 2: F0-RMSE

適応データ FA CMLLR FA+CMLLR

1文 0.1313 0.1326 0.1304

10文 0.1313 0.1322 0.1302

る．提案手法は従来手法の課題である，適応データ量によっ
て適応の性能が変化する問題の解決が期待できる．評価実験
の結果，客観評価と主観評価の両方で提案手法の有効性が確
認された．今後の課題としては，合成音声の品質を向上する
ために有効であるとされる系列内変動を考慮してモデル学習
を行うことや，より大きな学習データベースを用いてモデル
学習を行い，合成音声の品質を評価することが挙げられる．
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T. Kitamura, “Speech parameter generation algorithms for
HMM-based speech synthesis,” Acoustics, Speech, and Sig-
nal Processing, 2000. ICASSP’00. Proceedings. 2000 IEEE
International Conference on. IEEE, pp. 1315–1318, 2000.

[2] M. J. Gales, “Maximum likelihood linear transformations for
HMM-based speech recognition,” Computer speech & lan-
guage, vol. 12, no. 2, pp. 75–98, 1998.

[3] K. Kazumi, Y. Nankaku, and K. Tokuda, “Factor analyzed
voice models for HMM-based speech synthesis,” Acoustics
Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 4234–4237,
2010.

[4] J. Yamagishi and T. Kobayashi, “Average-voice-based speech
synthesis using HSMM-based speaker adaptation and adap-
tive training,” IEICE TRANSACTIONS on Information and
Systems, vol. 90, no. 2, pp. 533–543, 2007.
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パラメータ共有構造を有する混合分布を用いた分離型格子HMMによる画像認識
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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

的変動に対する頑健性を考慮することは必要不可欠である．
このような幾何学的変動に対する正規化処理を含んだ統計モ
デルとして，隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model;

HMM) [1]を多次元に拡張した分離型格子 HMM (Separable

Lattice HMM; SL-HMM) [2]が提案されている．
しかし，分離型格子HMMの出力分布には単一ガウス分布

が使用されてきたため，画像データを適切にモデル化できな
い可能性がある．本研究では分離型格子HMMにおける出力
分布を混合ガウス分布にすることで柔軟な表現を可能にした
モデルを提案する．さらに，少量の学習データの場合におい
ても頑健な認識を可能にするためにパラメータ共有構造を導
入した．顔画像認識実験により提案法の有効性を示す．

2 分離型格子HMM
2次元 HMMのモデル構造に制約を課し，実時間での計算

を可能にしたモデルの 1つとして分離型格子HMMが提案さ
れている [2]．分離型格子 HMMは縦方向と横方向のマルコ
フ連鎖の独立性を仮定し，各方向の状態の組み合わせにより
画像を矩形領域に分割する．各状態において特徴量の連続性
を考慮した領域分割を行うことで認識対象の位置や大きさの
変動を吸収することができる．

3 混合出力分布を用いた分離型格子HMM
分離型格子HMMは，出力分布に単一ガウス分布を仮定し

ており，複雑な分布形状を表現することができない．そのた
め，分割された領域によっては適切なモデル化ができない可
能性がある．本研究ではこの問題に対して，分離型格子HMM

の出力分布に混合分布を導入した自由度の高いモデル構造を
提案する．

3.1 分離型格子Multi-Mixture HMM

各状態の出力を混合ガウス分布で表現したモデルを分離型格
子Multi-Mixture HMMと称する．分離型格子Multi-Mixture

HMMのモデル構造を図 1に示す．
分離型格子Multi-Mixture HMMでは状態系列に関する隠

れ変数 zの他に，混合出力分布の混合要素に関する隠れ変数
y を持つ．モデルパラメータを Λ としたとき，分離型格子
Multi-Mixture HMMの尤度関数は以下のようになる．

P (O,z |Λ) = P (z |Λ)

×
∏
t

M∑
m=1

P (yt = m | zt,Λ)P (Ot | zt, yt = m,Λ) (1)

ここで，O は 2次元の観測ベクトルを表し，Ot は座標 t =

(t(1), t(2))における観測ベクトルを表している．また，z =

(z(1), z(2))とし，ytは座標 tにおける混合要素を表す．分離
型格子Multi-Mixture HMMにおける出力分布は混合mにお
ける混合重み P (yt = m |zt,Λ)とガウス分布 P (Ot | zt, yt =

m,Λ)の足し合わせによって表現される．これにより，分離型
格子Multi-Mixture HMMは各状態で複雑な分布の推定を可
能にしている．分離型格子Multi-Mixture HMMは混合数を
1とすると分離型格子HMMと等価のモデル構造を示し，状態

図 1: 分離型格子 Multi-Mixture HMM のモデル構造（左）

と状態の組み合わせにより表現される混合出力分布（右）

数を 1×1とすると混合数M のガウス混合モデル（Gaussian

Mixture Model; GMM）と等価のモデル構造となる．

3.2 分散共有構造を持つ分離型格子Multi-Mixture HMM

各状態の出力分布を混合ガウス分布にすることで，高い表
現能力を得ることができる．しかし，推定するパラメータ数
が増加するため，過学習を引き起こす恐れがある．この問題
に対し，本研究ではモデルパラメータの共有構造を導入する．
パラメータ共有構造の 1つとして，ここでは混合ガウス分
布における共分散行列の共有構造を検討する．共分散行列は
データのばらつき具合を表現しており，学習データが少量の
ときに過学習を起こしやすい．共分散行列を複数のガウス分
布間で共有する構造を持たせることでデータを効率的に使用
することができ，過学習を防ぐことができると考えられる．

3.3 分離型格子 Tied-Mixture HMM

パラメータ共有構造を持つモデルとして混合分布結合モデ
ル（Tied-Mixture Model）が提案されている．混合分布結合
モデルは全ての状態で混合ガウス分布の平均ベクトルと共分
散行列を共有し，混合重みのみ状態ごとに持つ．本研究では
分離型格子Multi-Mixture HMMの構造に混合分布結合モデ
ルの要素を組み込んだモデルについて検討する．以後，この
モデル構造を分離型格子 Tied-Mixture HMMと称する．
分離型格子 Tied-Mixture HMMの尤度関数は次式となる．

P (O, z |Λ) = P (z |Λ)

×
∏
t

M∑
m=1

P (yt = m | zt,Λ)P (Ot | yt = m,Λ) (2)

分離型格子 Tied-Mixture HMMは状態間でガウス分布を共
有することでパラメータ数を削減している．これによりデー
タを効率的に使用することができ過学習を防ぐことができる
と考えられる．

4 顔画像認識実験
提案手法の有効性を確認するために顔画像認識実験を行っ
た．実験条件を表 1に示す．分離型格子Multi-Mixture HMM

と分離型格子Tied-Mixture HMMの出力分布の初期パラメー
タは学習済みの GMMのモデルパラメータを使用した．
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表 1: 実験条件
データベース XM2VTS

使用画像 64× 64, グレースケール (256階調)

輝度値

特徴量 窓サイズ: 12× 12

DCT係数 シフト量: 1

低周波成分: 4× 4

学習データ 1人あたり 4枚 ×100名分

テストデータ 1人あたり 2枚 ×100名分

SL-HMM: 分離型格子 HMM

GMM: ガウス混合モデル

手法 Multi: 分離型格子 Multi-Mixture HMM

Multi-var: 分散共有構造を持ったMulti

Tied: 分離型格子 Tied-Mixture HMM

Tied-var: 分散共有構造を持った Tied

状態数 1× 1, 2× 2, 8× 8, 16× 16, 24× 24, 32× 32, 40× 40

混合数 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 512
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図 2: 輝度値を特徴量とした実験結果

4.1 輝度値を特徴量とした実験結果
図 2に各状態数における認識率を示す．なお，混合ガウス分

布の混合数は各手法において最も認識率が高い条件を用いた．
図 2より，Multiは SL-HMMよりも低い認識率を示し

た．出力分布を混合ガウス分布とすることで分布の表現能力
は向上したが，推定するパラメータ数が増加したことにより，
パラメータあたりのデータ量が不足し，適切な分布を推定す
ることができなかったためだと考えられる．一方，Multi-var

は状態数によらず SL-HMMとMultiよりも高い認識率を
示した．Multi-varは分散共有構造を持つことによりMulti

からパラメータ数を削減でき，その結果，認識率が向上した
と考えられる．これらの結果から，Multi-varは分散共有構
造を持つことによって表現能力の高い混合出力分布を，過学
習を緩和しながら適切に推定することができ，認識率が改善
されたと考える．
TiedとMultiを比較すると，TiedはMultiから認識率を

大きく改善していることが分かる．分離型格子Tied-Mixture

HMMは混合分布結合モデルを導入することによって，高い
表現能力を持ちながらも冗長な分布の推定を回避することが
できるため，Multiから認識率が改善されたと考えられる．
また，分散共有構造を導入した Tied-varは Tiedからさら
に認識率を改善し，Multi-varよりも高い認識率を示した．
これらの結果から，適切なパラメータ共有構造を設定するこ
とで，混合分布を用いた分離型格子HMMは高い認識性能を
示すといえる．
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図 3: DCT係数を特徴量とした実験結果

4.2 DCT係数を特徴量とした実験結果
図 3に特徴量として DCT係数を用いたときの各状態数に
おける認識率を示す．
図 3からMultiは状態数が大きいときにGMMよりも低
い認識率を示した．輝度値のときと同様に過学習による認識
性能の低下が原因であると考えられる．MultiとMulti-var

を比較すると，Multiに見られる認識率の大幅な低下が見ら
れない．このことから分散共有構造を持つことにより過学習
を防ぎ，頑健な認識ができたと考えられる．しかし，Multi-

varはGMMからの認識率の改善は得られなかった．分散
共有構造を導入したことにより分布の表現能力が下がった結
果，複雑な分布を表現することができなかったことが原因と
考えられる．
次に，GMM，Tied，Tied-varを比較する．図 3より，

TiedはGMMより高い認識率を示した．分離型格子 Tied-

Mixture HMMは複数の状態を持つことで状態ごとに異なる
分布を表現することができる．さらに，状態遷移により対象
の幾何学的構造を考慮することが可能となる．分離型格子構
造を含んだ上で効率的な分布の推定ができたことが認識率向
上の要因であると考えられる．Tiedと Tied-varを比較し
たとき，Tied-varが低い認識率を示した．DCT係数は 1座
標に局所領域を表す情報を含んでおり，輝度値と比較して複
雑な情報を表現している．このため，分散共有構造を持つこ
とでモデルの表現能力が低下し，認識性能が低下したと考え
られる．これらの結果より，特徴量の性質によって適切なパ
ラメータ共有構造を設定することが重要であるといえる．

5 むすび
本研究では，分離型格子HMMにおけるモデル構造の拡張
を提案した．分離型格子HMMの各状態の出力分布を混合ガ
ウス分布にすることで，柔軟な分布の推定を可能にし，モデ
ル構造の自由度を向上させた．また，データ量不足による過
学習の問題を緩和させるためにパラメータ共有構造を導入し
た．顔画像認識実験により，表現能力の拡張やパラメータ共
有構造は有効であることを示した．
今後の課題としては，学習データ量や特徴量に適したモデ
ル構造の設定や新たな共有構造の検討などが挙げられる．

参考文献
[1] A. V. Nefian and M. H. Hayes, “A Hidden Markov Model for

face recognition,” ICASSP, vol.5, pp.2721–2724, 1998.

[2] D. Kurata, Y. Nankaku, K. Tokuda, T. Kitamura, and
Z. Gharamani, “Face Recognition based on Separable Lat-
tice HMMs,” IEEE International Conference on Acoustics,
Speech, and Signal Processing, pp.737–740, 2006.
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学籍番号 26413532 氏名 鈴木 一弥
指導教員名 石橋 豊

1 序論

近年，力覚メディアと視覚メディアを併用して伝送するこ
とで作業効率の向上が期待されている．視覚メディアに関す
る研究に自由視点映像があり，その映像を用いると，従来の
映像より作業効率の改善が期待される [2]．しかし，インター
ネットなどのQoS (Quality of Service)保証のないネットワー
クを介してメディアを伝送すると, ネットワーク遅延やその揺
らぎなどの影響により，メディアの出力品質が劣化する可能
性がある．そのため，QoE (Quality of Experience)が大きく
劣化する恐れがある．
文献 [1] では，遠隔ロボット制御システムに対して，ネッ

トワーク遅延が作業に及ぼす影響を調査している．その結果，
ネットワーク遅延の増加に伴い，平均作業時間が増加するこ
とが示されている．これは，触覚インタフェース装置に出力
される反力が大きくなり，作業が困難となるからである．そ
こで，QoS制御を行うとともに，その操作性を調査する必要
がある．さらに，文献 [1]とは異なる様々な作業に対しても同
様の調査を行う必要がある．
また，文献 [2]では，視覚・力覚メディアを用いた遠隔制御

システムにおいて，視覚メディアとして自由視点映像を用い
ることで作業効率が改善されることが示されている．しかし，
一つのカメラ角度による視点に対してしか実験が行われてお
らず，カメラ角度についての検討は必ずしも十分であるとは
いえない．また，立体映像を用いた場合との比較もまだ行わ
れていない．
さらに，文献 [3]では，自由視点映像の伝送方式として，合

成画像伝送方式と画像・奥行き画像伝送方式の比較が行われ
ている．その結果，両者は画像品質とインタラクティブ性の
トレードオフの関係にあることが示されているが，後者は前
者より伝送情報量が多く，ネットワーク負荷が高い場合には
トラヒック制御が必要である．
そこで，本研究では，遠隔ロボット制御システムにおいて

QoS制御を行い，ネットワーク遅延が操作性に及ぼす影響を
QoE評価によって明らかにする．また，異なる作業として文
字を書く作業を扱い，ネットワーク遅延が運筆に及ぼす影響
を調べる．さらに，2D映像，立体映像，自由視点映像を用い
る場合において，いくつかのカメラ角度に対して作業効率の
比較や自由視点映像伝送における伝送方式の切り替え制御の
効果を調査する．

2 力覚フィードバックを用いた遠隔ロボット制御システム
における反力の適応制御の効果

前述のように，遠隔ロボット制御システムにおいて，ネット
ワーク遅延の増加に伴い，作業が困難となるという問題があ
る．操作性の劣化を防ぐため，反力の大きさをネットワーク
遅延に応じて動的に変更することが考えられる．そこで，本
章では，反力の適応制御 [4]を行い，その効果を QoE評価に
よって明らかにする．

図 1: 触覚インタフェース装置の操作性のMOS

2.1 反力の適応制御

反力の適応制御では，マスタ端末において，往復ネットワー
ク遅延を測定し，その大きさによって弾性係数の値を変化さ
せることで反力の大きさを動的に変更する．

K ′
s = 9/(∆Tn + 90) (0.03 ≤ K ′

s ≤ 0.10) (1)

ただし，∆Tn は n番目（n = 1, 2,・・・）に測定した往復ネッ
トワーク遅延を次式により平滑化した値であり，往復ネット
ワーク遅延の測定は 100 ms毎に行われる．

2.2 評価方法

本章では，文献 [1]と同様の評価システムを用いる．そし
て，ネットワークエミュレータ（NIST Net）により端末間に
伝送される各パケットに固定遅延を付加する．被験者は，映
像を見ながら産業用ロボットアームに取り付けられた金属棒
を穴に入れる作業を行った．そして，触覚インタフェース装
置の操作性について，固定遅延を付加しない場合を基準とし
て，5段階妨害尺度 (5: 劣化が感じられない～1: 劣化が非常
に邪魔になる)に従って評点をつけてもらい，MOSを求めた．
この他，作業終了までの時間，産業用ロボットが受ける力の
平均と最大の力，触覚インタフェース装置の平均反力と最大
反力を測定した．

2.3 評価結果と考察

固定遅延に対する触覚インタフェース装置の操作性のMOS

を図 1に示す．図 1より，適応制御を行う場合は，行わない場
合よりも操作性のMOSが高くなっていることがわかる．こ
れは，反力の適応制御により触覚インタフェース装置の反力
が一定になり，操作しやすくなったためである．

3 力覚を用いたバイラテラル遠隔ロボット制御における
ネットワーク遅延が運筆に及ぼす影響

第章と文献 [1]では，大きな反力が生じる作業のみを扱って
おり，反力の大きさが異なる様々な作業に対しても同様の調
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査が必要である．そこで，本章では，産業用ロボットアームの
先端にペンを取り付け，遠隔で文字を書く作業を扱い，ネット
ワーク遅延が運筆に及ぼす影響を調べる．この作業では，金
属棒を穴に入れる作業と比べて, 生じる反力は小さい．実験で
は，マスタ端末において利用者が自由空間で文字を書く場合
と触覚インタフェース装置にペンを付けて実際に書く場合に
ついて実験した．そして，スレーブ端末で書かれた文字を目
視で確認するとともに，触覚インタフェース装置の位置及び
反力を測定した．その結果，自由空間で文字を書く場合には，
ネットワーク遅延の増加に伴い反力が大きくなり，文字を書
く作業が困難になるが，外力に応じて目的位置を補正するス
ティフネス制御を行うことによって反力がほとんど感じられ
なくなり，ネットワーク遅延の影響をほとんど受けなくなる
ことが明らかになった．しかし，ネットワーク遅延が小さい
ときには，スティフネス制御を行わないときの方が反力を感
じることができるので優れていた．また，触覚インタフェー
ス装置にペンを付けて文字を書く場合は，スティフネス制御
の有無に関わらずネットワーク遅延の影響をほとんど受けな
いことが分かった．

4 自由視点映像及び力覚メディアを用いた遠隔制御システ
ムにおけるカメラ角度が作業効率に及ぼす影響

前述にように，文献 [2]では，一つのカメラ角度による視
点に対してのみ実験が行われている．しかし，カメラ角度に
よって映像の見え方が異なるため，他のカメラ角度での作業
に対しても調査を行う必要がある．また，立体映像を用いた
場合との比較もまだ行われていない．そこで，本章では，文
献 [2]のシステムにおいて，視覚メディアとして 2D映像，立
体映像，自由視点映像を用い，いくつかのカメラ角度に対し
て，作業効率の比較を行う．実験では，一人の利用者が映像
を見ながら触覚インタフェース装置を遠隔操作し，触覚イン
タフェース装置スタイラスの先端を指定された高さまたは奥
行きの位置まで移動させる作業を対象とした．この作業を水
平から 10度，20度，45度，70度，80度の五つのカメラ角度
に対して行い，一定時間内の総作業回数，作業の成功数（指
定した位置を正しく指し示すことができた回数）を比較した．
その結果，カメラ角度が 20度から 70度の範囲では，自由視
点映像の場合は 2D映像と立体映像の場合に比べて，作業回
数は減少するが，成功率が高く，作業効率が高いことが分かっ
た．また，この範囲で作業がしやすい最適なカメラ角度が存
在することが判明した．さらに，2D映像と立体映像を用いる
場合は，どのカメラ角度に対しても両者の間で作業効率に大
きな違いはみられなかった．

5 自由視点映像伝送における伝送方式の切り替え制御の効
果

前述のように，画像・奥行き画像伝送方式は合成画像伝送
方式より伝送情報量が多く，ネットワーク負荷が高い場合に
はトラヒック制御が必要である．そこで，ネットワーク負荷
に応じて伝送方式を切り替えることが考えられるが，その際
に映像の動きの滑らかさが大きく劣化する可能性がある．こ
れは，遅延の変化や伝送方式によって自由視点画像合成に用
いる視点情報が異なるためである．この問題を解決するため，

伝送方式の切り替え制御を提案し，その効果を QoE 評価に
よって明らかにする．ネットワーク負荷が高い場合は，デー
タの転送量が少ない合成画像伝送方式が望ましいため，ネッ
トワーク遅延がある閾値より大きくなる場合に合成画像伝送
方式，別の閾値より小さくなる場合に画像・奥行き画像伝送
方式へ切り替える．遅延が小さくなるとき，一度に複数の画
像がスキップされるのを防ぐため，何回かに 1回の頻度で間
引きを行う．伝送方式の切り替え後の画像を受信し始めたら，
間引きの頻度を小さくする．そして，本来出力すべき画像の
出力タイミングに追いついた時点で間引きを終了する．また，
画像・奥行き画像伝送方式では視点情報を往復ネットワーク
遅延時間分だけバッファリングして用いており，その視点情
報に対しても同様の間引きを行う．
QoE評価では，文献 [3]と同じシステムを用いた．サーバ

端末には，風船を持つ女性ともう一人の女性が円周上をゆっ
くり歩行する映像が蓄積されている [3]．被験者にはその映像
に対して文献 [3]と同様の作業を行ってもらい，映像の動き
の滑らかさについて，5段階妨害尺度に従って評価してもらっ
た．その結果，切り替え制御を行うことで映像の滑らかさの
劣化が小さくなることが分かった．

6 結論

本論文では，まず，力覚フィードバックを用いた遠隔ロボッ
ト制御システムにおいて，QoS制御として反力の適応制御を
適用し，ネットワーク遅延が操作性に及ぼす影響をQoE評価
によって調査した．その結果，ネットワーク遅延の増加に伴
い，触覚インタフェース装置の操作性が劣化するが，反力の
適応制御を行うことで，その操作性を高く維持できた．また，
文字を書く作業を対象とし，実験によってネットワーク遅延
が運筆に及ぼす影響を調査した．そして，ネットワーク遅延
の増加に伴い文字を書く作業が困難になるが，スティフネス
制御を行うことでネットワーク遅延の影響をほとんど受けな
くなることが分かった．この他，視覚・力覚メディアを用いた
遠隔制御システムにおいて，2D映像，立体映像，自由視点映
像を用いて，いくつかのカメラ角度に対して作業効率の比較
を行った．その結果，カメラ角度が 20度から 70度の範囲で
は，自由視点映像の場合は 2D映像と立体映像の場合に比べて
作業回数は減少するが，成功率が高く，作業効率が高かった．
さらに，自由視点映像伝送における伝送方式の切り替え制御
を提案し、その効果をQoE評価によって調査したところ，切
り替え制御を行うことで映像の滑らかさの劣化が小さくなる
ことが示された．今後の課題として，ネットワーク遅延揺ら
ぎやパケット欠落が作業効率に及ぼす影響を調査し，それら
の影響を軽減する QoS制御を検討することが挙げられる．
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1 序論
近年，仮想空間や現実空間において，触覚インタフェース装

置を用いた研究が盛んに行われている．触覚インタフェース装

置を用いると，反力を感じながら作業を行うことができるた

め，作業効率の向上が期待される．しかし，インターネットな

どのサービス品質 (QoS: Quality of Service)保証のないネッ

トワークを介して使用する場合，ネットワーク遅延やその揺

らぎ，パケット欠落などによりユーザ体感品質 (QoE: Quality

of Experience)が大きく劣化する可能性がある．そこで QoE

の劣化を防ぐために QoS制御を行う必要がある．

そのようなQoS制御として，ネットワーク遅延に応じて弾

性の大きさを動的に変更する反力の適応制御がある [1]．しか

し，文献 [1]では通信処理遅延を考慮していなかったため，反

力が大きく乖離してしまった．そこで，通信処理遅延を考慮

したネットワーク遅延を用いた場合の有効性を調査する必要

がある．また，人の知覚特性を考慮することで，より高品質

な制御になると考えられるため，QoE評価によって力の計算

に用いられる粘性と弾性の知覚特性を知ることが重要となる．

そして，人の知覚特性を考慮したQoS制御を検討するために

は，人の知覚特性を定量的に説明するモデル [2]が必要になる

と考えられる．

そこで，本研究では，力覚メディア通信を用いたアプリケー

ションに対して，通信処理遅延を考慮したネットワーク遅延

を用いた場合の反力の適応制御の有効性をQoE評価によって

調査する．また，高品質なQoS制御を検討するために，力の

計算に用いられる粘性と弾性の知覚を調査する．そして，そ

れらの調査結果に対して，モデルが適用できるか否かを調査

する．

2 反力の適応制御が人の力の知覚に及ぼす影響
本章では，触覚インタフェース装置 (Geomagic Touch X)を

用いて仮想空間内の立方体のオブジェクトを持ち上げる作業

に対して，通信処理遅延を考慮したネットワーク遅延を用い

る場合の反力の適応制御の有効性を調査する．

通信処理遅延は予備実験から 4 msとした．作業の過程で遅

延が 1回変化する場合と，変化しない場合をペアにし，連続

して提示して比較した．遅延が変化する場合と変化しない場

合を提示する順序が逆のものについても比較を行った．そし

て，被験者は，各ペアを連続して行い，先に行った場合に対

して後に行った場合のオブジェクトが「より重い」，「より軽

い」の 2件法で回答した．比較判断の対象は，作業終了直前

の重さであることを各被験者に教示した．その結果，通信処

理遅延を考慮したネットワーク遅延に対しても反力の適応制

御は有効であることを明らかにした．

3 粘性係数の変化が人の粘性知覚に及ぼす影響
本章では，粘性のある空間で仮想物体を押す作業に対して，

粘性係数が作業の途中で変化する場合に人の粘性知覚に及ぼ

図 1: 仮想空間の表示例

す影響を調査する．そして，その結果から，文献 [2]のモデル

の適用可能性を調査する．

3.1 作業内容

触覚インタフェース装置（Geomagic Touch X）を用いて粘

性のある空間で仮想物体を押す作業 (図 1参照)を扱う．この

作業では，利用者は仮想空間内の触覚インタフェース装置の

カーソルを操作することで，一定速度で水平に移動する目標

物体にカーソルを追従させながら動かす．目標物体を用いる

のは，全被験者が触覚インタフェース装置のカーソルを移動さ

せる速度を統一するためである．作業の開始状態 (図 1(a))で

触覚インタフェース装置のスタイラスボタンを押すと目標物

体が動き出し，触覚インタフェース装置のカーソルが 100 mm

だけ移動した時点で一回の作業は終了となる (図 1(b))．

力覚メディアの通信とその処理には，クライアント・サー

バモデルを想定する．クライアントは，触覚インタフェース

装置の 1kHzのサーボループ毎 (1 ms周期)に仮想空間内の

カーソルの位置情報を取得し，サーバに送信する．サーバは，

受信したカーソルの位置情報から力の計算を行った後に，仮

想空間内のカーソルの位置を更新する．そして，その位置情

報をクライアントへ送信する．クライアントで出力される力

の更新も，触覚インタフェース装置のサーボループ毎に行わ

れ，サーバからカーソルの位置情報を受信すると，カーソル

の位置情報を更新する．

3.2 実験方法

作業には，21歳から 23歳の男性 3名 (被験者 1∼3と呼ぶ)

が参加した.

刺激および手続き

恒常法による評価では，作業の途中で粘性係数が 1回変化する

場合と，変化しない場合をペアにし，連続して提示して比較し

た．粘性係数が変化する場合と変化しない場合を提示する順序

が逆のものについても比較を行った．粘性係数が変化する場合，

変化するまでのカーソルの移動距離を 20 mmと 40 mm とし

た．変化前の粘性係数を 0，2.5，5.0，7.5，10.0 Nms/mmとし，

変化後の粘性係数をすべて 5.0 Nms/mmまたは 2.5 Nms/mm

とした．粘性係数が変化しない場合では，粘性係数を 2，3，

4，5，6，7，8 Nms/mm とした．被験者は，各ペアの作業を

連続して行い，先に行った作業に対して後に行った作業の粘

性が「より大きい」，「より小さい」の 2件法で回答した．
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図 2: 粘性係数が変化するまでのカーソルの移動距離が 20 mm

で変化後の粘性係数が 5.0 Nms/mmの場合の変化前の粘性係

数に対する PSE

心理物理学定数の算出

本実験では，前述のように恒常法を用いて測定を行った．標

準刺激 (粘性係数が 1回変化する場合)に対して比較刺激 (粘性

係数が変化しない場合)が「より大きい」と反応する確率を比

較刺激の粘性係数の関数として，心理測定関数に当てはめた．

心理測定関数はガウシアンモデルを用いて，ブートストラッ

プ法により最尤推定した．そして，当てはめた心理測定関数の

反応確率が 0.5となる刺激量を被験者が感じる主観的な粘性係

数，すなわち主観的等価点PSE(Point of Subjective Equality)

とした．

実験結果と考察

被験者 1の結果を図 2から図 4に示す．図 2，3より，変化

前の粘性係数が変化後のそれより小さいときには，変化後の

粘性は実際のものよりも小さく知覚され，変化前の粘性係数

が変化後のそれより大きいときには，変化後の粘性は実際の

ものよりも大きく知覚されていることがわかる．また，図 2，

3を比較すると，図 3の方が PSEの傾きが大きくなっている

ため，変化前の粘性係数の影響をより受けている．そのため，

変化前の粘性係数の持続距離が長いほど，知覚される粘性は

変化前の粘性係数の影響が大きいことがわかる．

さらに，図 3，4より，変化後の粘性係数が 5.0 Nms/mm

のときより，2.5 Nms/mmのときの方が，PSEの値が小さい

ことがわかる．従って，粘性係数が変化した後の粘性も PSE

の値に影響することが明らかである．そして，それらの結果

から文献 [2]のモデルに適用することが可能であると示した．

4 弾性係数の変化が人の弾性知覚に及ぼす影響
本章では，弾性のある空間で仮想物体を押す作業に対して弾

性係数が途中で変化する場合の人の弾性知覚を調査する．そ

の結果，知覚される弾性は変化前の弾性係数に依存すること

が明らかになった．また，PSEの変化の比率は弾性知覚の方

が粘性知覚よりも小さいことも明らかにした．そして，それ

らの結果から文献 [2]のモデルに適用することが可能であると

示した．

5 結論
本論文では，まず，仮想空間内の立方体のオブジェクトを持

ち上げる作業に対して，通信処理遅延を考慮したネットワーク

図 3: 粘性係数が変化するまでのカーソルの移動距離が 40 mm

で変化後の粘性係数が 5.0 Nms/mmの場合の変化前の粘性係

数に対する PSE

図 4: 粘性係数が変化するまでのカーソルの移動距離が 40 mm

で変化後の粘性係数が 2.5 Nms/mmの場合の変化前の粘性係

数に対する PSE

遅延を用いる場合の反力の適応制御の有効性を調査した．そ

れらの結果から，通信処理遅延を考慮したネットワーク遅延

に対しても反力の適応制御は有効であることを明らかにした．

次に，仮想空間内のダンパを押す作業に対して，作業の途

中で粘性係数が変化する場合に，人の粘性知覚に及ぼす影響

を恒常法により調査し，変化前の粘性係数の大きさと持続距

離に依存することを明らかにした．また，文献 [2]のモデルに

適用できることも確認した．

さらに，仮想空間内のばねを押す作業に対して，作業の途

中で弾性係数が変化する場合に，人の弾性知覚に及ぼす影響

を調査し，変化前の弾性係数の大きさに依存することを明ら

かにした．また，文献 [2]のモデルに適用できることも確認

した．

今後の課題として，より効果的なQoS 制御を検討するため

に，作業の途中で粘性係数と弾性係数を変更した場合の人の

粘弾性知覚を調査し，その場合においても知覚モデルが適用

可能か否かを調べる予定である．
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条件付確率場を用いた統計的学習に基づく音声の基本周波数推定
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1 はじめに
音高を表現する基本周波数 (F0)の推定は，多くの音声情報

処理の基礎となる重要な技術であり，これまでに様々な推定
法が検討されてきた．しかし，F0 を高精度に推定するために
は，環境に合わせた人手による調節が必要なものが多かった．
この問題を解決するために近年，条件付確率場 (Conditional

Random Fields; CRF) [1]に基づく統計的な F0 推定法が提
案された [2]．この手法では，音声データから統計的に F0推
定器を学習することで，人手による調節が不要となり，従来
法の有声部の識別性能を上回ることが確認されている．しか
し，有声・無声判定性能の向上には至らなかった．
そこで本稿では，CRFに基づく F0推定における学習部に，

期待損失最小化基準を導入する．フレーム単位の誤りが多い
F0系列に対して，より大きな損失を課すことで，有声・無声
誤りを含む大幅な推定誤りの抑制が期待される．

2 基本周波数推定
これまでに様々な F0 推定法が提案されてきた [3]．F0 推

定に有効な，音声波形の周期性を検出するための特徴量とし
て，自己相関やケプストラムなどをはじめとした，様々な特
徴量が時間領域や周波数領域で提案されている．また，“A

Robust Algorithm for Pitch Tracking (RAPT)” [4]に代表
される，F0の時間的な連続性を考慮して頑健性を高める手法
がしばしば用いられる．しかしながら，これらの手法におい
て高い F0 推定精度を得るためには，環境に応じた人手によ
るパラメータ調節が必要である．

3 条件付確率場に基づく基本周波数推定
F0推定に統計的枠組みを取り入れ，多量の音声データから

F0推定器を自動推定することにより，人手による調節が不要
な手法の構築を目指す．本稿では，統計的手法としてCRFを
用いる．CRFは複数の特徴量を識別的に扱うことができると
いう性質を持つため，推定精度の向上が期待できる．

3.1 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以
下のように定義する．

P (y|X,Λ) =
1

Z
exp

∑
k

λkfk(X,y) (1)

Z =
∑

y∈Yall

exp
∑
k

λkfk(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，Λ = (λ1, λ2, . . . , λK)は素性関数にかかる重みパラメー
タ，K は素性の数である．また，Z は全種類のラベル Yallの
組み合わせを考慮した正規化項を表している．
CRFの学習には，以下のような目的関数 LMAP(Λ)を最大

化するモデルパラメータΛを推定する，事後確率最大化基準
が広く用いられる．

LMAP(Λ) = logP (y|X,Λ) (3)

3.2 入出力系列
CRFに基づく F0推定における入出力系列について述べる．
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)

特徴量ベクトルxtには任意の特徴量を与えることができ，複
数の特徴量を並べて定義することも可能である．また出力系
列 yは，量子化した F0 もしくは無声を表す離散シンボルの
系列とする．F0 の量子化は，基本周期 Lをサンプル単位で
表現することとし，離散シンボルに対応する F0 はサンプリ
ング周波数 fs を用いて，F0 = fs/Lと計算される．

3.3 モデル構造と素性関数
F0推定のための CRFのモデル構造を，時刻における入出
力の関係を考慮するための出力素性 (a)と，時系列による変
化を考慮するための遷移素性 (b)を用いて以下のように定義
する．

P (y|X,Λ) =
1

Z
exp

 T∑
t=1


K(a)∑
i=1

λ
(a)
i f

(a)
i (xt, yt)

+

K(b)∑
j=1

λ
(b)
j f

(b)
j (xt, yt, yt−1)


 (6)

ただし，T は総フレーム数，(·)(a)は出力素性，(·)(b)は遷移
素性に関わるものである．また，出力素性および遷移素性を，
それぞれ以下のように定義する．

f
(a)
i (xt, yt) =

xtdi (yt = yi)

0 (otherwise)
(7)

f
(b)
j (xt, yt, yt−1) =

xtdj ((yt, yt−1) = (yj , y
′
j))

0 (otherwise)
(8)

ここで，f
(a)
i は ytと xtの関係を表す関数であり，対応する

重み λ
(a)
i が大きいほど，特徴 xtdi が yt = yiであることを判

定するのに有用な情報であることを表す．また同様に，f
(b)
j

は，対応する重み λ
(b)
j が大きいほど，特徴 xtdj がある特定の

遷移 (yt, yt−1) = (yj , y
′
j)に強く影響を与えるとみなすことが

できる．

3.4 誤差を許容した事後確率最大化学習
F0推定性能の評価には，Gross Pitch Error (GPE)という
評価値が広く用いられる．GPEは，正解の F0と推定された
F0の誤差が 10%以上であるフレームの割合を表す．GPEの
計算式を以下に示す．

GPE =
Evv + Evu + Euv

N
(9)
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ただし，N は総フレーム数，Evv は正解ラベルと推定された
ラベルがともに有声であり，両者の誤差が 10%以上であるフ
レーム数，Evuは有声を無声に誤るフレーム数，Euv は無声
を有声に誤るフレーム数を表す．
通常，事後確率最大化学習では式 (3)のような単一の正解

ラベル列に対する事後確率を考慮した目的関数を用いる．本
稿では，GPE基準と同様に，正解の判定として誤差を許容し
た目的関数 LMMAP(Λ)を以下のように定義する．

LMMAP(Λ) = log
∑

y∈YGPE

P (y|X,Λ) (10)

ここで，YGPE は，正解の F0 との誤差が 10%以内であるラ
ベル，つまり GPEの条件に当てはまらないラベルからなる
ラベル列の集合を表す．目的関数 LMMAP(Λ)を最大化する
ようにモデルを学習することで，GPEの減少につながるこ
とが期待される．

4 条件付確率場を用いた期待損失最小化学習に基
づく基本周波数推定

式 (3), (10)は系列単位の目的関数であり，フレーム単位の
誤りが多い系列と少ない系列を同等の誤り系列とみなす．そ
のため，フレーム単位の基準である GPEを考慮した学習を
行うことができず，十分に GPEを減少させることができな
い可能性がある．そこで本稿では，CRFの学習に，系列のフ
レーム単位の誤り数を考慮した，期待損失最小化基準を導入
する．フレーム単位の推定誤りが多い系列に対して，より大
きなペナルティを課すことで，有声・無声誤りを含む大幅な
推定誤りの抑制が期待される．
期待損失最小化学習に用いる目的関数 LMEL(Λ)を以下に

示す．

LMEL(Λ) = log
∑

y∈Yall

P (y|X,Λ)L(y, ȳ) (11)

ただし，ȳは正解ラベル列を表しており，損失関数L(y, ȳ)は
以下のように定義される．

L(y, ȳ) =
T∑

t=1

lt(yt, ȳt) (12)

lt(yt, ȳt) =


0 (|yt − ȳt|/yt ≦ 0.1)

0 (yt = ȳt = Unvoiced)

1 (otherwise)

(13)

目的関数 LMEL(Λ)は，系列ごとの GPEの値を考慮してい
るため，目的関数 LMEL(Λ)が最小となるようにモデルを学
習することで，より GPEを減少させることができると期待
される．

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 日本語音声データベース B-set男性話者
mhtから 450文章を用い，テストデータに 450文以外の 53文
章を用いた．このときCRFの入力にはRAPTで使用する特
徴量を用い，出力ラベルは，データベース中の基本周期の最
小値 (37)から最大値 (539)までの 503ラベル，さらに無声ラ
ベルを追加した全 504ラベルである．ただし，データベース
に付属している基本周期データは，ケプストラム法に基づい
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て自動抽出を行った後に，視察による手修正が加えられたも
のである．比較手法には，従来法として RAPT，式 (3)に基
づく手法 (CRF-MAP), 式 (10) に基づく手法 (CRF-MMAP)

を使用し，提案法として，式 (11)に基づく手法 (CRF-MEL)

を使用した．また，CRF-MELにおいては当該フレームの特
徴量に，前後 5フレーム分の特徴量を追加した場合でも実験
を行い，この手法名をCRF-MEL-5とする．今回の実験では，
CRFの初期モデルが RAPTと同等の性能を示すようにモデ
ルパラメータの初期値を設定した．評価値には式 (9)のGPE

と，有声・無声誤りを起こしているフレームの割合を表す，
Vocing Desicion Error (VDE)を用いた．VDEの計算式を以
下に示す．

VDE =
Evu + Euv

N
(14)

CRFの学習回数を 70回に設定し，各評価値における結果を
図 1, 2に示す．
まず，RAPTと CRFに基づく手法を比較する．図 1, 2よ
り，CRFに基づく手法は初期モデル（学習 0回目）において
RAPT と同等の性能を示し，学習により RAPTの性能を上
回ることがわかる．これにより，F0推定に統計的枠組みを取
り入れることの有効性が示された．
次に，CRFに基づく手法を比較する．図 1, 2より，CRF-

MAP, CRF-MMAPでは，学習序盤で GPEと VDEがとも
に減少するものの，学習終盤で増加していることがわかる．
一方 CRF-MELでは，GPE, VDEともに学習により減少し，
3手法の中で最も良い値を示していることがわかる．さらに，
CRF-MELにおいて前後 5フレーム分の特徴量を追加するこ
とで，より高い改善率が得られた．これにより，CRFに基づ
く F0推定手法において，期待損失最小化学習を行うこと，前
後フレームの特徴量を追加することの有効性が示された．

6 むすび
本稿では，CRFを用いた期待損失最小化学習に基づく F0

推定手法を提案した．F0推定実験により，提案法が従来法よ
りも有声・無声誤りを含む大幅な推定誤りを抑制可能である
ことを確認し，提案法の有効性が示された．今後データ量を
増やしたり，入力特徴量において考慮するフレーム数を大き
くしたりすることで更なる改善が期待される．また不特定話
者実験，雑音環境下での評価などが課題として挙げられる．
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特徴抽出とクラス識別を統合した単一統計モデルに基づく話者認識

学籍番号　　２６４１３５３６　　氏名　　高松 佳広

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
話者認識分野において i-vector [1]という手法が提案され,高

い認識精度を達成している. この手法では, 因子分析 (Factor

Analysis;FA)を用いて, 次元数を削減して話者固有の特徴を
抽出する. ここで, i-vector手法では各発話の音響特徴量から
GMMを生成し, そのモデルパラメータを因子分析に利用し
ているため特徴抽出とモデル化が独立に推定されている. 本
研究ではこれらのモデルパラメータは同時に最適化されるべ
きであると考える. そして, 音響特徴量から直接因子分析を行
う手法 (FA-GMM) が提案されている [2]. しかし, 近年では
i-vectorを抽出後, 確率的線形判別分析 (Probablistic Linear

Discriminant Analysis;PLDA) を用いて i-vectorから発話変
動成分を除去するクラス識別を導入した i-vector-PLDA手法
が提案されている [3]. この手法により, より精度の高い話者
性の特徴量を抽出し, 更なる認識精度の改善を達成している.

しかし, この手法でも, 各段階で独立にモデルパラメータを
最適化しており, 全てのパラメータは同時に最適化される必
要があると本研究では考える. そこで, 本研究では音響特徴
量からクラス識別を含めた因子分析の単一統計モデルを提案
する.

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 (FA) を利用し

て，話者性を表す因子を抽出し，認識対象の因子と比較する
ことで話者を判別する [1]．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
可能である. 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．発話 uから作成されたGMMスーパーベクト
ルH(u) は以下で定義される．

H(u) = Tc(u) + n (1)

ここでH(u) 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から生成される．
また，n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．ここで，c(u)を i-vectorと呼び，この特徴量は因子
分析の際に既に最適化されたGMMのモデルパラメータを入
力としている. そのため, 依存関係にあるはずのGMMと FA

のモデルパラメータが独立に推定されてしまっている.

3 GMM・FAを統合した単一統計モデル (FA-

GMM)
i-vectorに基づく手法における問題を解決するため，音響

特徴量を直接因子分析に利用可能な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が提案されている [2]．この
手法では, 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．因子分
析に基づく音響特徴量の生成モデルの構造を図 1に示す．こ
の手法では, Bの各列ベクトルとノイズベクトル nがGMM

から出力されると仮定する. この際に因子分析に基づく音響
特徴量の生成モデルでは, 話者 sの発話の観測系列を o(s) と
すると，観測の生成過程は，次式で表される．

...

B
z
(s)

a
(s) n

z
(s)

o
(s)

o
(s)

1

o
(s)

2

o
(s)

3

o
(s)

T

An utterance of speaker s

= +

...
...

...
...

...

...

図 1: FA-GMMのモデル構造

o(s) = Bz(s)a(s) + nz(s) (2)

ここで，混合要素系列を z(s)，因子を a(s)，ノイズベクトル
を nz(s) とする．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, 可変長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. また, この手法では GMMと因子分析
のモデルパラメータを同時に最適化しているため, より高精
度なモデル構成になっていると考えられる.

4 i-vector-PLDAに基づく話者認識
i-vectorは話者とチャネル依存の部分空間 (全変動) 上のベ
クトルであるため, 後処理で話者内の音響変動 (チャネル)を
正確に除去する必要がある. i-vector空間において, 話者間変
動やチャネル変動をモデル化する試みとして,確率的線形判別
分析 (Probablistic Linear Discriminant Analysis; PLDA) [3]

が広く用いられている. PLDAに基づく i-vector手法では与
えられた発話から i-vectorを抽出した後, その抽出過程は無
視し, 得られた i-vectorを確率的生成モデルからの観測と見
なして, 以下のように定義する.

c(su) = c̄+ V x(s) +Uy(su) + ϵ (3)

cは与えられた発話に対する i-vector, c̄は i-vector空間にお
けるオフセットであり, i-vector空間におけるノイズベクトル
に相当する. V ,U はそれぞれ話者部分空間を張る基底行列
とチャネル部分空間を張る基底行列を表しており, x,y は話
者及びチャネル因子を表している. また, これらの因子は標
準ガウス分布に従う. また, ϵは残差成分を表し, 平均ベクト
ル 0, 対角共分散行列 Σを持つガウス分布に従う. このモデ
ルを特にGaussian PLDA (G-PLDA) と呼ぶことがある. ま
た, V の列ベクトルが話者クラス間分散行列の固有ベクトル
に相当し, U の列ベクトルがチャネル分散行列の固有ベクト
ルに相当する. i-vector手法にクラス識別を導入することで,

より高精度なモデル化を達成している.

5 GMM・FA・PLDAを統合した単一統計モデ
ル (DFA)

i-vector-PLDA手法では GMMから得られた統計量を FA

に利用し,さらにFAから得られた統計量 (i-vector)をPLDA

に利用する. このように, i-vector-PLDA手法は統計量とモデ
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図 2: DFAのモデル構造

ル化を独立に推定する多段で構成されている.本研究の提案
法では, 全てのモデルパラメータを同時に最適化するために
i-vector-PLDAを単一統計モデルで表現する. 本研究の提案
法では話者 sの発話 uの観測系列を o(su) とすると観測の生
成過程は次式で表される. このモデル構造を図 2に示す.

o(su) = Bz(su)Dx(s) +Bz(su)y(su) + nz(su) (4)

ここで，話者因子をx(r)，発話因子をy(su),話者因子を推定す
る低次元行列をDとする. その他のパラメータは FA-GMM

と同様である. 発話成分の変動を別の因子で表現することに
より, 話者因子から発話の変動要素を除去することが可能と
なる. また, 全変動空間は高次元空間であるため, 一度低次元
空間に写像し, その低次元空間から推定されることで高精度
な話者性を抽出可能になる. このように本研究の提案法では
i-vector-PLDAのモデル構造を単一統計モデルで表現するこ
とで, i-vector-PLDAの利点を導入しつつ, 全てのモデルパラ
メータの同時最適化を可能にする.

6 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．

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
験手法として, i-vector手法, FA-GMM手法, DFA手法, FA-

GMM+DFA手法を比較する. 図 3に各手法の最高認識率を
示す. ただし, GMM の混合数は 16, 話者因子, 発話因子の基
底数は最も認識率が高かった場合を示してある.

まず, i-vectorと FA-GMMの結果を比較すると, FA-GMM

の方が高い認識結果を示した. これは GMMと FAのモデル
パラメータを同時に最適化したことによってより高精度なモ
デルが生成出来たためであると考えられる. 次に FA-GMM

と DFA の結果を比較すると, DFAの方が高い認識結果を示
した. このことから, i-vector から発話変動を除去したこと
により, より高精度な話者性を抽出出来たためであると考え
られる. また, 単一モデルにも PLDAのモデル構造を組み込
むことが認識精度の改善に有効であることが分かった. また,

DFAと FA-GMM+DFAを比較すると, FA-GMM+DFAの
認識率が向上した. この結果から, DFAのような複雑な単一
モデルを一度に最適化することは難しく, 一度 FA-GMMで
最適化されたパラメータを用いて DFAで全体の最適化を行
うことが有効であることが分かった.

また, 提案法における低次元行列Dの役割について調査す
る実験を行った. 最高認識率を示した全変動行列Bの基底数
を 10に固定して, 低次元行列D の基底数を変化させた. そ
の結果を図??に示す. 実験結果より, Dの基底数は全変動行
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図 4: 話者基底の変化に伴う認識率の推移

列Bよりも少ない場合に高い認識率を示した. これは話者因
子が全変動空間よりも低次元空間から推定される方がよいこ
とを示している. しかし, Dの基底数を 7よりも少なくして
いくと, 認識率が低下していくことが分かる. これは, 低次元
空間を狭めすぎると話者因子の推定に必要な基底が足らなく
なったことが原因であると考えられる.

7 むすび
本稿では, 特徴抽出とクラス識別を統合した単一統計モデ
ルに基づく話者認識による比較実験を行った. 従来手法では
統計量とモデル化を独立に推定する多段構成となっていた.

しかし, それらは依存関係にあるため, 同時に最適化すること
が望ましいと考えられる. GMMと FAを統合し, 同時に最適
化することを可能にした手法として FA-GMM手法が提案さ
れていた. 近年, クラス識別である PLDAを導入した手法が
高い認識精度を示すことが判明している. しかし, この手法で
も統計量とモデル化が独立に推定されている. そこで, 本研
究では特徴抽出からクラス識別までのモデルパラメータを全
て同時に最適化することが可能な単一統計モデルを提案した.

提案法において, クラス識別を含む場合での単一統計モデル
が高い認識精度を示すことを確認した. 今後の課題としては,

大規模データセットによる評価や提案法と i-vector-PLDAと
の比較実験などが挙げられる.

参考文献
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[2] 服部貴文, 徳田恵一, 李晃伸, 南角吉彦, “話者性の効率的な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”, pp.24-32, 2012

[3] S. J.D. “Probablistic linear discriminant analysis for inference about
identity,” Proc, ICCV2007, pp, 1-8, 2007
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1 序論
　近年，通信端末の高性能化やネットワークの高速化に伴い，

ネットワーク上では音楽や動画などの多種多様なコンテンツ

がユーザ間で交換されるようになった [1]．現在，最も普及し

ている計算機ネットワークシステムであるクライアント・サー

バ型システムを用いたコンテンツ交換では，サーバがコンテ

ンツを一元的に管理することから，サーバの処理能力不足や，

その周辺のネットワーク負荷の増大といった問題がある．こ

の問題の解決策として，コンテンツ本体を保持するキャッシュ

容量を持つルータ (キャッシュルータ)を利用することで，ク

ライアントが付近のルータからコンテンツを取得し，サーバ

への負荷を軽減する手法がある [2]．しかし，どちらの場合で

もサーバが故障した場合は，システム全体が停止し，サービ

スが提供できなくなるため，耐故障性の点で脆弱である．

このようなクライアント・サーバ型システムに対して，Peer-

to-Peer (P2P)ネットワークを用いたコンテンツ共有が注目さ

れている．非構造型 P2Pネットワークでは，ピアやコンテン

ツに構造的な制約を与えないため，柔軟かつ安定したシステ

ムを構築することができ，負荷分散や耐故障性に優れる．そ

の反面，ネットワーク内のピアやコンテンツの位置情報を一

括して管理する機能が存在しないため，コンテンツを取得す

る際は逐次探索を行い，コンテンツを保持するピアを特定す

る必要がある．特に実際の非構造型 P2Pネットワークにおけ

るコンテンツ探索にはフラッディングなどが用いられるため，

クエリ数の増加による通信量の増大や探索精度の低下が問題

となっている．また，P2Pネットワークではあるピアの故障

やネットワークからの離脱により，そのピアが保持するコン

テンツがネットワーク上から消失する問題もある．

そこで，本研究では，キャッシュルータを併用した非構造

型 P2Pネットワークにおけるコンテンツ共有システムを用い

る．これにより，キャッシュルータは物理ネットワークから離

脱せず，要求ピアは付近のルータからコンテンツを取得でき

るようになるため，コンテンツの消失と探索に要する通信量

の抑制が期待される．さらに，この環境において，各ピア及

びルータにコンテンツの転送履歴情報を付与することで，ピ

アやコンテンツの位置情報を一元的に管理するサーバなしに

高精度かつ効率的にコンテンツを探索・取得する方式を提案

する．また，計算機シミュレーションにより，本提案システ

ムの有効性を検証する．

2 コンテンツ転送履歴とルータのキャッ
シュを用いたコンテンツ共有方式の提案と
評価
　本章では，キャッシュルータを併用した非構造型P2Pネット

ワークにおけるコンテンツ探索において，コンテンツの探索

に用いるクエリのうち，目的のコンテンツを保持するピアに

辿り着いたクエリの軌跡を，コンテンツの転送履歴情報 (TR:

Transmission Record)[3]として各中継ピアおよびルータに記

録させることで，過去と同一のコンテンツが要求された際に

は，これらの TR を参照して適切なピアまたはルータへのみ

クエリを誘導する方式を提案する．また，ピアの加入・離脱

が頻繁に発生する環境において，TRを更新する制御を備える

ことで，その整合性を保ち，探索精度を高く維持する．そし

て，計算機シミュレーションにより，その有効性を検証する．

2.1 問題の定式化

　本章では，多数のルータにより構成される物理ネットワー

ク上に多数のピアからなるオーバレイネットワークが構成さ

れるものとする．また，各ピアはある頻度でネットワークへ

の加入・離脱を行うものとする．さらに，各ルータは共有コ

ンテンツとそのクエリ誘導情報を一時的に保持できるキャッ

シュ容量を持つものとする．

以上の仮定の下で，コンテンツの取得に成功した割合，コ

ンテンツの探索及び TRの作成・更新・削除の際に転送した

クエリの容量とホップ数の積の総和，転送したコンテンツの

容量とホップ数の積の総和について，単位時間あたりの平均

値を取り，それぞれを取得成功率，探索コスト，転送コスト

と定義したとき，取得成功率を向上させつつ，探索及び転送

コストを抑制するコンテンツ共有方式を求める．

2.2 提案方式

　 TRを用いたコンテンツ探索に加え，オーナー複製配置法

[4]を基本としたコンテンツの複製配置を行う．TRは，ユー

ザのコンテンツ取得に際して，ピアまたはルータを通過した

コンテンツの転送元および転送先のノード情報で構成される．

複製配置時に TRに記録されたコンテンツを削除する場合は，

TRの更新・削除を行う．また，各ピアは定期的にTRに記録

されているピアへの接続確認を行い，接続が切れていた場合，

TR の更新・削除を行う．

(a) コンテンツ要求時の制御

　要求ピアがTRを保持していない場合，TTL (Time To Live)

制約付きフラッディングによりコンテンツ探索を行う．要求

ピア，クエリ受信ピアまたはルータが TRを保持していれば，

TRに記録されている転送元にクエリを誘導する．このとき，

ルータが保持する TRの誘導を優先する．コンテンツを発見

できなかった場合は，TRの更新・削除を行い，フラッディン

グ探索または TRの誘導に移行する．コンテンツを発見また

は TTL=0の場合，探索を終了する．

(b) コンテンツ発見時の制御

　コンテンツ転送時に，転送経路上の各ルータで TRを作成

し，コンテンツをキャッシュする．さらに，転送経路上の各ピ
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アで TRを作成し，要求ピアに複製を配置する．

2.3 評価

2.3.1 評価方法

　計算機シミュレーションにより，取得成功率，探索コスト，

転送コストの三つの評価尺度を用いて評価を行う．

2.3.2 比較方式

　キャッシュ利用可能なTTL制約付きフラッディング方式と，

提案方式からルータのクエリ誘導情報 (trr)の利用を除いた

方式を用いた．

2.3.3 シミュレーション条件

　ルータ数を 1000 とし，ピアの初期配置数は 1000 とした．

各ピアの加入・離脱およびコンテンツ要求は，単位時間あた

り 1%の確率で発生するものとした．共有コンテンツは 40000

種類のWebページ等のテキストファイルとした．

2.3.4 結果及び考察

シミュレーション結果を図 1 ∼ 3に示す．図 1より，提案方

式は TRによって適切にクエリをコンテンツ保持ピアまたは

ルータへ誘導するため，取得成功率が向上したことがわかる．

また，図 2から，提案方式はクエリ誘導によって転送範囲を

限定することで，無駄な転送を削減したため，探索コストを

抑制したことがわかる．そして，図 3において，提案方式は

探索コストの考察と同様にクエリの転送範囲をより限定する

ため，転送コストも抑制できることが明らかとなった．

3 コンテンツの人気度とルータの次数を
用いたコンテンツ共有方式の提案と評価

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 5 10 20 30 50 70

転
送
コ
ス
ト
[T
B・
ho
p]

ルータのキャッシュ容量[MB]

提案方式
trrなし
flooding

I : 95%信頼区間

図 3: 転送コスト

　本章では，前章で提案した方式の改良として，コンテンツ

の人気度とルータのリンク次数に応じてコンテンツキャッシュ

の是非を判断する方式を提案する．具体的には，要求クエリ

が通過しやすいリンク次数の大きいルータに人気度の高いコ

ンテンツをキャッシュし，キャッシュ内のコンテンツの置き換

えが少なくリンク次数の小さいルータに人気度の低いコンテ

ンツをキャッシュする．

シミュレーションによる評価の結果，提案方式はコンテン

ツの消失が発生しやすい環境においては，比較方式と比べて

取得成功率を高く保ちつつ，コンテンツの探索に要する通信

量を比較方式と同程度に抑制できることがわかった．しかし，

コンテンツを取得しやすい環境においては，提案方式は比較

方式と同程度の性能であり，一回のコンテンツ取得あたりの

コンテンツ転送に要する通信量は，どちらの環境においても

比較方式よりも要する大きくなることが明らかとなった．

4 結論
　本研究では，非構造型 P2Pネットワークとコンテンツ本体

をキャッシュ可能なルータを併用した効率的なコンテンツ共有

方式を提案した．また，計算機シミュレーションにより，そ

の有効性を評価した．

第 2章では，コンテンツ取得経路上の各中継ピアおよびルー

タに転送履歴情報を記録し，定期的にこれらの情報を更新す

ることで，探索精度を維持しつつ、効率的にコンテンツ探索

を行う方式を提案した．そして，従来方式と比較して取得成

功率を高く保ちつつ，コンテンツの探索と転送に要する通信

量を抑制できることがわかった．

第 3章では，コンテンツ取得時における各ルータへのコン

テンツキャッシュにおいて，コンテンツの人気度とルータのリ

ンク次数に応じてコンテンツキャッシュの是非を判断する方

式を提案した．その結果，探索に要する通信量を同程度に抑

制しつつ，取得成功率を向上させることを確認した．しかし，

比較方式と比べてコンテンツの転送に要する通信量は拡大す

ることがわかった．
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1 はじめに 

 近年，大規模なソーシャルネットワーキングサー

ビスや動画共有サイトの普及により，大量のデータ

の保存や検索を高速に行うことが必要となってきた．

単一の計算機では向上できる処理性能や保存できる

データ量に限界があり，複数の計算機によるデータ

や処理の分散が求められるようになった．しかし，

従来から多くのシステムで利用されてきたデータス

トアのリレーショナルデータベースでは，一貫性を

維持するためにロック機構を用いており，この処理

を分散させるのは困難である． 

 そこで，分散キーバリューストアが注目を集めて

いる．分散キーバリューストアは，一意な識別子で

あるキーと，キーに対応するデータであるバリュー

のペアという，とても単純なデータ構造を持つ．そ

のため，非常に高速なデータの取得を行うことがで

き，データや処理の分散に適したデータストアであ

ると言える．応答性能と一貫性はトレードオフの関

係にあるため，多くの分散キーバリューストアでは

応答性能を向上させるために，一貫性の緩和を行う． 

 しかしながら，一貫性を考慮しながらアプリケー

ションを構築することは，開発者にとって負担が大

きい．そのため一貫性を維持しつつ，データの分散

が可能なデータストアへの需要が増加している． 

 本研究では，読み書き比に応じてパラメータ設定

を動的に行うことで，一貫性を維持しつつ応答性能

を向上させる手法を提案し，これを分散キーバリュ

ーストアの実装の1 つであるCassandra に対して実

装を行った． 

2 既存のCassandra における一貫性制御 

Cassandra では複数のノードでリング上のクラス

タを構築し，これをサーバとしてデータの保存を行

う．負荷分散のために各データは，キーによって決

まる複数の担当ノードにより保持される．Cassandra 

が持つ特徴の1 つに，さまざまな一貫性が設定可能

であること挙げられる．その実現のためにCassandra  

 

 

では，クライアントが読み書きの要求毎に一貫性レ

ベルを指定することができる．Cassandra における

一貫性レベルは，いくつのレプリカに対してデータ

の読み出しや書き込みを行うかを保証するもので，

本研究では読み出し時の一貫性レベルをR，書き込み

時の一貫性レベルをWをとし，これらをQUORUMパラメ

ータと呼ぶ．既存のCassandra では以下のような流

れで，読み書きの処理が行われる． 

1. クライアントはクラスタ上の任意のノードに対

して，読み書きの要求を行う． 

2. 要求を受け取ったノードはコーディネータとし

て機能し，そのキーのデータを持つ担当ノードに

対して読み書きの要求を行う． 

3. コーディネータから要求を受け取った担当ノー

ドは，読み出すキーに対応するバリュー，もしく

は書き込み完了のACK を返す．読み出し要求の場

合はタイムスタンプをバリューとともに返す． 

4. クライアントにより指定された数の返答やACKを

受け取ったコーディネータは，タイムスタンプを

もとに判断した最新のバリューか，書き込み完了

のACK をクライアントに返す． 

QUORUM パラメータの設定は読み書き要求毎に行

うことができるので，Cassandra での一貫性制御は

クライアントにより，柔軟に行うことが可能である．

例えば，QUORUM パラメータを小さくすることで，読

み書きを保証する担当ノード数を小さくし，応答性

能を向上させることができるが，一貫性は弱くなっ

てしまう．逆に，QUORUMパラメータを大きくするこ

とでより多くの担当ノードに対しての読み書きが保

証され，応答性能は低下してしまうが強い一貫性を

維持することが可能となる． 

 しかしながら，一貫性と応答性能はトレードオフ

の関係にあり，適切なQUORUM パラメータは要求が行

われる毎に異なるため，クライアントが適切に

QUORUM パラメータを設定するのは困難である． 

3 提案手法 
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そこで本研究では，一貫性を維持しつつサーバ側

が読み書き比に応じて動的に，キー毎にQUORUM パラ

メータを制御する手法を提案する． 

一貫性を維持するためにQUORUM プロトコルを用

いる．これは“R+W > 担当ノード数” を満たすよう

にQUORUM パラメータを設定することで一貫性を維

持する手法である．提案手法を実装したCassandra 

では以下のような流れで，読み書き処理が行われる． 

1. クライアントはクラスタ上の任意のノードに対

して，読み書きの要求を行う． 

2. 要求を受け取ったノードはコーディネータとし

て機能し，そのキーのデータを持つ担当ノードに

対して読み書きの要求を行う． 

3. コーディネータから要求を受け取った担当ノー

ドは，読み出すキーのバリューや書き込み完了の

ACK，タイムスタンプに加えてそのキーのQUORUM

パラメータを返す． 

4. コーディネータは担当ノードから最初に受け取  

ったQUORUM パラメータの数だけの返答を待つ． 

5. 返答を待ったコーディネータは，タイムスタンプ

をもとに判断した最新のバリューか，書き込み完

了のACK をクライアントに返す． 

読み書きアクセスの割合はキー毎に異なる．提案

手法では，各担当ノードがキー毎に読み書き回数を

カウントし，それをもとにQUORUM パラメータを決定

する．読み出しが多いキーはR を小さくし読み出し

時の応答性能を向上する．代わりにQUORUM プロトコ

ルの不等式を満たすようにWを大きくする．これによ

り書き込み時の応答性能は低下してしまうが，読み

出しアクセスの割合が大きいため影響は小さいと考

えることができる．同様に，書き込みの多いキーはW

を小さくし，R を大きくする．この制御を動的に行

うことで，サーバ側が適切にQUORUM パラメータを設

定することが可能である． 

4 性能評価 

既存のCassandraと提案手法を実装したCassandra

の性能を比較するために，NoSQL向けベンチマークで

あるYCSB[1] を用いて性能評価を行った．100 秒毎

に書き込みアクセスの割合が95%, 75%, 50%, 25%,5% 

と減少するワークロードを用いて，10 秒毎にスルー

プットを計測した．使用したCassandra クラスタは

12 台のノードで構成され，キー毎に7 台の担当ノー

ドが存在する．また既存のCassandra では，一貫性

を維持するためにR,Wを過半数の4として固定した． 

 

 

図1に評価結果を示す．横軸は経過時間，縦軸はス

ループットを示し，既存のCassandra を破線，提案

手法を実装したCassandra を実線で示す．Cassandra 

は読み出しよりも書き込み処理を高速に行うことが

できるので，既存のCassandraでは書き込みアクセス

の割合が減少する100 秒毎にスループットが低下し

ている．一方，提案手法を実装したCassandra では，

読み書き比が変化するたびにQUORUM パラメータを

設定することが可能なため，既存のCassandra より

も高いスループットを実現することができている．

特に，読み書き比の偏りが大きな場合に，既存の

Cassandra よりもスループット向上をしていること

がわかる．既存のCassandra に対して書き込みアク

セスの割合が大きな0～100sec において22%，読み出

しアクセスが割合の大きな400～500secにおいて47% 

のスループット向上を確認することができた．  

5 まとめ 

 本抄録では，一貫性を維持しつつサーバ側がキー 

毎の読み書き比に応じて動的にQUORUM パラメー 

タを制御する手法を提案した．この手法により，既

存のCassandra よりも高いスループットを得ること

が可能であり，特に，読み出し要求が多い場合や書

き込み要求が多い場合に大きな性能向上を確認する

ことができ，読み書き比が動的に変化する場合にお

いて提案手法が有効であるといえる． 

参考文献 

[1] Cooper, Brian F., et al. \Benchmarking cloud serving 

systems with YCSB." in Proceedings of the 1st ACM 

symposium on Cloud computing. ACM, June 2010. 

図１：評価結果 
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逆 2 次補間を用いた直接探索法による船舶主機関制御系設計 
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指導教員名 水野直樹教授    

 

1 緒言 

荒天下を運航する船舶では，高波によりエンジン

回転数が大幅に増減幅し，エンジンの故障する危険

性がある．その対策として現在はエンジン回転数を

最低限度まで下げる方法が採られているが，この方

法には燃料消費量が増加する問題点が存在した．そ

こで評価関数を最適化することにより，エンジン回

転数増減幅と燃料消費量増加の双方を防ぐ制御方法

が検討されている．本研究では，この最適化手法と

して逆2次補間を用いた直接探索法を提案する．この

提案法の評価を，勾配法を用いた直接探索法とシミ

ュレーション上で比較することにより行った． 

2 シミュレーションモデル 

2.1 船舶モデル[1] 

シミュレーション対象となった船舶の概要を表 2

に，船舶モデル(Ship Model)を含む制御系全体図を

Fig.1 に示す．船舶モデルの詳細は Fig.2 に示す．

また，各パラメータの意味を Table1に示す． 

Table1：モデルパラメータ 

GOUT  調速機出力 

r  燃料噴射器ラック位置指示値 

R  燃料噴射器ラック位置  cm  

QE  エンジントルク  mkgf   

npset  プロペラ回転数設定値  rps  

NP  プロペラ回転数  rps  

QEF  主機関機械損失トルク  mkgf   

QFF  プロペラ軸損失トルク  mkgf   

QP  プロペラトルク  mkgf   

TP  プロペラ推力  kgf  

V  船速  sm  

J  評価関数 

 

Fig.1：船舶主機関制御系全体図 

Table2：対象船舶 

船種 ばら積み貨物船 

船長 214.0  m  

船幅 32.2  m  

船体重量 35000  t  

主機設定回転数 410  rpm  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2：船舶モデル(Ship Model) 

 

 本研究ではFig.1のPID制御器のうちの比例ゲイ

ン及び微分ゲインを最適化の対象とした． 

 

2.2  評価関数および振幅検知器 (Detector of 

Amplitude) 

 評価関数はプロペラ回転数偏差 NP-npset および

燃料噴射器ラック位置指示値 rの振幅値によって構

成した．各々の振幅値はFig.3に示す振幅検知器に

よって導出した．そして重みαを含む 2乗和を評価

関数 Jとした．評価関数Jの定義をEq.1に示す． 

 

Fig.3 振幅検知器(Detector of Amplitude)[2] 

    22
の振幅の振幅 rnpsetNPJ    (1) 

 

 評価関数 Jは，最適化の対象である 2つの制御パ

ラメータ，比例ゲインおよび微分ゲインの 2変数を

変化させたときの応答から，この 2変数に対して単

峰性の性質を示す関数であることが分かっている． 
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3 最適化手法 

3.1 勾配法を用いた直接探索法[3] 

 この手法ではFig.4に示すように比例ゲインKpと

微分ゲイン Kdを，各 K々pbと Kdbを中心に増減させる

ことにより，1 サイクルごとに 4 つの評価関数値を

取得する．そしてEq.(2)と Eq.(3)により次の中心値

を計算することで，パラメータ更新を進める． 

 

Fig.4：勾配法を用いた最適化手法 

              nJnJnJnJGnKnK ppbpb 21431   (2) 

              nJnJnJnJGnKnK ddbdb 31421   (3) 

 

3.2 逆2次補間を用いた直接探索法（提案法） 

 この手法では逆2次補間を用いて評価関数の最小

化を試みた．逆2次補間とは Fig.5に示す対象の未

知関数f(x)上で 3点の値を取得し，その3点を通る

2次関数g(x)での最小値を，Eq.(4)によって求める

手法のことである．本研究では探索方向と探索範囲

を変化させつつ，最適化を行った． 

 

Fig.5：逆 2次補間 

 

             
             ugvgwvwgvguv

ugvgwvwgvguv
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2
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4 結果 

 波浪外乱，評価関数の重み ，制御器パラメータ

初期値を変化させた場合について検討を行った．波

浪外乱を変化させたときの結果を以下に示す． 

4.1 波浪外乱の風向を変化させたとき 

 波浪外乱を追い風，向かい風に変化させたときの

結果を Fig.6に示す．赤線は勾配法での結果を，青

線が提案法での結果を示す．Fig.6 より，どちらの

手法においても，風向 に関わらず最適化可能である

ことが確認できた． 

 

 

 

 

 

       (a)追い風               (b)向かい風 

Fig.6：風向に対する評価関数値 

4.2 波浪外乱の波高を変化させたとき 

 波浪外乱の波高を変化させたときの結果を Fig.7

に示す．赤線は勾配法での結果を，青線が提案法で

の結果を示す．Fig.7 より，波高が変化したとき，

提案法では最適化が可能だが，勾配法では最適化が

不可能な場合が存在することが確認できた． 

 

 

 

 

 

      (a)波高 1.4 m           (b)波高5.5 m 

Fig.7：波高に対する評価関数値 

5 まとめ 

 波浪外乱，評価関数の重みα，制御器パラメータ

初期値を変化させた場合について検討を行った．そ

の結果，提案法は勾配法に比べ外乱や重みαの変化

による影響を受けず，安定して最適化を行えること

が確認できた． 

6 参考文献 

[1] 瀬野尾彰，伊藤雅則，“ディーゼル船の主機・船体系ダイ

ナミックシミュレーションモデル”，日本鋼管技報，No.90，

pp.105-108，(1981)． 

[2] T.Arie, M.Itoh, A.Senoh, N.Takahashi, S.Fujii and 

N.Mizuno,“An Adaptive Steering System for a Ship”，IEEE 

Control System Magazine，pp.3-8，October，(1986)． 

[3] Hsin-Hsiung Wang and Miroslav Krstic，“Extremum 

Seeking for Limit Cycle Minimization”，IEEE，Vol. 45，

pp.12-35，(2000)． 
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1 はじめに 

これまで，SIMD やスーパスカラ，マルチコアプロ 

セッサなど，並列化によって複数の単位処理を同

時実行により高速化する，様々なプロセッサ高速化

手法が提案されてきた．これに対し，計算再利用技

術に基づいた高速化手法である自動メモ化プロセッ

サ[1] が提案されている．本論文では，実行対象プ

ログラムを静的解析することによって，再利用表を

有効活用する手法，および検索オーバヘッドを削減

する手法を提案する． 

2 自動メモ化プロセッサ 

自動メモ化プロセッサは，一般的なプロセッサが

持つ構成に加え，メモ化のための再利用表（MemoTbl）

および MemoTbl への書き込みバッファ（MemoBuf）

を持つ．自動メモ化プロセッサは，関数を呼び出す

call 命令を検出すると，その関数の実行中に出現し

た入出力をMemoBuf に記憶していく．そして return 

命令を検出すると，蓄えてきた入出力をMemoBuf か

ら MemoTbl へ一括で書き込む．その後，プログラム

の実行が進み，再び同じ命令区間を検出すると，現

在の入力と過去の入力を比較する．もし，それらの

入力値が完全に一致した場合，過去の実行結果を

MemoTbl からレジスタやキャッシュへ書き戻すこと

で実行を省略する． 

なお, メモ化を適用する場合，現在の入力と一致

する過去の入力を検索する際，および，過去の出力

を MemoTbl からレジスタやキャッシュに書き戻す

際にオーバヘッドが発生する．これらのオーバヘッ

ドが大きい場合，計算再利用を適用することでかえ

って性能が低下してしまう可能性がある．そのため，

自動メモ化プロセッサは計算再利用を適用すること

で削減できるサイクル数と発生するオーバヘッドか

ら再利用適応度を算出し，再利用による効果が得ら

れないと判断すると，再利用の適用を中止し性能低

下を抑制する． 

3 プログラムの解析による問題点の改善 

本章では，自動メモ化プロセッサの問題について

述べた後，それを解決するためにソフトウェア解析

手法を提案する． 

3.1 実行パスを考慮した再利用適応度算出手法 

前章で述べたように，自動メモ化プロセッサは再

利用を適用するか否かを判定するために，削減でき

るサイクル数と発生するオーバヘッドを用いて再利

用適応度を算出する．この再利用適応度を算出する

際に用いられるパラメータである，削減サイクル数

とオーバヘッドは，過去に再利用対象区間を実行し

た際に取得したものを用いる．しかし，削減サイク

ル数とオーバヘッドはともに，条件分岐などによっ

て変化する実行パスごとに異なるため，過去に通っ

た実行パスと同じ実行パスを通っていない場合，正

しい再利用適応度を算出できず，再利用の効果が得

られない実行結果を再利用表に登録してしまう可能

性がある．  

そこで，条件分岐を考慮して，各実行パスに対応

した再利用適応度を正確に算出するソフトウェア解

析手法を提案する．提案手法では，静的解析により

条件分岐によりスキップされる区間を取得し，その

区間を考慮した再利用適応度を含むヒント命令を実

行対象プログラム内に挿入する．そして，挿入した

ヒント命令に含まれる解析情報を利用することで，

自動メモ化プロセッサは再利用の効果が得られない

実行パスを通った際の実行結果を MemoTbl に登録

することを中止する．これにより，再利用の効果が

得られる実行パスの結果を再利用表に登録すること

を中止されず，その結果を再利用することができる

ようになる．  

3.2 レジスタ種類統合手法 

自動メモ化プロセッサでは，入力情報をレジスタ

の種類ごとに再利用表に登録する．そのため，入力

情報を保持するエントリに未使用部分がある場合で

あっても，入力が格納されているレジスタの種類が

異なると，過剰に入力エントリを使用してしまう．

過剰に入力エントリを使用して実行結果を記憶する

と，その実行結果を再利用する際に行われる入力の
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一致比較の対象となるエントリが多くなってしまい，

それに伴って一致比較により発生するオーバヘッド

も増加してしまう．そこで，命令区間中のレジスタ

の使用状況を静的に解析し，使用するレジスタの種

類を極力統合することで，再利用表に入力を登録す

る際に使用されるエントリの数を削減する手法を併

せて提案する．これにより，入力の一致比較の対象

となるエントリの総数が減り，入力を検索する時に

発生するオーバヘッドを削減することができる． 

4 性能評価 

提案手法の有効性を示すために，3.1 項および

3.2 項で述べたソフトウェア解析手法を実装し，評

価した． 

4.1 実行パスを考慮した再利用適応度の評価 

 を確かめるため，汎用ベンチマークプログラムで

ある SPEC CPU95 を用いて実行サイクル数を評価し

た．評価結果を図1に示す． 

 

図1：実行サイクル数 

各ベンチマークプログラムの結果を 3 本のグラフ

で示しているが，それぞれは 

(N) メモ化を行わないモデル 

(M) 従来モデル 

(S) 提案モデル 

が要した総実行サイクル数を表しており，メモ化な

しモデル(N) を1 として正規化している．また凡例

はサイクル数の内訳を示しており，exec は命令サイ

クル数，read は MemoTbl との比較に要したサイク

ル数（検索オーバヘッド），write は MemoTbl の出

力をレジスタやメモリに書き込む際に要したサイク

ル数（書き戻しオーバヘッド），D$1 およびD$2 は1 

次と 2 次データキャッシュミスペナルティ，window

はレジスタウインドウミスペナルティ，hint exec 

は提案手法により挿入したヒント命令の実行サイク

ル数である．まず(S) の結果に注目すると，130.li，

103.su2cor，125.turb3d などのプログラムにおいて，

(M) に比べて exec が削減され性能向上している． 

(S)では，実行パスを考慮した再利用適応度を用いる

ことで，再利用の効果が得られない実行パスを通っ

た結果をMemoTblに登録することを中止する．これ

により，MemoTbl を効率的に使用でき，実行結果を

(M) より多くMemoTbl へ登録することができる，そ

して，それらの結果の再利用に成功したため，exec 

を削減できたと考えられる．  

4.2 レジスタ統合手法の評価 

3.2 項で述べたレジスタ種類統合手法の有効性を確

かめるため，汎用ベンチマークプログラムである

SPECCPU95 を用いて，命令区間内で使用するレジス

タをどの程度統合できるかを調査した．しかし，ほ

とんどのプログラムでレジスタを統合できる命令区

間が存在せず，提案手法の効果を確認することがで

きなかった．これは提案手法では，外部関数を解析

することができないため，他の関数と干渉しないレ

ジスタのみを統合する対象としたことが挙げられる．

また，既存のgcc コンパイラはレジスタを過剰に使

用するコードを生成する場合があることが分かった． 

5 おわりに 

本論文では，プログラムを静的解析し，解析情報

を用いて再利用表を有効活用する手法を提案した．

提案手法の有効性を検証するために，SPEC CPU95 ベ

ンチマークを用いて評価したところ，提案手法の有

効性を確認した．また，解析情報を用いて使用する

レジスタの種類を統合し，検索オーバヘッドを削減

する手法を提案した．実装し評価した結果，提案手

法を適用できる命令区間がほとんど存在せず提案手

法の有効性を確認できなかった．今後の課題として，

統合する対象となるレジスタを増やすことが挙げら

れる． 
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スペクトル・継続長・F0の同時モデル化に基づく声質変換
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1 はじめに
声質変換の代表的な手法として，ガウス混合モデル (Gaus-

sian Mixture Model; GMM)に基づく声質変換手法 [1]が挙
げられる．この手法では，スペクトルをGMMでモデル化し
非線形に変換する．しかし，継続長の変換は行われないため，
目標話者の発話速度は再現されない．また，F0はスペクトル
とは独立に線形に変換される．しかし，発話速度と F0の変換
は話者性に大きく影響すると考えられる．そこで本研究では，
スペクトルと継続長を同時に考慮した時系列マッチングを含
む統計モデルであるDPGMM[2]に基づいたスペクトル・継続
長の同時変換手法 [3]と，多空間上の確率分布 (Multi-Space

Probability Distribution; MSD) モデル [4]を用いたスペク
トル・F0の同時変換手法 [5]の統合を提案する．これにより，
スペクトル・継続長・F0を同時に考慮したモデルを学習する
ことができ，より目標話者に近い音声への変換を期待する．

2 GMMに基づくスペクトル変換
GMMに基づくスペクトル変換では，元話者と目標話者の

パラレルデータからDPマッチングにより結合ベクトルを作成
し，GMMのモデルパラメータλを学習する．時刻 tにおける

元話者，目標話者の特徴量をそれぞれ，Xt =
[
X⊤

t ,∆X⊤
t

]⊤
,

Y t =
[
Y ⊤

t ,∆Y ⊤
t

]⊤
とすると，生成された結合ベクトルは，

O =
[
O⊤

1 ,O
⊤
2 , . . . ,O

⊤
T

]⊤
, Ot =

[
X⊤

t ,Y
⊤
t

]⊤
と表される．

ただし，∆(·)は動的特徴量を表す．この学習データを用いて，
次式の尤度関数を最大にするモデルパラメータλを推定する．

P (O | λ) =
T∏

t=1

M∑
m=1

ωmN
(
Ot | µ(O)

m ,Σ(O)
m

)
(1)

µ(O)
m =

[
µ

(X)
m

µ
(Y )
m

]
, Σ(O)

m =

[
Σ(XX)

m Σ(XY )
m

Σ(Y X)
m Σ(Y Y )

m

]
(2)

ここで，mは混合要素番号であり，ωmは混合重み，µ
(X)
m , µ

(Y )
m

は元話者，目標話者の平均ベクトル，Σ(XX)
m , Σ(Y Y )

m は共分
散行列，Σ(XY )

m , Σ(Y X)
m は相互共分散行列を表す．また，M

は GMMの混合数である．
変換時には，変換前の特徴量X が与えられたとき，次式

を最大化することで適切な特徴量 Y が得られる．ただし，
m = (m1,m2 . . . ,mT )は混合要素系列を表す．

P (Y | X,λ) =
∑
m

P (m | X,λ)P (Y | X,m,λ) (3)

3 時系列マッチングを含む統計モデルに基づくス
ペクトル・継続長の同時変換

3.1 時系列マッチングを含む統計モデル
時系列マッチングを含む統計モデルであるDPGMM[2]は，

尤度関数にフレーム間のマッチングを制御する変数を含むた

め，長さの異なる 2つの系列X =
[
X⊤

1 ,X
⊤
2 , . . . ,X

⊤
T (X)

]⊤
,

Y =
[
Y ⊤

1 ,Y
⊤
2 , . . . ,Y

⊤
T (Y )

]⊤
を直接表現することができる．

図 1: DPマッチングを含んだモデル構造

以下にその尤度関数を示す．
P (X,Y | λ) =

∑
m,a

P (m | λ)P (X | m,λ)

×P (a | λ)P (Y | X,m,a,λ) (4)

ここで，m = (m1,m2, . . . ,mT (X))は混合要素系列を表し，
mt(X) はX の時刻 t(X)のフレームが属する混合要素を表す．
また，a = (a1, a2, . . . , aT (Y ))はフレーム間のマッチングを表
すマッチング系列であり，at(Y ) は Y の時刻 t(Y ) のフレーム
にマッチするX のフレーム番号を表す．図 1にDPGMMの
モデル構造を示す．また，DPGMMにおけるデータX, Y

の生成過程は以下の通りである．
1. 混合重みに従いmを決定する．
2. mに従って並べられたガウス分布からX を生成する．
3. aによりX と Y のフレームの対応を決める．
4. aによって対応付けされたX のフレームと混合要素番号
から Y の各フレームを生成する．

3.2 継続長モデル
3.2.1 継続長モデルの学習 継続長変換のために，DPGMM

の各混合要素に継続長モデルを付加したモデル構造を考える．
継続長モデルとして，2次元のガウス分布 N (ds | νm,Φm)

を仮定する．ただし，ds =
[
d
(X)
s , d

(Y )
s

]⊤
は元話者の継続長

d
(X)
s と目標話者の継続長 d

(Y )
s を結合した継続長ベクトルで

あり，s = 1, . . . , S は同一混合要素が継続するセグメントの
番号を表す．また，νm, Φm はそれぞれ混合要素 mにおけ
る継続長モデルの平均ベクトルと共分散行列を表し，その各
要素は次式で表される．

νm =

[
ν
(X)
m

ν
(Y )
m

]
,Φm =

[
ϕ
(X,X)
m ϕ

(X,Y )
m

ϕ
(Y,X)
m ϕ

(Y,Y )
m

]
(5)

以下に継続長モデルの学習手順を示す．
1. 事後確率P (m,a | X,Y ,λ)を最大にする m̂, âを求める．
2. 得られた m̂, âに基づいて継続長ベクトル dsを作成する．
3. 混合要素ごとに継続長モデルを推定する．
3.2.2 継続長の変換 継続長モデルを付加したDPGMMに
基づく声質変換について述べる．このモデルでは，スペクトル
に依存して異なる継続長の変換がなされるため，時間方向に
非線形な伸縮が可能となる．以下に継続長の変換手順を示す．
1. 入力データの事後確率 P (m | X,λ)を最大にする混合要
素系列 m̄を決定する．
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図 2: MSDによる F0 のモデル化

2. 混合要素系列 m̄から元話者の継続長 d̄(X) を抽出し，継
続長モデルを用いて次式で変換する．

d̄(Y ) = ν(Y )
m +

ϕ
(Y,X)
m

ϕ
(X,X)
m

(
d̄(X) − ν(X)

m

)
(6)

3. 継続長 d̄(X), d̄(Y )に基づいてマッチング系列 āを決定する．

4 スペクトル・継続長・F0の同時変換
4.1 MSDモデルに基づくスペクトル・F0 の同時変換
4.1.1 スペクトル・F0のモデル化 学習部ではスペクトル
と F0 を 1つの特徴と考え，元話者・目標話者の特徴量
Xt =

[
c⊤
t(X) ,∆c⊤

t(X) , p
⊤
t(X) ,∆p⊤

t(X)

]⊤
,

Y t =
[
c⊤
t(Y ) ,∆c⊤

t(Y ) , p
⊤
t(Y ) ,∆p⊤

t(Y )

]⊤
を結合した系列 Ot =[

O⊤
1 ,O

⊤
2 , . . .O

⊤
T

]⊤
, Ot =

[
X⊤

t ,Y
⊤
t

]⊤
を学習データとす

る．そして，MSDモデルを用いて式 (1)を最大にするモデル
パラメータ λを推定する．ただし，c, pはそれぞれスペクト
ル，F0 の特徴量である．
F0の特徴量を考慮した場合，静的特徴量が有声であり，動

的特徴量が無声であるフレームが存在するが，本研究ではこ
れらの特徴量は有声・無声ともに無声シンボルへと変更した．
その結果，結合された F0 は，元話者・目標話者の順に「有
声-有声」「有声-無声」「無声-有声」「無声-無声」の 4種類が
存在することになる．図 2にモデル化の様子を示す．
4.1.2 F0の変換 MSDモデルによるF0の変換では，まず，
変換前の系列を用いて変換後の系列の有声・無声区間を決定
する．変換前の F0として有声データが与えられた場合は「有
声-有声」「有声-無声」空間，無声シンボルが与えられた場合
「無声-有声」「無声-無声」空間のうち事後確率が最大となる
空間を用いて変換される．ただし，入力が無声シンボルの場
合は分布を持たないため，事後確率は空間重みのみによって
決定される．また，有声区間の変換は各有声区間に対してス
ペクトル変換と同様に式 (3)を最大化することにより求めら
れる．
4.2 スペクトル・継続長・F0 の同時変換
本研究では，DPGMMに基づくスペクトル・継続長の同

時変換手法とMSD-GMMに基づくスペクトル・F0の同時変
換手法を統合し，MSD-DPGMMに基づくスペクトル・継続
長・F0の同時変換を実現する．これにより，スペクトル・継
続長・F0を同時に考慮した学習を行うことができ，より目標
話者に近い音声への変換が実現できると考えられる．

5 声質変換実験
提案法の有効性を検証するために，以下の 5手法の声質変

換実験を行い比較した．
• GMM : GMMに基づくスペクトル変換
• DPGMM : DPGMMに基づくスペクトル変換

図 3: 主観評価結果 (ABXテスト)

• DPGMM DUR : DPGMMに基づくスペクトル・継続長
の同時変換

• MSD-DPGMM : MSD-DPGMMに基づくスペクトル・F0

の同時変換
• MSD-DPGMM DUR : MSD-DPGMMに基づくスペクト
ル・継続長・F0 の同時変換

ATR日本語音声データベース b-setから元話者としてmtk(話
速：遅め，抑揚：大きい)と目標話者としてmyi(話速：速め，
抑揚：小さい)を用い，学習データとして 20文を用いた．特
徴量は 0次を除く 24次メルケプストラムとその 1次動的特
徴量，1次の対数基本周波数とその 1次動的特徴量とし，混
合数は 1, 2, 4とした．
評価実験として，話者性の類似度に関する 5段階の ABX

テストを行った．受験者 10名に各 10文章，計 50文章を用
いて評価した．実験結果を図 3に示す．図より，継続長を変
換することで改善していることがわかる．これは継続長を変
換することにより，目標話者の話速が再現されたためである
と考えられる．しかし，F0を非線形変換することによる有効
性は示されなかった．この原因として，文章数，混合数の不
足が考えられる．
6 むすび
本研究では，時系列マッチングを含む統計モデルに基づく
スペクトル・継続長の同時変換手法と，MSDモデルに基づ
くスペクトル・F0の同時モデリング手法を統合し，スペクト
ル・継続長・F0の同時変換を実現した．主観評価実験の結果，
継続長変換による改善は見られたものの，F0の非線形変換の
有効性は確認できなかった．
今後の課題としては，大規模データセットでの実験が挙げ
られる．
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1 Introduction 

   The CombNET classification framework was 

developed specifically in this laboratory with the 

purpose of solving classification problems with large 

amounts of data. The current installment of the 

CombNET achieves high classification rates; however, 

that is at the cost of a high computational complexity. 

As large-scale classification is becoming more relevant 

in modern society, if our system is to become a service 

that can be used by regular customers in the market, 

it is necessary to make learning and classification 

faster while keeping the current accuracy.  

 

2 Background 

2.1 CombNET 

   The method that sets the CombNET apart as a 

large-scale classifier is called Divide & Conquer. The 

system is divided in two main parts: A combination of 

sequential clustering and vector quantization, called 

the Stem network and a set of expert classifiers for 

each cluster, called Branch networks. 

   The stem network divides the data roughly into 

clusters, as represented by the bold lines in Figure 2.    

Then, for each cluster, a branch network is configured 

to further divide it into appropriate class regions 

(represented by the dotted lines in Figure 2). The 

CombNET-II, the framework which this research is 

based on, used Multilayer Perceptrons (MLP) trained 

with the Backpropagation algorithm (BP). 

 

2.2 Extreme Learning Machine 

   The Extreme Learning Machine is a training 

method for a standard Multilayer Perceptron proposed 

by Huang et al. in 2004 [1] . Considering a standard MLP, 

where the hidden layer weights and the output layer 

weights have two different notations (w and  β), N is 

the number of samples, M is the number of features, 

 

Figure 1 - Overview of the CombNET framework 

 

Figure 2 - Decision hyperplanes of the stem and branch 

networks 

 

K the number of hidden neurons and C the number 

of classes. In the output calculation, each sample is 

multiplied by the hidden layer weights and applied 

to an activation function. The matrix summarizing all 

of these operations for every sample (with bias b) 

can be represented by  

 

and thus, the calculation of the outputs T is given by 

 

   In standard learning techniques, all weights are 
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initialized randomly and learned throughout a series 

of iterations, usually by adjusting them using the 

gradient of the final error. The ELM proposes that, if 

only the inner layer of weights w is initialized at 

random and β is calculated analytically from H, the 

results will match the desired outputs. This method 

achieves the same recognition rate as the 

Backpropagation algorithm in significantly less time.  

   However, making the matrix H square in order to 

invert it would mean making the number of hidden 

neurons equal to the number of samples. This 

increases computational cost dramatically, which is 

why the article proposes that the pseudo-inverse of H 

([HTH]-1HT) be used instead.  

 

3 Proposed System 

   Although the CombNET-II framework had high 

accuracy, both learning and recognition processes 

were slow due issues with the Backpropagation 

algorithm. The proposed method takes advantage of 

the random property of the ELM’s hidden layer to 

decrease computational complexity of both learning 

and testing processes of the CombNET framework. 

   If the output layer weights of an MLP can be 

learned solely from the training samples and the 

hidden layer random weights, it is fair to say that the 

hidden layer weights might as well be exactly the 

same for all branch networks.  

   In the testing process, the score output of all 

branch networks must be calculated. However, if the 

hidden layer weights are identical for all of them (i.e. 

only β differs for each branch), each line in the H 

matrix only needs to be calculated once before the 

scores of all branches can be calculated. This would 

reduce the CombNET’s overall testing time 

proportionally to the number of branches being used 

to classify the data. 

 

4 Experiments 

   Tests with smaller databases from UCI confirmed 

the efficiency of the ELM when compared to the BP 

algorithm. The main experiments consisted of using 

the handwritten Japanese character database ETL8B 

(881 kanji +75 hiragana classes) in a configuration of 

15 clusters for the CombNET. The result for each 

branch is represented in Figure 3. 

 
Figure 3 - Recognition Rate per Branch for the ETL8B 

Database 

 

5 Conclusion 

   The ELM proves to be a viable solution to reduce 

computational complexity for both training and testing 

of the CombNET framework. However, the final result 

of the CombNET could not be calculated due to the 

fact that the scores generated by the ELM are 

unbounded. Thus, even if one branch has a higher 

winning margin from one class to others, the absolute 

score value of another branch might be higher with a 

smaller winning margin, causing samples to be 

misclassified, even if the stem network and the 

corresponding branch network are giving the correct 

results. 

   This indicates that if the ELM is to be applied in the 

CombNET to reduce computational complexity, 

bounding strategies such as the one used in 

CombNET-III [2] must be applied to the final 

classification process. 
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1 序論
近年，触覚インタフェース装置や嗅覚ディスプレイの研究

開発により，それらを用いた分散仮想環境に関する研究が活

発に行われている．力覚メディアや嗅覚メディアを用いるこ

とにより，ゲームなど様々なアプリケーションにおいて作業

効率や臨場感の向上などを図ることができると期待されてい

る．しかし，力覚，嗅覚メディアなどの転送にインターネッ

トなどのサービス品質 (QoS: Quality of Service) 保証のない

ネットワークを用いる場合，ネットワーク遅延などの影響に

より，ユーザ体感品質 (QoE: Quality of Experience)が大き

く劣化する恐れがある．例えば，ネットワーク型ゲームを扱

う場合には，それらの影響により，QoEとして利用者間の公

平性などが大きく劣化する可能性がある．これらの問題を解

決する方法としては，QoEを高く保つための QoS制御を検

討することが挙げられる．より正確なQoS制御を行うために

は，サービスの最終的な受け手であるユーザが体感する品質，

すなわちQoEを評価する必要がある．一方，ネットワークを

介したマルチメディアアプリケーションの汎用性を考えた場

合，剛体だけでなく，弾性体を扱う可能性もある．弾性体を

用いることにより，例えば医療の現場において遠隔地にいる

先生が触診などを行うことが可能になる．そのため，弾性体

を用いたアプリケーションを扱い，これによりQoEにどのよ

うな影響を与えるか調査する必要がある．

また，弾性体を扱った作業に関する研究としては文献 [1]が

挙げられる．文献 [1]では，弾性体を用いた三次元仮想空間内

の風船割りゲームを扱い，ネットワーク遅延が公平性に及ぼ

す影響をQoE評価によって調査している．しかし，この文献

では，力覚メディアのみ用いられており，嗅覚メディアは扱

われていない．従って，力覚メディアと嗅覚メディアの両メ

ディアを用いかつ，弾性体を扱う作業においてネットワーク

遅延が QoEに及ぼす影響を調査する必要がある．

そこで，本論文では，力覚および嗅覚メディアを用いた弾

性体を扱ったネットワーク型ゲームを用いて，ネットワーク遅

延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査する．また，嗅覚

ディスプレイを複数台用いることにより，同時に複数の香り

を出力させることが可能なネットワーク型ゲームを扱い，ネッ

トワーク遅延が QoEに及ぼす影響を調査する．

2 弾性体を扱った香り付き風船割りゲームにおける
ネットワーク遅延の影響
本章では，文献 [1]で用いられた三次元仮想空間内におけ

る風船割りゲームに嗅覚メディアを扱う機能を付加したシス

テムを扱い，風船を割った利用者自身が風船に含まれる香り

を嗅ぐことができるようになりかつ，ネットワークを介して

別の端末の利用者にその香りを嗅がせられるようにすること

で三次元仮想空間内における香り付き風船割りゲームを作成

し，このゲームを対象に，ネットワーク遅延が利用者間の公

図 1: 作業中の仮想空間の表示例

平性に及ぼす影響を QoE評価によって調査する．

2.1 作業内容

図 1に示すように二つの風船は三次元仮想空間内の中央に

位置し，player1は仮想空間内左側の青色の風船のみを割り，

player2は右側のピンク色の風船のみを触覚インタフェース装

置を用いて割る．それぞれの利用者は回答役か妨害役を振る

舞う．それぞれの風船は無作為に選ばれた三つの香り (グレー

プフルーツ，バナナ，リンゴ)の内一つを含む．回答役は風船

を割り，嗅覚ディスプレイから出力される香りを嗅ぎ，回答

を行う．回答役は正しい回答をすることができれば，1点得る

ことができ，できなければ妨害役が 1点得る．妨害役は回答

役が割らないもう一つの風船を割り，回答役を妨害する．二

人の利用者は 1分間作業を行い，それぞれの役割を交代し再

度 1分間作業を行う．二人の利用者は回答役の時の正答数を

競い合い，得点の高いプレイヤを勝者とする．

本研究で用いられた嗅覚ディスプレイは同時に複数の香り

を出力することができなく，後に入力された香りが先に入力

された香りを更新する．そのため，後に風船を割った利用者

のほうが有利となる．本研究では，このような状態では，ど

ちらの利用者も風船を割らないという膠着状態が続くと予想

されたので，回答役に風船を割る時間制限を設けた．

2.2 実験方法

本研究の評価システムは端末 1，2から構成され，2つの端

末はネットワークエミュレータ (NIST Net)を介して接続さ

れる．ネットワークエミュレータはそれぞれのパケットに対

する付加遅延を生成する．本研究では，端末 1から 2への固

定遅延を固定遅延 1とし，端末 2から 1への固定遅延を固定

遅延 2とする．

評価の前に各被験者のペアは固定遅延がそれぞれ 0msのと

きの正答数を知るため，3回ゲームを行い，これを評価の基準

とする．評価では，固定遅延 1を 0から 500msに設定し，固

定遅延 2を 0，100，300，500msに設定する．以下では，固

定遅延 2が 0，100，300，500msのとき評価 1から評価 4と

する．各固定遅延の組み合わせにおいて各被験者のペアはそ
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図 2: 評価 2の結果

れぞれ二つの役割を振る舞う．1分間作業を行った後，そのペ

アは役割を変え同じ環境でもう一度作業を行う (このとき，固

定遅延 1と 2は変更しない)．このとき，正答数の差 (端末 1

の被験者が回答役を振る舞った時の正答数から端末 2のそれ

を引いた数)を得る．被験者に各刺激を与えた後，それぞれの

被験者は回答役において得られた正答数の差と固定遅延 1と

2が 0msのときのそれを比較して 5段階品質尺度 (5: 公平で

ある～1: 不公平である)で評価を行う．

主観評価尺度として，すべての被験者の評点の平均をとる

ことでMean Opinion Score(MOS)を求めた．また，客観評

価尺度として，正答数の差を採用した．教示，練習，休憩を

含めた総作業時間は約 200分であった．実験には 21歳から 30

歳までの男女 16名が参加した．

2.3 実験結果と考察

ここでは，図 2に評価 2の固定遅延の差 (固定遅延 1 - 固

定遅延 2) に対する公平性の MOS と正答数の差の平均のみ

を示す．図には，95％信頼区間も示されている．これらより，

MOSの値は固定遅延の差の絶対値が大きくなるに従って減少

するのがわかる．これより，ネットワーク遅延が公平性に大

きく影響を与えていると言える．また，図 2より，固定遅延

の差の絶対値が約 150ms以下の時，MOSの値は 3.5以上を

示している．文献 [2]によると，MOSが 3.5以上の時のQoE

は許容可能である．評価 1-4の結果より，遅延差の絶対値が

0-500msの時，遅延差の絶対値が 150ms以下の時，許容可能

であることが明らかになった．さらに，図 2より，正答数の差

の平均は遅延差の絶対値が大きくなるにつれて増大する．こ

の理由は固定遅延が大きい方の端末を扱っている利用者は風

船を割ることが難しくなるためである．その利用者が回答役

を振る舞っているときは少数の風船を割ることしかできなく

なり，また，妨害役を振る舞っているときは相手が風船を割っ

た後すぐに風船を割ることが難しいため，うまく妨害するこ

とができない．

正答数の差の平均と公平性のMOS，遅延差と公平性のMOS

の関係を調査するために回帰分析を行った．その結果，表 1

に示す推定式を得ることができた．ここで，FMOS は公平性

の MOS，Dcorrect は正答数の差の平均，Ddelay は遅延差，

R2は自由度調整済み決定係数を示す．自由度調整済み決定係

数はMOSの実測値と推定値の一致度を表すものである．表

1によると自由度調整度済み決定係数は 0.905と 0.945である

ことより，正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを

推定可能であることがわかった．

表 1: 客観評価尺度から主観評価尺度を推定する推定式
推定式 R2

FMOS = -0.871 |Dcorrect| + 4.301 0.905

FMOS = -0.005 |Ddelay| +4.254 0.945

3 2種類の香りを同時に出力させるネットワーク型
ゲームにおいてネットワーク遅延がQoEに及ぼす
影響
本章では，前章で用いた香り付き風船割りゲームが仮想空

間内に複数種類の香りの元があるにもかかわらず，同時に 1種

類の香りしか出力することができなく，臨場感に欠けるため，

前章で扱われた香り付き風船割りゲームに対して妨害役の嗅

覚ディスプレイを回答役の端末側に置くことにより，回答役

において 2台の嗅覚ディスプレイを採用した．これにより，同

時に複数の香りを出力可能にし，このゲームを扱い，ネット

ワーク遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査した．そ

の結果，遅延差の絶対値が 100ms以下の時，公平性のMOS

は 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．また，正

答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推定可能で

あることが明らかになった．さらに，香りの種類や出力され

る順序により，正答率が変化していることがわかった．

4 結論
本論文では，まず，三次元仮想空間内における香り付き風

船割りゲームを作成し，このゲームを対象に，ネットワーク

遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響をQoE 評価によって調

査した．その結果，遅延差の絶対値が 150ms以下の時，公平

性のMOSは 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．

また，正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推

定可能であることが明らかになった．

次に，同時に複数の香りを出力可能にしたゲームを扱い，

ネットワーク遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査し

た．その結果，遅延差の絶対値が 100ms以下の時，公平性の

MOSは 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．また，

正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推定可能

であることが明らかになった．さらに，香りの種類や出力さ

れる順序により，正答率が変化していることがわかった．

今後の課題として，風船の大きさや硬さや香りの種類を変

更し，本章の結果との比較をすることや公平性を高く維持す

るために本章の結果をもとにQoS制御の考案をすることも重

要である．

5 参考文献
[1] M. Sithu et al. , IEICE Technical Report, MVE2014-52, Jan.
2015. [2] ITU-R BT. 1359-1, Nov. 1998.
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音声対話システムにおける音環境への反応に基づくアフォーダンス表出の評価
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1 はじめに
音声技術の進歩によって，音声対話システムは簡単なタス

クならばかなりの精度で達成できるようになった．現在では
スマートフォンやカーナビゲーションシステムなどで実用化
され，今後ますますユーザ層や利用状況は多様化することが
予測される．しかし，高性能な音声対話システムが実用化さ
れる一方，音声対話システムが日常的，積極的に利用される
光景に出会う機会は少ない．その原因の一つとして「話しか
けにくさ」が挙げられる．ユーザにとって話しかけやすいイ
ンタフェースを有した音声対話システムの構築のためには，
システムの機能的な改善だけでなく，ユーザの機械との対話
に対する心理的バリアの軽減に向けた研究が必要である.

人間は日々の生活において，あらゆる環境から情報を知覚
している．このような環境に存在する観察者にとって価値の
ある情報をアフォーダンス [1]と呼ぶ．アフォーダンスはシ
ステムや道具などの人工物のインタフェースやデザインにも
応用されており，アフォーダンスが活かされていれば，モノ
の形状や特徴から使い方を直感的に捉え判断することができ
る [2]．そこで本研究では，音声対話システムに対する話し
かけやすさの改善を目指して音声対話システムのアフォーダ
ンスについて検討し，音環境への反応表出を提案する．そし
てシステム周囲の音環境に対してエージェントが反応を表出
する音声対話システムを実装し，提案手法がユーザに与える
影響，および，本研究で定義する音声対話における 2 つのア
フォーダンスの関連性を評価実験を通して調査する．

2 音声対話システムのアフォーダンス
本研究では，音声対話システムはシステムへの入力手段が

音声であるという情報，および，システムが知的理解を伴う
インタラクションをできるという情報をユーザに提供する必
要があるとし，それぞれを音声入力のためのアフォーダンス，
相互理解のためのアフォーダンスと定義する．

2.1 音声入力のためのアフォーダンス
音声入力のためのアフォーダンスとは，システムへの入力

手段が音声であることを提供する特徴と定義する．主要な表
出方法の例としてマイクやレベルメータ，アイコン ·文字表
示などが挙げられる．図 1 に音声入力のためのアフォーダ
ンスの例を示す．ここに示したのは，一般的な物理マイク，
MMDAgent で表示されるレベルメータ， Google の音声認
識システムで表示されるアイコン ·文字表示であり，これら
は話しかけることで利用できることをユーザに知覚させる．

2.2 相互理解のためのアフォーダンス
相互理解のためのアフォーダンスとは，システムが物事や

環境，発話などを理解しているよう表出し，システムとの知
的理解を伴うインタラクションが可能であることを提供する
特徴と定義する．表出方法の例としては，タスク一覧や発話
例文などが挙げられる．図 2に相互理解のためのアフォーダ
ンスの例を示す．ここに示したのは， MMDAgent で表示さ
れるタスク一覧，Appleの Siriで表示される発話例文である．
表出する内容は対話タスクに依存することが多く，ホテル予
約や交通案内などを行うタスク指向型システムには有効であ
るが，音声対話システムに広く一般的に活用できるとは言い

図 1: 音声入力のためのアフォーダンスの例

図 2: 相互理解のためのアフォーダンスの例

難い．そのため，一般性や発話の自由度の観点からは対話タ
スクの依存性の低い表出方法が望ましい．注意したいのは，
相互理解のためのアフォーダンスはシステムが何をできるの
かを具体的に明示するのではなく，システムと知的にインタ
ラクションできるという可能性や期待感に近い情報をユーザ
に提供するのである．

3 音環境への反応表出
音環境への反応表出とは，ユーザがシステムと対話を開始
する前から，その環境で生じた音に対してシステムが何らか
の反応を表出することである．これにより，ユーザにシステム
は音が聞こえていると感じさせることができる．また，ユー
ザが聞こえている音と同じ音の情報をシステムが理解してい
ると感じさせることができる．音環境への反応表出は音声入
力のためのアフォーダンスと相互理解のためのアフォーダン
スを同時に表出し，入力手段が音声であること，知的なイン
タラクションができることを知覚させる．自然に対話可能で
あることをアフォードすることで，ユーザの音声対話システ
ムに対する話しかけやすさの改善が期待できる．
図 3に提案手法による音声対話システムのイメージを示す．
アフォーダンスが活かされていない場合，ユーザはシステム
を目の前にして機械があると認知できるが，何ができるか不
明であり，話しかけることに抵抗を感じる．それ以前に，音
声対話システムであることすら分からない可能性もある．対
して，提案手法では同様の状況下でもシステムが音に反応す
ることで，たとえマイクなど明らかな入力機器がシステムの
前になくともシステムへの入力手段が音声であるという情報
をユーザに提供する．さらに，システムが単純な音声認識だ
けではなく，雑談のような対話など知的なインタラクション
ができるという情報も同時にユーザに提供し，ユーザのシス
テムへのスムーズな話しかけを手助けする．
音環境への反応表出の位置づけとして，表 1に各表出方法
とアフォーダンスの関連を示す．レベルメータは音が入力さ
れたときに反応し，音声入力のためのアフォーダンスを表出す
るが，機械的で単純な反応であり，相互理解のためのアフォー
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図 3: 提案手法による音声対話システム

表 1: 各表出方法とアフォーダンスの関連
音声入力のための 相互理解のための
アフォーダンス アフォーダンス

レベルメータなど ○

タスク一覧など ○
（対話タスク依存性：高）

音環境への反応表出 ○ ○
（対話タスク依存性：低）

ダンスは表出しない．タスク一覧は表示されたタスクに関連
することを理解してくれることがユーザに分かるため，相互
理解のためのアフォーダンスを表出するが，音声入力のため
のアフォーダンスは表出しない．音環境への反応表出は人間
や生き物のように音に反応することで，音声入力のためのア
フォーダンスと相互理解のためのアフォーダンスを同時に表
出することができる．また，相互理解のためのアフォーダン
スにおいて，表示や動作を用いた反応により音環境を理解し
ているよう表出することで，知的なインタラクションができ
ることを知覚させるため，対話タスクの依存性は低い．

4 実験条件
4.1 実験システム
本実験は擬人化エージェントを用いた音声対話システムを

対象とし，音声入力のためのアフォーダンスを表出するレベ
ルメータ ·アイコンを表示したシステム (Sound Level Meter

& Icon; LI) ，低い対話タスクの依存性という条件で相互理
解のためのアフォーダンスを表出する吹き出しを表示したシ
ステム (Balloon; BA) ，そして提案手法である音環境に反応
を表出するシステム (Reaction to Sound Environment; RS)

を用意し，これら 3 種類の音声対話システムを比較評価す
る．図 4に実験システムに表示される画面を例として示す．
なお，左からレベルメータ ·アイコン表示 (LI) ，吹き出し表
示 (BA) ，音環境への反応表出 (RS) である．
RSは音が鳴ったり，発話された場合，エージェントが音源

方位に顔を向ける動作を行う． LI はレベルメータとアイコ
ンが常に表示され，音声が入力された場合，レベルメータの
ゲージが動作する． BA は吹き出しが常に表示されており，
音に対する反応は表出しない．

4.2 タスク設定
実験は被験者が 1 名ずつ部屋へ入室し，システムを利用す

る．被験者は 1 システム終了ごとに SD 法による 5 段階評価
アンケートに回答する．被験者に室内を自由に行動してもら
う中でシステムへの話しかけの動機付けを与えるため，エー
ジェントのプロフィールを尋ねるというタスクを設定した．
観察者はシステムに音環境に対する反応を表出をさせるた

め，音を発生させるための行動を被験者とシステムの対話の
妨げにならない範囲で行う．なお，観察者の行動によってシ
ステムに起きる変化は説明しない．

図 4: 各実験システムの画面表示
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図 5: 評価実験の結果（平均）

5 実験結果 ·考察
図 5に評価実験の結果（平均）を示す．本研究で目的とし
た話かけやすさの改善ついては，「話しかけにくい－話しかけ
やすい」の項目で RS が最も高い結果となり，音声対話シス
テムに対する話しかけやすさの改善に RS が有効であること
が示された．
本研究で定義した 2 つの音声対話システムのアフォーダン
スについて述べる．音声入力のためのアフォーダンスについ
ては，追加項目すべてにおいて LI および RS が 総合的に高
い結果となった．音声入力のためのアフォーダンスの有効性
を改めて確認でき，話しかけやすいシステムのためには，ま
ず第一に音声入力のためのアフォーダンスを表出する必要が
あることが分かった．相互理解のためのアフォーダンスにつ
いては，対話タスク依存性の低い表出方法を単体で用いた場
合の有効性は低かった．しかし，音声入力のためのアフォー
ダンスと組み合わせることで，話しかけやすさを改善するこ
とが分かった．
副次的結果として人間らしさと生き物らしさについて述べ
る．どちらの指標も RS が LI と BA よりも高い結果となっ
た．また，人間らしさは LI よりも BA に優位性があること
が確認できる．しかし，生き物らしさは BAよりも LIに優位
性が見られた．機械的なデザインは人間らしさにはネガティ
ブな印象を与えるが，生き物らしさにはポジティブな印象を
与えることが分かった．特に何かしらの反応や動作の有無が
大きく影響すると考えられ，音声対話システムのアフォーダ
ンスとの強い関連も見込まれる．
今後，より効果的なアフォーダンス表出方法を調査し，新
たな反応表出方法，実験条件で検証することでさらなる発見
が期待できる．

参考文献
[1] J. J. Gibson, “The Ecological Approach to Visual Percep-

tion,” Houghton Mifflin, 1979.

[2] D. A. Norman, “The Psychology of Everyday Things,” Basic
Books, 1988.
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1 はじめに 

人間の聴覚を再現することを目的とした聴覚情報

処理システムを本研究室では提案している.パルス

ニューロンモデルを用いてシステムを構築している

点が特徴であり,通常のニューロンモデルと異なり

時間的に減衰する膜電位で情報を表現するため,音

のような時系列情報を扱うのに適しているからであ

る. 

本研究では複数音源の識別を主眼に置いており, 

先行研究においては短期抑圧現象を模した機能を実

装することで複数音源の識別を可能とした[1]. し

かしシステムをより実用的なものとすべく, 例えば

救急車のサイレンのような実環境に存在する音に対

しても識別精度を保つ必要がある. 本論文では既存

システムついて実在音に対する識別精度を検証し, 

その改良手法として選択的注意のシステムへの適用

を提案する. 

2 従来システムと環境音識別 

 
 図 1 :LFDニューロンとCONP 

本システムは内積型SOM の一種である CONP により

競合学習が行われる.また複数音源識別に対応すべ

く搭載されたのが長期発火検出(LFD) ニューロンで

ある.図 1 のように LFD ニューロンは CONP から 

 

 

の出力を受けて動作するものである. 各 LFD ニュ

ーロンは対応する学習ニューロンの発火が一定状態

に達したことを検知し,入力に抑制を掛けることで

長期間の連続発火を防ぐ役割をもつ.LFD ニューロ

ンの制御により単一学習ニューロンによる発火の独

占を防ぐことで,他の学習ニューロンに発火する機

会を与え,複数音源の識別に対応している. 

以下に環境音に対する識別結果を示す.表 1は入力

データとして用意した混合音 6種類の組み合わせで

ある.実験ではこの 6種類のデータすべてに”雑踏音”

を一定の割合で合成することで繁華街のような環境

をイメージしている.表 2 は識別結果であり, 表中

の網掛け部分は入力データに含まれる識別されるべ

き音である.なお,識別実験の評価には以下の計算式

1 で求める識別率を用いる. 

識別率(%) =
学習ニューロンの発火数× 𝟏𝟎𝟎

全学習ニューロンの発火数の総和
   (𝟏) 

表 1：入力混合音データ 

入力データ 混合音パターン 

1 バイク+2kHz 

2 バイク+クラクション 

3 バイク+救急車 

4 2kHz+クラクション 

5 2kHz+救急車 

6 クラクション+救急車 

 

表 2：雑音下における混合音識別結果(%) 

 バイク 2kHz クラクション 救急車 

1 51.4 22.9 15.1 10.6 

2 50.8 0.2 47.1 2.0 

3 57.7 0.0 9.7 32.6 

4 25.9 26.4 45.4 2.3 

5 30.9 15.0 15.3 38.9 

6 30.2 0.1 43.4 26.3 

表 2 より,誤識別が目立つ結果となった.特に,入力
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パターンに含まれていない”バイク”と”クラクシ

ョン”が識別対象音を識別率で上回っている. 局所

的な特徴を持つ音が発火に不利となる点, ”雑踏音”

と”バイク”の周波数特徴が一部重なっている点が

誤識別の原因と考える. 

3 選択的注意の適用 

入力パターンの周波数特徴を細部まで検知するこ

と,さらに学習ニューロン同士の発火頻度の偏りを

解消することを目的に”選択的注意機構”を取り入

れることを提案する.これは二つ以上のパターンを

同時に呈示された場合に, 人間がそれらに順次意識

を向けることで選択的に情報を取得する機能を模し

たものである[2]. 

 
 図 2：選択的注意機構を適用したシステム 

 

選択的注意機構は図 2 のように CONP に実装され

る.EF1 ニューロンでは主に学習ニューロンの発火

を促す働きを持つ. 学習ニューロンからの結合① 

を受け,EF1 ニューロンではまず入力パターンの欠

損の有無を検知する.学習ニューロンが事前に学習

したパターンと照合することで,入力パターンに欠

損を認めた場合,その部分に対応する信号入力を促

通②することで, 対象パターンへの注意を確実なも

のとする.一方で EF2 ニューロンについてはLFD ニ

ューロンと同様に学習ニューロンの連続発火を検知

③する.連続発火した学習ニューロンの発火を抑制

すべく,EF1 ニューロンを介して④他の学習ニュー

ロンへの入力を促通することで連続発火を抑制する

ことと同義とした. 

表 3 に提案手法を用いた場合の実験結果を示す. 

 

 

表 3：選択的注意機構適用後の識別率(%) 

 バイク 2kHz クラクション 救急車 

1 68.3 30.7 0.5 0.5 

2 39.6 0.1 60.3 0.0 

3 73.0 0.0 0.0 27.0 

4 3.0 43.5 53.5 0.1 

5 10.9 32.2 0.0 56.9 

6 1.2 2.3 74.9 21.6 

表 3 より,目的音同士の識別率には偏りが見られる

ことが分かる. 救急車のサイレンの発火が乏しいの

は,サイレンを”ピー”と”ポー”二つの音とみなし, 

常に周波数特徴の半分のみが入力され内部電位が上

昇しきらないからだと考える. 

一方で,誤識別については大きく改善したことが分

かる.選択的注意を本システムに適用することによ

り,入力パターンにおける周波数特徴の検出がより

細部に至るまで可能となったことが本研究により明

らかとなった. 

4 まとめ 

本研究室で提案する聴覚情報処理システムについて

より実用的なものとすべく,実在音を用いた識別精

度の検証を行った.またその結果を受けて,誤識別を

改善すべく選択的注意をシステムに適用することで

精度の向上を図った.識別対象音について,順次注意

を向けることで周波数特徴を細部に至るまで検知す

ることで誤識別の改善が確認された. 

しかし,時間とともに変調する音については精度が

不十分であり,今後の改善が望まれる.具体策として, 

ひとつの音について複数のニューロンで対応するこ

とで識別可能な音源パターンを増やすことが今後の

目標となる. 

6 参考文献 

[1] 渡辺惇郎. ”パルスニューラルネットワークを用いた聴

覚情報処理システムにおける混合音認識手法に関する研究”

電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューテ

ィング112(480), pp273-278, (2013) 

[2] 福島邦彦. 視覚パターン認識における選択的注意機構の

神経回路モデル. 電子通信学会論文誌D, J69-D[6], 

pp 993-1003 (1986). 
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1111    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 視覚は人が取得する情報量の約83％を取得してお

り，印象決定に大きく影響する[1]．ところが，私た

ちが物から受ける印象は，必ずしも視覚情報のみで

決定しているわけではなく，視覚以外の感覚への情

報，体調や精神状態，または知識や過去の経験など

の影響も受ける．これは同時に，視覚以外の感覚に

情報を付加させたり，室温や湿度など精神状態に影

響するものを変化させたりすることによって，物自

体を変化させることなく，印象のみを変化させるこ

とができることを示している．  

 私たちは，非常に身近な情報である温度に注目を

し，人に温度情報を付加することで，視覚情報の印

象を変化することを目標としている．そこで，本研

究では，温度提示を目的としたインターフェース・

デバイスを開発し，頸部への温度提示が視覚情報の

印象決定に影響を与えるのかを調査する． 

2222    温度提示システム温度提示システム温度提示システム温度提示システム    

 図1に開発した温度提示システムのモデル図を示

す．本システムでは，予め2つのタンクに用意され

た冷水と温水を，ポンプ（P1，P2）を用いて可変弁

（V）へと送り，可変弁を制御することで目標温度の

水を提示部（D）へと送る．提示部は柔軟な塩化ビニ

ル樹脂製で，提示部位に密着させることができる． 

 可変弁（図 2）はポリアセタール樹脂製の本体の

中に穴の開いたボールが入っており，このボールの

角度を制御することにより，目標温度の水を提示部

へと送る．また，制御にラジコンサーボを用いるこ

とで，予め用意した冷水と温水の間の任意の温度幅

及び任意の変化速度での温度変化を実現した． 

 

図1：システムモデル 

 

図2：可変弁 

3333    印象変化実験印象変化実験印象変化実験印象変化実験    

 本実験の様子を図3示す．本実験では，椅子に座

りモニターに映る絵画を見ながらアンケートに答え

るという試行を 4 つの条件で行った．被験者は 20

代学生24名で，実験中はホワイトノイズを聞いても

らう． 

 

図3：実験風景 

 本実験の実験方法を図4に示す．実験①では，温

度提示を行わず，被験者は，椅子に座り，頸部に提

示部を触れた状態で 0[s]からモニターに映ってい

る絵画に対して，アンケートに回答する．実験②で

は，30℃を提示した状態で3分間，椅子に座り安静

状態を保ち，3 分経過後に，モニターに映り始める

絵画に対して，アンケートに回答する．その際，頸

部には30℃を提示した状態を維持する．実験③，④

では，2分30秒間30℃を提示した後，30秒かけて5℃

温度を変化させ，それぞれ35℃，25℃を提示した状

態で，実験開始から3分経過後からモニターに映り

始める絵画に対して，アンケートに回答する．本実

験では，温度変化の過程を知覚させないようにする

ために，温度変化に30秒の時間をかけたゆっくりと

した変化を提示した．本実験で使用したアンケート

は，長らにより因子分析され，選択された16個の形 
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図4：実験方法 

容詞対を使用したSD法となっており，1～7の 7段

階で評価する[2]．また，本実験で使用した絵画を図

5に示す．本実験では，4条件の実験の順番，アンケ

ートの項目の順番，使用する絵画は全てランダムと

した． 

 

図5：実験に使用した絵画 

 温度提示の有無による評価の変化を調査するため

に，温度提示のある実験②，③，④の評価の平均値

から温度提示の無い実験①の評価の平均値を引いた

ものを表1～3に示す．表において，4つの絵画全て

で数値が下がっている形容詞対を濃い赤で，3 つの

絵画で数値が下がっている形容詞対を薄い赤で塗り

つぶしており，逆に，4 つの絵画全てで数値が上が

っている形容詞対を濃い青で，3 つの絵画で数値が

上がっている形容詞対を薄い青で塗りつぶしている． 

 表から，30℃を提示した時と35℃を提示した時に

多くの形容詞対で数値が下がっている．特に，明る

さ，評価性，やわらかさの形容詞対の数値が下がっ

ていることから，30℃以上の温度を提示することで，

ポジティブな印象や優しい印象へとイメージが変化

することが予測できる．また，25℃を提示した時に

活動性とやわらかさの形容詞対で数値が上がってい

ることから，頸部を冷やすことにより，厳格なイメ

ージへと印象が移ることが予測できる．以上のこと

から，頸部への温度提示による印象の変化を確認し

た． 

表1：実験結果（実験②－実験①） 

 

表2：実験結果（実験③－実験①） 

 

表3：実験結果（実験④－実験①） 

 

4444    まとめまとめまとめまとめ    

 水を用いた温度提示システムを開発し，頸部への

温度変化が絵画の印象決定に影響を与えるのかを調

査した．頸部を温めることでポジティブな印象へと

移り，頸部を冷やすことで厳格な印象へと移ったこ

とから，頸部への温度提示が印象決定に影響を与え

ることを確認した． 

5555    参考文献参考文献参考文献参考文献    

[1] 教育機器編集委員会：“産業機器教育システム便覧”；

日科技連出版社（1972） 

[2] 長潔容江，原口雅浩：絵画印象の研究における形容詞対
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1 まえがき
エッジを考慮した平滑化を行うエッジ保持平滑化は，画像処

理の様々なアプリケーションへ応用可能である．そのため，近

年では，エッジ保持平滑化は基盤的な処理となりつつある [1]．

しかし，エッジ保持平滑化は計算コストが高く，高速化が必

要であった．また，エッジ保持平滑化は目的は大きく，平滑

化とノイズ除去に分けられるが，代表的な平滑化手法である

フィルタ処理は，画像のテクスチャを過度に平滑化する傾向

にある．そのため，ノイズ除去を行う場合，フィルタ処理に

代わる手法が必要であった．

これらの問題を解決するために，エッジ保持平滑化の高速

化やノイズのみ除去する手法の提案がされてきた．しかし，従

来のエッジ保持平滑化の高速化手法は，ノイズの発生やメモ

リ消費量，カラー画像に対する効率性など，様々な問題があっ

た．また，ノイズ除去に特化した手法に関しても，従来の手

法はノイズ除去の精度を重視しており，計算コストを度外視

した手法が多かった．

そこで，本論文では，高効率なエッジ保持平滑化の実現の

ために，乱択アルゴリズムの導入する．乱択アルゴリズムは，

確率的な要素を取り入れることで，アルゴリズムの高効率化

ができる．しかし，乱択アルゴリズムは確率的な要素を含むた

め，誤差の発生や処理結果の安定性も損なわれる課題がある．

そこで，まず，エッジ保持平滑化処理やノイズ除去処理に対

して乱択化を適用することで，処理の高速化を試みる．そし

て，乱択化した手法について，処理の効率性，処理結果の近

似精度，近似精度の安定性を改善するための手法を提案する．

本概要では，このうち，ノイズ除去手法の高効率化につい

て説明する．ここでは，計算コストとノイズ除去効果のトレー

ドオフのとれた手法である，冗長離散コサイン変換（DCT）

に対して乱択化を適用を検討する．

2 関連研究
ノイズ除去手法は大別すると，周波数空間に変換して処理を

行う手法と，変換を行わず直接処理を行う手法に分けること

ができる．特に，周波数空間に変換して処理を行う手法は，細

かなテクスチャを保持しながら，高いノイズ除去効果を持つ

ことで知られている．

周波数変換を伴う手法の例としては，BM3D アルゴリズ

ム [2]が挙げられる．この手法は，類似したパッチのブロック

に対して，3次元の周波数変換をすることで処理をする手法で

あり，未だ最も高いノイズ除去効果を持つ手法の一つである．

しかし，その処理コストの高さが問題としても挙げられる．

周波数変換を用いてノイズ除去処理を行う手法の中でも，特

に，冗長離散コサイン変換（DCT）による手法 [3] は，ノイ

ズ除去効果と処理コストのバランスのとれた手法である．こ

の冗長DCTによる手法では，RGBの成分間における相関を

除去した後，画像中のあるローカルパッチ ωに対して，以下

の三つの処理を行う．

図 1: ある画素の冗長DCT（R-DCT）と乱択冗長DCT（RR-

DCT）の冗長度．

1. 順 DCTにより周波数空間に変換
2. 閾値 τ 以下の値の係数成分を 0にする
3. 逆 DCTにより元の空間に変換

とり得る全てのローカルパッチ ωの集合を Ωとすると，従来

手法は，集合 Ωにおける全ての要素 ωに対して，これら三つ

の処理を行う．この処理は各画素につき，パッチの面積分の重

複が発生する（図 1左は，4× 4パッチのときの例）．そのた

め従来手法では，それらの平均値を結果として出力していた．

カラー画像に対して処理を行う場合は，前述の処理を行う

前に，事前処理として，RGBチャネル間の相関除去を行う．

このカラー間の相関除去は，カラー画像と，次の直交基底と

の内積をとることで行われる．{
(
1√
3
,
1√
3
,
1√
3
)T , (

1√
2
, 0,− 1√

2
)T , (

1√
6
,− 2√

6
,
1√
6
)T
}
(1)

このカラー間の相関除去を適用することにより，YUVや Lab

色空間といった一般的な色変換と比べて，デノイジング効果

が向上する．

冗長 DCTによるノイズ除去は，ノイズ除去効果と計算効

率のバランスがとれているが，リアルタイム処理を行うには

まだ十分な計算コストとは言えず，高速化が必要である．本

論文では，冗長 DCTによる手法の高速化手法を提案するこ

とで，高効率なノイズ除去を実現する．

3 提案手法
提案手法では，前述のパッチごとの処理を，Ωをサブサンプ

リングした集合Ωsに対して行う．図 1右は，ある画素におけ

る提案手法の例を表している．ここで重要となるのは，Ωの

部分集合Ωsのサンプリング手法である．本論文では，ランダ

ムサンプリングにより重複度を減らし，DCTパッチの冗長度

を制御する．

また，一様乱数によるランダムサンプリングを行った場合，

サンプリング密度が偏り，各画素の冗長度に大きく差が生じ

る場合がある．そこで本論文では，サンプル点間で，一定距

離 d以内にはサンプリングを行わない，ポアソンディスクサ



平成 27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

図 2: ポアソンディスクサンプリングの例．
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図 3: 処理時間の比較．

ンプリング [4]を用いることで，ほぼ均等にパッチのサンプ

リングを行う（図 2を参照）．ただし，パッチ間の距離 dは，

パッチの重心間の距離を表すものとする．

4 実験結果
まず処理時間の結果を図 3に示す．なお，本節では従来手法

である冗長 DCTを R-DCT，提案手法である乱択冗長 DCT

をRR-DCTと表記する．この結果は，8×8のDCTパッチを

用い，解像度が 1024 × 1024であるカラー画像を入力とした

ときの結果である．CPUは 3.50 GHz Intel Core i7-3770Kを

用いた．ただし，R-DCTが処理するパッチの量を全体とした

とき，d = 2, 3のときの処理するパッチの量は，それぞれ全体

の約 20%と約 8%である．つまり今回の実験では，R-DCTは

各画素についてパッチを 64回処理するが，RR-DCTはそれ

ぞれ約 12回と約 5回である．結果から，RR-DCTはR-DCT

に比べて，高速に処理が行われていることが確認できる．

また，R-DCT は並列に処理することが可能であり，RR-

DCTについても同様である．並列化を行う場合，画像を複数

枚のブロックに分割し，分割された領域を各スレッドに割り

当てた後，それぞれ独立に処理される．しかし，ブロックの

境界においては，DCTパッチサイズ分だけ処理領域が重複す

る．そして，本手法の手順の一部である画素の平均化は，そ

の領域でメモリアクセスの衝突を引き起こす．そのため，各

スレッドに割り当てる小画像を，DCTパッチサイズ分だけ拡

張し，冗長に処理することで，並列化時の衝突を避けた．こ

の処理により，Intel TBBで並列化を行うと，CPUが 4コア

の場合，処理時間は 2倍から 3倍高速化された．

次に，ノイズ除去効果の実験を，Kodak社により提供され

ているカラー画像 24枚に対して行った．客観評価尺度として

は PSNRを用い，各画像に対して処理を行ったときの PSNR

値の平均を図 4に示す．ただし図中の σは，入力画像に対し
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図 4: デノイジング効果の比較．

(a) 正解画像 (b) 入力画像, 22.34 dB

(c) R-DCT, 34.37 dB (d) RR-DCT, 34.11 dB

図 5: ノイズ除去画像の比較．

て付加したガウシアンノイズの分散を表し，τ = σとした．図

から，RR-DCTによるノイズ除去効果の低下は小さいと言え

る．また，図 5に結果の画像を示す．画像から，視覚的にも

ノイズ除去効果の低下は小さいことがわかる．

4 むすび
本論文では，高効率なエッジ保持平滑化の実現のために，ノ

イズ除去やエッジ保持平滑化のための乱択アルゴリズムを提

案した．ノイズ除去については，従来手法である冗長離散コ

サイン変換の処理の冗長性に着目し，処理を行うパッチを乱

択することで，効率化を図った．また，エッジ保持平滑化につ

いては，代表的な手法である，バイラテラルフィルタのカー

ネルの冗長性に着目し，処理を行う参照画素を乱択化するこ

とで，処理の効率化を図った．

本概要では，特に，ノイズ除去に関する手法の乱択化の検

討を行った．その結果，従来のノイズ除去手法に比べ，ノイ

ズ除去効果を維持しつつ，高速にノイズ除去ができることを

示した．

5 参考文献
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脈波の検出に関する研究－ ノイズ伝達特性の推定に基づくノイズ相殺 － 
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1 はじめに 

 自動車事故は運転手の不注意によるものが多い。

法令違反別死亡事故件数を確認すると運転手の注意

力が欠けていた事による死亡事故が最も多い事がわ

かる[1]。交通事故減少のためにも運転手の体調を把

握することが重要だといえる。本研究では，眠気・

ストレスによって特徴的な変化を示す脈波に着目し，

観測することで体調の変化を捉えることを考えた。

しかし走行時はノイズ（車両振動）が大きく，その

ままでは脈波を抽出できない．フィルタ処理するこ

とによってノイズを軽減する方法も考えられるが，

それぞれの周波数帯が重複しているため困難である． 

 この問題に対して，鷲野らは車両振動伝達特性を

ARXモデルでモデル化してノイズを相殺する手法

を提案している[2]。しかし，得られる脈波推定波形

に不安定な箇所が見られ，実用化に向けて課題があ

るといえる。 

 そこで，本研究では，安定した脈波の推定を行う

ため，ノイズ伝達モデルを推定する際や，それを用

いて脈波を検出する際に用いるフィルタ設計につい

て検討した。 

 

2 車両振動伝達経路（シート特性）のモデル化 

2.1 生体信号抽出アルゴリズム 

本研究では，車両振動伝達経路のモデルとして線

形回帰モデルでパラメータ推定を容易に行える

ARXモデルを採用した[3]。 

         knkuqBkyqA k  …………….(1) 

  a

a

n
n qaqaqaqA

  2
2

1
11 …….…….(2) 

  12
2

1
11

  bk

b
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n qbqbqbqB  ………(3) 

ここで，  ky ，  ku ，  k はそれぞれ，モデルの出力，

入力，白色雑音（観測に伴う偶然誤差に相当）であ

る。また， an は極の数（観測信号が過去の出力信号

に依存するサンプル数に相当）， bn は零点の数（観

測信号が過去の入力信号に依存するサンプル数に相 

 

 

当）， kn はむだ時間（システムの時間遅れ）である。

ここで考える車両振動からセンサへの影響を表す

ARXモデルのブロック線図を図1に示す。 

 
図1：ARXモデルのブロック線図 

 

式(1)の差分方程式による表現は以下のようになる

         11 11  bknkan nnkubnkubnkyakyaky
ba

 (4) 

これは，過去の入力データ（ bn 個），出力データ（ an

個）に基づき，現在の出力データ  ky を推定する構

造を持っている。本研究では，車両シート骨格部に

設置された加速度センサから得られた入力信号を

 ku ，車両シートに設置された圧電センサ（ピエゾ

センサ）から得られた出力信号を  ky として，ARX

モデルの係数を最小二乗法によって決定する。この

モデル化（システム同定）によって，ロードノイズ

（加速度センサ信号）から圧電センサに至る特性が

十分に同定されていれば，得られたモデルに加速度

センサの信号を入力することで，圧電センサから得

られる信号中のロードノイズ成分の推定が可能にな

ると考えられる。 

本研究における生体信号抽出原理図を図2に示し

た。以下に詳細を示す。 

 

図2：生体信号抽出原理 
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①車両シート骨格部に設置された加速度センサから

入力信号  su （車両振動），車両シートに設置された

圧電センサから出力信号  sy （車両振動＋生体信号

 sy0 ）が得られる。 

②システム同定により得られたシート特性モデル

 sĜ に加速度センサ信号  su を加え，圧電センサ信

号中の車両振動成分信号  sŷ を推定する。このとき，

理想的には出力信号  sŷ は生体信号を含まず車両振

動のみ含む。 

③測定出力信号 から推定出力信号 を取り除き，生

体信号（推定値）を抽出する。 

④抽出された生体信号には呼吸成分や高周波の雑音

も含まれており，脈拍成分が埋もれてしまうため，

バンドパスフィルタを用いて取り除く。 

 

2.2 フィルタ設計に関する検討 

 加速度センサの信号とそれがシートを通過して圧

電センサに現れた信号を用いてシステム同定を行う

が，圧電センサの信号には生体信号が含まれ，シー

ト特性のモデル化に影響を与える。 

図3：観測信号の前処理 

 

そこで，図3に示したように，観測信号に前処理（フ

ィルタ処理）を行い，圧電センサに伝わる生体信号

を除去した。また最終目標である脈波（1～1.5[Hz]

付近）を抽出するためには脈波と周波数帯が重複す

る部分の車両振動推定が重要である。そのような車

両振動の推定に適したバンドパスフィルタの通過帯

域やノッチフィルタの遮断帯域の設計を行った。 

 

3 本研究の有効性の検討 

安定した路面状態の走行区間のデータを基に，2.1

節の手順で信号処理を行った。以下に結果を示す。 

 

図 4：脈波推定信号（先行研究） 

 

図 5：脈波推定信号（本研究） 

 

 図4，5は先行研究と本研究で得られる脈波推定

信号である。本研究の場合，運転手の体調を調べ

る際に重要となる 1～1.5[Hz]の脈波が十分に推

定できている事がわかる。また，2.0[Hz]よりも高

周波な脈波成分は再現されていないが、これは体

調を把握する際に不必要な周波数領域を前処理の

段階で除去し、1～1.5[Hz]の推定に重点を置いた

からである。 

 

4 まとめ 

提案手法によって，安定した路面状態では目標と

する脈波を抽出できた。実際の走行環境は路面の舗

装状態や天候などの条件について様々な環境が想定

される。そのため，路面の継ぎ目を通過する際に発

生する異常データを除去する方法の検討などが今後

の課題である。 

 

5 参考文献 

[1]警察庁交通局交通企画課“交通事故発生状況の推移.” 

[2]足立 修一“MATLABによる制御のためのシステム同定”，

東京電機大学出版局，（2002） 

[3] 鷲野 貢嗣“モデルベースト信号処理による車両振動ノイ

ズ除去に関する研究” 平成22年度 修士論文 



��������������������������� 

���������� 

����������������������������

����� ������������ ��� ���

****�� �*� **

�� �����

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!$!$$!$$$$$!$$$!$$$

>!>>!>$!>>$>>>>$>>>

I>!!!II!$>!>>!>$I!I

NNN!NN>!!!$!NN!NN!N!

WWWWW�W�WWWWW$$I!>!!

!!$!$$!>>!!0!WW�W�W

!--->----N-!--!N 

mmm!mm!!m�m!!m�m!m!

$!$$!11I!>!!!11--!1

{{!m{I{>WN!Nm��W!{N

!!NN!-!$$$$$$11!$${

>W!!!$!$$!>>!-I!$$$

$$11!���!!�W!11�W��

��!�>$��>N 

�� ��-- 

mmmW!mmN�m���mW-!�>

$��W��!$I>�m�-W!!��

�!���!��!> rrrrr-hh!!�h

§N-§>§$§$N���!$$§§{

!$)--!�!!)I! eeereer -hh

!''-hh>!$!�!!)I!'''
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1 はじめに 

マルチテナントサービスを提供するパブリックク

ラウドデータセンタでは，IPトンネル技術を利用し

てデータセンタネットワーク上に複数の仮想ネット

ワークを構築するエッジ・オーバレイ方式を採用し

ている．しかし，エッジ・オーバレイ方式を実現す

る仮想スイッチはソフトウェアで実装されているた

め，パケット処理負荷が高く仮想ネットワークの通

信ボトルネックになってしまう．さらに，汎用サー

バ上にソフトウェアでネットワーク機器を実現する

NetworkFunctions Virtualization (NFV)[1]の導入

も最先端のデータセンタでは進められているため，

ますますソフトウェアによる仮想ネットワーク性能

の向上が重要となっている． 

仮想ネットワークの性能を向上するために，今ま

で様々なアーキテクチャが提案されてきた．Receive 

SideScaling(RSS)[2]はマルチキュー機能により，各

CPUコア上にハードウェア割り込みを可能とするこ

とで，受信パケット処理負荷を分散し，仮想ネット

ワークの性能を向上する．しかし，パケットのIPア

ドレスとポート番号をハッシュ関数にかけて計算さ

れた値に対応するCPUコアを機械的に決定するため，

フローによっては物理サーバのパケット処理を行う

CPUコアが衝突し，性能が低下する場合がある．Intel 

DPDK[3]は，Linuxでのパケット処理速度を高速化す

るパケット処理機構であるが，既存のアプリケーシ

ョンを利用するためには，これらの処理機構が提供

するAPIを用いる必要があり，移植性という点で問題

が残る． 

そこで本研究では，仮想サーバ/仮想ネットワーク

に焦点を当て，既存のシステムをそのまま利用しつ

つソフトウェア技術で仮想ネットワークの性能向上

を目指す．特に，通信のボトルネックとなりうる仮

想スイッチと，物理サーバのパケット処理とVMが使

用するCPUコアに着目し，物理NICから仮想スイッチ

へのパケット処理の優先度を考慮した負荷分散手法，

VirtualSwitchExtension(VSE)を提案する。 

 

 

2 関連研究とその問題点 

マルチキューNICによってパケット処理を各 CPU

コアで並列化するReceiveSideScaling (RSS)が広く

利用されている．RSSに対応した NICはマルチキュ

ーとハッシュ関数を保持しており，受信したパケッ

トの IPアドレスとポート番号をハッシュ関数に掛

け，計算した値に対応するキューにパケットを格納

する．そして，NICは対応する CPUコアに対して

HardIRQを行う．これにより，RSSに対応した NIC

は物理サーバのパケット処理を複数の CPUコアに分

散させ，ネットワーク性能を向上することが出来る．

しかし機械的にパケット処理を行う CPUコアを決定

しているため，フローによってはパケットを処理す

る CPUコアが衝突し，負荷が特定の CPUコアに集中

してしまい，結果として仮想ネットワーク全体の通

信性能が低下してしまう． 

 Intel DPDKは，リングバッファのプリアローケー

ションや，カーネル/ユーザスペース間のゼロコピー

を実現している．そして，各アプリケーションがこ

れらのパケット処理機構が提供する APIを利用する

ことで，高速なパケット処理を実現することができ

る．しかし，既存のアプリケーションを利用するた

めには，実装を変更する必要があり，移植性という

点で問題が残る．さらに，カーネル/ユーザスペース

間のゼロコピーを実現しているため，同一の物理リ

ソースを共有している他のテナントにパケットを傍

受される危険性がある． 

3 提案手法(VSE) 

そこで本研究では，既存のシステムをそのまま利

用しつつ，CPUリソースの割り当て方法を制御をし

て仮想ネットワークの性能を向上するソフトウェア

機構，VSEを提案する．VSEはエッジ・オーバレイ方

式によるネットワーク仮想化をターゲットとしてお

り，Linuxのカーネルモジュールとして動作し，各

フローのSoftIRQ先を自在に制御することで，優先

VMの通信性能の安定化を可能とする． 

図1に，VSEを導入した場合の処理概要を示す．

 ～2 行 分 改 行～  
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図1：VSEの処理概要 

VSEは独自のFlow Tableを保持しており，優先 VM

が安定にCPUリソースを利用できるように，コント

ローラが図のテーブルのようなエントリを書き込む

ことで，優先VMと非優先VM宛のフローのSoftIRQ

先を分離する．そしてVSEが Flow Tableにしたがっ

て各フローのSoftIRQを特定の CPUコアに対して実

行することで，優先VMの通信性能を安定化する． 

これにより，多数の VMが通信する状況においても仮

想ネットワーク機器などの優先 VMは安定して通信

を行うことができるため，仮想ネットワーク全体の

性能を向上することができる．さらにVSEでは，最

小限のCPUコア数で優先VMが安定した通信を行うこ

とができるために，優先VMに対するCPUリソース割

り当てモデルも検討した．検討した結果，vhost-net

とVMがSoftIRQとは別のCPUコアで動作するモデル

が最適であると導いた． 

4 性能評価 

多数のVMが通信する状況における優先VMのスルー

プットを評価した．2つの物理サーバ上に各4VMを動

作させ，各VMは別の物理サーバ上で動作するVMと1

対1通信を行い，その中の1組を優先VMと定義した． 

 評価結果を図2に示す．RSSのグラフから，優先VM

であるVM7のスループットが低下している区間があ

ることがわかる．これは，RSSがハッシュ関数により

機械的にHardIRQ先のCPUコアを決定したことにより， 

優先VMのパケット処理と他のVMのパケット処理が衝

突したためである．一方，VSEはRSSと比べ優先VMの

スループットを約31\%向上している．さらに，グラ

フを見てもVSEにおける優先VMのスループットが常

に安定していることがわかる．これは，VSEが常に各

図2：評価結果 

VM宛フローのSoftIRQ先を制御し，物理サーバにおけ

るパケット処理を各CPUコア上に分散させているた

めである． 以上の結果から，多数のVMが通信する状

況においても，VSEは各VM宛フローのSoftIRQ先を制

御し，優先VMと非優先VM間のCPUリソース割り当ての

分離度を高くすることで，常に優先VMの通信性能を

向上することを確認できた． 

5 まとめ 

本抄録では，物理NICから仮想スイッチへのパケット

処理の優先度を考慮した負荷分散機構である，VSE

を提案した．多数のVMが通信する状況において，優

先VMを定義して優先VMのスループットを評価したと

ころ，RSSと比較し，優先VMは常に安定，かつ高いス

ループットを維持することが確認できた．これから，

多数のVMが通信する状況においてもVSEを導入する

ことで，仮想ルータやファイアウォールなどの仮想

ネットワーク機器は常に安定した通信を行うことが

でき，仮想ネットワーク全体の性能を向上できると

考えられる． 

6 参考文献 
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1 はじめに 

予見制御とは未来の外乱情報を利用すること

により 制御の外乱抑制性能と目標値追従性能の

向上を目的とする制御法である. 

従来の 予見制御は制御系の設計が難しく,比較

的簡単な簡易モデルを用いた簡便な手法も提案され

ているが制御性能が低い.そこでむだ時間近似モデ

ルを適用し、既存のツールを用いて高性能な 予見

制御の設計手法を提案する. 

2 最適予見サーボ系 

予見制御系の設計は最適サーボ系の設計手法に基

づいて行われる.目標値などの未来情報をフィード

フォワードに利用するため,予見制御系は通常の最

適サーボ系に未来情報を利用した予見フィードフォ

ワード補償（予見FF補償,目標値FIR フィルタ）を

付加したサーボ系の形で構成される.このようにし

て構成された予見制御系は最適予見サーボ系と呼ば

れる.最適サーボ系が基本となっているので,安定性

などはそのままで,未来情報を用いることで目標値

への追従性の向上や操作量のピークの低減が期待で

きる. 

１入出力系の最適予見サーボ系を設計するために,

評価関数を用いて制御則を決定する.制御対象の拡

大系の状態変数を ][kx と定義した.目標値 ][kr と

して誤差信号を目標値と出力の差で ≡
とする.ただし ][ ikr  ),,1,0( Mi ･･･ の値は既

知とし, ][][ Mkrjkr  ( Mj  )とする.評価関

数は式(1)のように定義する. 

 





1

22 ][][
k

kuHkeJ Δ    (1) 

0H ,M は目標値の予見ステップ数である.H
は操作量誤差u に対する重みである. 

 この従来の予見制御システムのブロック線図は 

図 1のようになる. 

 

 

 

 

図１：従来の最適予見サーボ系 
 

制御応答は評価関数(1)に基づく最適性を持つた

め,過渡応答形状は必ずしも所望のものとなる保証

はない. 
 
3 むだ時間近似モデルを用いた 予見制御 

従来の 予見制御法は制御設計が容易でなく、応

答形状を陽に変えることはできなかった.そこで提

案する予見制御手法では図 2 のように目標値フィー

ドフォワードブロックにむだ時間近似モデルを適用

し,フィードフォワード項を直接設定するというア

プローチを取る. 

 

図 1：	 予見制御の一般化プラント 

 

用いるむだ時間近似モデルはパデ近似モデル,2項

展開モデルとし,それぞれ式(2),(3)のように設定す

る. 

 

                      (2) 
 

1

1
																								 3 		 

4 実験例 

本研究では提案する予見制御器の性能評価のため

パイロットプロントを用いて従来の予見制御器を用

いたときの応答と比較した. 
制御システムは, 

・金属棒加熱装置(制御対象)（当研究室にて製作） 

・パーソナルコンピュータ（HP製・XW 4300 
Warkstation） 

・温度センサ（（株）チノー製/K型熱電対/0.75級） 

・温度センサアンプ 

][ Mkr  ][ke

][kdx
z

1
if

rf

+ +
+

+

+

][ky d][ku
-

plantusual
preview

controller

][ Mkr  ][ke

][kdx
z

1
if

rf

+ +
+

+

+

][ky d][ku
-

plantusual
preview

controller




















!)!()!2(
)(!)!2)(1(

2
))(1(

1

!)!()!2(
)(!)!2(

2
)(

1

iiNN
TsniNTs

iiNN
TsNiNTs

e ii

i

Ts



平成 27 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 

・A/D,D/A変換器 （Humusoft D622(auto)） 

より構成されている.金属棒に取り付けられたヒー

タへの供給電力をを操作量とし,金属棒先端部の温

度を制御量としている. 
 このプラントに対して,２つの予見制御手法を用

いて制御応答を出し,比較検証する. 
 
5 応答の比較 

目標値を 130℃,初期値 30℃のランプ信号を目標

値とし,50 秒の予見時間を与えたときの制御応答を

調べた.また,(1)式において 4000H とし,サンプリ

ング時間 05.0 [sec], 1000としている.提案

法のむだ時間近似次数 30である. 
従来の予見制御法のときの制御応答を図 5, 提案

したパデ近似モデルを用いた予見制御は図 6、2 項

展開モデルは図 7のようになった. 

 

図 5:従来法の応答 

 
図6：パデ近似モデルを用いた 予見制御の応答 

 

図 7：２項展開モデルを用いた 予見制御の応答 

 
図5を見ると,目標値に対してなめらかに追従して

いるが,制御対象が摂動を有していたりモデル化誤

差があったりする場合,制御性能を保証することが

できない可能性がある.また,逆応答も発生している

ため逆応答を許容できない制御対象に対しては有効

ではないことがわかる. 
図6においては応答の立ち上がりが遅れているの

がわかる.これは制御対象が加熱制御しかできず,逆

応答となる冷却,負の応答ができなかったため応答

が遅れたと考えられる.図 7 では２項展開モデルを

用いた 予見制御の応答を示した.図7からわかる

ようにオーバーシュートや逆応答が見られず,図 7

の最適予見サーボ系の応答と似た応答形状となって

いる.さらにこの予見制御法は制御対象の摂動に対

してロバスト性を有しているため,摂動や不確かさ

を有する制御系に対しても有効であると考えられ

る.  

 

6 まとめ 

本研究ではむだ時間近似モデルを用いた 予見

制御系を設計し,その性能を実機を用いて検証した. 
予見 FF 補償を用いた予見制御（従来法）のメリ

ットは予見時間の変更が予見ステップ数 M の変更

のみでき,比較的良好な応答が得られることである

が,過渡応答形状が所望の形状となる保証はなかっ

た.一方提案したむだ時間近似モデルを用いた 予

見制御では,一般化プラントの重みの変更で応答形

状を陽に変更でき,ロバスト性も保証できるため,摂
動や不確かさを持つ制御対象に対しても有効である

ことがわかった.さらに２項展開モデルでは逆応答

やオーバーシュートも抑制できるため,それらを許

容できない制御対象に対しても有効であると考えら

れる. 
参考文献  

[1] 井上 陽介：“1 次元倒立振子システムの予見制御に関す

る一考察”,名古屋工業大学 機械工学科 卒業論文（2008） 

[2] 児島晃 : “ 予見制御”,計測と制御 第39巻 第5号 

（2000） 

[3]石島辰太郎 :“ 予見制御 出力フィードバックの場合” 

システム制御情報学会論文誌, Vol. 13, No. 11 (2000) 

[4]美多 勉：“ 制御”，昭晃堂（1994） 

[5]阿部 直人・児島 晃：“むだ時間・分布定数系の制御”， 

コロナ社（2007） 

[6]田中大史：“オールパスフィルタを用いた予見制御に関す

る一考察”名古屋工業大学 創成シミュレーション工学  

修士論文（2012） 

250 300 350 400 450 500
20

40

60

80

100

120

Time[s]

P
V
[d

e
g]

 

 

実機制御量
目標値

250 300 350 400 450 500
20

40

60

80

100

120

Time[s]

P
V
[d

e
g]

 

 

実機制御量
目標値

250 300 350 400 450 500
20

40

60

80

100

120

Time[s]

P
V

[d
e
g]

 

 

実機制御量
目標値



平成 27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 

M/S変換を用いた 

ステレオ音からの左右端音源分離 

学籍番号 26413575氏名 山下 城司 

指導教員名 黒柳 奨

 

 

非公開です。 



平成 27 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 

トランザクショナルメモリの実用性向上に向けた 
スケジューリングおよび移植性の改良 

学籍番号 26413578 氏名 山田 遼平 
指導教員名 津邑 公暁

 

 
1 はじめに 
マルチコア環境における並列プログラミングでは，
共有変数に対するアクセス調停のために一般的にロ
ックが用いられてきた．しかし，デッドロックの発
生などの多くの問題がある．そこで，ロックを使用
しない並行性制御機構としてトランザクショナルメ
モリ（TM）[1]が提案されている．TMはトランザク
ション（Tx）を投機実行することで，ロックを用い
る場合よりも並列度を向上させている．このTMに
は，実用性を妨げるスケジューリングに関する問題
点と，移植性に関する問題点の2つの問題点が存在
する．そこで本研究では，これらに対してTxの実行
状況に応じた待機処理を行う手法と，統一的なTx記
法と最適化手法を提案し，それぞれの問題点を解決
する事でTMの実用性向上を目指す． 
2 トランザクショナルメモリ 
 TM では，その実行が投機的であるため，Tx 内で
行われるメモリアクセスを監視する．Tx間で同一ア
ドレスへのアクセスが発生した場合，競合が検出さ
れる．競合が発生した場合，一方の Tx の実行を中
断させる（ストール）．さらに，複数Txがストール
している状態で，デッドロックが発生した場合，い
ずれかの Tx の途中結果が破棄される（アボート）．
これに対し，Txの終了まで競合が検出されない場合，
Tx内で更新された値がメモリに反映される（コミッ
ト）．さて，この機構をハードウェア上に実装したハ
ードウェアTM（HTM）では一般に，競合が発生し
た場合，開始時刻の早い Tx 処理のみが継続され，
開始時刻の遅いTxはアボートされる．既存のHTM
ではアボートの繰り返しを抑制するため，Txの再実
行までに待機時間を設けるアルゴリズムが採用され
ている．しかし，この待機時間を設定する方法では，
アボートが繰り返されて待機時間が大きく増大した
場合に，無駄に待機し続けてしまう可能性があり，
これがHTMの性能低下につながる． 
 また，プログラマが実際に TM を利用する場合に

は，クリティカルセクションを含む処理範囲を，マ
クロ等を用いることにより Tx として定義する必要
がある．なお，TMではその開発環境によってTxを
定義するための記法が異なっており，それらの記述
能力が異なっている．したがって，複数の実装でTM
を利用したプログラムを実行する際には，各開発環
境に適した Tx 記法を用いた定義へと書き換える必
要があることから，移植性が高いとは言えず，これ
がTMの実用性を妨げている． 
3 優先度に応じた待機処理 
各スレッドが実行する Tx に優先度(Priority)と呼ぶ
値を設定し，この値を用いて優先的に実行するTxを
選択し，待機処理が小さくなるよう設定する手法を
提案する．この優先度の値は，実行時間や競合の引
き起こしやすさを考慮して設定する．なお，競合が
発生した場合には，各 Tx の優先度の値を比較し，
より大きな値が設定されている Tx を優先的に継続
させるようにする．これにより，残り実行時間が少
ない Tx や，競合しやすく早期にコミットさせたい
Txを優先的に実行させることができる．また，既存
のアルゴリズムを用いず，優先度の高い Tx がコミ
ット時に優先度の低い Tx の実行を再開させること
で，無駄な待機時間が生じることなく Tx を実行さ
せることができる． 
4 トランザクションの統一的記法 
環境に依らず統一的に記述できるTx記法および，
この記法で記述されたプログラムを解析し，各実行
環境に合わせてTx定義を変換するコンパイラを提
供する．これにより，プログラマは提案する記法を
利用するだけで，実行環境を考慮することなくTM
を利用するプログラムを容易に作成できるようにな
る．また，これまでHTMのスケジューリングは，競
合を引き起こしうる特定のアクセスパターンを含む
Txを排他的に実行することで性能向上を図る研究
がなされている[2]．そこで，提案するコンパイラで
プログラムを解析し，特定のアクセスパターンを含
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むTxをロックへと書き換えることで，TMとロック
を併用したTx実行の最適化を目指す． 
5 評価 
1つ目のTxの実行状況に応じた待機処理の設定手
法を，HTMの研究で一般的に利用されている
LogTM-SE[3]に実装し，シミュレーションによる評
価を行った．評価対象のプログラムとしてはGEMS 
MicroBench，およびSPLASH-2から計6個を使用し，
各ベンチマークはそれぞれ8，16スレッドで実行し
た．評価結果を図1に示す．結果は，既存のLogTM-
SE(B)，提案したHTM(P)の実行サイクル数を示して
おり，LogTM-SE(B)の実行サイクル数を1として正
規化している．評価の結果，多くのプログラムで既
存のLogTM-SE(B)以上の性能が得られた．このこと
から，提案手法により優先的に実行させたいTxのア
ボートを抑制し，無駄な待機時間を発生させず実行
状況に応じた待機時間を設定することができている
ことを確認できた．サイクル削減率に着目すると，
16スレッドで実行した場合，既存のLogTM-SE (B)
と比較して最大59.9%，平均11.2%の性能向上を達
成できていた． 

  
図1: 待機処理の改良の評価結果 

 次に，2つ目の一部のTxをロックに書き換え排他実
行することによる最適化を，HTMであるIntel社の
TSXと，GNUによって実装されたソフトウェアTM
（STM）を用いて評価した．評価対象プログラムと
してはSTAMPから計8個を使用し，各ベンチマーク
はそれぞれ8スレッドで実行した．評価結果を図2に
示す．結果は，ロック(B)，HTM(H)，HTMに提案手
法の最適化を適用したモデル(P-H)，STM(S)，STM

に提案手法の最適化を適用したモデル(P-S)の実行
時間を示しており，ロック(B)の実行時間を1として
正規化している．評価結果から，提案手法の最適化
を適用したモデル (P-H)，(P-S)をそれぞれ提案手法
の最適化を適用していないモデル (H)， (S)と比較
した性能は概ね同等か，または向上していることが
わかる．したがって，STMにおいても一部のトラン
ザクションを排他的に実行することにより，性能向
上することが確認できた． 

  
図2: Tx の自動最適化の評価 

6 おわりに 
 本論文では，TM の実用性を妨げる 2 つの問題点
を解決した．提案した2つの手法の有効性を確認す
るために，それぞれの手法を実装し評価を行った． 
今後の課題として，1つ目の提案手法ではトランザ
クションの処理内容を考慮した待機時間の設定方法
を検討する必要がある．そして，2つ目の手法ではト
ランザクション定義の簡略化によるユーザビリティ
の向上を検討する必要がある． 
7 参考文献 
[1] Herlihy, M. et al.: Transactional Memory: 
Architectural Support for Lock-Free Data Structures, 
Proc. 20th Int’l Symp. on Computer 
Architecture(ISCA’93), pp. 289‒300 (1993). 
[2] 橋本高志良, 堀場匠一朗, 江藤正通, 津邑公暁, 松尾啓
志:Read-after-Read アクセスの制御によるハードウェアト
ランザクショナルメモリの高速化, 情報処理学会論文誌 コ
ンピューティングシステム, Vol. 6, No. 3(ACS44), pp. 58-
71 (2013). 
[3] Yen, L. et al.: LogTM-SE: Decoupling Hardware 
Transactional Memory from Caches, Proc. IEEE 13th 
Int’l Symp. on High Performance Computer Architecture 
(HPCA’07), pp. 261‒272 (2007). 
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1 諸言 

本稿では，２次音源に不確かさをもつマルチチャ
ンネル系に対して，不確かさを推定し騒音を低減す
るアクティブ騒音制御系を提案する．提案法は次の
利点をもつ． 
① ハウリングキャンセラによりハウリングを抑制

できる． 
② ２次音源の任意の不確かさに対してロバスト安

定性を保証する． 
③ 騒音の抑制効果を逐次最適化するロバスト適応

制御系を与える． 

2 アクティブ騒音制御系 

本稿で考察するアクティブ騒音制御系を Fig.１に
示す．s はマイクロフォン①の地点での騒音信号，
r, e はそれぞれマイクロフォン①，②で測定された
信号，u は制御用スピーカ（２次音源）に入力され
る制御入力を示す．C1とC2 はコントローラである．
本研究の目的は，マイクロフォン②の地点において，
騒音をできるだけ小さく抑えるコントローラを設計
することである． 
音場は反響音の影響がない音場であると仮定する．

Fig.２は，アクティブ騒音制御のための離散時間制
御系のブロック線図を示す．wはマイクロフォン②
の地点での騒音信号，d1, d2 は制御用スピーカから
発せられた制御音が，マイクロフォン①，②の地点
に到達したときの信号を示す．G1(z) は信号 s から
w までの安定な伝達関数であり，音場による時間遅
れと減衰要素からなる．G4(z) は信号からd2までの
安定な伝達関数であり，スピーカ，音場，マイクロ
フォンの３つの要素からなる．G3(z) は信号 u から
d1 までの安定な伝達関数であり，ハウリングの原因
となる要素である．G2(z) 信号 s から d1 までの伝
達関数である（G2(z)=I）。つぎの仮定をおく． 

（A1）音場およびマイクロフォンの特性の不確かさ

はスピーカ特性の不確かさに比べて十分小

さく，無視できるものとする．  

G3, G4 の特性は，同一のスピーカを使用しているこ
とからそれらの不確かさも同一であるので，G3, G4  

はそれぞれ同じ不確かさを用いて次のように表
すことができる． 

 (１) 

 (２) 

 

： }1,{ 
  RHD  

ただし，W は安定かつプロパーな重み関数である． 

 

Fig.1: Active noise control (ANC) system 

 

 

Fig. 2: Block diagram of ANC system 

3 アクティブ騒音制御系のロバスト安定化 

本章では制御系の設計法について述べる．記述の
簡略化のため，伝達関数であることが明らかな場合
には，伝達関数の(z)を省略するものとする． 

3.1 安定化コントローラの一般形 

まず，ノミナルな場合（ =0）の制御系ついて考え
る．G3n , G4n は安定であるため，Fig.２の制御系を
内部安定化するすべてのコントローラ[C1 C2 ]は，
フリーパラメータ Q1 Q2 を用いて次のように表す
ことができる 1)． 

[𝑪1  𝑪2] =
[𝑸1  𝑸2]

𝐈 + [𝑸1  𝑸2] [
𝑮𝟑𝒏

𝑮𝟒𝒏
]
 

 

(3) 
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(4) 

上式を，Fig.２に代入するとFig.３の制御系を得る． 
Fig.３の G3n はハウリングキャンセラ 2)，G4n は
IMC（Internal Model Control）3)を示している．し
たがって，本稿で提案する安定化補償器は，ハウリ
ングキャンセラと IMC とフリーパラメータのみか
ら成る簡単な構造をもつことを示している． 

 

Fig.3: Structure of stabilizing controllers for ANC system 

3.2 ロバスト安定化補償器のパラメトリゼーション 

本研究は内部安定性を保証した上で，2次音源に
不確かさ D が存在した場合においても，騒音 s
に対して誤差 e をできるだけ小さくするようなコ
ントローラの設計を目的としている．本節ではロバ
スト安定性を保証するコントローラのクラスを求め
る．まずFig.３より 
 

 
     (5) 
つぎの定理を得る． 
《定理１》 

𝑸𝟏 = −𝑮𝟒𝒏𝑸 (6) 

𝑸𝟐 = 𝑮𝟑𝒏𝑸 (7) 

 
とおく 

ただし、 ;    

このとき，任意の D に対して，Fig.３の制御系は
ロバスト安定である． 

４ 不確かさをオンライン推定するロバスト適応
制御 

 本章では，最急降下法を用いて，Q を設計し、騒
音を低減する制御系を提案する． 

 

Fig.4: Robust adaptive ANC system with on-line 

identification 

《提案するロバスト適応制御法》次式を最小化する

Q を逐次計算 1)し，コントローラ ],[ 21 CC を更新す

る． 

 (8) 

ただし， 

  (9) 

 (10) 

 (11) 

F はハイパスフィルター  

5 シミュレーション結果 

条件： 

サンプル時間：0.0001[s]，システムの次数 N=3. 

 

Fig.5: Compare controlled with uncontrol signal 

6 まとめ 

 本稿では，２次音源に不確かさをもつマルチチャ
ンネル系に対して，不確かさをオンラインで推定し，
騒音を低減する実用的なアクティブ騒音制御系の設
計法を提案した． 
 

7 参考文献 

1) 藤井，フィードバック制御の理論，コロナ社
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リングキャンセラの効果，日本機械学会論文集
（C編）62－598，2272/2277（1996） 

3) 佐野，宮本，足立，フィードバック制御に IMC
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1 はじめに 

インダストリー分野においては，IoT技術を利用し，実世界

の事象をセンサー等から収集したデータを基に，抽象的にコ

ンピュータで把握しようとするCPSと呼ばれる試みがある．ド

イツが推進するインダストリー4.0では，CPSを利用し，人と

生産機器が動的に協調し働くモデルを提唱されている[1]．こ

のモデルでは，人は特定の機器の操作など定型的な作業に従

事するのではなく，携帯する端末で数多くの産業用機器と通

信を行い，協調しながら働くとされている． 

産業用機器のIoT対応に伴い，機器は既存の汎用ネットワー

クに接続されるため，通常のネットワークと同様のリスクに

晒される．命令など通信内容の改ざんが行われると，産業用

機器は物理的な動作を伴うため，製品への影響に限らず機器

の設置箇所において人命や環境へ影響を与える恐れがある．

故に，人と機器間の通信には改ざんへの耐性が求められる．

改ざんからの保護には暗号技術を用いる．暗号を利用するた

めには，まず通信を行う二者間で暗号鍵の事前共有(PSK)を行

う． 

一般的に事前共有は鍵を機器に設定することが前提となっ

ている．人と機器の組み合わせが動的に変わる場合，事前に

すべての組み合わせに対して鍵を用意すると，その設定にか

かるコストは非常に大きい．また，事前共有される鍵と機器

には直接的な関連がないので，人が意図した機器と暗号通信

路を確立できたかどうかを直感的に確認できない．そのため，

事前共有鍵をセッション鍵としてインスタントに都度共有で

きるのが望ましい．インスタントに暗号鍵を共有するには，

人は機械との間で何らかのインタラクションを行うが，オペ

レータの端末と機器は電波で結ばれるので，通信路の両端の

主体がすり替わりに気づかない場合がある．本研究では人が

意図した機器と鍵交換を行ったかどうかを自身で検証するこ

とに着目する． 

本研究では，人と機器間でインスタントに事前共有鍵を交

換する方式を提案する．本方式はsvk(self-verifiable key)

を鍵交換に関わるパラメータと紐付けて機械に送信した上で

鍵交換を行い，機械からのレスポンスにsvkが含まれているか

確認することで人自身が直感的に鍵交換の成否を確認できる

方式である． 

 

2 準備 

2.1 鍵交換 

ネットワークを介して二者間で鍵を共有する際に行う鍵交

換は次のステップで構成される． 

A)認証 交換しようとする相手を確認する 

B)パラメータ交換 共有する鍵の生成に必要な暗号パラメ

ータの交換 

2.2 認証 

認証は，initiatorがresponderへ認証情報(クレデンシャ

ル)を要求し，responderからの応答が正しいか判定する．既

存方式では，事前設定した鍵や電子証明書をクレデンシャル

として用いるものと，ユーザの操作タイミングをクレデンシ

ャルとするものの二種類に大別される． 

ユーザの操作タイミングをクレデンシャルとする方式では，

ユーザが二台の機器を鍵交換モードに切り替え，いずれかの

機器が，他方が鍵交換モードになっているかを確認して認証

を行う．鍵交換モードへの切り替えがクレデンシャルとなる

ため，事前設定は不要である．この認証方式は鍵や電子証明

書の事前設定は不要であるため，動的に端末と機器が組み合

わされる環境下に適している． 

2.3 パラメータ交換 

鍵交換におけるパラメータ交換は，交換するパラメータが

鍵交換する対象によって生成されたものか確認しなければな

らない．事前共有したクレデンシャルを用いて認証を行う場

合，パラメータ交換もそのクレデンシャルに紐付けることで

両者が相互に確認可能である．一方で，ユーザの操作タイミ

ングをクレデンシャルとした場合，クレデンシャルの確認は

二台のうち片側の端末のみであるため，パラメータと紐付け

て確認する方法を用いることはできない．この場合の検証に

は，CHAPのようにユーザ端末がチャレンジを生成・送信し，

それに対する機器のレスポンスを検証する方法が考えられる． 

2.4 ブラインド署名 

ブラインド署名[2]は，署名者がその内容を知ることなく署

名を施すことができる電子署名方式である．ブラインド署名

では，署名依頼者はメッセージに対し，乱数を付加した状態

で，署名依頼をする．署名者は乱数が付加されたメッセージ

に対して署名を施す．署名者は乱数を知らないため，元のメ

ッセージを知ることはできない．盗聴者も同様にメッセージ

を識別できない． 

端末がチャレンジとしてパラメータ送信時にブラインド署

名要求を共に送信すると，そのレスポンスである署名を検証

することでパラメータが正しく機器に伝わったかどうかを検

証できると考えられる．署名要求の作成や検証をユーザが行

うことによって，ブラインド署名をユーザが意図した機器に

パラメータを送信したか検証する手段とすることができる． 
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また，ブラインド署名を機器から端末に送信されるクレデ

ンシャルと見なすと，ブラインド署名による検証は，パラメ

ータの送信先はユーザが鍵交換モードに切り替えた機器なの

かどうかを認証することにもつながっている．よって真正な

パラメータ交換と同時に意図した機器であるかどうかの認証

も行なうことができると言え，これによりself-containedな

認証を構成可能である． 

 

3 提案手法 

提案方式では，パラメータ交換アルゴリズムとしてDiffie-

Hellman(DH)鍵交換[3]を用いる．DH鍵交換では相互に公開鍵

ペアを生成し，そのうち公開鍵をパラメータとして相互に交

換する．両者は得た公開鍵と自身の秘密鍵から共通鍵を生成

する．本方式では，DH鍵交換で得られる共通鍵を二者間の事

前共有鍵とする．認証アルゴリズムにはブラインド署名を用

いる．提案方式は次のように構成される． 

【エンティティ】 

User: 機器に対して自身の生成したsvk(self-verifiable 

key)を含むブラインド署名を要求し，その検証結果から認証

する． 

Machine: ユーザの要求に応じて署名を生成する． 

【モデル】 

鍵交換は以下のステップで行う． 

1. User AとMachine BはそれぞれDH鍵生成を実行し，自身

の公開鍵ペア(𝑝𝐴, 𝑠𝐴)，(𝑝𝐵, 𝑠𝐵)を生成する． 

2. Bは自身の公開鍵𝑝𝐵をAに送る．Aは𝑝𝐵と𝑠𝐴からDH共通

鍵生成を実行し，共通鍵skを得る． 

3. Aはsvkと乱数𝑟を用意し，ブラインドメッセージ𝑟𝑒𝑞𝐴

を生成し，自身の公開鍵𝑝𝐴と共にBに送信する 

4. Bは𝑟𝑒𝑞𝐴に対して署名σを生成し，署名σをAに送る． 

5. BはDH共有鍵生成を実行し，共通鍵skを得る． 

6. Aはステップ3のsvkと乱数𝑟を用意し，署名σからブラ

インドを除いた上で，署名を検証する． 

ユーザがsvkを入力し，署名検証を行うことで，ユーザ自身

でクレデンシャルを生成した上で，機器の認証とパラメータ

交換の検証を同時に行うことができる． 

 

4 評価 

提案方式について産業用機器に適用可能であるかの性能評

価と安全性の評価を行った．産業用機器として組み込み用CPU

を搭載したRaspberry Piとスマートフォンを用意し，提案方

式を実装した． 

性能評価では，消費電力，消費メモリ量と鍵交換に所要す

る時間の3項目を計測した．その結果を図1と2に示す．消費メ

モリ量は端末から接続を受け，機器側での鍵オブジェクトの

生成を契機に増大しているが，共有鍵生成まで含め最大消費

量は31.4MByteである．これは実験に用いた機器に搭載された

総メモリ量から比べると十分に小さい．消費電力は，特に鍵

生成，そしてブラインド署名を実行した時点でピークに達し

ている．これはいずれも暗号に関わる数値計算によってCPUリ

ソースを多く消費したためであるが，いずれも1秒程度で有り

システム全体に多大な影響は与えないと考えられる．  

一連の鍵交換に所要する時間のうち，実際の鍵交換にかか

る時間は27秒である．全体での所要時間も既存方式と比較し

て，所要時間は同程度に短く，以上から提案方式は産業用機

器で動作可能であり，CPSで提案されている機器と端末が動的

に連携するモデルに適用可能であると言える． 

安全性については，提案方式に対する攻撃として共有され

る鍵の盗聴や偽造について考慮する．鍵の盗聴には，機器と

端末間で交換されるパラメータを盗聴することでなされるが，

DH鍵交換はパラメータから共有鍵を得ることは困難である．

また，偽造を行うには，ブラインド署名を偽造するが，ブラ

インド署名要求から署名の偽造は困難であり，いずれの攻撃

に対しても提案方式の安全性はDH鍵交換とブラインド署名に

依存する． 

 

5 まとめ 

本研究では，ユーザが生成するsvkを使ったブラインド署名

により，機器の認証とパラメータ交換を行う鍵交換方式を提

案した．この方式では，ユーザがsvkを生成し検証にも関わる

ことで，事前鍵共有を不要とし，動的にペアが組まれる状況

下でも，低コストで鍵交換を行うことが可能である． 
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図1 鍵交換時の消費メモリ量 
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図2 鍵交換時の消費電力 
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情報指向ネットワークでのネットワーク符号化通信に関する研究 

学籍番号 26413585氏名 大塚 祐輔 
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1 はじめに 

高度道路交通システムでは，車車間アドホックネットワーク

（VANET：Vehicular Ad-hoc Network）を利用したアプリケーションの

開発が行われているが，ネットワークアーキテクチャは定まっていな

い．従来のホスト中心の TCP/IP アーキテクチャに代わる次世代ネッ

トワークアーキテクチャとして情報を中心とした情報指向ネットワ

ーク（Information-Centric Networking，ICN）が注目されており，VANET

のための ICNが考えられている．ICN は，従来のサーバの IP アドレ

スではなく情報名を基に情報を要求する，ネットワーク内の中間ノー

ドはキャッシュ機能を持つという特徴がある．ネットワーク内のキャ

ッシュを利用することで情報の配信を効率化することができる．しか

し，パケットロスが発生すると情報の配信の効率が下がることがある．  

キャッシュをより高度利用するために ICN のアーキテクチャにラ

ンダム線形ネットワーク符号化（Random Linear Network Coding，RLNC）

を適用した Information-Centric Networking with Built-in Network Coding

（ICN-NC）[1]が提案されている．ICN に送信ノード，中間ノードで

符号化し受信ノードの復号性能を向上させる RLNC を適用すること

で，キャッシュをより高度に利用し配信性能が向上することが示され

ている． 

RLNC の復号は連立方程式を解く処理となり計算量が大きい．

VANET におけるノードは移動あるいは停止している車両であり，車

両に搭載されるネットワーク機器はリソース制約が強い．VANET 上

で動作可能かる計算量の少ない符号化方式が動作する ICN のアーキ

テクチャが求められる． 

本論文では，ICNのアーキテクチャで復号の計算量が少ないネット

ワーク符号化であるLTNCが動作する ICN-LTNCを提案する． 

2 提案方式：Information Centric Networking with 

Built-in LT Network Codes(ICN-LTNC) 

ICN-NCは ICNアーキテクチャでRLNCを動作させること 

でキャッシュを高度に利用できる．しかし，RLNCが復号で行うガウスの

消去法は計算量𝑂(𝑚・𝑘2)が大きい．そのため，復号を行う受信ノードの

消費電力は大きいと考えられる．近年，ネットワーク全体の消費電力を抑

える動きがあるので，受信ノードの消費電力を抑えることが望ましい． 

そこで本論文では，ICN アーキテクチャで復号の計算量が少ない

LTNC が動作するネットワークアーキテクチャを提案する．LTNC を用い

るこ とで ，受信ノードの復号に要する計算量は RLNC の

𝑂(𝑚・𝑘2)から𝑂(𝑚・𝑘𝑙𝑜𝑔𝑘)に削減できる．しかし，LTNC は復号に

n(n > k)個のパケットを用いるため，RLNCより多くのパケットを受信する

必要がある． 

2.1 符号化・復号 

ICN-LTNCは送信ノード，キャッシュ機能を持った中間ノード，受信ノー

ドから構成される． 

【符号化】 

コンテンツのデータxをk個のシンボルに分割する𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑘)．

送信ノードは以下の符号化処理を繰り返す． 

Step 1.  ある確率分布に従い，符号化に使用するシンボルの数であ 

 

 

る次数dを選ぶ． 

Step 2.  k個のシンボルからd個のシンボルを一様ランダムに選ぶ． 

Step 3.  選んだ d個のシンボルの排他的論理和をとり，符号化データ

yを作成する． 

𝑦 =  
k

i 1 δi𝑥𝑖 , 𝛿𝑖 = {0,1} 

Step 4.  符号化データ y と次数 dと符号化べクトル{0,1}𝑘をパケット

で送信する． 

【復号】 

受信ノードは符号化パケットを受信したとき，以下の復号処理を行う． 

1. 受信した符号化データの次数が1の場合 

Step 1.  受信したシンボルを復号する． 

Step 2.  受信バッファの次数 2以上の符号化データに排他的論理和を

とり，次数を1下げる． 

Step 3.  受信バッファの次数が下がった符号化データからシンボルが

復号できた場合，step 2へ． 

Step 4.  全てのシンボル(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑘)復号し，𝒙を復元する． 

2. 受信した符号化データの次数が2以上の場合 

Step 1.  符号化データと符号化データに使用されている復号したシン

ボル𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑖の排他的論理和をとり，次数を下げる． 

Step 2.  符号化データの下がった次数が１ならば，1.を行い，2以上な

らば，受信バッファに入れる． 

2.2 受信ノードの Interestを用いたコンテンツ取得 

ICN では，受信ノードは，取得したいコンテンツの name を含めた

Interestを送信し，それに応じたパケットを受信することでコンテンツ

を取得する．ICN-LTNC では，受信したシンボルに応じて 2 種類の

Interestを用いる． 

ICN-LTNC のノードは次数毎に符号化パケットを分けたデータ構造

と次数2以下の符号化パケットで使われている繋がっているシンボル

の集合のデータ構造を持つ．繋がっているシンボルとは，符号化パケ

ットの組み合わせによって𝑥⨁𝑥′が作成できる𝑥, 𝑥′のことであり，

𝑥~𝑥′と表記する．例として，符号化データ𝑦1 = 𝑥1⨁𝑥2, 𝑦2 = 𝑥2⨁𝑥3を

保持している場合を考える．𝑦1より𝑥1, 𝑥2，𝑦2より𝑥2, 𝑥3は繋がってい

る．𝑦1⨁𝑦2 = 𝑥1⨁𝑥3より，𝑥1, 𝑥3は繋がっているので，𝑥1, 𝑥2, 𝑥3は繋

がっている．また，繋がっているシンボルの集合を表すために

connected components of symbols(cc)を利用する．cc(𝑥𝑖)の初期値はiとし，

復号したシンボルの値は 0 とする．𝑥~𝑥′の場合，cc(𝑥) =cc(𝑥′)とな

る． 

2.2.1 受信ノードの usを含めた Interestを用いたコン
テンツ取得 

ICN-LTNC では，データを復号するために分割された𝑘個のシンボ

ルを少なくともそれぞれ一度以上受信する必要がある．そこで，受信
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ノードは未受信のシンボルを 1，受信しているシンボルを 0 とする

{0,1}𝑖=1
𝑘 （unreceived symbols，us）を含めた Interestを送信することで

復号に必要な符号化パケットを受信することを目指す．us を含めた

Interestを用いたコンテンツ取得の流れを示す． 

【受信ノードのusを含めた Interestの送信処理】 

Step 1.  コンテンツのnameとusを Interestに含めて送信する． 

Step 2.  符号化パケットを受信する．全てのシンボルを受信していな

ければStep1へ． 

Step 3.  受信した符号化パケットを利用し復号を行う． 

ノードはキャッシュにある符号化パケットを使用し再符号化を行い，

Interest に対応する．再符号化には Build，Refine のアルゴリズムを利

用する．Build では次数𝑑と次数毎に符号化パケットを分けたデータ構造

Sを入力することで次数𝑑の符号化データの作成する．RefineではBuild

で作成された符号化データ，us を入力することで，未受信のシンボルを

符号化パケットに含めるためのアルゴリズムである． 

【Interestに対するノードの処理】 

Step 1.  Robust Soliton分布より次数dを選ぶ． 

Step 2.  Buildを行い符号化データzを作成する． 

Step 3.  Refineを行い符号化データz′を作成する． 

Step 4.  次数𝑑と符号化べクトル{0,1}𝑘，符号化データをパケットで送

信する． 

受信ノードは，全てのシンボルを一度以上受信してもデータを復号

できないことがある．例としては，データがシンボル(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)に分

割されている場合，符号化データ𝑦1 = 𝑥1, 𝑦2 = 𝑥2⨁𝑥3を受信すれば，

全てのシンボルを一度は受信しているが，シンボルx1しか複号できな

い．そのため，us を含めた Interest だけでは，コンテンツを取得でき

ない可能性がある． 

2.2.2 受信ノードのccを含めたInterestを用いたコンテ

ンツ取得 

LTNC では，全てのシンボルが繋がっている，すなわち全てのシン

ボルの ccの値が同じである場合，次数1の符号化パケットが1個あれ

ば，データを復号できる．そのため，受信ノードはccの値が全て同じ

になるように ccの値を更新する次数2以下の innovativeパケットを受

信することを目指す．cc を含めた Interest を用いたコンテンツ取得の

流れを示す．受信ノードのccをccr，Interestに対応するノードのccを

ccsとする． 

【受信ノードのusを含めた Interestの送信処理】 

Step 1.  コンテンツのnameとccrを Interestに含めて送信する． 

Step 2.  符号化パケットを受信し，全てのシンボルのccrの値が同じで

ない場合，Step1へ． 

Step 3.  受信したパケットを利用し，復号を行う． 

Interest に対応するノードは，受信ノードのccrを更新するために，

ccr(𝑥) ≠ ccr(𝑥′)となる innovative データ𝑥⨁𝑥′を送信することを目

指す．nnovativeデータを作成するconstruct innovative packetのアルゴリ

ズムを使用する． 

【Interestに対するノードの処理】 

Step 1.  次数𝑑，Interest に含まれるccr，自信が持つccsで construct an 

innovative dataを行い，符号化データを作成する． 

Step 2.  次数𝑑，符号ベクトル{0,1}𝑘，符号化データをパケットで送信

する． 

受信ノードは全てのシンボルのccの値が同じになることでデータ復

号し，コンテンツを取得することができる． 

 

3 シミュレーション評価 

トラフィックシミュレータと連携したネットワークシミュレータ

を用いたシミュレーション実験により ICN-LTNCと ICN-NCを比較す

る．シミュレーションフィールドは神戸・三宮，ノードは 50 台の車

両とする．ノードは RSU にコンテンツの要求を行い，50 分割された

コンテンツを取得する．データの送信周期は100msとする． 

図 1 は，経過時間に対するコンテンツを取得したノード数を示す．

図1より，全てのノードがコンテンツを取得するまでの時間は ICN-NC

が ICN-LTNC より短いことがわかる．これは，ICN-LTNC の方が

ICN-NC より復号に要するパケット数が多いため復号までの時間が掛

かったと考えられる． 

図2は，経過時間に対する復号に要する計算回数を示す．図2より，

復号に要する計算回数は ICN-LTNCが ICN-NCに比べて少ないことが

わかる．計測終了時には，ICN-LTNC は，ICN-NCにの 1万分の 1の

計算解すとなる．これば，復号の処理が違うことが原因である．

ICN-LTNCは，LT符号を使用するので符号化ベクトルが1と0で構成

されており，排他的論理和のみを使用して復号できる．一方，ICN-NC

は，k 行 k 列の符号化行列に減乗除算を使用し，連立方程式を解くこ

とで復号するからである． 

4 おわりに 

本論文では，ICNのアーキテクチャで復号の計算量が少ないネット

ワーク符号化であるLTNCが動作する-LTNCを検討した．ICN-LTNC

は，復号の計算量が多いRLNCを適用した ICN-NCより，配信性能は

劣るが，復号に要した計算回数が少ないことを確認した．  

5 参考文献 

[1] Liu, W. X., Yu, S. Z., Tan, G., and Cai, J.:Information-centric 

    networking with built-in network coding to achieve multisource 

    transmission at network-layer, Computer Networks, (2015). 

 

 

図 1：経過時間に対するコンテンツを取得するノード数 

 

図 2：復号に要した計算回数 
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図１ 決定木の構築と探索 
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1 はじめに 

Internet of Things (IoT)は様々なモノがネットワークに繋が

る．IoTは物理的なオブジェクトに関する情報への即座なアク

セスを可能とし，効率的で生産性の高いサービスを提供でき

る．本研究では，IoTのセキュリティためのパケット分類を扱

う． 

パケット分類はあらかじめ定められたルールとパケットを

比較し，そのパケットの挙動を決定する機能である．パケッ

ト分類はVirtual Private Network (VPN)，traffic shaping，ファイ

アウォール等幅広く利用されている． 

IoTでは，多くの機器が相互に通信し合い，それらの通信を

適切に制御しなくてはならないため，ルールの規模は大きく

なることが考えられる．したがって，大規模なルールにも対

応できるパケット分類手法が求められる．また，IoTではCPU，

メモリ，エネルギー容量等のリソースに制約がある機器が通

信を行うため，適度なスループットを保ちつつ省メモリかつ

省電力であることが求められる． 

本研究では，スループットを維持しつつ省メモリ化が可能

な決定木のデータ構造を提案する．提案データ構造は，一般

的なpointer-formではなく，Level-Ordered Unary Degree Sequence 

(LOUDS)と呼ばれる順序木の簡潔表現を用いる．提案するデ

ータ構造をLOUDS-formed treeと呼ぶ． 

性能評価を行い，提案データ構造を用いることで省メモリ

かつ省電力となることを確認した．また，省メモリ化できた

ことで，メモリのキャッシュ効率が向上し，スループットが

向上する場合があることも確認した． 

2 決定木ベースのパケット分類 

決定木ベースのパケット分類はスループットとメモリ使用

量のトレードオフを調整可能であり，リアルに使われている

ルールセットを使用した実験でよいパフォーマンスが発揮で

きることが示されている．代表的なアルゴリズムにHiCuts[1]

とHyperCuts[2]がある． 

図 1 はルールが 2 フィールドの場合の決定木の構築及び探

索の例を示している．この例では，分割されたすべての空間

が持つルール数が2以下になるまで分割を続ける．決定木の 

ルートノードは，元の空間を意味しており，その子ノードは

分割された空間を表す．構築された木を構築することで，マ

ッチするルールを求める． 

3 Level-Ordered Unary Degree Sequence (LOUDS) 

Level-Ordered Unary Degree Sequence (LOUDS) [3]は順序木

の簡潔表現である．LODUSはノード数がnの順序木を2n+o(n)

ビットで表現できる． 

LOUDSの構築方法は次のように定義できる．初めに空のビ

ット列から始まる．𝑑がそのノードが持つ子ノードの数を表す

とき，順序木を幅優先探索していき，各ノードについて1𝑑0を

ビット列に追加する操作を行う．この時に構築される長さ2n

のビット列がLOUDSである． 

パケット分類のおける決定木は，親ノードから子ノードへ

のアクセスが頻繁に行われるため，この操作が定数時間で実

行可能であることが望ましい．LOUDSは親ノードから子ノー

ドへのアクセスが定数時間で行えるため，高速な探索が可能

である． 

4 提案データ構造 

図2は提案データ構造の構築例を示している．決定木構築ア

ルゴリズムHyperCutsによって構築された木を変形し，4つの

データ構造を用いて表現する． 

 Cutting information array: 分割した次元と分割数を保持

する．一つの要素は2バイトであり，要素数は内部ノー

ドの数と等しい 

 Leaf rule array: leaf ruleのルール番号を保持する．一つの

要素は⌈lg 𝑅⌉ビットである．𝑅はルール数を表す．要素

数はleaf ruleの総数に等しい 

 isLeafBV: 各ノードが葉ノードであるか否かを表すビ

ット列．レベルオーダーで𝑖番目のノードが葉ノードで

あれば1を，葉ノードでなければ0をそれぞれビット列

の𝑖番目にセットする 
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 LOUDS: 順序木を表すビット列．詳細は3章で述べた

とおり 

3章で述べたとおり，LOUDS上での親ノードから子ノード

へのアクセスは定数時間で実行可能であるため，提案データ

構造上での親ノードから子ノードへのアクセスも定数時間で

実行可能である． 

5 評価 

Access control list (ACL), firewall (FW), IPChain(IPC)の3種類

のルールセットを生成し性能評価を行った．ルールセットの

サイズは10,000, 50,000, 100,000の3パターンで実験を行った．  

5.1 メモリ使用量 

図3はpointer-formed treeとLOUDS-formed treeのメモリ使

用量を表す．縦軸は log スケールでメモリ使用量を表してい

る．すべてのルールセットにおいて LOUDS-formed tree の方

が省メモリとなっている． 

LOUDS-formed tree は多くのケースにおいてメモリ使用量

が 1GB 程度，あるいはそれ以下となっている．したがって，

LOUDS-formed treeはpointer-formed treeよりもリソース制約

が強い IoT向けの機器に適している． 

5.2 スループット 

Pointer-formed treeとLOUDS-formed treeのスループットを

図4に示す．いくつかのケースでは，LOUDS-formed treeの方

がスループットが大きくなっている．顕著なのはACL50Kと

IPC50Kの場合である．これは，キャッシュが有効に働き，サ

イクルタイムが短縮されたからである． 

5.3 消費電力 

消費電力を表 1 に示す．FW100K のケースを除いたすべて

のケースにおいて LOUDS-formed tree の方が消費電力は小さ

くなっている消費電力の削減率は平均 2.6 であり，

LOUDS-formed tree は消費電力を半分以下に抑えられること

を確認した 

6 まとめ 

本研究では，IoTにおけるパケット分類のための省メモリか

つ省電力な木構造を提案した．提案した木構造は LOUDS を

使用することで，省メモリ化を図っている．  

LOUDS-formed treeのメモリ使用量はpointer-formed treeよ

りも少なく，また大規模なルールでも1GB程度かそれ以下の

サイズに抑えられる場合が多いことを確認した．メモリアク

セス回数は LOUDS-formed tree の方が数回程度多くなるが，

メモリ使用量を小さくしたことでキャッシュがより有効に働

き，スループットを向上させられる場合がある．消費電力は

pointer-formed treeと比べ，半分以下にできることも確認した 
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図２ 提案データ構造の構築 
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図３ pointer-formed treeとLOUDS-formed tree 

のメモリ使用量 

 

図４ pointer-formed treeとLOUDS-formed treeの 

スループット 

表１ pointer-formed treeとLOUDS-formed treeの 

消費電力と電力削減率 

種類 
ルール

数 

消費電力[W] 

削減率 Pointer- 

formed tree 

LOUDS- 

formed tree 

ACL 

10K 23 7.8 2.9 

50K 1.1 0.82 1.3 

100K 2.1 1.1 1.9 

FW 

10K 3.1 0.79 3.9 

50K 25 6.7 3.7 

100K 25 25 1.0 

IPC 

10K 7.9 2.1 3.8 

50K 52 27 1.9 

100K na 49 na 
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