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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．
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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 3: 各手法の最高認識率
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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.
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