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1 Introduction 
 
Robot manipulators have been widely used in various 
applications in industrial field for example: material 
preparation, assembly, etc. For robot manufacturers, to 
enhance the productivity of the autonomous production, 
the common task is to develop a more accurate dynamic 
model of the robot. Although the dynamic model is well-
researched, the dynamic parameters are often difficult to 
obtain because of the complexity of the robot. Therefore, 
experimental robot identification which deals the problem 
of estimating the robot model has been studied 
extensively[1][2][3].The most common technique for 
parameter  estimation  is  the  Least  Square  (LS)  
method[3][4], however, several disadvantages such as 
noise sensitivity, linear-in-parameter requirement limit the 
performance of the technique. Recently, nature-inspired 
optimization methods, which do not reply on the 
differentiability and continuity, have achieved many 
successful results in various applications[5][6]. In this 
paper, with the hope to provide an alternative to the 
traditional LS method, the use of one new optimization 
method named Particle Swarm Optimization (PSO)[7] to 
estimate the dynamic parameters is studied with the case 
study of Staubli robot RX60 for its first three links. 
The rest of this paper is structured as follows. In Section 2, 
the dynamic model of the manipulator is derived. Section 
3 briefly reviews PSO and its development. Then Section 
4 presents the Adaptive Elitist Learning Strategy PSO 
(AELSPSO) approach in detail. After that, the experiments 
procedure, estimation result, as well as validation are made 
in Section 5. Finally, conclusions are drawn in Section 6. 
 
2 Dynamic model of manipulator 
 
The dynamic model of the Staubli RX60 is derived using 
the Lagrange-Euler method. The Figure 1 shows a sketch 
of the manipulator with its first three joints and links as well 
as the assigned frames according to the Denavit Hartenberg 
convention[8]. The Table 1 lists the corresponding DH 
parameters[9]. 

 
Figure 1: Manipulator sketch 

Table 1 DH parameters 

i ିࢻ ࣂ ି[m] [m] 

1 qଵ 0 0 0.237 

2 qଶ െ90 0 0 

3 qଷ 0 0.29 0.049 

Where ࣂ : joint angle, ିࢻ :link twist, ି : link 
length, : link offset. 
Applying Lagrange-Euler method, the dynamics of robot 
manipulator for the first three link can be formulated as: 

߬ = ሷݍ(ݍ)ܦ + ሶݍ,ݍ)ܥ ) + (ݍ)ܩ  
Where D(q) is the inertial matrix, C(q,ݍሶ ) is the Coriolis 
matrix, G(q) is the gravity matrix. The dynamic model is 
implemented in Robotics Toolbox symbolically, and 
generates joint torque as functions of inertial parameters 
and joint parameters such as angle, velocity, as well as 
acceleration. The derived model will later be used to 
simulate the behavior of manipulator as well as to estimate 
inertial parameters. 
 
3 Particle Swarm Optimization 
 
Particle Swarm Optimization algorithm (PSO) is a 
population-based stochastic search algorithm and powerful 
method to solve complex engineering problems. The 
algorithm was first introduced by Dr. Kennedy and Dr. 
Eberhart in 1955[7]. The basic idea is to mimic the social 
behavior of animals such as bird flocking, bee swarm in 
which the individual knowledge is shared among the 
swarm with purpose of finding the best food location. Even 
though the swarm has no knowledge of this position, if any 
individual encounters the favorable location, through 
communication within swarm, the rest will follow quickly. 
Over time, the swarm has the tendency to fly towards best 
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position until a good-enough suitable position is found. 
The swarm consists of a pre-defined number of particles 
and each particle represents a potential solution. Particles 
randomly move through the space and searches for the 
optimum solution. Each particle defined by two properties: 
position and velocity and has the memories of the position 
it was in where it had its best fitness value so far (personal 
best) and the position with the best fitness value that 
particles in entire swarm have experienced (global best). 
The two governing equations of GPSO are: 
 
௧ାଵݒ = ௧ݒݓ + ܿଵݎଵ௧ൣܲ௧ െ ௧ݔ ൧ + ܿଶݎଶ௧[ܩ െ ௧ݔ ]  

௧ାଵݔ = ௧ݔ +  ௧ାଵݒ
 
Where w is inertia weight, c1 and c2 are positive 
acceleration constants; r1 and r2 are random positive 
number between 0 and 1. 
Generally, the inertia weight w is a linearly decreasing 
function with respect to time in the range of [0.4 
0.9][10][11]. However, in multimodal problem, it poses the 
problem of inability to recover once w had decreased, 
resulting in the lack of dynamic of particles in the later 
phase of searching process. Because of that reason, 
Adaptive inertia weight is discussed in the next section. 
 
4 AELSPSO 
 
Adaptive inertia weight based on Evolutionary state 
estimation 
Figure 2 shows various possible population distributions of 
a swarm during the optimization process. 

 
Figure 2: PSO population distribution (a) exploring, (b) 

exploiting/ converging, (c) jumping out 
 

It is proposed in [12] that based on the relationship between 
the mean distance from global best particle to all other 
particles and the mean distances of the others, the 
evolutionary state can estimated, so that the appropriate 
inertia weight can be assigned. In this way, the PSO could 
overcome the drawback of linearly-decreasing inertia 
weight scheme, offering better optimum solution. The 
following steps are used to determine the inertia weight. 
1. Calculate the mean distance of each particle i to all other 
paticles: 

݀ =
1

ܰ െ 1  ඩ(ݔ െ )ଶݔ


ୀଵ

ே

ୀଵ,ஷ

 

2. Compute the evolutionary factor,f: 
 

݂ = ( ݀  െ  ݀ ୫୧୬ ) / (  ݀ ௫ െ  ݀ ୫୧୬ ሻ א [0,1] 
 
Where  ݀   is the mean distance of globally best 
particle;  ݀ ௫  and  ݀   are the maximum and 
minimum mean distance respectively. 
 
3. Adaptive inertia weight is calculated: 
 

(݂)ݓ = 1/ (1 + 1.5 כ ݁ିଶ.ሻ א [0.4,0.9] 
 
Elitist Learning Strategy 
Typically, to overcome the problem of lacking diversity of 
the population in the later stage of the search process, a 
variety of diversifying techniques is employed to force one 
or more particle(s) to jump out of the local minimum. In 
this paper, the technique of ELS[12] is a jumping-out 
techniques in which the global best particles is pushed out 
of the local minimum in one randomly chosen dimension 
d, according to below equation: 
 
ܲௗ = ܲௗ + ൫ܺ௫ௗ െ ܺ

ௗ ൯ ×  (ଶߪ,ߤ)݊ܽ݅ݏݏݑܽܩ
 
Where the search range [ܺ

ௗ ,ܺ௫ௗ ] is the same as the 
lower and upper bounds of the problem. The 
Gaussian(ߪ,ߤଶ) is called “elitist learning rate”, a normally 
distributed number with zero mean ߤ  and standard 
deviation ߪ . It is proposed in [reference] that ߪ should 
be linearly decreased with the generation number: 
 

ߪ = ௫ߪ െ ௫ߪ) െ ሻߪ כ ݃/  ܩ
 
With suggested ߪ௫ = 1 and ߪ = 0.1[12] 
The current global best particle will be updated if the fitness 
value of jumped-out position is the better than the current 
global best value. 
 
AELSPSO 
As the adaptive inertia weight is capable of generate the 
suitable w, reflected from the population distribution, it is 
well-complementary with ELS technique. Thus, better 
search performance could be expected from the 
combination of these two techniques. 
 
5. Parameter estimation 
 
Experiment procedure 
From the equation of dynamic model, there are totally 
thirteen parameters to be identified. The list of parameters 
is: 
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ܺ = 
௫௬ଶܨ ௬௭ଶܧ ௫௭ଶܦ ௭௭ଶܥ ௬௬ଶܤ ௫௫ଶܣ ௭௭ଵܥ

௫௬ଷܨ  ௬௭ଷܧ ௫௭ଷܦ ௭௭ଷܥ ௬௬ଷܤ ௫௫ଷܣ 
൨ 

 
For the purpose of validation the estimation results as well 
as replacing the need of a real manipulator, a set of 
proposed parameters are presented: ܥ௭௭ଵ= 5.0091, ܣ௫௫ଶ 
௬௬ଶܤ ,1.279 = ௭௭ଶܥ ,2.4129 =  ௫௭ଶܦ ,5.0991 =   =  -
௬௭ଶܧ ,0.0405 ௫௬ଶܨ ,0.0498- =  ௫௫ଷܣ ,0.2143 =   = 
௭௭ଷܥ ,௬௬ଷ = 1.3125ܤ ,0.2394  ,௫௭ଷ = 0.0057ܦ ,0.5472 = 
 .௫௬ଷ = -0.4939ܨ ,௬௭ଷ = -0.0066ܧ
 
Figure illustrates the experiment design for both noise-free 
measurement case and noised measurement case for the 
two PSO schemes: GPSO and AELSPSO. 
 

 
Figure 3(a) Noise-free experiment 

 

 
Figure 3(b) Noised experiment 

 
Where the reference trajectory for joint 1, joint 2, joint 3 are 
formulated: 

(ݐ)ଵߠ = ܿ × ݎ × sin (ߨݐ/ 4)  
(ݐ)ଶߠ ൌ െܿ × ݎ × cos(ߨݐ/ 4)  

(ݐ)ଷߠ = cos (ߨݐ/ 4) 
Where c= 0.6, r=-1.1, t=[0:0.001:7] 
 
The corresponding velocities and accelerations of the joints 
are obtained from derivation of joints’ position during 
motion. Measurement noises are all considered as normally 
distributed noises with standard deviation ߪ . For 
measurements of position, velocity, acceleration,ߪ = 0.01 
and for torque measurement, ߪ = 0.1. The common PSO 
parameters are assigned according to [13] and both 
algorithm are implemented using [14] and a modified 
version of it in Matlab.  
 
Estimation results 
Each experiment configuration is run 10 times.  
 

Table 2 Estimated results 
 

 

 

 
 
Estimation validation 
To evaluate the accuracy of estimated results to predict joint 
torques, a validation trajectory is used:  
 

(ݐ)ଵߠ = ܿ × ݎ × sin(ߨݐ/ 4)  
(ݐ)ଶߠ ൌ െܿ × ݎ × cos(ߨݐ/ 4)  

(ݐ)ଷߠ = cos(ߨݐ/ 4) 
 
The following figures show the comparison between the 

estimated torque and the measured torque for four 
configurations. The figures show that the original PSO 

achieve better performance than AELSPSO in both noised 
and noise-free cases.

 
Figure 4 Noise-free AELSPSO 

 
Figure 5 Noised AELSPSO 

Czz1 Axx2 Byy2 Czz2 D2
Mean 4.95 1.05 2.11 5.08 - 0.04
Std 0.82 0.51 0.59 0.03 0.01

Mean 5.05 0.8 1.87 5.08 - 0.04
Std 0.52 0.59 0.55 0.05 0.01

Mean 4.94 1.21 2.32 5.06 - 0.03
Std 0.45 0.54 0.68 0.2 0.1

Mean 4.79 1 2.16 5.14 - 0.07
Std 0.45 0.5 0.43 0.12 0.07

Ori_n

Ori_nf

ELS_n

ELS_nf

E2 F2 Axx3 Byy3 Czz3
Mean - 0.03 0.2 0.65 1.74 0.55
Std 0.06 0.01 0.45 0.45 0.002

Mean - 0.06 0.22 0.81 1.9 0.55
Std 0.14 0.03 0.53 0.54 0.005

Mean - 0.24 0.15 0.48 1.49 0.55
Std 0.35 0.09 0.36 0.51 0.03

Mean 0.08 0.16 0.86 1.96 0.54
Std 0.21 0.13 0.38 0.4 0.03

Ori_n

Ori_nf

ELS_n

ELS_nf

D3 E3 F3 fbest
Mean 0.004 - 0.01 0.5 0.2102
Std 0.002 0.01 0.004 0.0001

Mean 0.01 - 0.01 0.49 0.0161
Std 0.003 0.03 0.01 0.0075

Mean 0.01 0.03 0.46 0.2188
Std 0.03 0.07 0.03 0.007

Mean 0.02 - 0.03 0.46 0.0657
Std 0.04 0.04 0.08 0.0179ELS_nf

Ori_n

Ori_nf

ELS_n
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Figure 6 Noised GPSO 

 
Figure 7 Noise-free GPSO 

 
To quantify the error of each algorithm, the relative 
absolute error (RAE) is used. Table gives the RAE’s of 
each configuration. 
 

 
 
As shown in Table, GPSO has superior performance 
compared with one of AELSPSO. Moreover, the 
insignificant differences between noise-free case and 
noised case show the robustness of PSO algorithm to noise. 
In a closer look, the inferior performance of AESLPSO can 
be justified by its sensitivity to the distribution of 
population. The desired property is the general relation 
between the globally best particle to the majority of the 
swarm; thus considering entire swarm can make 
evolutionary factor prone to error. It is advisable to employ 
addition decision-making stages to determine more precise 
f. 
 
6 Conclusion 
 
In this paper, inertial parameters of robotics manipulator 
are estimated by two PSO schemes (GPSO and 
AELSPSO). It is shown that GPSO can estimate inertial 
parameters with significant accuracy while AELSPSO, 
presumed to be better algorithm, needs to improve. 
However, PSO scheme can still be considered to be a viable 
option beside the traditional LS approach. 
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1 はじめに 
近年，コンピュータに音声を発話させる音声合成手法に

おいて，統計的パラメトリック音声合成 [1, 2] に基づく手

法が盛んに研究されている．統計的パラメトリック音声合

成に関する研究では，感情や発話スタイルを表現できる音

声合成システムの需要が高まってきていることから，単に

高品質な音声で発話させるだけでなく，表現豊かな音声合

成を実現するための手法が数多く提案されている．表現豊

かな音声を合成する手法では，様々な話者性や感情などの

発話スタイルを含む音声を大量に用いることにより，発話

スタイルの表現力が向上する．しかし，様々な発話スタイ

ルを含んだ音声を大量に収録するためには，多大なコスト

が必要となる．そこで本稿では，既存の音声データとして

オーディオブックに注目する．オーディオブックは音声と

それに対応したテキストを大量に入手できるため，音声合

成システムの学習データとして適しており，注目を集めて

いる．さらに，物語のオーディオブックでは，登場人物や

感情によって表現豊かに読み上げることから，表現豊かな

音声合成システムの構築に適していると考えられる．オー

ディオブックでは，同じ登場人物や感情であっても様々な

表現が含まれており，従来の表現豊かな音声を合成する手

法では詳細に表現することが難しい．そこで，様々な発話

スタイルの違いを言語特徴で表すことを検討する．しかし，

言語特徴のために学習データに対して，あらかじめ人手で

発話スタイルを割り当てるのは高いコストを必要とする．

そのため本稿では，表現豊かな音声を合成するために有用

な言語特徴を，テキストから自動的に推定する手法を提案

する． 

2 オーディオブックを用いた表現豊かな音声合成 

2.1 ページ単位の言語特徴 
 オーディオブックのような前後の文章が意味的に関係す

る文を学習・合成する場合，文単位までの言語特徴では，

その関係を考慮することができない． 
本稿で学習データとして用いる絵本のような子供向けの

オーディオブックはページごとにシーンが変わることが多

い．そこで，ページ単位の情報が文単位以上の情報として

有用だと考えられることから，本研究ではページ単位の言

語特徴を設計する．ページ単位の言語特徴を以下に示す．  
• 当該文のページ内での{前，後}からの位置  
• 当該ページにおける{フレーズ，文}の数  

これらの言語特徴により，文単位以上の情報を考慮した学

習が可能となる．  
2.2 会話文と地の文を表現する言語特徴 
物語のオーディオブックは，登場人物のセリフにあたる会

話文と，会話文以外のナレーションにあたる地の文の 2 種

類から構成される．会話文では，話者が登場人物になりき

って発話しているため，地の文とは声色や感情が異なるこ

とから， 会話文と地の文では異なった発話スタイルを持っ

ていると考えられる．会話文と地の文を区別するために，

オーディオブックに含まれるテキストの引用符を用いる．

引用符を基に設計した言語特徴を示す． 

 
 

 
図 1：当該音素の引用符内外情報を表す言語特徴 

• {先行，当該，後続}の{音素，音節，単語，フレーズ}の
引用符内外情報  

• 当該ページ内の引用符内の{単語，フレーズ}の割合  
1 つ目の言語特徴より，会話文と地の文を区別した発話スタ

イルの表現が期待できる．当該音素の引用符内外情報を表

す言語特徴を図 1 に示す．また，同じオーディオブックの

音声であっても，地の文だけのページは比較的安定した声

で文章を読んでいるため，ページ内の変動は小さいと考え

られるが，会話文が多いページでは感情的に読んでいるた

め，ページ内の変動は大きいと考えられる．そこで 2 つ目

の言語特徴のように，地の文と会話文の割合を言語特徴と

して表すことで， ページ内の変動の学習が期待できる． 
2.3 構文情報に基づく言語特徴  
物語のオーディオブックでは，地の文や会話文など様々

なスタイルの文が存在する．そのため，従来の言語特徴の

みでは，複雑な文の構造を正確に捉えることが困難である

と考えられる．文の構造は韻律に関係するため，正確な文

の構造を得ることは重要であると考えられる．そこで，構

文解析器を用いて，構文解析情報を言語特徴として用いる．

構文解析を行うことにより得られる構文木を用いて言語特

徴を設計する． 
• 当該単語の品詞  
• 当該単語と{先行，後続}単語との木構造上の距離  
• 当該単語と根との木構造上の距離  
• 当該単語の親の品詞  
• 当該単語の親の持つ単語群内での当該単語の{前，後}
からの位置  

• 当該単語の親の持つ単語群の総{音素，音節，単語}数  
• 当該単語と{先行，後続}の内容語の木構造上の距離  
以上のような，構文解析に基づいた言語特徴により，文

の構造を捉えた学習が期待できる． 
2.4 フレーズコード 
テキストを基に，全フレーズに対してフレーズを表すコ

ードを音声に割り当てる．フレーズコードの割り当てと使

用の流れについて図 2 に示す．フレーズコードは数値で表

し，フレーズが他のフレーズとは異なる固有のコードを持

つ．このフレーズコードを言語特徴と共に DNN の入力と

して用いることにより音響モデルの学習を行う．そして合

成時には，学習時に用いた音声から，適応したいフレーズ

を選択し，そのフレーズコードを入力として用いることで，

そのフレーズの発話スタイルの音声の合成が期待できる．

フレーズコードは数十～数百次元の乱数で表現する．以上

のようなフレーズコードにより，詳細な発話スタイルの表

現を期待する． 
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図 2：フレーズコードの割り当てと使用の流れ 

3 実験 
提案法の有効性を評価するために，主観評価実験を行っ

た． 音声合成システムのための学習コーパスとして，英語

の子供向けのオーディオブック 833 ページ(255 分)を用い

た．またテストデータとして，学習データに含まれない子

供向けのブック 348 ページを使用した．音響特徴として，

サンプリング周波数を 44.1kHz，フレーム周期を 5.0ms と

し，STRAIGHT 分析によって得られるメルケプストラム 0
～49 次，対数基本周波数，非周期成分 0～24 次とそれらの

動的特徴量(∆, ∆2)を用いた．言語特徴には，システム 1 と

して，HTS-2.3[3]で使用されている言語特徴とページ単位

の言語特徴を用いた．また，システム 2 として，システム 1
で用いた言語特徴に加えて，会話文と地の文を表現する言

語特徴と構文解析に基づく言語特徴を用いた．構文解析ツ

ールは StanfordParser-3.4.1[4]を使用した．さらにシステ

ム 3 として，システム 1 で用いた言語特徴に加えて，フレ

ーズコードを用いた．システム 1, 2 の言語特徴を用いて，

HMM に基づく音声合成システムを構築した．音響モデル

に 5 状態スキップなし left-to-right 型 MSD-HSMM を用い

た．また 3 システムの言語特徴を用いて，DNN に基づく音

声合成システムを構築した．音響モデルに隠れ層数が 3，各

隠れ層のユニット数が 2048であるDNNを用いて活性化関

数にはシグモイド関数を用いた．システム 1では324次 元，

システム 2 では 426 次元，システム 3 では 644 次元の言語

特徴に 3 次元の継続長特徴を加えたものを DNN の入力特

徴量とした．そして，228 次元の音響特徴と有声無声情報

を DNN の出力特徴とした．主観評価実験として子供向け

のオーディオブックとしての自然性に関する対比較試験を

行った．合成した 348 ページからランダムにページを選択

し，音声ペアを被験者に聞かせ，どちらが自然性に優れて

いるかを評価させた．また，自然性に差がない場合に対し，

差がないという選択肢を用意した．10 名に実験を依頼し，

1 名あたりの評価ページ数は 15 ページとした． 
 HMM 音声合成では，システム 1 が 44.0%，システム 2
が 52.7%となった．また DNN 音声合成では，システム 1
が 27.3%，システム 2 が 64.0%となった．システム 2 の音

声は，地の文が安定し会話文が抑揚のついた音声となった．

また，システム 2 の音声は，イントネーションが正しく，

基本周波数エラーの少ない音声となった．以上のことから，

会話文と地の文を表現する言語特徴と構文解析に基づく言

 
 

図 3：表現性に関する XABテスト結果 

語特徴は，子供向けのオーディオブックとして自然な音声

を合成すると考えられる．さらにシステム 2 同士を比較す

ると，HMM が 9.3%，DNN が 88.0%となった．HMM に

基づく音声合成では，音響モデルの学習時に，決定木に基

づいてコンテキストクラスタリングを行なっているため，

音響的に影響が小さい言語特徴は使用されない可能性があ

る．一方 DNN に基づく音声合成では，単一の DNN を用い

るため全ての言語特徴を学習に利用できる．このため，

HMM と比較して DNN は，設計した言語特徴が音響モデ

ルの学習に反映されやすく，子供向けのオーディオブック

として自然な発話スタイルを表現することができたのだと

考えられる．  
次に発話スタイルの表現性に関する XAB テストを行っ

た．システム 3 では，学習データから 20 フレーズを選んで

適応データとした．XAB テストでは，まず目標音声を被験

者に聞かせ，続いて合成音声のペアを聞かせて，どちらが

再現性に優れているかを選択させる．今回は適応データ 20
フレーズからランダムに 1 フレーズを選択し，それを目標

音声とした．実験結果を図 3 に示す．図 3 より，システム 1
よりシステム 3 が高いスコアを得た．システム 1 で合成し

た音声は平坦な音声となったが，システム 3 で合成した音

声は適応音声の発話スタイルを表現した音声となった．こ

の結果より，フレーズコードを入力に用いることで，指定

した発話スタイルの表現が可能だと考えられる． 
4 むすび 
 本研究では，表現豊かな音声合成を実現するために，オー

ディオブックを用いた統計的パラメトリック音声合成のた

めの言語特徴の検討を行った．提案した言語特徴の有効性

を評価するために，子供向けのオーディオブックを用いて

音声合成システムを構築し，主観評価実験を行った．実験

結果より，新たに設計した言語特徴を用いた音声は，オー

ディオブックとして高い自然性を示した．また，詳細な発

話スタイルを表現するために，フレーズコードを用いた

DNN 音声合成を行った．フレーズコードにより，指定した

発話スタイルを表現する可能性が確認できた．今後の課題

としては，係り受け解析情報に基づく言語特徴の設計，フ

レーズコードの次元数を増加しての合成，母語話者による

評価実験が挙げられる． 
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大語彙連続音声認識における統計モデルに基づく識別的な仮説の枝刈り
学籍番号　　２７４１３５０６　　氏名　　安藤 雄輝

指導教員名　　徳田 恵一

1 はじめに
近年，音声認識技術は，統計モデルに基づく手法の確立や，

大規模コーパスの構築，計算機性能の向上により大きく発展
した．音声認識技術はタスクに応じて様々なものが存在する
が，本研究では，数万語の語彙を扱い，文章単位の認識を行
う大語彙連続音声認識に着目する．
音声認識を行う際の最も基本的な方法としては，認識結果

として考えられる候補を全て求め，それらを比較し最も入力
音声に近い候補を認識結果として選択すれば良い．しかし，
大語彙連続音声認識では，扱う語彙が多く，文章単位の認識
を行うことから，単語の組み合わせ数が膨大になってしまう
ため，全ての単語の組み合わせを展開し比較することは，計
算量的に困難である．そのため，比較する候補数を削減する
仮説の枝刈りが行われる．
従来は，ビーム幅を設定し，仮説のスコア差や順位に基づ

いた枝刈りを行っていた．これらの手法により仮説数の削減
を実現することができた．しかし，従来の人手で設定した枝
刈り基準では，様々な入力に対して柔軟な枝刈りができてい
るとは言い難い．そこで，本研究では，大量のデータから枝
刈りを制御するための統計モデルを学習し，そのモデルに基
づいて，個々の仮説に対して「枝刈りしない」または「枝刈
りする」といった識別的な基準で枝刈りができるような枠組
みを提案する．枝刈りするか否かのクラス分類精度を高める
ことで，認識精度向上や計算量削減の実現を目指す．
2 大語彙連続音声認識における解探索
単語の組み合わせ数が膨大になる問題に対して，大語彙連

続音声認識における解探索では，フレーム同期ビーム探索 [1]
を用いることで対応している．フレーム同期ビーム探索では，
認識対象の時間フレームに同期して，仮説の展開と各仮説の
尤度計算を並行して行う．その際，各フレームにおいて展開
する仮説数を制限しながら認識を行う．1フレームあたりの
展開を許す範囲のことをビーム幅 (探索幅)と呼ぶ．このビー
ム幅によって展開が制限された仮説は，以降のフレームで展
開されなくなるため，計算量を削減することができる．この
仮説の展開を制限する処理は，仮説の枝刈りと呼ばれる．一
般的に，ビーム幅は予め設定しておくパラメータであるが，
ビーム幅を設定する際，認識精度低下を回避するため，大き
く設定すると枝刈りされにくくなり計算量が増加する．一方
で，計算量増加を回避するため，ビーム幅を小さく設定する
と枝刈りされやすくなり認識精度低下の危険性が高まる．こ
のように，認識精度と計算量は，トレードオフの関係である
ため，ビーム幅の設定は解探索において重要である．
3 仮説の枝刈り基準
ビーム幅の設定の他に，どのように仮説を比較し枝刈りす

るかといった枝刈りの基準も解探索に影響を及ぼす．従来の枝
刈り基準は，統計モデルが出力する尤度に基づいた代表的な
手法として，最も尤度の高い仮説からの尤度差を基準とした
Score pruningや，尤度の順位を基準としたRank pruningな
どが挙げられる．これらの枝刈り基準では，Score pruningは
許容する尤度差を，Rank pruningでは許容する順位を，ビー
ム幅として予め設定しておく必要がある．これらのような従
来のビーム幅を設定するような枝刈り手法では，他の仮説と

図 1: 統計モデルに基づく仮説の枝刈りの枠組み

比較して枝刈りするか否かを決定する手法であり，膨大な仮
説を比較する解探索過程において，不要な仮説展開や誤った
枝刈りの抑制の観点では最適であるとは言い難い．
4 統計モデルに基づく識別的な仮説の枝刈り
仮説の探索過程に着目すると，枝刈りとは枝刈りするか否
かの 2クラス分類問題であると考えることができる．つまり，
各仮説のクラスを正確に分類できるような枝刈り基準を求め
れば良い．そこで，本研究では探索に統計モデルを導入する
ことで，2クラス分類精度の向上を試みる．統計モデルの学
習は，大量のデータの探索過程の損失の期待値が最小になる
ように行う．具体的には，学習データの探索過程を識別的に
学習することで得られた枝刈り制御モデルの事後確率に基づ
いた枝刈りを行うことで，ヒューリスティックによらない柔
軟な枝刈りによる認識精度向上と計算量削減の両立を実現す
る．図 1 に提案する枠組みを示す．枝刈り制御モデルとして
は，2クラス分類問題における線形モデルであるロジスティッ
ク回帰モデルの構造を用いる．
4.1 ロジスティック回帰モデル
入力特徴量ベクトルを x = (x1, x2, . . . xd)，クラスを yと
した場合，クラス yの事後確率 P (y|x,λ)は式 (1)のように
表現される．

P (y|x,λ) = exp(λTx)

1 + exp(λTx)
(1)

ただし，λは入力特徴量ベクトル xに対する重みベクトルで
ある．ロジスティック回帰モデルを学習すると，識別に有用
な特徴量に対する重みが大きく学習され，そうでない特徴量
に対する重みは小さく学習される．
4.2 サーチエラーリスク最小化学習
サーチエラーリスク最小化基準 [2]では，最終フレームに
おいて尤度が最大となる仮説が枝刈りされる期待値を最小化
する学習を行う．式 (2)にサーチエラーリスク最小化基準の
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評価関数 L(λ)を示す．

L(λ) = 1

T

!

g∈HT

P (g|O)
T!

t=1

!

h∈Ht:h=Γt(g)

r(λTx(t,h)) (2)

式 (2)において，T は最終フレーム，gは最終フレームまで
到達した仮説，hはある仮説，P (g|O)は仮説 gの音響モデル
と言語モデルから得られる尤度，g ∈ Ht は T フレーム目に
残っている仮説集合Htに含まれるある仮説 gを表している．
また，h = Γt(g)は仮説 h が未来のフレームで gに成長する
可能性があることを意味している．r(λTx(t,h))はリスク関数
で，仮説が枝刈りされるリスクを表現した関数であり，シグ
モイド関数を用いる．
4.3 期待損失最小化学習
期待損失最小化基準では，損失関数の期待値を最小化する

学習を行う．この基準の場合，仮説へのペナルティを表現する
ような損失関数の設計が必要である．損失関数の例としては，
音素誤り数を出力するような関数を設計するなどが挙げられ
る．式 (3)に期待損失最小化基準の評価関数 L(λ)を示す．

L(λ) =
!

t

!

i

P (y(t,i)|x(t,i),λ)"
i′ P (y(t,i′)|x(t,i′),λ)

l(t,i) (3)

式 (3)において，l(t,i)は損失関数で，分母は損失関数の期待
値を求めるために，フレーム毎の全仮説の事後確率の総和を
1とするための正則化項である．この評価関数を最小化する
ことで，設計した損失関数の期待値が小さくなるような解探
索を実現できる．
5 評価実験
提案法の有効性を確認するために，大語彙連続音声認識実

験による評価実験を行った．データベースは新聞読み上げコー
パス (JNAS)を用いて，1文章の学習をサーチエラーリスク
最小化基準と期待損失最小化基準で行い，枝刈り制御モデル
を評価した．
5.1 サーチエラーリスク最小化学習の評価
サーチエラーリスク最小化基準で 1文章から学習したモデ

ルを用いて．学習データに対する枝刈りされるリスクの期待
値の変化を確認した結果，学習により学習データに対してリ
スクが減少していることが分かった．したがって，学習デー
タに対して，最終フレームまで残る仮説が枝刈りされるリス
クを減少させるような枝刈り制御モデルが学習できたと考え
られる．しかし，枝刈り制御モデルに基づいて学習データと
同じ 1文章の認識を行うと，認識結果が著しく低下した．こ
の原因の一つとして，サーチエラーリスク最小化基準の学習
では，最終フレームまで残った仮説のみしか学習データとし
て使用していないため，認識時に出現する仮説集合と学習時
に出現する仮説集合が大きく異なったことが考えられる．大
きく異なったことで，本来は枝刈りされる仮説の順位が上昇
するようなモデルパラメータが学習されてしまった．仮説集
合が異なる理由は，仮説の枝刈りとマージ（同状態に仮説が
展開された際にスコアの高い方を残し低い仮説を仮説集合か
ら除く処理）であるため，それらを考慮した学習方法を検討
した．具体的には，枝刈りに対しては最終フレームにおける
尤度に負の値を与えることで枝刈りされるリスクを大きくさ
せるように学習させ，マージに対しては最終フレームで取り
うる最大の尤度を採用した．学習の様子を図 2に示す．
この学習方法に基づいて 1フレームの学習を行った結果，

サーチエラーリスクの期待値の減少，枝刈りされる仮説の枝
刈りリスクの上昇が確認できた．また，学習を行ったフレーム
で枝刈り制御モデルに基づく枝刈りを行った結果，学習デー

図 2: 仮説の枝刈りとマージを考慮した学習

図 3: 提案法と従来法ビーム幅による認識率の変化

タに対しては正しい認識が行えた．このことから，枝刈りと
マージを考慮していない場合に発生した問題を考慮したモデ
ルパラメータが学習できたと考えられる．今後は，この枠組
みを全フレーム学習に拡張させて，文章全体で学習した際の
有効性を確認する．
5.2 期待損失最小化学習の評価
期待損失最小化基準で 1文章から学習したモデルを用いて，
学習データに対する音素誤り数の期待値の変化を確認した結
果，学習により学習データに対して期待損失が減少し，音素
誤り数を最小化する枝刈り制御モデルが学習できた．
次に，学習された枝刈り制御モデルに基づいて枝刈りを行
い，学習データと異なる 20文章を認識した結果と従来法と
の比較を図 3に示す．図 3の縦軸は認識率を，横軸はビーム
幅による変化を表している．今回は，提案法と従来法と比較
するため，枝刈り制御モデルの出力を仮説のスコアとみなし
Rank pruningを行った．図 3の結果から，ビーム幅が小さ
い場合，従来法と比較して認識精度の向上が見られた．これ
は，枝刈り制御モデルにより有望な仮説のスコアが上位に位
置し，小さいビーム幅の場合でも枝刈りされなかったためで
ある．
6 むすび
本研究では，統計モデルに基づく識別的な仮説の枝刈りを
行った．枝刈り制御モデルの学習では，期待損失最小化基準
で音素誤り数を最小化するように学習した場合，従来法と比
較して認識精度改善が確認されたが，サーチエラー最小化基
準の場合，学習データに対しても精度改善が見られなかった．
今後は，より識別に有用な入力特徴量の検討，枝刈り制御モ
デルの構造の検討が考えられる．
参考文献
[1] 伊田 政樹, 中川 聖一, “音声認識におけるビームサーチ法と A*探索法
の比較,” 電子情報通信学会技術研究報告, 1996.

[2] T. Hori, S. Watanabe, and A. Nakamura, “Search Error Risk Mini-
mization in Viterbi Beam Search for Speech Recognition,” in Proc.
ICASSP, pp.4934, 2010.
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着桟操船の自動化に関する研究 

-未知外乱推定による航路追従性の向上- 
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1 はじめに 

船舶の運航には先進国での人件費の高騰や船員志

願者の不足といった問題があり，効率的運用や省力

化といった観点から近年自動化が課題となっている．

着桟操船は船速の低下に伴って操舵性が著しく低下

するため高度な操船技術が必要となり，その自動化

は特に課題となっている． 
着桟操船の自動化については，操船所要時間を基

準とした最短時間操船法によって制御解が数値的に

求まることが知られている[1]．この最短時間制御解
を目標値としてモデル予測制御により追従を行うこ

とで風外乱に対応させる手法がこれまで提案されて

きた[2]．しかし，実海域では他に海流や潮流といっ
た未知外乱が存在しその影響も考慮する必要がある

が，これらは直接観測することが出来ないという問

題があった． 
本研究では，未知外乱を推定するために外乱オブ

ザーバを基にした外乱推定器を提案した．また，こ

の推定器による推定外乱をモデル予測機構に使用す

ることで実海域でのモデル予測制御の性能向上を試

みた． 
 

2 着桟操船の制御手法 

まず，目的とする着桟操船を図 1のように定義す
る．ここで，点Aは着
桟制御開始位置，点 B
は着桟位置手前の誘導

目標の位置，座標原点

Oは着桟位置である．
また，x，yは船体位置
座標[m]，u，v はそれ
ぞれ船体前後方向速度

[m/s]，横方向速度[m/s]，
ψ は船首方位[deg]，r
は回頭角速度[deg/s]で
ある． 

次に，追従に使用するモデル予測機構について説

明する．図 2にその制御系を示す．まず，指令値と
なる舵角と CPP 角について複数の候補を用意し，
それらを仮の指令値として適用した時の船体運動を

船体運動モデルを用いてシミュレートする．その予

測結果を目標値と比較，評価し，最も良い予測結果

を出した指令値を実際の船舶に対する制御入力とす

るものである．このときモデルに観測した風向・風

速を考慮することで風外乱下の船体運動の挙動を予

測することができる．目標とする航路は最短時間制

御により導出され

た解を用いる．船

体運動モデルには

MMG モデルと呼
ばれるモデルを使

用した．       図2：モデル予測制御系 
 

3 提案する外乱推定器 

外乱オブザーバ[3][4]を基にして操作入力と観測
した出力情報から測定不能な外乱を推定する方法を

提案する．図3に提案する外乱推定器の構成を示す． 

 
図3：提案する外乱推定器 

まず，外乱の影響を考慮していないMMGモデルの

出力    を計算する．その結果と実際に外乱の影響
を受けた船舶の観測出力   との差        
                  をとる．この差は外乱の影響
によって生じたものであり，それを以下に示す式(1)

から(3)を用いて計算することによって，船体に対し

て前後方向の外乱流体力  ，横方向の流体力  ，回
転モーメント  の推定値             を得ることが
できる． 
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船舶の運動の目標値からの誤差はこの外乱流体力

が引き起こしている．この推定した流体力をモデル

予測機構で考慮することで未知外乱に対応できる． 

 

4 シミュレーション結果 

提案した手法で外乱推定シミュレーションを行っ

た結果を図4に示す．航行状態として着桟航路を使用

し，外乱は検討のしやすさから10[m/s]の向かい風を

未知外乱として加えた．風外乱はMMGモデルでの定式

化がされており，これに起因する流体力を容易に計

算可能である．これを図4には真値として示す． 

 
図4：追い風での外乱推定結果 

図4より，推定値と真値が一致していることが分か

る．この推定外乱を使用してモデル予測制御を実施

した着桟操船シミュレーション結果を図5に示す．ま

た，表1に終端点での目標値との位置，速度，船首方

位誤差を示した． 

表1：終端点での目標値との誤差 

x位置誤差[m] y位置誤差[m] 速度誤差[m/s] 
船首方位

誤差[deg] 

5.16 25.05 1.36 0.30 
2.67 16.56 1.36 0.67 

 
図5：モデル予測制御結果 

表1より，外乱を考慮しない場合と比較して，推
定外乱を使用した場合は終端点での目標値との位置

誤差が小さくなっており，制御性能が向上している

と言える．しかし，速度誤差は改善されておらず課

題が残った．モデル予測制御の制御性能にも限界が

あるため評価区間，評価方法といった構造を改善し

更なる性能向上を目指す必要がある． 

 

5 まとめ 

本研究では，未知外乱推定とモデル予測制御の性

能向上を試みた．その結果，外乱を考慮しない場合

と比べ制御性能が向上した． 
また，提案手法では，外乱流体力を推定する際，

出力情報を微分して各方向の加速度を計算している．

しかし実海域で使用する場合，一定サンプルで観測

可能な位置情報より加速度を推定する必要がある．

そこで本研究では，カルマンフィルタを使用して加

速度を推定し，それを使用して外乱流体力を計算す

る手法を試みた．その結果，多くの条件で満足でき

るモデル予測制御性能を得ることが出来た． 

 

6 参考文献 
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DNN-GMMハイブリッドモデルに基づいた声質変換
学籍番号　　２７４１３５０９　　氏名　　市川 裕詞

指導教員名　　徳田 恵一

1 はじめに
声質変換とは，音声の発話内容は変化させずに声質のみを

変換する技術であり，特に入力音声を目標話者の声質に変換
する話者性の変換が注目されている [1]．代表的な手法である
ガウス混合モデル (Gaussian Mixture Model; GMM)に基づ
く手法 [2]では，元話者と目標話者のスペクトル特徴量の相
関をGMMによってモデル化している．しかし，音韻を考慮
せずにスペクトル特徴量のみを用いて変換モデルを学習する
ため，1つの混合要素に複数の音韻情報が混在する可能性が
ある．そのため，変換時に音韻の異なる分布が対応付けられ，
変換音声の明瞭性を低下させる恐れがある．そこで本研究で
は，音声認識用の不特定話者 Deep Neural Network (DNN)
音響モデル [3]から得られる音素状態の事後確率を音韻情報
として利用した DNN-GMM ハイブリッド手法を提案する．
本手法では，各混合要素は類似したスペクトルごとではなく，
DNN音響モデルにより定義される音素状態ごとにクラスタ
リングされる．音韻を考慮した変換により，変換精度の向上
を目指す．
2 GMMに基づく声質変換
GMMに基づく声質変換では，元話者と目標話者のパラレ

ルデータを DPマッチングにより対応付けたデータセットを
用いてGMMを学習する．フレーム tにおける元話者の特徴
量Xt と目標話者の特徴量 Yt が与えられたときに得られる
結合ベクトル O =

!
O⊤

1 ,O
⊤
2 , . . . ,O

⊤
T

"⊤
, Ot =

!
X⊤

t ,Y ⊤
t

"⊤

に対して，次式で表される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)

µm =

%
µ(X)

m

µ(Y )
m

&
,Σm =

%
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，M は混合数，ωmは混合
重み，µ(X)

m ,µ(Y )
m はそれぞれ元話者，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．
また変換時には，元話者の特徴量X を学習した GMMに

入力した際に，次式を最大化することで適切な変換特徴量 Y
を得ることができる．

P (Y | X,λ) =
$

m

P (m | X,λ)P (Y | X,m,λ) (3)

ただし，m = (m1,m2, . . . ,mT )は混合要素系列を表す．
3 Deep Neural Network 音響モデル
近年，音声認識の分野において，DNNを用いて隠れマルコ

フモデル (Hidden Markov Model; HMM)の音素状態を推定
するDNNとHMMのハイブリッド型システム (DNN-HMM)
が高い認識率を示している [3]．DNN-HMMでは，HMMの
s番目の状態における入力特徴量の状態出力確率 P (O|s)を
次式のように表す．

P (O|s) ∝
S$

s=1

'
P (s|O,Θ)

P (s)

(
(4)

図 1: Overview of proposed method

ここで，Θは DNNのモデルパラメータ，Sは HMMの音素
状態数，P (s|O,Θ)は DNNによって得られる入力特徴量に
対する音素状態の事後確率，P (s)はHMMの s番目の状態の
事前確率である．式 (4) のように定式化することで，識別モ
デルであるDNNを音響モデルとして扱うことが可能となる．

4 DNN-GMMハイブリッドモデルに基づく声
質変換

提案手法である DNN-GMMハイブリッドモデルに基づく
声質変換手法の概要を図 1に示す．本手法では，GMMに基づ
く声質変換手法と同様に，元話者と目標話者のパラレルデー
タを DPマッチングにより対応付けたデータセットを用いて
変換モデルを学習する．提案する変換モデルでは，フレーム
総数 T の元話者の特徴量X =

!
X⊤

1 ,X⊤
2 , . . . ,X⊤

T

"⊤ が与え
られた際の目標話者の特徴量 Y =

!
Y ⊤
1 ,Y ⊤

2 , . . . ,Y ⊤
T

"⊤ の
条件付き確率分布として次式を考える．

P (Y |X,Λ) =
$

m

P (m|X,Λ)P (Y |m,X,Λ)

=
T#

t=1

M$

m=1

P (m|Xt,Λ)N (Yt|µ(t)
m ,Σm) (5)

ただし，µ(t)
m は以下である．

µ(t)
m = AmXt + bm (6)

ここで，Λは GMMのモデルパラメータであり，N (·|µ,Σ)
は平均ベクトル µ，共分散行列Σを持つ正規分布を表す．ま
た，mは混合要素番号の系列，M は混合数を表し，特徴量
ベクトルが d次元であるとき，Amはm番目の混合要素にお
ける d× d次元の行列，bm は d次元のバイアス項を表す．
ここで，時刻 tにおける元話者の特徴量Xt をDNN音響モ
デルに入力した際に得られる状態 sの事後確率P (s|Xt,Θ)を
混合要素の事後確率とみなし，式 (5)を以下のように表す．

P (Y |X,Λ) =
T#

t=1

S$

s=1

P (s|Xt,Θ)N (Yt|µ(t)
s ,Σs) (7)

DNN音響モデルで定義される音素状態ごとにガウス分布を
持つこととなるため，音韻を考慮したモデル化が可能である．
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変換処理においては，式 (7)より，入力特徴量に対する事後
確率が最大となる特徴量系列を求めることで，変換音声を生
成する．
本研究では，GMMの各混合要素に割り当たる学習データ

が不足することによって生じる過学習を緩和させるために，
事後確率最大化 (Maximum a posteriori; MAP) 基準による
モデルパラメータの推定を行う．

Λ̂ = argmax
Λ

P (Y |X,Λ)P (Λ) (8)

ただし，事前分布 P (Λ)には学習データ全体から得られる統
計量を用いて設定した Gaussian-Wishart分布を全ての混合
要素に対して利用した．
5 KLダイバージェンスによるDPマッチング
音声認識用の不特定話者 DNN音響モデルにより得られる

音素状態の事後確率は，声質変換において元話者と目標話者
の特徴量を対応付けるのに有効であることが示されている [4]．
本研究においても，DNNにより得られる事後確率をパラレ
ルデータの DPマッチングに用いた．遷移コストは以下に示
す対称 KLダイバージェンスに基づき計算される．

DKL(P,Q) = DKL(P ||Q) +DKL(Q||P )

=
$

i

(P (i)−Q(i))(logP (i)−logQ(i)) (9)

ここで，P (i), Q(i)はそれぞれ確率分布 P, Qによって iが
出力される確率であり，DKL(P ||Q)は P の Qに対する KL
ダイバージェンスである．DNN音響モデルから得られる音
韻情報は話者性への依存度がスペクトル特徴量よりも小さい
と考えられるため，異なる性別間のような話者性の違いが大
きい際に特に有効であると考えられる．
6 評価実験
6.1 実験条件
提案法の有効性を評価するために主観評価実験を実施した．

予備実験では，特に性別の異なる話者への変換での効果がみ
られたため，元話者を男性話者，目標話者を女性話者とし実
験を行った．実験には研究室内で収録した男性話者 1名と女
性話者 1名の音声データを用いた．発話内容はATRの日本語
音声データベースの b-setと同じであり，学習に 10文，テス
トに 53文を用いた．サンプリング周波数は 48 kHz，フレー
ムシフトは 5 msとし，STRAIGHT分析で抽出されたスペ
クトルにメルケプストラム分析を適用することで得られる 0
次から 49次のメルケプストラムとその 1次動的特徴量を用
いた．また，DNN音響モデルとして，Julius[5]のディクテー
ション実行キットで使用している DNN音響モデルを利用し
た．この DNNは ASJ-JNASコーパス 86時間分を学習文と
し，HTKで抽出される 40次のフィルタバンク特徴量とその
1次・2次差分により学習されている．DNNのノード数は，
入力層 1320，隠れ層 2048，出力層 2004であり，隠れ層の数
は 5である．
本実験では，パラレルデータの DPマッチングにメルケプ

ストラムのユークリッド距離と DNN の事後確率の KLダイ
バージェンスの 2つの基準を用い，それぞれGMMに基づく手
法 (GMM-MCD, GMM-KL)と提案手法 (DNNGMM-MCD,
DNNGMM-KL)の 4手法を比較した．評価は変換音声の自
然性に関する 5段階MOSと話者性に関する 5段階DMOSと
し，被験者はテスト文の中からランダムに選ばれた 15文を
評価した．被験者はMOS，DMOSともに 10人である．
6.2 実験結果
図 2にMOS試験の結果を示す．図 2より DNNGMM-KL

は他の 3手法と比べ自然性の高い音声を得られることが分か

図 2: Naturalness (MOS)

図 3: Similarity (DMOS)

る．また，提案手法 2つの比較から，DNN音響モデルによ
り得られる情報を DPマッチングに利用することが有効であ
ると考えられる．図 3に DMOS試験の結果を示す．図 3よ
りMOS試験と同様に，DNNGMM-KL が他の 3手法より高
いスコアを示した．話者非依存の DNN音響モデルにより得
られる情報を利用することで元話者と目標話者の声質の相関
をより適切に表現することができたと考えられる．
両評価実験より，提案手法は有効であることが確認でき，
特に DPマッチングにおいて DNN音響モデルの事後確率を
利用した際に変換精度が大きく改善した．DPマッチングと
混合要素のクラスタリングを音素状態の事後確率という一貫
した基準で行うことで，より適切な変換モデルを構築するこ
とが可能となった．

7 むすび
本稿では，DNN音響モデルの事後確率を利用した DNN-

GMMハイブリッド声質変換手法を提案した．評価実験によ
り，音韻を考慮して変換を行うことで，変換精度が向上する
ことを確認できた．今後の課題として，同じ性別の話者間で
の変換における有効性の確認や利用する DNN音響モデルの
構造を検討することが挙げられる．
参考文献
[1] T. Toda et al., “The Voice Conversion Challenge 2016,” in

Proc. INTERSPEECH, pp. 1632–1636, 2016.

[2] T. Toda et al., “Voice Conversion Based on Maximum-
Likelihood Estimation of Spectral Parameter Trajectory,” in
Proc. IEEE Trans. ASLP, Vol. 15, pp. 2222–2235, 2007.

[3] G. Hinton et al.,“Deep Neural Networks for Acoustic Model-
ing in Speech Recognition,”in Proc. IEEE Signal Processing
Magazine, Vol. 29, pp.82–97, 2012.

[4] F.-L. Xie et al., “A KL Divergence and DNN-based Approach
to Voice Conversion without Parallel Training Sentences,” in
Proc. INTERSPEECH, pp. 287–291, 2016.

[5] 河原達也，“連続音声認識ソフトウエア Julius,” 人工知能学会
誌，Vol. 20，pp41–49，2005.
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DNN歌声合成における楽譜と発声のずれを考慮した学習法
学籍番号　　２７４１３５１３　　氏名　　梅村 真由

指導教員名　　徳田 恵一

1 はじめに
歌声合成とは，コンピュータに任意の歌を歌わせる技術で

ある．歌声合成技術の普及に伴い，品質の向上や表現の多様
化が求められている．歌声合成には，VOCALOIDに代表さ
れる波形接続に基づく手法 [1]や，統計モデルに基づく手法
など，さまざまな手法が提案されている．なかでも DNN歌
声合成は，近年注目されている手法であり，楽譜情報から変
換されるラベルと歌声波形から抽出される音響特徴量との対
応関係をDNNを用いてモデル化する．DNNをコンテキスト
から音響特徴量を推定する音響モデルと考える事により，よ
り精度の高い推定を行い，動的特徴量を考慮して学習を行な
うことで滑らかな歌声を合成する事が可能である．
実際の人間の歌声は，子音を少し早く発音し，母音の開始

を音符のタイミングに合わせる傾向にあるといったように，
必ずしも楽譜通りのタイミングで発音をしていない．そのた
め，楽譜情報と歌声波形との間には時間的なズレが存在し，
楽譜情報と歌声波形の対応関係を学習する際には，この発音
のズレを考慮する必要がある．従来の DNN歌声合成 [2]で
は，楽譜の時間情報を用いるのではなく，あらかじめ推定さ
れた歌声データの音素境界の時間情報を用いることで解決し
ていた．しかしこの手法では，前処理として時間情報の操作
を行なうため，DNNの学習時にはこの発音のズレの情報が
与えられない．楽譜に記された本当の時間情報は用いられな
いため，推定したアライメント情報に誤りが含まれていた場
合，取り返しがつかないという問題点がある．そこで本論文
では，楽譜と発声のズレを含めた DNN学習を行なう手法を
提案する．これにより，DNNを用いて人間の発音タイミン
グを再現し，歌声の品質を向上させることを目的とする．

2 DNN歌声合成システム
本システムは DNNを楽譜情報から音響特徴量を推定する

音響モデルとみなしている．DNN歌声合成システムの概要
を図 1に示す．HMM歌声合成と同様に，学習部と合成部か
ら構成されている．学習部では歌声から抽出した基本周波数
とスペクトルなどの音響特徴量と，楽譜情報から変換したラ
ベルとの対応関係を DNNを用いてフレーム単位でモデル化
する．合成部では，楽譜情報に基づいてモデルから生成され
るパラメータを用いて歌声を合成する．

3 楽譜と発声のズレを考慮した学習
本研究ではズレの情報を含めて DNNの学習を行なう手法

を提案する．
3.1 前後の情報を用いてズレを補う手法
従来手法では音素境界情報により，変更された時間で固定

した学習を行なっていた．しかしこの手法では，別のモデル
を用いて音素境界を推定する必要があり，また，推定した音
素境界に誤りが含まれた場合のリスクが大きいという問題が
あった．そこで，前後のラベル情報を当該ラベルに追加する
手法を提案する．この手法では，当該フレームのラベル情報
liに加えて前後のフレームのコンテキスト情報であるラベル
li−aや li+aを追加し，次元数の大きな 1つのラベル l

′

iとする
ことで，発声のズレを DNNが学習することを期待する．こ
こで，aは任意の整数とする．この手法では，楽譜の境界か

図 1: DNN歌声合成システム

ら遠い部分ではラベルの持つ情報量はほぼかわらず，境界付
近のフレームは複数のラベル情報を併せ持つこととなる．こ
の状態で DNNのモデル学習を行なう事で，i番目のフレー
ムからの出力 oiに，l

′

iに含まれる li−a，li，li+aのラベル情
報のうちから，どの部分に相当する音響特徴量を出力するか，
DNNが選択する事が出来る．この手法では，予め音素境界
を推定したり，明示的にズレの大きさなどを与える必要がな
いため，別のモデルを用いてそれらの操作を行なう必要がな
い．また，楽譜の時間情報のみで歌声の合成を行なうことが
でき，アライメントの推定誤りなどによる影響を受けないと
いう利点がある．
3.2 学習済みDNNを利用する手法
従来手法では，予め時間情報を変更しているために，DNN
の学習の際にはズレの情報が与えられず，楽譜に記された本
当の時間情報は用いられていなかった．そこで，この従来手
法の条件で学習を行なったモデルを利用し，学習済みのDNN
に新たな層を追加し，楽譜の時間情報を用いたラベルを入力
として再学習する手法を提案する．この手法ではまず，入力
に時間境界を音素境界に合わせて変更したラベル lCi ，出力に
音響特徴量 oiをセットし，それらの対応関係をDNNで学習
する．次に，学習済みの入力側にDNNに新たな層を追加し，
入力を楽譜の時間情報から得られるラベル lCi ，出力を音響特
徴量 oiとして，再びDNNの学習を行なう．このようにする
ことで，予め学習されていた音素境界時間情報から音響特徴
量を推定する部分のモデルはそのまま利用され，新たに追加
した層が，楽譜時間情報から音素境界時間情報へと変換する，
HMM歌声合成における発音タイミングモデルのような役割
を担うことが期待される．この手法では，最終的な DNNの
学習では楽譜時間情報によって得られるラベル列を音響特徴
量との対応関係を学習しているため，合成時にも別のモデル
を用いてズレを表現する事なく，楽譜から得られるラベル情
報から直接音響特徴量を生成することが可能であるという利
点がある．
3.3 明示的なズレ情報を入力に用いる手法
従来手法の，DNN の学習の際にはズレの情報が与えられ
ず，楽譜に記された本当の時間情報は用いていないという問
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表 1: 従来手法との比較
Mel-CD F0RMSE VUV

Conventional 6.142 0.05877 8.207

a=32 6.421 0.06398 *9.979

a=64 *6.406 0.06283 10.308

a=8,64 6.536 *0.06222 10.776

表 2: 学習済み DNNを利用する手法
Mel-CD F0RMSE VUV

Conventional 6.142 0.05877 8.207

Base 6.454 0.06308 10.413

提案手法 6.226 0.06279 8.684

題点を解決もう 1つの手法として，ラベルのコンテキスト情
報にズレの値を追加する手法を提案する．入力であるラベル
情報にズレの値を付与することで，入力特徴量と出力特徴量
の対応関係が崩れている場合にも，DNNがズレの大きさに
従ってよりよい推定を行なうことを期待する．

4 評価実験
DNN に基づく歌声合成の有効性を評価するために，客観

評価実験を行った．本実験では歌声データベースとして，女
性 1 名による童謡 70 曲を用いた．学習データとして 60 曲，
テストデータとして残りの 10 曲を用いた．サンプリング周
波数は 48kHz，量子化ビット数は 16bit である．音響特徴量
として，STRAIGHT によって抽出されたスペクトルに，メ
ルケプストラム分析を適用することにより得られた 49 次の
メルケプストラム係数，対数基本周波数とそれらの 1 次，2
次の動的特徴量を用いた．DNN の基本となる入力は楽譜情
報と継続長情報を表す 648 次元ベクトル，出力は音響特徴量
の静的 動的特徴量と有声無声情報を表す 154 次元ベクトル
である．ただし，静的 動的特徴量の最小値と最大値を基に，
0.01 から 0.99 となるように正規化を行った．ただし，実験
1，実験 3では入力次元数を変更して実験を行なっているた
め，別に明記するDNNの中間層 出力層の活性化関数にはロ
ジスティックシグモイド関数を用いた．客観評価尺度として，
メルケプストラム歪み (Mel-cd[dB]) と対数基本周波数の平
均二乗誤差 (F0RMSE[logHz])有声無声エラー（VUV[%]）
を用いた．
4.1 客観評価実験 1

前後の情報を用い前後の情報を用いてズレを補う手法に関
して，aの値を変化させ，どの場合が最も有効であるか客観
評価尺度を用いて比較した．表 1に結果を示す．nの値が 8
から 64のとき，前後の情報を用いない場合より値は良くなっ
ている．これは，前後のフレーム情報を用いることで，DNN
がズレをある程度吸収し，学習することができたからだと考
えられる．しかし前後の情報を用いてズレを補う手法では，
ある程度のズレを吸収する事はできるが，音素境界情報を用
いた手法の方が効果的であることがわかった．従来手法では，
DNNがズレを考慮できないが，正しい対応関係で学習を行
なえることが性能に大きく効果を上げている事がわかる．
4.2 客観評価実験 2

学習済み DNNを利用する手法に関して，客観評価尺度を
用いて従来手法と比較した．表 2に結果を示す．表 2より，
学習済み DNNに新たな層を追加し再学習した手法では，楽

表 3: DNN歌声合成におけるズレ情報の追加による比較
Mel-CD F0RMSE VUV

Base 6.454 0.06308 10.413

Base+Note 6.424 0.06279 10.388

Base+Phone 6.269 0.06014 9.304

Conventional 6.142 0.05877 8.207

Conventional+Phone 6.126 0.05876 8.097

譜時間情報に基づくラベルで通常通り学習した場合よりも性
能が向上した．このことから，新たに追加した層がズレを補
正する役割を担ったことがわかる．しかし，実験 1と同様に
従来手法と比較した場合では，及ばない結果となった．層数
を増やして学習を行なうことである程度のズレの吸収はでき
たが，音素境界情報を用いて正しい対応関係で学習した場合
の方が，高い性能を示している．
4.3 客観評価実験 3

明示的なズレ情報を入力に用いる手法のうち，どのように
ズレ情報を入力するのが最も有効であるか，客観評価尺度を
用いて比較した．条件をそれぞれ変更した以下の 5手法を比
較した．
Base
　楽譜時間情報を用い，ズレの大きさは考慮しない．
Base+Note
　楽譜時間情報を用い，音符ごとのズレの大きさを追加．
Base+Phone
　楽譜時間情報を用い，音素ごとのズレの大きさを追加．
Conventional method
　音素境界情報を用い，ズレの大きさは考慮しない．
Conventional+phone
　音素境界情報を用い，音素ごとのズレの大きさを追加．
表 3に結果を示す．
表 3より，音素ごとのズレの大きさを追加したことで，全
ての評価項目において，値が良くなっていることがわかる．
楽譜時間情報とのズレの大きさを入力に加える事で，音素境
界情報に加えて実際の楽譜の情報をも考慮することができた
からであると考えられる．音素境界情報の利用に加え，楽譜
時間とのズレを入力に加える手法が有効であることが確認で
きた．

5 むすび
従来の DNN歌声合成の，DNNの学習の際にはズレの情
報が与えられないという問題を解決するため，楽譜と発声の
ズレを考慮した学習手法を提案した．楽譜と発声のズレを考
慮した学習手法として，前後の情報を用いてズレを補う手法，
学習済み DNNを利用する手法，明示的なズレ情報を入力に
用いる手法，の 3手法を提案し，それぞれ条件を変更して比
較を行なった．客観評価実験の結果，全ての手法に置いて，
学習によってズレを吸収する効果が得られることを確認した．
また，明示的なズレ情報を入力に用いる手法では，従来法と
組み合わせる事で，より適切なモデル学習が可能となること
を確認した．
参考文献
[1] A. J.Hunt and A. W. Black, “Unit selection in a concatena-

tive speech synthesis system using a large speech database,”
Proc. of ICASSP, vol.1, pp.373–376, 1996.

[2] M. Nishimura, K. Hashimoto, K. Oura, Y. Nankaku, and
K. Tokuda, “Singing Voice Synthesis Based on Deep Neural
Networks,” Interspeech 2016, pp. 2478–2482, 2016.
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1 はじめに 

信頼性や可用性の継続的な向上のためデータの複製

（レプリカ）を作成し，複数のサーバで管理する分

散ストレージシステムの構築が広く行われている．

信頼性の高い分散ストレージシステムを実現するに

は，レプリカ間でのデータの一貫性を保証する必要

がある．しかし，厳密な一貫性を保証するほど，応

答性能やスループットは低下する．そこで，アプリ

ケーションの要求に応じて，どのようにレプリカ間

での一貫性を保証するかを定義した一貫性モデルが

数多く提案されている． 

Multi-Consistency Data Replication（McRep）[1]

は6つの一貫性モデルを保証可能な手法である．ただ

し，この手法は性能ボトルネックおよび単一障害点

が存在するという問題を抱えている．マルチマスタ

方式，マスタスレーブ方式の両方で単一障害点およ

び性能ボトルネックの無い手法が提案されているが，

単一の一貫性モデルの保証のみ行う．本研究では，

McRepを拡張し，単一障害点をそれぞれ解消する手法

と，分散ストレージシステムCeph[2]において，同期

間隔を調整可能な緩和された一貫性を導入する手法

を提案する． 

2 一貫性モデル 

分散ストレージシステム設計時には，用途に応じて

保証する一貫性モデルを決定する必要がある．以下

では，強力な一貫性であるLinearizabilityと緩和

された一貫性であるEventual Consistencyについて

それぞれ説明する． 

z Linearizabilityでは，任意のデータ操作が全レ
プリカにおいて同一順序で逐次実行されたと同

じであることが保証される．つまり，操作実行時

において，クライアントはシステム全体でそれ以

前に実行が完了しているデータ操作の処理結果

を観測できる．この一貫性を保証するためには，

全データ操作の実行前にその順を 

 

 

レプリカ間で統一するためにサーバ間での調停

が必要となり，応答時間の増加やスループットの

低下に繋がる． 

z Eventual Consistency では，レプリカにおける
データ操作の順序に規定は無い．この一貫性モデ

ルでは，データ操作が行われない間に，最終的に

レプリカ間のデータが同期されることを保証す

る．この一貫性の保証するためには，データ操作

順序の調停は必要なく，レプリカ間での同期のタ

イミングも規定が無いため，性能に与える影響は

少ない． 

3 既存研究 

McRepは6つの一貫性を保証可能なレプリケーション

手法である．この手法では，レプリケータと呼ばれ

るサーバがクライアントからの全リクエストとレプ

リカからの全応答を中継する．レプリケータはデー

タベースの差分を管理することで，トランザクショ

ンを直列化し，トランザクション間の競合解決を行

う．McRepは多くの一貫性を保証可能な一方で，レプ

リケータが単一障害点かつボトルネックとなる問題

を抱えている． 

単一障害点や性能ボトルネックが存在しないマルチ

マスタ方式の手法として，State-machineレプリケー

ション（SM）とDeferred-updateレプリケーション（DU）

が提案されている．SMでは，全データ操作は実行前

に直列化され，全てのレプリカで同一の順序で実行

される．これにより，Linearizabilityの一貫性モデ

ルを保証可能である．DUでは，全データ操作の内，

更新操作を含むもののみ，実行後に実行結果の直列

化を行う．したがって，保証できる一貫性モデルは

Linearizabilityよりも弱いが，リードヘビーなワー

クロードではSM と比較して性能が改善する，また，

分散ストレージシステムのCephはマスタスレーブ方

式を採用し，データ操作をマスタサーバで直列化す

ることで，Linearizabilityを保証する．Cephでは性
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能ボトルネックの解消のために，データごとにマス

タサーバとスレーブサーバを決定し，特定のサーバ

にアクセスが集中することを回避する．しかし，以

上の3 手法は単一の一貫性しか保証できない． 

4 単一障害点を解消するレプリケーション 

McRepを拡張し，同一の一貫性を保証しつつ，単一障

害点の問題を解決したプロトコルを提案する．提案

する手法では，単一障害点を排除するために中央集

権的なサーバを配置せず，McRepのレプリケータの役

割をクライアントとレプリカサーバで分担する．加

えて，McRepと同一の一貫性モデルを保証するために

SMとDUに基づくレプリケーションを使い分ける．各

レプリカサーバでは，全トランザクションを直列化

し，データベースの差分を管理する．同様に，各ク

ライアントでは，自身のトランザクションの状態を

管理する．提案プロトコルでは，どのデータベース

のバージョンならば要求された一貫性モデルを保証

できるかをDUに基づくプロトコルで各レプリカサー

バが確認することで複数の一貫性モデルを保証可能

としている．さらに，Linearizabilityを保証するた

めに，データベースのシステム全体の最新バージョ

ンを提供するSMを導入する． 

5 分散ストレージシステムCephへの選択可能な一

貫性の導入  

Cephにおいて，ユーザが選択可能な２種類の一貫性

を提供する手法を提案する．提案手法では，２種類

の一貫性に対応するように，単一のデータ操作に対

して2回応答を返す．一回目はクライアントから近い

サーバでの書き込みが完了した時点で，二回目は全

てのレプリカ間で同期が完了した時点である．一回

目の応答ではEventual Consistencyが，二回目の応

答ではLinearizabilityが保証される．強力な一貫性

の保証が必要無いユーザは一回目の応答のみ待機す

ることで，応答時間を高速化できる．  

6 評価 

以上で述べた2つの提案手法についてそれぞれ実装

し評価を行った． 

6.1 単一障害点を排除する手法の評価 

McRepと4節の提案手法の両手法において，サーバで

の障害発生時のスループットの変化を測定した．こ

の実験では，提案プロトコルでのレプリカサーバの 

リーダとMcRepのレプリケータを実験開始から10秒

図1：書き込み操作の応答時間とスループット 

後にダウンさせ，20 秒後に復帰させた．McRepでは，

レプリケータがダウンしている間のスループットは

0 となったが提案手法では，リーダレプリカサーバ

がダウンした際にスループットは瞬間的に低下した

が，0.87 秒で復帰することを確認した． 

6.2 選択可能な一貫性を導入したCephの評価 

5節の提案手法を実装し，従来のCephおよびEventual 

Consistency保証のストレージシステムであるSwift

との比較評価を行った．各手法において，サーバ数

は5でレプリカ数は3とした．実験ではデータサイズ

を変更し書き込み操作を行った際の応答時間を示す．

評価結果を図1に示す．結果から提案手法では

Eventual Consistencyの保証により，従来のCephと

比較して応答時間が短縮していることを確認した． 

5 まとめ 

本研究では，既存のミドルウェア方式のレプリケー

ション手法であるMcRepを拡張し，性能ボトルネック

と単一障害点を解消した手法をそれぞれ提案した．

第一の手法ではアトミックブロードキャストで一貫

性制御に必要な情報を同期することで単一障害点を

解消した．またCephにおいて緩和された一貫性であ

るEventual Consistencyを導入する事で，応答時間

を高速化する手法も提案した．評価から，Eventual 

Consistencyの保証により，従来のCephより応答性能

が改善することを確認し，ユーザが一貫性と応答性

能のトレードオフを調整可能であることを示した． 

6 参考文献 

[1] Al-Ekram et al., Multi-Consistency Data Replication, Proc. 11th 

ICPADS, pp.568-577, Dec., 2010. 

[2] Sage A. Weil. Ph.D. thesis, University of California, Santa Cruz, 

Ceph: Reliable, Scalable, and High-Performance Distributed Storage. 

Dec., 2007. 
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1 はじめに 

 ばねは，ボールペンのノック機構やリモコンのボ

タンなどの日用品から自動車のサスペンションばね

やエンジンの吸排気弁を制御する弁ばねなどの工業

用のものまで，多種多様の用途があり，生活に欠か

せないものとなっている．そのため，ばね製造は重

要な役割を担っており，近年では，高速生産かつ高

精度にばねを生産できる自動プログラミングシステ

ムが搭載された機械が開発されるなど，様々な発展

をしている．しかし，円錐型などばね径に変化のあ

る形状のばねを高速で製造する際，生産されたばね

の形状がいびつになり，望まれた精度で成形できな

いことが問題となっている．この問題の原因は，モ

ータの動作遅れにより線送りとコイリングの同期が

合わないことと考えられており，モータの指令位置

追従性の向上が求められる． 

 そこで本研究では，制御手法により追従性能を向

上させるため，離散時間線形システムに対する勾配

法に基づいた反復学習制御を提案する．まず，ばね

径操作に関わる工具の動作に関わるモータについて，

その応答特性を線形時不変モデルを用いてモデリン

グを行った．次に，このモデルに基づく制御系の設

計を行い，設計した反復学習制御系を用いて行った

シミュレーション実験により，追従性能の向上に対

する有効性を確認した． 

 

2 ばね成形機の加工機構 

 
図1：ばね成形機の機構 

 図 1 は，ばね成形機の加工部を示すものである．
本研究では，ばねの形状に影響を与える3つの工具
(線材の給送をする線送りローラー，輪状になった線

材を前後方向に押し出すことでピッチを作る押出ピ

ッチ，線材を押し付けることで輪状にするコイリン

グ)と生産速度に影響を与える工具(芯金とカットで

挟み込んで線材を切断する芯金前後)を対象とし，制

御的手法により追従性能を向上させることを目的と

する． 

 

3 各軸モータの応答特性のモデリング 

 まず，各工具およびローラーの動作を決定するモ

ータの応答特性を，実機より得た指令値と実測値か

ら，以下の線形時不変モデルを用いてモデル化した． 

 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘) (1) 
 𝑦(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) (2) 
𝑥 ∈ 𝑅𝑛は状態ベクトル，𝑢 ∈ 𝑅𝑚は入力，𝑦 ∈ 𝑅𝑝は

出力である．コイリングX軸モータについて，同定
したモデルに同定に用いた指令値を加えて得た出力

を以下の図2に示す． 

 

 
図2：コイリングX軸モータの出力と推定値 

 

図2から，実測値と出力はよく重なっており，十分
な精度でモデル同定できていると考えられる．また，

この実測値と出力の平均二乗誤差は10.3[1/
1000mm]であった． 
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4 制御系の設計[1] 

 

図3：制御系の構成 

 

 本研究で使用するのは, 離散時間線形システムに

対する勾配法に基づいた反復学習制御である．その

制御系の構成を図3に示す．これは，システムの入
出力信号の観測と入力信号の修正を交互に繰り返し，

出力を定義された目標軌道に近づける手法である． 
 

 システム(1)，(2)の時刻𝑘 = 0，1，⋯，𝑁 − 1にお
ける入出力関係を以下のように表す． 
 𝑤 = 𝛤𝑣 (3) 
ただし， 

𝑣:= [𝑢(0)𝑇 𝑢(1)𝑇 ⋯ 𝑢(𝑁 − 1)𝑇]𝑇 (4) 
𝑤:= [𝑦(0)𝑇 𝑦(1)𝑇 ⋯ 𝑦(𝑁 − 1)𝑇]𝑇 (5) 

𝛤 ≔

[
 
 
 
 𝐷 0 ⋯ 0

𝐶𝐵 𝐷 ⋱ ⋮
𝐶𝐴𝐵 𝐶𝐵 ⋱

⋮ ⋱ ⋱ 𝐷 0
𝐶𝐴𝑁−2𝐵 ⋯ 𝐶𝐴𝐵 𝐶𝐵 𝐷]

 
 
 
 
 (6) 

また，目標軌道を 

𝑤𝑑:= [𝑦𝑑(0)𝑇 𝑦𝑑(1)𝑇 ⋯ 𝑦𝑑(𝑁 − 1)𝑇]𝑇 (7) 
とする． 

出力誤差を観測して入力を更新するアルゴリズムは 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛 − 𝛷𝑒𝑛 (𝑛 = 0，1⋯) (8) 
𝑒𝑛 = 𝛤𝑣𝑛 − 𝑤𝑑 + 𝑑𝑛 (9) 

である．ただし， 

 𝛷 = 𝛼𝛤𝑇 (10) 
 

 本研究では，𝛼は試行錯誤により1.8に固定してシ
ミュレーションを行った．また，位置決め完了の条

件として，誤差ベクトル内の絶対値の最大要素を最

大誤差𝑒𝑚𝑎𝑥とし， 𝑒𝑚𝑎𝑥が5/1000[mm]未満となっ
たときに位置決め完了とした． 

 

5 シミュレーション結果 

 同定により得られたモデルに基づき構成した離散

時間線形システムに対する勾配法を用いてシミュレ

ーション実験を行った結果を示す．図4はコイリン
グX軸モータの入出力の結果である．図5は出力誤差
の結果である． 

 

図4：101回学習後のX軸モータの入出力 

 

図5：101回学習後の出力誤差 

 

図5から最大誤差は4.97[1/1000mm]であり，位置
決め完了の条件を満たしている．また，位置決め完

了までにかかった反復回数は101回であった． 

 

6 まとめ 

 本研究では，ばね形状と生産速度に影響を与える

工具およびローラーの指令位置追従性を向上させる

ため，反復学習制御による性能の改善を提案した．

シミュレーション実験の結果，追従性能の向上が確

認でき，この制御手法の有効性を示した． 

 

7 参考文献 

[1] 十河，木下，足立：“離散時間線形システムに対する勾

配法に基づいた反復学習制御”；システム制御情報学会論文

誌，Vol.12，No.4，pp.250-259，(1999) 
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1 はじめに 

GPUは画像処理専用のプロセッサである．一般的に

画像処理は，画素等の膨大な数の処理対象に対して

定式化された単純な演算を繰り返すことが多い．こ

のため，GPUは簡素な設計の計算ユニットを多数搭載

し，多数の処理対象に対して同時に命令を適用する

ことで画像処理の高速化を図っている．このように，

GPUは並列処理に特化したアーキテクチャであるた

め，データ並列性の高い演算処理を実行する場合，

複雑な設計の計算ユニットを搭載するプロセッサで

あるCPUと比べて，少ない消費電力で高い処理性能を

達成できる．このGPUの高い演算能力が注目されはじ

め，GPUの演算能力を画像処理以外の目的に応用する

GPGPUが発展してきた． 

2 研究背景 

この GPU 向けの開発環境はいくつか存在している

が，その中でも最も普及しているのが，NVIDIAが提

供する並列計算アーキテクチャモデル CUDA の開発

環境である．CUDAではGPU上に存在する多数の計算

ユニットに対して，多数の処理単位を割り当てる．

この処理単位の内，最小の単位をスレッド，スレッ

ドの集合をブロックと定義し，1 ブロック内に存在

するスレッド数をブロックサイズと呼ぶ．CUDAでは

単一スレッドに割り当てる処理単位をカーネル関数

と呼ばれる関数として定義し，同じ命令を多数のス

レッドに並行実行させる SIMT(Single Instruction 

Multiple Thread)と呼ばれる実行方式を採用してい

る．さらに，CUDAではGPUプログラムを呼び出す際

にスレッド群を階層的に構成するためのパラメータ

として実行構成を渡す必要がある．実行構成の設定

の際には，スレッド群を実行ユニットに割り当てる

GPU上のハードウェアである Warp Schedulerの搭載

数を考慮してなるべく多くのスレッドを生成するよ

う調節する必要があり，十分な数のスレッドを生成

するよう設定しない場合プログラムの実行速度が大

きく悪化してしまう．しかし，多数のスレッドを 

 

 

生成するプログラムを記述するためには，スレッド

単位の並列性を考慮する他に，GPU のチップ上のメ

モリ領域である，レジスタ，シェアードメモリに関

して単一スレッドが占有する量を調整する必要があ

る．このように，GPU 上の実行ユニットを最大限に

活用するようにスレッド群を構成することは，GPU

を熟知したプログラマでなければ困難である． 

3 スレッド数最適化のための既知の手掛り 

CUDAプログラムを記述する際に，GPU上に最大限ス

レッドを生成し並行に動作させることで，GPU 上の

実行ユニットを最大限に活用するための指標である

Occupancy[1]を NVIDIA は定義している．しかし，

Occupancy に従って最大限スレッドを生成するよう

な CUDAプログラムを記述したとしても，高速化に繋

がらない可能性がある．なぜなら，スレッドを生成

する際には，シェアードメモリやレジスタといった

高速なメモリを各スレッドに均等に割り当てる必要

があり，多くのスレッドを生成し過ぎると 1スレッ

ドあたりの処理性能が犠牲になってしまうからであ

る．そこで，Volkov らは[2]複数のスレッドの処理

をまとめて 1つのスレッドに実行させる，つまり 1

スレッドあたりの処理の割当単位を粗粒度にするこ

とで，カーネル関数の生成するスレッド数を減らし

たプログラムを作成した．しかし，Volkovらはこの

方法により高速化するプログラムの見分け方や，最

適なスレッド数の目安を提示するまでには至ってお

らず，任意のプログラムをスレッド数の削減により

高速化することは，GPUおよび CUDAに関して深い知

識を持たないプログラマにとって困難である． 

4 スレッド数最適化のための自動チューニング手法 

そこで本論文では，プログラマが GPUのアーキテク

チャおよび CUDA の特徴に精通していなくとも GPU

の性能を引き出すことを可能にするため，CUDAプロ

グラムに対し自動的に最適化を施す手法を提案する． 

提案手法は，シェアードメモリからのロードに注目

した．複数のスレッドがシェアードメモリ上の共通
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するデータをロードする場合，複数スレッドの処理

を単一スレッドにまとめて実行させることで，当該

データの総ロード回数を削減することが可能である． 

そこで，そのような特徴を持つプログラムを自動で

検出し，ブロックサイズを調整することで，シェア

ードメモリからのロード回数を削減し高速化を図る． 

しかし，複数のスレッドが共通するデータをロード

する CUDAプログラムであっても，ブロックサイズを

大きく縮小し過ぎると実行速度が逆に悪化してしま

う可能性がある．そこで，最適なブロックサイズを

算出するための指標として，GPU上のWarp Scheduler

の搭載数および，元のプログラムとチューニング後

のプログラムにおけるOccupancyの変化幅を用いる．

なお，チューニング後のプログラムに予想される

Occupancyは，CUDAプログラムを静的解析すること

によって得られる情報を元に算出する．この際特に，

単一スレッドが占有するレジスタ数に注目した． 

さらに，ブロックサイズの調整に伴い，各スレッド

の処理を一部変更する必要がある．これにより，ス

レッドによるシェアードメモリへのアクセスパター

ンも変化する可能性があるが，それにより発生しう

るオーバヘッドを抑えるよう，スレッドの処理を変

更する方法を提案する． 

5 スレッド数を自動最適化するプリプロセッサ 

4 章で提案したブロックサイズを最適化するため

の指標及びチューニング手法を用いて，自動で既存

のコードを変換するプリプロセッサを設計した．提

案するプリプロセッサは，最適なブロックサイズを

設定するために必要な情報を自動で収集する機能を

備えている．これにより異なるアーキテクチャ上で

CUDAプログラムを実行する場合でも，最適なブロッ

クサイズを設定可能である． 

6 評価 

提案手法の有効性を確認するため，ベンチマークプ

ログラムを用いて評価した．ベンチマークプログラ

ムには，CUDA SDKから行列乗算を行う MatrixMul，

Rodinia Benchから LU分解を行う LUDを用いた．さ

らに，評価には異なる GPU アーキテクチャである

FermiおよびKeplerのGPUが搭載された別々の計算

機を用いた．評価結果を図1に示す．図1は左のグ

ラフが Fermi における実行時間，右のグラフが

Keplerにおける実行時間をそれぞれ表しており，各 

 

 

図1：評価結果 

グラフは左から順に， 

(D):ブロックサイズ（1024）を変更していないデフ

ォルトのプログラム 

(B):ブロックサイズをそれぞれ 512，256，128，64

に固定したプログラム 

(T):提案手法によりブロックサイズを自動で調節し

たプログラム 

それぞれの実行時間を表している．グラフの縦軸は，

デフォルトプログラムの実行時間を 1として正規化

している．評価結果から，いずれのベンチマークで

も，提案手法によりチューニングしたプログラムは

デフォルトプログラムよりも高速化できており，一

部の参考プログラムのような速度低下を引き起こし

ていないと分かる．提案手法を用いて，複数の GPU

アーキテクチャ上で評価を行った結果，最大で

51.1%，平均して37.8%の性能向上を果たすことがで

きた．さらに，評価結果を考察するため，チューニ

ング後のプログラムのOccupancyと，提案手法によ

り予測したOccupancyを比較した．比較の結果，最

大誤差が約12%，平均 1.5%となっており，提案手法

を用いることで高い精度でOccupancyの変化幅を推

定可能であることを確認した．  

7 まとめ 

今後の課題としては，Occupancyの推定をより高精

度に行うことと，最適なブロックサイズを推定する

ための新たな指標を追加することが挙げられる． 

参考文献 

[1] Corp., N.: CUDA C Programming Guide, 7.0 edition 

(2015).  

[2] Volkov, V.: Better Performance at Lower Occupancy, 

GTC 2010 (2010). 
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1 はじめに 

現在，工場では資材の搬送のために自動搬送車が

利用されている．搬送車一台では運びきれない資材

を運送する際，複数台同時に運用し，一度に運ぶこ

とで時間短縮が期待できる．そこで，本研究では，

先導する搬送車に対して，一定距離を維持したまま

追従するという追従搬送について取り扱う． 

手島らの研究によりRBFネットワークと強化学習

を組み合わせた追従制御が提案された[1]．しかし，

コントローラへの入力として，先行車と追従車の相

対的な位置関係のみを用いているため，障害物など

の周囲の状況に対応できないという問題がある． 

そこで本研究では，カメラから得られる画像によ

って周囲の状況の把握を行い，また，相対的な位置

関係も利用することで，周囲の状況を考慮した追従

動作の獲得を目的とした．具体的な手法としては，

画像の処理に畳み込みニューラルネットワークを用

い，追従動作の獲得にQ学習を利用した． 

 

2 畳み込みニューラルネットワーク[2] 

畳み込みニューラルネットワーク(以下 CNN と記

す)とは，ニューラルネットワーク(以下 NNと記す)

の中でも画像処理に適した NNである．全結合型 NN

との違いは，図1のように，部分的な特徴抽出を行

う畳み込み層と情報の不変化を行うプーリング層が

存在する事である．これらの層を重ね合わせること

により，CNN は画像の持つ局所的な情報を取り出し

ながら，NNのパラメータ数を少なくすることを可能

とする． 

 
図 1：CNNの構成例 

3 Q学習 

Q学習とは強化学習の一種であり，状態と行動を，

行動価値関数Qで評価する手法である．Q学習の目的

は，行動価値関数を将来得られる累積報酬の期待値

として近似することである． 

本研究では状態として，カメラから得られる画像

の状態𝑋𝐼𝑀𝐺と，先行車と追従車の相対的な位置関係

から得られる数値の状態𝑋𝑁𝑈𝑀に分け，それぞれを
行動価値関数の入力として用いる．行動価値関数の

構成を図2に示す．行動を離散化しているため，出力

のユニット数は行動の個数となる． 

行動選択にはε-greedy法を用いる．ε-greedy法

はεの確率でランダムな行動をとり，1-εの確率で

行動価値関数が最大となる行動をとるという行動選

択法である． 

 
図2：行動価値関数の構成 

 

4 制御対象  

制御対象として，左右独立駆動方式の車両型ロボ

ットを用いる．座標系を図3に，運動方程式を式(1)

に示す． 

  
𝑑
𝑑𝑡
(
𝑥
𝑦
𝜃
) = 1

2
[
cos𝜃 cos𝜃
sin 𝜃 sin 𝜃
− 1

𝐷
1
𝐷

] (
𝑢𝐿
𝑢𝑅) (1) 

 

図3：車両型ロボットの座標系 
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5 シミュレーションによる有効性の検討 

本研究では提案手法の有効性をシミュレーション

により検討した．以下で，用いた状態，行動選択な

どについて述べる． 

[状態] OpenGLを用いて，図4に示すように，仮想

空間を構築し，その中で画像を取得し，画像処理を

施すことで画像の状態とした．ただし，画像は過去3

枚分を使用した．また，追従車の前方を基準とした

相対座標を定め，相対位置(𝑋, 𝑌, 𝛩)と相対速度
(𝑈, 𝑉, 𝛺)の6つの値を数値の状態とした． 

  

図4：画像の状態(左：処理前，右：処理後) 

 

[行動選択] 行動として，左右の車輪速度を独立し

て変更した．行動の離散化のため，現在の車輪速度

にその変化量を足すことで更新した． 

[報酬とペナルティ] 報酬として，理想の車間距離

で1となるガウス関数を用い，ペナルティとして，障

害物と接触した際に報酬から1を減ずることとした． 

[障害物の配置と先行車の軌道] 学習する環境と

して，通路を模した環境において，先行車を追従車

が追従することを想定した．図5に通路のモデル図と

先行車の軌道を示す．なお，先行車は一定速度

0.5[m/s]で走行するものとした． 

[学習法] Qの更新アルゴリズムとしてNeural 

Fitted Q IterationにGrowing Batchを組み合わせた

アルゴリズムを使用した[3]． 

  

図5：通路のモデル図と先行車の軌道

図6に学習結果を示す．(a)に先行車と追従車の軌道

を，(b)に時間と車輪速度の関係を，(c)に時間と車

間距離の関係を示す． 

 

(a)軌道 

 

      (b)車輪速度            (c)車間距離 

図6：学習結果 

図6より，先行車が壁際を走行しているのに比べ，追

従車は通路の中央寄りを走行していることがわかる．

また，その結果，追従車の移動距離が短くなるため，

追従車の速度は先行車より遅くなっている． 

 

6 まとめ 

障害物を考慮した追従制御について提案し，シミュ

レーションにより有効性の検討を行った．その結果，

提案手法により障害物を避けながらの追従動作を獲

得することができた． 
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1 はじめに 

 昨今，高品質な製品の大量生産を可能とするため

など，高精度かつ高速な自動制御が必要不可欠であ

る．制御対象の数理モデルがシンプルかつ既知であ

れば，その数理情報を用いて優れた制御系設計がで

きる．予見制御は，制御対象の数理モデルだけでは

なく，未来で制御対象に加えられる目標値や外乱の

情報が得られる場合に，それらの情報も制御系設計

に用いて更なる制御性能の向上を図る制御手法であ

る．ロボットや工作機械などのメカニカルシステム

の制御や化学プラントや電力プラントなどのプロセ

ス制御においては，未来の目標値や外乱の未来情報

が既知である場合も少なくない． 

 本研究で扱う最適予見制御[1]は，最適制御に予見

制御を組み込んだ制御手法である．未来の目標値変

化に対して予見動作を行うことで，制御に必要な時

間と操作量を抑えることができ，未来情報を全く予

見しない最適制御に比べて良好な制御性能を得やす

くなる．しかし，従来の一般的な最適予見制御は，

整定時間の短縮や制御入力の抑制のみに焦点を当て

ており，過渡応答の形状については考えていない．

目標値変化におけるステップ応答に対しては，応答

終期に目標値を一度超えてから追従しだす現象であ

るオーバーシュートや応答初期に目標値と逆方向へ

変化する逆応答（アンダーシュート）といった現象

が現れる可能性がある．これらの現象は，厳密な温

度管理が必要な熱処理における不良品の生産や工作

機械の運動制御で限られた空間外への移動による接

触事故などにつながる恐れがあり好ましくない． 

 そこで，本研究は最適予見制御の過渡応答に現れ

るオーバーシュートや逆応答を抑制，防止するよう

な設計手法を提案する．制御対象は複数の操作量と

制御量をもつ多変数系とする． 

 

2 近似非干渉化 

 本研究での制御対象は多変数系である．多変数系

は一つの操作量を変化させると，複数の制御量が変

化する相互干渉の影響を有する．この相互干渉は制

御性能の劣化や過渡応答のオーバーシュートや逆応

答の発生につながるため非干渉化を行う． 

 

 

本研究では，後述される提案手法を評価するため

に用意した実験プラントのような熱系プラント等は

多くの場合が極限零点をもつ非最小位相系であるこ

と，後の最適予見制御系の設計の見通しを良くする

こと，制御系の相対次数をむやみに変化させないこ

との3つに注意して，近似的にではあるが，以下に
示すような最適レギュレータを用いた状態フィード

バックによる非干渉化を採用した．制御量𝒚[𝑘]が入
力信号𝒗[𝑘]に追従するように設計する． 

 制御対象は次式の状態方程式により表現されてい

る可制御，可観測な線形離散時間システムとする． 

𝒙𝒑[𝑘 + 1] = 𝑨𝒑𝒙𝒑[𝑘] + 𝑩𝒑𝒖[𝑘] 
𝒚[𝑘] = 𝑪𝒑𝒙𝒑[𝑘] (1)  

状態変数の数は𝑛，制御量の数は𝑝，操作量の数は𝑚
とする(𝑚 > 𝑝)．  

 ここで，最適レギュレータ理論で扱う 2次形式評

価関数として，次のものを定義する． 

𝐽 = ∑(𝒚𝑇[𝑘]𝒚[𝑘] + 𝒖𝑇[𝑘]𝑹𝒖[𝑘])
∞

𝑘=0
 (2)  

ただし，𝑹は正定対称行列である．この評価関数を最
小化する最適解は，フィードバックゲイン𝑭を用いて，
次式の通りに与えられる． 

𝒖[𝑘] = 𝑭𝒙[𝑘] (3)  

また，𝑹を𝜌に比例する行列とする．𝜌は設計者が
決定できる零より大きい定数である．離散時間最適

レギュレータ問題の解について，𝜌 → 0としたフィ
ードバックゲイン𝑭𝟎を 

𝑭𝟎 = 𝐥𝐢𝐦𝜌→0 𝑭  

と定義しておく．非干渉化された制御対象への入力

を𝒗[𝑘]として，フィードフォワードゲイン𝑮0を用い
て，新たに操作量を次式のようにする． 

𝒖[𝑘] = 𝑭𝟎𝒙[𝑘] + 𝑮0 𝒗[𝑘] (4)  

(1)式より，𝒗[𝑘]から 𝒚[𝑘]までの伝達関数は 

𝒚[𝑘] = 𝑪(𝑧𝑰 − 𝑨 − 𝑩𝑭𝟎)−𝟏𝑩𝑮0 𝒗[𝑘] (5)  

である．したがって，最終的な非干渉化の目標であ

る𝒚[𝑘] = 𝒗[𝑘]が達成されるためには𝑮0を 

𝑮𝟎 = (𝑪(𝑰 − 𝑨 − 𝑩𝑭𝟎)−𝟏𝑩)−𝟏 (6)  

と決定すればよい． 
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 この最適レギュレータによる非干渉化は𝜌を零に
漸近させるほど相互干渉の影響を抑制することがで

きるが，完全にはなくすことができない近似的な非

干渉化である． 

 近似非干渉化された制御系の状態方程式は， 

𝒙𝒑[𝑘 + 1] = 𝑨𝟎𝒙𝒑[𝑘] + 𝑩𝟎𝒗[𝑘] 
𝒚[𝑘] = 𝑪𝒑𝒙𝒑[𝑘] (7)  

𝑨𝟎 = (𝑨𝒑 + 𝑩𝒑𝑲)，𝑩𝟎 = 𝑩𝒑𝑮  

となる． 

 

3 参照モデル 

 本研究では一般的に制御応答の規範として用いら

れる参照モデルを最適予見制御系の設計に活用する．

連続時間の参照モデルの設計方法について様々な研

究が提案されている[2]．本設計法では離散時間のも

のを扱うため，連続時間の参照モデルから離散時間

の参照モデルを作成し用いる方法を採ることにする． 

単入力単出力の連続時間の参照モデルを零次ホー

ルドにより離散時間化する． 

𝑚𝑑[𝑧] = 𝒵{𝑚𝑐(𝑠)} (8)  

ここで，𝑚𝑐(𝑠)は連続時間の参照モデル，𝑚𝑑[𝑧]は
離散時間の参照モデル，𝒵{∙}は零次ホールドおよび
サンプラによる離散時間化を意味するものとする．

このとき，離散時間の参照モデルが非最小位相では，

後述するが好ましくない．そこで，以下に示す方法

を用いる． 

 連続時間系の参照モデルは零点を持たないものを

採用する．そこで，離散化されたモデルの極限零点

はステップ応答形状に対してあまり影響を与えない

ものと考えて，次のような参照モデルを採用する． 

𝑚[𝑧] = 𝑛[1]𝑧𝑛𝑞

𝑝[𝑧]  (9)  

ただし，𝑝[𝑧], 𝑛[𝑧]は𝑚𝑑[𝑧] = 𝑛[𝑧]/𝑝[𝑧]となる𝑧の多
項式であり，𝑛[1]は直流ゲインを1にするためのも
のである．ここで𝑛𝑝を 

𝑛𝑝 = deg{𝑝[𝑧]} (10)  
と定義する．𝑛𝑝は参照モデルの次数であり，設計者
が任意にその値を設定できる．𝑛𝑞も設計者が決定で
きるパラメータであるが，制約を受ける場合がある． 

ある出力に対する参照入力変化に対して他の出力

が変化することは好ましくない特性である．そこで，

𝑝出力の多変数系に対する参照モデルを 

𝑴[𝑧] = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑚1[𝑧], ⋯ , 𝑚𝑝[𝑧]} (11)  
と決定する．ただし，𝑚𝑖[𝑧](𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝)は単入力単
出力系であり，出力ごとに決定する．また，対応す

る𝑛𝑝，𝑛𝑞は𝑛𝑝𝑖，𝑛𝑞𝑖とする． 

4 オーバーシュートの対策 

 前述した参照モデルを用いて過渡応答に現れるオ

ーバーシュートを抑制，防止する最適予見制御を設

計する． 

まず，過渡応答にオーバーシュートを生じない参

照モデルを選択する．本研究では次式の二項展開形

モデルを用いる． 

𝑚𝑐(𝑠) = 1
(1 + 𝑠/𝜔0)𝑛𝑝 (12)  

𝜔0は固有角周波数である．このモデルは極がすべて
実極となり，ステップ応答にオーバーシュートを持

たないという特徴を有している．また，固有角周波

数𝜔0と参照モデルの次数𝑛𝑝を決定することで応答
形状を陽に指定することができる．この参照モデル

を各制御量に対して個別に決定し，前述した離散時

間化を行い，多変数系に拡張する． 

 最適予見制御系の動特性を二項展開形モデルの動

特性に近づけることでオーバーシュートの抑制，防

止を行う．制御系の動特性は極によって決定付けら

れる．そこで，最適予見制御系の極を参照モデルの

極に漸近させるような2次形式評価関数を設計する． 
 非干渉化された制御系(7)式に制御系の極が参照
モデルの極に漸近するような最適予見制御系を設計

する．まず，最適予見制御を用いてサーボ系を設計

するために，制御対象の拡大系を構築する．シフト

オペレータ𝑞と後退差分演算∆= (1 − 𝑞−1)を用いて，
拡大系を次式のようにとる． 

𝒙[𝑘 + 1] = 𝑨𝟏𝒙[𝑘] + 𝑩𝟏∆𝒗[𝑘] 
𝒚[𝑘] = 𝑪𝒙[𝑘] (13)  

𝒙[𝑘] = [∆𝒙𝒑𝑇[𝑘] 𝒚𝑇[𝑘]]𝑇
 

𝑨𝟏 = [ 𝑨𝟎 𝟎
𝑪𝒑𝑨𝟎 𝑰] , 𝑩𝟏 = [ 𝑩𝟎

𝑪𝒑𝑩𝟎
] 

𝑪 = [𝟎 𝑰] 

 

 参照モデル𝑴[𝑧]を入力－出力間の動特性の目標
として設計し，以下の通りとする． 

𝑴[𝑧] = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑚1[𝑧], ⋯ , 𝑚𝑝[𝑧]} (14)  

𝑚𝑖[𝑧] = 𝑧𝑛𝑞𝑖

𝛼𝑖𝑜 + 𝛼𝑖1𝑧 + ⋯ + 𝛼𝑖𝑛𝑝𝑖𝑧𝑛𝑝𝑖 

(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝) 
(15)  

制御系の設計目標は 

𝒚[𝑘] =  𝑴[𝑞]𝒓[𝑘] (16)  
である．𝒓[𝑘]は参照入力（目標値信号）である．(16)
式の両辺に𝑴−𝟏[𝑞]を左から作用させると， 

𝑴−𝟏[𝒒]𝒚[𝒌] =  𝒓[𝒌] (17)  
となる．ここで，仮想出力𝒚∗[𝑘]を 
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𝒚∗[𝒌] = 𝑴−𝟏[𝒒]𝒚[𝒌] (18)  
と置くと，設計目標は 

𝒚∗[𝒌] = 𝒓[𝒌] (19)  
と等価になる．そこで，𝒆∗[𝑘]を 

𝒆∗[𝒌] =  𝒓[𝒌] − 𝒚∗[𝒌] (20)  
のように定義する．この𝒆∗[𝑘]の大きさを小さくすれ
ば，制御系の動特性を参照モデルの動特性に近づけ

ることができる． 

ただし，𝑴−𝟏[𝑞]𝒚[𝑘]を𝒓[𝑘]に追従させようという
考え方であるので，離散時間の参照モデル𝑴[𝑧]は不
安定零点を含むことができない．また，振動的なモ

ードの零点を含む場合も，参照入力の変化に対して

制御量が振動的な振る舞いをするため好ましくない． 

 次に，仮想出力𝒚∗[𝑘]を実現することを考える．参
照モデルが零点を持つとき，拡大系(13)式の出力行
列を変化させただけでは𝒚∗[𝑘]を実現することは出
来ない．そこで，まず状態変数を増やすことによっ

て，制御対象の各出力を𝑛𝑞𝑖ステップ遅らせて出力さ
せる拡大系を実現する． 

𝒙𝒆[𝑘 + 1] = 𝑨𝒆𝒙𝒆[𝑘] + 𝑩𝒆∆𝒖[𝑘] 
𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑞−𝑛𝑞1, ⋯ , 𝑞−𝑛𝑞𝑝}𝒚[𝑘] = 𝑪∗[𝑘]𝒙𝒆[𝑘] (21)  

𝒙𝒆[𝑘] = [𝒙𝑇[𝑘] 𝒚𝟏[𝑘 − 1] ⋯ 𝒚𝟏[𝑘 − 𝑛𝑞1] 
⋯ 𝒚𝒕[𝑘 − 1] ⋯ 𝒚𝒕[𝑘 − 𝑛𝑞𝑝]]𝑇 

𝒚[𝑘] = [𝒚𝟏[𝑘] ⋯ 𝒚𝒑[𝑘]]𝑇 
 

また，仮想出力𝒚∗[𝑘]を出力する行列は 

𝒚∗[𝑘] = 𝑪𝒆𝒙𝒆[𝑘] (22)  

𝑪𝒆 = [𝒄𝒆1𝑇 ⋯ 𝒄𝒆𝑝𝑇]𝑇
  

𝒄𝒆𝒊 = 𝒄𝒊
∗ (𝛼𝑖,0𝑰 + 𝛼𝑖,1𝑨𝒆 + ⋯ + 𝛼𝑖,𝑛𝑝𝑖𝑨𝒆

𝑛𝑝𝑖) 
(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝) 

(23)  

𝑪∗ = [𝒄1
∗ 𝑇 ⋯ 𝒄𝑝∗

𝑇]𝑇
 (24)  

と計算できる．  

 したがって，参照入力𝒓[𝑘]と仮想出力𝒚∗[𝑘]の偏差
𝒆∗[𝑘]を小さくするように，2次形式評価関数を 

𝐽 = ∑{𝒆∗𝑇[𝑘]𝒆∗[𝑘] + ∆𝒖𝑇[𝑘]𝑯∆𝒖[𝑘]}
∞

𝑘=0
 

  = ∑{�̅�𝒆
𝑇[𝑘]𝑸�̅�𝒆[𝑘] + ∆𝒖𝑇[𝑘]𝑯∆𝒖[𝑘]}

∞

𝑘=0
 

(25)  

𝑸 = 𝑪𝒆
𝑇𝑪𝒆  

�̅�𝒆[𝑘] = 𝒙𝒆[𝑘] − 𝒙𝒆[∞]  

となるように置く．この評価関数を最小化する操作

量は，予見時間をサンプリング時間で割った値であ

る予見ステップ数を𝑀𝑅として， 

∆𝒖[𝑘] = 𝑭�̅�𝒆𝒙𝒆[𝑘] + ∑ 𝑭𝑹[𝑗]∆𝒓[𝑘 + 𝑗]
𝑀𝑅

𝑗=1
 (26)  

𝑭�̅�𝒆 = −[𝑯 + 𝑩𝒆
𝑇𝑷𝑩𝒆]−1𝑩𝒆

𝑇𝑷𝑨𝒆 (27)  

𝑭𝑹[𝑗] = −[𝑯 + 𝑩𝒆
𝑇𝑷𝑩𝒆]−1𝑩𝒆

𝑇[(𝑨𝒆 

+𝑩𝒆𝑭�̅�𝒆)𝑇 ]𝑗−1𝑷𝑮𝑹 

(28)  

𝒙𝒆[∞] = 𝑮𝑹 𝒓[𝑘]  

𝑷 = 𝑪𝒆
𝑇𝑪𝒆 + 𝑨𝒆

𝑇𝑷𝑨𝒆 

−𝑨𝒆
𝑻𝑷𝑩𝒆(𝑩𝒆

𝑇𝑷𝑩𝒆 + 𝑯)−1𝑩𝒆𝑷𝑨𝒆 
(29)  

と計算でき，制御対象の状態変数のフィードバック，

各目標値と制御量の偏差の積分値のフィードバック，

および予見フィードフォワードの構成で得ることが

できる． 

 この評価関数の操作量に対する重み𝑯を零に漸近
させるほど，制御系全体の極が参照モデルの極に漸

近する．すなわち，参照モデルを二項展開形モデル

とすると，最適予見制御の過渡応答に現れていたオ

ーバーシュートが抑制あるいは防止される． 

 

5 逆応答の対策 

 オーバーシュートだけでなく，逆応答の抑制，防

止が実現できるような設計を行う．最適予見制御の

過渡応答に現れる逆応答は，目標値変化前の予見動

作に現れていたため，予見フィードフォワード部分

の再計算を行う． 

そこで，未来の目標値信号にかけられる予見フィ

ードフォワード係数を前述した最適レギュレータ理

論ではなく，拘束条件付き最適化問題によって計算

することを考えた．拘束条件は，未来の目標値信号

の変化を予見して実際に目標値信号に変化するまで

の間に制御量が逆応答しない，すなわち単調増加す

るように決定した．最適化される目的関数は(25)式
のオーバーシュートを抑制する評価関数である． 

しかし，本研究では拘束条件付き最適化問題を直接

探索法により計算することを考えたが，多変数系で

あることや予見時間を一般的に長く取ることから，

拘束条件が多く複雑になりやすく，計算時間が長く

なってしまうことが懸念された． 

 そのため，より簡単な単入力単出力系での拘束条

件付き最適化の最適解の傾向から，非干渉化がある

程度なされているとして，最適性は劣るが近い値と

なる多変数系での最適解の近似解が得られる計算方

法を提案する． 



平成 28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 

予見フィードフォワード係数𝑭𝑹[𝑗]を𝑗 = 1から計
算し，制御対象がある程度非干渉化されているとし

て，𝑭𝑹[𝑗]の各制御量に対する対角成分の符号が変化す
るステップ数以降は計算せずにその列成分を0とする． 
 この予見フィードフォワード係数を用いることで，

最適予見制御の過渡応答に現れていた逆応答を防止

することができる．また，フィードバック部分はそ

のままであるので，オーバーシュートを抑制する効

果は十分期待できる． 

 

6 提案手法の評価 

 本研究では特定の熱系プラントを対象として数値

例と実験により提案法の有効性を確認した．制御対

象を数値解析用ソフトであるMatlabのSystem 
Identification Toolboxを用いてモデル化した．この
制御対象のモデルのは2入力2出力の多変数系であ
る．また，連続時間で不安定零点を持たないが，短

いサンプリング時間で離散時間化した際に不安定な

極限零点が発生する．この制御対象に従来の一般的

な最適予見制御と本研究で提案する最適予見制御を

適用し，そのステップ応答を比較する． 
サンプリング時間を0.5[sec]，予見ステップ数を

200（予見時間は100[sec]）とした．提案法で用いる
参照モデルは，2つの制御量に対して同じものを用
いた．連続時間の参照モデルを次式に示す二項展開

形モデルとした．  

𝑚(𝑠) = 1
1 + 15𝑠 + 56.25𝑠2 (30)  

この参照モデルを前述した離散時間を行い，多変数

系に拡張した．(9)式の離散時間での参照モデルの分
子のパラメータ𝑛𝑞もまた各制御量で同じものを用
い，目標値変化の前後で誤差面積が等しくなるよう

に𝑛𝑞 = 31と決定した．その他のパラメータは，操
作量が飽和しないことと従来法と提案法のステップ

応答の整定時間がおおよそ等しくなることに注意し

て決定した． 
 数値例と実験の結果を図1から図4に示す．制御量
と目標値をオフセットからの変化量として単位[K]
で表した． 

 

図1：制御量𝑦1の比較（数値例） 

 

図2：制御量𝑦2の比較（数値例） 

 

図3：制御量𝑦1の比較（実験） 

 

図4：制御量𝑦2の比較（実験) 

 

数値例と実験の両方の結果により，提案法を用い

ることで従来法の過渡応答に現れていたオーバーシ

ュートや逆応答が十分抑制されていることがわかる． 

 

7 まとめ 

 本研究では，制御性能の劣化などを引き起こす多

変数系の相互干渉の影響を抑制するため近似非干渉

化を行い，その後に最適予見制御系を設計した．オ

ーバーシュートを抑制するために，二項展開形モデ

ルと呼ばれる参照モデルを用いて評価関数を設計し

た．また逆応答を防止する予見フィードフォワード

係数を計算するため，拘束条件付き最適化問題の考

え方を採用した簡易な計算方法を提案した．これら

により，過渡応答に現れるオーバーシュートと逆応

答を抑制，防止する最適予見制御系を設計できた． 
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遺伝的アルゴリズムを用いた着桟操船における軌道生成 
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指導教員名 水野 直樹 

 

 

 
1 はじめに 

船舶の運航はこれまで長年の経験を積んだ船員に

よって行われてきた．しかし先進国での人件費の高

騰や船員志願者の不足，効率的運用や省力化といっ

た観点から，近年操船の自動化が望まれている．特

に着桟操船は船速の低下に伴って操舵性が著しく低

下するため高度な操船技術が要求される課題である． 

着桟操船の自動化については，操船所要時間を基

準とした最短時間操船によって制御解が数値的に求

まることが知られている．しかし，初期条件や終了

条件，外乱の条件により，数値計算にバラつきが生

まれ，条件によっては制御解が求まらない問題があ

った．  

本研究では着桟操船を目的関数最小化問題とし，

遺伝的アルゴリズムを用いた着桟操船制御解導出方

法を提案した．また，実船実験を行い，提案手法の

有効性の検討を行った． 

 

2 制御対象と問題の定式化 

目的とする着桟操船を図1のように“ある位置に
おいて一定方向・速度で航行している船舶を，指定

した位置へ，その

位置での方向・速

度を指定して移動

させる操船”と定

義する． 

ここで，点Aは
着桟制御開始位置，

点Bは着桟位置手
間の誘導目標の位

置，座標原点Oは
着桟位置で，着桟

距離を l [m]とする区間を対象とする．また，x，y
は船体位置座標[m]，u，vはそれぞれ前進速度[m/s]，
横方向速度[m/s]，ψ は船首方位[deg]，r は回頭角速
度[deg/s]である． 

 船舶をある状態からある状態まで最短時間で移動

させる操船法については2点境界値問題に置き換え，
定式化することで制御解を数値的に解くことができ

る[1]．しかし，外乱の条件により，数値計算の収束

性が変化するため，実海域においての船舶の状態に

応じて計算することは実用的でない． 

 

3 提案する軌道生成手法 

遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm:GA)とは，
生物の進化過程を模した最適化手法の一つである．

GA は集団ベースの探索手法であることから並列計
算に向いている．こ

のことから，本研究

では評価計算のみ並

列化したマスタ・ス

レーブ型GAを用い
て，目的関数最小化

問題を解くことで着

桟操船の軌道生成を

行った[2]．本研究の

GA のフローチャー
トを図2に示す．GAの設計変数として，舵角・CPP
角の傾き，変化開始時間，変化終了時間の合計 28
変数とし，1変数を8bitで表現するため，224bitの
最適化を行う．GAの各パラメータを表 1に示す．
また，着桟操船の目的関数を式(1)に示す． 

𝑓 = 𝑊𝑇 ∫ 𝜏1
0 𝑑𝑡 +  𝑊𝑥𝑦 {(𝑥(𝜏) − 𝑥𝑡𝑓)2 + (𝑦(𝜏) − 𝑦𝑡𝑓)2} +

𝑊𝑢 {(𝑢(𝜏) − 𝑢𝑡𝑓)2} + 𝑊𝜙 {(𝜓(𝜏) − 𝜓𝑡𝑓)2}  (1) 

𝜏： 着桟所要時間 

𝑥𝑡𝑓, 𝑦𝑡𝑓, 𝑢𝑡𝑓, 𝜓𝑡𝑓： 誘導目標 

𝑊𝑇, 𝑊𝑥𝑦, 𝑊𝑢, 𝑊𝜙： 重み係数 

 

表1：GAのパラメータ設定 

 2000 512 0.7 0.3 1

交叉確率
突然変異
確率

エリート
保存数

最大
世代数

母集団

図1： 目的とする着桟操船 

図2：フローチャート 



平成 28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 

4 軌道生成結果 

 提案手法と従来手法の比較を行った．着桟距離を

245.8[m]とし，無風時，追い風時，横風時の風外乱
での軌道生成を行う．軌道生成の計算時間を比較し

た結果を表2に示す．また，表3，図3に横風時の軌
道生成結果を示す． 

 図3より，従来手法と提案手法とでは，生成され
た軌道に差があることがわかる．これは，目的関数

の差に原因があると考えられる．しかし，表3より，
着桟終了位置では，位置，前進方向速度，船首方位

の誘導目標を満たしているため，提案手法で着桟操

船の軌道生成ができていることがわかる．また，表

2より，提案手法では風外乱によらず，約11[s]で計
算が終了していることから，風外乱の影響を受けず

に軌道生成ができている． 

表2：計算時間  

 

表3：着桟終了時の状態(横風) 

 

 

5 実船実験結果 

 着桟距離が344.2[m]の着桟操船実験を行った．使
用船舶は東京海洋大学所有の練習船汐路丸である．

軌道生成は提案手法で行い，軌道追従制御は各務が

提案したGPGPUを用いたモデル予測制御で行った
[3]．実験結果を図4に示す．実験状況の風外乱は風速
15[m/s]，風向15[deg]であり，従来手法では計算不
可能な外乱である．しかし，提案手法では28.5[s]で
計算が終了した．その結果，風外乱が計算開始時と

大きく変化することなく着桟操船を開始できている． 

 

6 おわりに 

 本研究では，GAを用いた着桟操船制御解導出方
法の提案を行い，提案手法での軌道生成を行った．

さらに，実海域での着桟操船実験を行うことで，提

案手法の有効性を示した． 
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風向 風速 計算

[deg] [m/s] 従来手法 提案手法 速度

無風 0 0 2.77 11.07 0.25
追い風 5 180 2.38 11.21 0.21
横風 3 270 353.27 11.17 31.62

計算時間[s]

τ [s] x [m] y [m] u [m/s] ψ [deg]
従来手法 220 -8.00 -4.20 1.29 20.00
提案手法 201 -7.98 -4.20 1.35 20.00

図3：軌道生成結果 

図4：実海域での実験結果 
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1 はじめに 

本研究では，聴覚障がい者に対する生活支援に着

目する．支援手法は非常に多岐に渡っており，その

中でも聴導犬[1]による生活支援に焦点を当てる．聴

導犬は，生活の中で重要な音の情報を，飼い主にタ

ッチし伝達する役割を持つ補助犬である．生活支援

として非常に有用性の高い聴導犬だが，育成資金の

調達が困難であることや，育成のために非常に長い

期間を要する．そのため，現在日本国内における実

働頭数はわずか67頭と非常に少なく，支援が行き届

いていないという現状にある． 

これらの問題の解決に向け，聴導犬をモデルとし

たロボットの開発が行われている．Kaoyら[2]は，人

の視覚に訴える聴導犬の振る舞いに着目し，視覚情

報を用いて人とコミュニケーションをとるロボット

を提案した．視覚情報を用いた情報伝達は，視界に

入らない状況や睡眠時等に情報を伝達することが難

しいという問題点がある．そこで，古橋ら[3]は，聴

導犬の接触による情報伝達に着目し，能動的接触に

より生活音情報を伝達するロボットを提案した．し

かし，古橋らの研究では，接触動作にのみ着目した

検証が行われており，音情報を検知した後に，情報

伝達対象者を探し出す動作については実装されてい

なかった． 

本研究の目的は，聴導犬ロボットが情報伝達対象

者を探し出し，接触するまでに必要な動作を設計・

構築することである．ここでは，決定性有限オート

マトンによる行動モデルとして実装し，聴導犬と同

様の役割を担えるロボットの実現を目指す．この行

動モデルでは，情報伝達の迅速性を考慮し，確率モ

デルを用いて対象者の居場所を学習することで，効

率的に対象者に情報を伝達するシステムを提案する．

本稿では，実際にこれらのモデル用いることで迅速 

な情報伝達をすることが可能か否か，シミュレータ

と現実世界の二つの環境下で確認する． 

 

 

 

2 ロボットの構成 

 本研究で開発するロボットは，Turtlebot と呼ば

れるロボットをベースに構成し，聴導犬ロボットの

プロトタイプとする．ロボットの制御は USB接続さ

れた外部PCから行われる．また，聴導犬ロボットに

は，生活音を検知するためのセンサとして Sound 

Watcher[4]を，情報伝達対象者を検知するためのセ

ンサとしてMicrosoft Kinectと，IRセンサである

OWLIFTを搭載している． 

3 提案手法 

図 1に，本研究で提案する聴導犬ロボットの行動

モデルを示す．行動モデルは「待機」「探索」「追

跡」「接触」の4つの状態から構成され，それぞれ

の状態に応じた動作を行う． 

「探索」状態では，先述したようにユーザを効率

的に探し出すために，確率モデルを用いてユーザの

位置を推定し，探索を行う．探索に用いるマップを

M× N個のセルに分割し，各セルに確率を与え，カ
テゴリカル分布による確率分布を生成する．ユーザ

の位置の推定は，各セルにて過去の探索でユーザが

検知された回数を事前知識，Kinectや OWLIFTから

得られる探索情報を尤度として利用して，ベイズ推

定によってユーザ位置を推定する． 

 

図1：聴導犬ロボットの行動モデル 

4 実験 

4.1 実験 1-シミュレータにおける行動モデルの動

作検証 

 本研究で提案する行動モデル及び確率モデルが実
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際に機能するかどうか検証するために，実機による

実験を行う前段階としてシミュレータ上で実験を行

った．ユーザを環境内の三つの地点のいずれかにラ

ンダムに配置するものとし，ユーザの探索を行う．

確率モデルの有効性を検証するため，提案した確率

モデルを用いる場合と，事前知識を使用せず尤度の

みを用いた場合，それぞれの条件で300回ずつ探索を

行い，ロボットが探索を開始してからユーザに接触

するまでに要した時間を記録した． 

 図2に探索時間の推移を示す．青色の実線グラフが

確率モデルを用いた場合の推移を，橙色の破線グラ

フが尤度のみを用いた場合の推移を表している．結

果から，確率モデルを用いた場合の方が短い時間で

ユーザに接触できていることが見て取れる． 

 

図2：探索時間の推移(シミュレータ) 

4.2 実験2-実機における動作検証 

 現実世界でも簡易的な空間を作成し，実機による

実験を行った．異なる条件として，ロボットとユー

ザ以外に，ユーザと同じような熱情報を持つダミー

を同環境内に設置している．また，確率モデルを用

いる場合と尤度のみの場合で30回ずつ探索を行い，

ユーザに接触するまでに要した時間を記録した． 

 結果のグラフを図3に示す．実機による実験におい

ても，確率モデルを用いることで効率的な探索が可

能になることが確認された． 

 

図3：探索時間の推移(実機) 

4.3 考察 

 問題点として，ユーザまでの距離推定のずれによ

って，ユーザが位置するセルの周辺にも確率が与え

られてしまい，ロボットが移動不可能であるセルに

も確率が与えられていることが確認された．よって，

事前知識を更新する際，確率の付与が可能なセルか

判別する過程が必要であると考えられる．他にも，

実機の実験の際に設置していたダミー周辺にも比較

的高い確率が付与されていたため，検知した対象が

ユーザであった場合にのみ事前知識を更新するとい

う処理を追加する必要がある． 

 また，目的地を確率モデルに従ってランダムに指

定しているため，学習回数を重ねた場合でも，探索

時間が長くなってしまう例が見受けられた．よって，

効率的な探索が可能となるような目的地の選択手法

を考えていく必要があると言える． 

5 まとめ 

 本研究では，古橋らの提案した聴導犬ロボットに

おいて未解決であった行動モデルを設計・構築した．

また，その行動モデルによって実際にユーザへの情

報伝達が可能かどうかを，二つの環境下で検証した．

その結果，効率的にユーザを探索し，素早く情報を

伝達できることが確認できた． 

 今後は，本実験で確認された問題点を解決したう

えで，実生活でロボットを使用することを想定し，

より複雑な環境で動作検証を行っていく必要がある． 

6 参考文献 
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ニューラルネットワーク言語モデルを用いたマルチパス音声認識アルゴリズム
学籍番号　　２７４１３５３５　　氏名　　後藤 良介

指導教員名　　李 晃伸

1 はじめに
近年では音声認識技術の発展に伴い，Google 音声検索や

Yahoo!音声アシストに代表される多くの音声インタフェース
が実用化されはじめている．これらのインタフェースで用い
られる語彙数は日々増加しており，現在は 100万語以上の大
語彙連続音声認識を行うインタフェースも存在している．
そして，深層学習技術を用いた音声認識手法が大きな成果

を上げている．ディープニューラルネットワークを用いて音
響モデルや言語モデルを表現することで認識精度を飛躍的に
向上させることが確認されている [1, 2]．
音声認識処理において，ニューラルネットワーク (NN) 言

語モデルは，計算コストが高いという性質上，N -gram言語
モデルを用いた認識結果の N -bestをリスコアリングする形
で実装されるのが一般的である [3]．しかし，N -bestリスコア
リングで評価できる仮説は前段の探索で枝刈りされずに残っ
た仮説のみである．そのため，前段の誤りのために最尤仮説
が得られない事があり，NN言語モデルの性能が制限され，認
識率が低下する．
この問題に対し，解探索の過程で直接 NN言語モデルを適

用することで性能改善を目指す．本研究では，解探索を段階
的に行う 2パス型の音声認識デコーダに，NN言語モデルを，
各探索段階に適した形で適用する．探索段階から NN言語モ
デルを適用できることで，より多くの仮説に対して高精度な
評価を行うことが可能となり，認識精度の向上が期待できる．

2 ニューラルネットワーク言語モデル
音声認識において用いられる NN言語モデルには，フィー

ドフォワードニューラルネットワーク (FFNN) 言語モデル ，
FFNNを拡張したリカレントニューラルネットワーク (RNN)
言語モデルの 2つがある．両手法，特に RNN言語モデルは
従来のN -gram言語モデルに対し，高精度なモデルとなって
いるため，音声認識においてもこれらのモデルを利用する研
究が進んでいる．Fig. 1に RNN言語モデルの構造と計算式
を示す．wは one-hot 表現された単語ベクトル，sは中間層，
P ,Qは重み行列である．出力層のサイズを V，中間層をH
とした場合に，1単語分仮説を展開する毎に H ·H +H · V
の計算量となり，過去の文脈の数だけ中間層の更新と保持が
必要となる．さらに，実際の探索では複数の仮説を扱うため
に，仮説の数だけ中間層の計算が必要となる．これに対し，
N -gram言語モデルの場合には，基本的に仮説数分，N − 1
回の配列参照で済む．
実際は実装に左右されるが，このように NN言語モデルは

N -gramに対して計算コストが大きくなる．そのため，膨大
な数の仮説を扱う 1パス音声認識の解探索中に直接適用する
ことが困難である．

3 2パス型音声認識におけるニューラルネットワー
ク言語モデルの適用

解探索中にNN言語モデルを適用することによる認識精度
向上を目指す．1パス型音声認識の探索中は仮説数が膨大と
なり，計算コストの面で RNN言語モデルによるスコア計算
が困難であるため，本研究では Fig. 2に示すような 2パス型
音声認識を用いる．

Fig. 1: RNN言語モデル

Acoustic model

Decoder （First pass)

Input speech

Output word sequence

Language model
(2-gram FFNN)

Word pronunciation dictionary

Decoder (Second pass) Language model
(RNN)

Fig. 2: ニューラルネットワーク言語モデルを用いた 2パス
型音声認識システム

RNN言語モデルの高い計算コストを抑えるために，仮説
を単語単位で展開しながら探索を進める．この場合，展開後
の仮説は全て共通の単語履歴を持つため，RNN言語モデル
に仮説の履歴部分を入力した中間層を保持しつつ，次に接続
されうる単語の生起確率をまとめて計算することで，中間層
や出力層の計算回数を削減できる．実際の実装方法としては，
中間層と出力層を計算する関数を，第 2パスにおける仮説を
読み込む部分と接続する単語のスコアを計算する部分にそれ
ぞれ実装する．デコーダには Julius[4]を用いる．Juliusでは
第 2パスで単語単位の仮説展開探索を行っているため，提案
手法の実装が容易である．
第 1パスの探索では単語間の接続制約を持って探索を進め
る．そのため，直前単語のみを考慮する FFNN言語モデルを
適用する．履歴が直前単語のみであるため，事前に計算して
おくことが可能である．よって，大量の仮説を扱う第 1パス
においても従来のN -gram言語モデルと同等の計算コストで
計算が可能である．しかし，全ての 2-gramを計算した言語
モデルは，サイズが膨大となるため，学習データに出てくる
組合せのみを計算したモデルを用いる．

4 評価実験
4.1 実験条件
Julius-4.4.2に提案手法を実装し，CSJの評価セット（男性

10講演，CSJ-TESTSET1）を用いて評価実験を行った．音響
モデルとしてCSJの学会講演（233時間）から学習したDNN
(FFNN) 音響モデルを使用する．入力層は 120次元（対数メ
ルフィルタバンク出力 40次元とそのデルタおよびデルタデル
タ）×11フレームの 1320ノード，中間層は 2048ノードの 7
層，出力層はHMMの状態数である 4829ノードである．言語
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Algorithm 1 Search algorithm based on recurrent neural

network language model in 2nd pass

Require: Result in the 1st pass search as word trellis

1: Set initial hypothesis on the stack from word trellis

2: while Exist hypothesis in the stack do

3: Pick out the best score hypothesis from the stack

4: Expand the hypothesis into words as context

5: for word in context words do

6: Input word to RNN and update hidden layer H

7: end for

8: Compute output layer Y

9: Expand prediction words following hypothesis from

word trellis

10: for word in prediction words do

11: score← Y [wordID]

12: Recalculate the prediction word connected hypoth-

esis using score

13: end for

14: Push recalculated hypothesis on the Stack

15: if 10 Sentence hypothesis found then

16: Brake

17: end if

18: end while

モデルとしてCSJの全書き起こしからテストデータを除いた
テキスト (7.3M)で語彙数 57564の 3-gram言語モデルおよび
RNN 言語モデルを学習した．RNNは入力層 57864ノード，
中間層 300ノード，出力層 57814ノードであり，クラス数は
250としている．N -gram言語モデルの学習には SRILM[5]，
RNN言語モデルは RNNLM Toolkit[1]，FFNN言語モデル
はTensorFlow[6]を用いて学習した．また，RNN言語モデル
の場合にはN -gramとの線形補間を用いる．線形補間の重み
は 0.5としている．実験に用いたマシンについては，OSは
Ubuntu 16.04，CPUは Intel Core i5-3570 @3.40GHz，メモ
リは 8GByteである．CPUは 3.40GHz，メモリは 8GBの計
算機を使用する．
4.2 実験結果
各手法のビーム幅を変化させて実験した結果を Fig. 3 に

示す．縦軸は認識精度，横軸は実時間比となっている．従来
の N -gram言語モデルのみを用いる手法 (N -gram)と 1000-
bestリスコアリングを用いて RNN言語モデルを適用する手
法 (1000-best Rescoring)に加えて，提案法である，第 2パス
の探索中にRNN言語モデルを適用する手法 (RNN)，さらに
第 1パスにFFNN言語モデルを適用する手法 (RNN+FFNN)
の 4つを比較した．
N -best リスコアリングではなく，探索中に RNN 言語モ

デルを用いることで，認識精度を改善できている．さらに，
N -gram言語モデルや N -bestリスコアリングと同等の現実
的な処理時間での実行が可能であることが示された．解探索
中に RNN言語モデルを適用することで，より多くの仮説を
評価するために言語スコア計算のコストが増大するが，大量
の N -bestを生成することなく探索全体を効率良く実行でき
たことで，結果として N -bestリスコアリングと同等以上の

Fig. 3: 実験結果

Table 1: 各手法における最大認識精度

N -gram
1000-best

RNN
RNN

Rescoring +FFNN

Word Acc (%) 82.46 83.05 83.19 83.23

処理速度となった．さらに第 1パスに FFNN言語モデルを適
用することで，さらなる認識精度改善が見られた．
各手法における，処理時間を考慮せずにパラメータを設定
した場合の最大認識精度を Table 1に示す．最大認識精度に
おいても，第 1パスと第 2パスの各探索に直接NN言語モデ
ルを適用することで，従来手法に対する認識精度の向上を確
認できた．前段のN -gramによる探索で枝刈りされてしまい，
N -bestに残らない仮説を，NN言語モデルで探索中に評価で
きた結果であると言える．

5 むすび
本稿では 2パス型音声認識に，解探索中に NN言語モデル
を適用する手法を実装し，評価を行った．N -bestリスコアリ
ングによる適用手法よりも，計算量を抑えながら多くの仮説
を評価することが出来たことで，高精度かつ現実的な処理速
度での認識が可能であることが示された．今後の課題として，
第 2パスに用いるRNNの構造や行列計算部の最適化，RNN
より高度なモデルである Long short term memory モデルの
導入，第 1パスにおける FFNN言語モデル適用方法の検討
等が挙げられる．
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発話自由度とタスク明示度を両立した複数エージェント表示に基づく音声対話 I/F
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指導教員名　　李 晃伸

1 はじめに
近年，音声を用いたインタフェースの研究が盛んに行われ

ている．その中でも音声対話インタフェースに特に注目する．
これは，単純に覚えて発話することでタスク達成できる音声
コマンドと人間のように高度な知的存在と自由に話せる音声
対話システムの中間にあたり，人間のように自由に話し，タ
スクを実行・達成できることがメリットである．しかし，実
際には「話しにくさ」の壁が存在し，音声認識精度が高くて
も，あるいは，専門家に限らず一般ユーザ向けにサービスが
提供されても，進んで利用するユーザが多いとはいえず，本
研究ではこの「話しにくさ」解消を目標としている．
要因の一つとして,音声対話インタフェースがマルチタス

クであり,ユーザは人間との対話に期待感を持つのと同様に
音声対話インタフェースに対しても抱いてしまうと仮定した.
その期待感と実際にカバーされるタスクとの差にギャップを
感じてしまうという性質が音声対話インタフェースに存在し,
これが話しにくさに繋がっていると予想される.これを解消
するために,ユーザの発話自由度とタスク明示度が相反関係
にあることをふまえ,バランスを考える必要がある.本研究で
は,2つの両立を目指したアイコンを併用した複数エージェン
ト表示に基づく音声対話インタフェースを提案し実験を行っ
た.また，音声対話の主観的な評価についても可能な限り妥
当な評価を行うため，調査を行い実行した．

2 音声対話インタフェースにおけるマルチタスク
性

話しにくさを解消するため，多くの音声対話インタフェー
スがマルチタスクであることに着目した．Gorin [1]らは，非
専門家であるユーザの自由な質問を可能にするデバイスの必
要性を唱えており，今日まで音声対話インタフェースの開発
はユーザの発話全てに対応することに重きを置いた．
一方で，音声対話インタフェースに限らず，話しかける際，

人間は暗黙のうちに期待をして話しかける．例えば，友人に
悩み事を相談する場合，いい回答が得られるだろうと思って
相談する．このように，人間も話し相手としての様々なタス
ク処理を行っており，音声対話インタフェースにも同様の期
待感を抱く傾向があるのではないかと仮定する．このとき，
話し相手が人間であれば，経験値や前情報から限界を知るこ
とができる．しかし，音声対話インタフェースに関しては，受
理可能なタスクを表出しているわけではないため，図 1のよ
うに実際に発話すると無反応，または期待に反した応答であ
る可能性があり，そのギャップが話しにくさに繋がっている
可能性がある．本研究では，この音声対話インタフェースに
対して暗黙のうちに多様な期待感を抱いてしまう性質を「マ
ルチタスク性」と定義する．

3 発話自由度とタスク明示度の関係
従来のマルチタスク性を表出する方法として，具体的な発

話案の提示を行う場合があるが，これはタスク明示度が高く
わかりやすく伝わる反面，ユーザには与えられた言葉リスト
から選択して発生している状態となる．このような語彙レベ
ルの明示はタスクの了解性と引き換えに本来の自発的な対話
を阻害し発話自由度は低くなってしまう．反対に，ユーザの

発話自由度が高く，タスク明示度が低いという状況は，従来
の音声対話インタフェースを指している．特徴であるユーザ
のありとあらゆる発話を受け入れる姿勢もユーザの発話自由
度を大きく上げる要因になってはいるが，機能を表出してい
ないため，実際には発話する人が多くないのが現状である．
このように，発話自由度とタスク明示度は図 2のような排反
関係にあるといえ，両立が欠かせないといえる．

4 発話自由度とタスク明示度を両立した複数エー
ジェント表示に基づく音声対話インタフェース

本研究では，ユーザの発話自由度とタスク明示度を両立さ
せたアイコン表示を併用した複数エージェント表示に基づく
音声対話インタフェースを提案する．アイコン表示は，本来
文字で表現される事柄を絵柄に置き換え，オブジェクトの備
えている機能の比喩として使うことによりその機能を代弁さ
せる [2]．そのため，利用者にとって思考を求められるとい
える．
さらに，図 3のような対話可能性を表出するソフトウェア
エージェントを複数配置，エージェント毎に少量のタスクを
分配することによって，マルチタスク性を示し，文字情報表示
のように明示的にしすぎない表出を加える．非専門家のユー
ザから見ると，ユーザの発話に応じるのはコンピュータでは
なく，表示されているエージェントであると感じる．つまり，
エージェントに暗黙の期待感，マルチタスク性を抱く．全ての
ユーザが，インタフェースの実行可能なタスクを把握してい
るとは限らないため，タスク量を一定にしたエージェントを
複数配置することによって，ユーザがタスク範囲を自然に了
解でき話しかけやすく，かつ発話の自由度を保つインタフェー
スとなると考えられる．

5 音声対話実験の評価方法
音声対話実験における評価は，ターン数や応答精度などの
客観的な評価方法は確立されているが，音声対話インタフェー
スにおける統一的な主観的評価は存在しない．自ら作成した
アンケートを用いて実験することで，実験の信ぴょう性への
不安や過去の実験との比較が困難であったり，正規化されてい
ない分，余分な項目による被験者への負担の増加が懸念され
る．そこで本研究の実験に対する評価方法として，一般的な情
報技術に対する受容をモデル化した Technology Acceptance
Model (TAM)のうち，TAM2を使用する．任意性や出力さ
れた結果の品質への印象などの 9つの構成概念 26の質問項
目が存在し，使用意図や使いやすさの有用性などの音声対話

図 1: ユーザの期待感と音声対話 I/Fの関係
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図 2: ユーザの発話自由度とタスク明示度の大小関係と影響

図 3: 提案インタフェース

インタフェースの評価にも適していると考えられ，本研究で
は日本語化したものを使用した．

6 評価実験
6.1 実験条件
本研究では，被験者が思考力を使い発話できるようにコン

センサスゲームを題材に実験を行う．これは遭難時の必要な
アイテムを順位付けするという問題であり，実験では音声対
話インタフェースに質問し，解答するというタスク設定にし
た．この設定を考慮し，図 4～7にある実験用音声対話インタ
フェースを 2パターンに分けランダムに実験を行った．被験
者のみの部屋でWizard of OZ方式の実験を行うことで，認
識精度や応答正解率により評価が変化しないよう工夫した．
6.2 実験結果・考察
大学生・大学院生 20人に対しての質問紙結果を図 8に示

す．赤 (従来法)は図 4および図 5，青 (提案法)は図 6および

図 4: 実験システム (DS) 図 5: 実験システム (NS)

図 6: 実験システム (DM) 図 7: 実験システム (NM)

図 8: TAM2質問紙による各システムに対する平均スコア

図 7を使用した場合の平均スコアを示している．
ほぼ全ての項目において提案法が勝っており，複数エージェ
ント表示に寄る話しにくさ改善の可能性が示唆された．評価
軸「使用意図」「有用性の知覚」においては，有意水準 5%の
とき，有意差が確認でき，Wizard of OZ方式により出力結
果が同等であるにも関わらず提案法に使いやすさを感じたと
判断できる．また，評価軸「任意性」「主観的規範」「印象」
においては，あまり差が見られなかった．「任意性」が比較的
高く，「主観的規範」「印象」が低いことから，音声対話イン
タフェースの使用は個人のモチベーションによるところが大
きいといえる．
被験者に同意を得て撮影した動画についても分析したとこ
ろ，文発話からスタートした被験者は最後まで文発話を維持
し続ける傾向が見られた．また，実験ではヘッドホンを着用
したにも関わらず，応答に反応してエージェントのほうを向
く様子も確認でき，一般的な知見として得られた．

7 むすび
本研究では，ユーザの発話自由度とタスク明示度を両立し
た複数エージェント表示に基づく音声対話インタフェースを
提案し，評価実験を行った．その結果，ある一定のタスクを
エージェント毎に割り振る表示によって，発話自由度とタス
ク明示度の両立ができ，マルチタスク性による話しにくさの
改善が見られた．まだ改善点はあるものの，音声対話の自由
な対話でタスク達成が可能であるというメリットを保ちつつ，
抵抗感を減らす一つの方法として有効であると考える．本実
験では，統一的な主観的評価手法としてTAM2質問紙を採用
し，音声対話インタフェースの評価方法としての一般的な知
見も得ることができた．今後は，適切なタスク量などのデー
タ収集による洗練されたインタフェースの調査などが考えら
れる．
参考文献
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[3] 黒須正明，”ユーサビリティテスティングユーザ中心のものづく
りに向けて”，共立出版株式会社，2003．

[4] Davis, et al. ”A theoretical extension of the technology accep-
tance model: Four longitudinal field studies,” Management
science, Vol.46, No.2, pp.186-204, 2000.



平成 28 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 

BLEを用いた屋内位置推定における 

ヒトによる電波強度のゆらぎに応じた特徴量補正手法 

学生番号 27413539氏名 酒井 翔悟 

指導教員名 松尾 啓志 

 

 

1 はじめに 

IoTの拡大により，モバイル端末やセンサが様々な

場所でインターネットに接続され，様々な情報がビ

ッグデータとして収集することが可能となっている．

その中でも屋内位置情報を得ることは重要な課題と

なっている．位置情報を得ることで，荷物の配送セ

ンター内のトラッキングや遊園地の迷子防止・発見

や老人徘徊対策を行うことができると期待できる． 

従来，無線LANなどを用いて，屋内測位技術が研究

されてきた．屋内位置推定を行う方法として，端末

が受信した基地局電波の到来時刻や到来時間差，受

信電波強度を用いる方法が考えられてきた．しかし，

屋内では，シャドウイングやマルチパスの影響を受

けるため，正確な到来時刻，到来時刻差を得ること

が難しい．より精度が高い屋内位置推定方法として，

フィンガープリント法が広く用いられている．フィ

ンガープリント法では，未知の地点で観測した電波

強度と，あらかじめ特定の地点で事前測定した電波

強度のパターンマッチングを行うことで，電波の回

折，反射，吸収が起こる屋内環境で，比較的精度が

高い位置推定を行うことができる．フィンガープリ

ント法で，より精度の高い位置推定を行うために，

より多くの電波発信源から電波強度を取得すればよ

い．しかし，無線LANのアクセスポイントは一般に設

置コストが高く，また，電源の存在する場所にしか

設置できないため，電波発信源を高密度に設置する

ことは非現実的であった． 

最近，省電力，低価格，電池駆動のため手軽に設

置可能であるBLEビーコンを用いることで，より高精

度な位置推定が実現されようとしている[1]．無線

LANに比べて高密度に設置可能であるBLEを用いた位

置推定を行うことにより，学内で行われている講義

の出席確認や，学生の座席の位置と成績の関係を分

析することが可能になることが期待されている． 

 

 

 

2 電波強度を用いた位置推定の問題点 

電波強度を用いたフィンガープリント法による位

置推定手法は，観測した電波強度の変動が小さいほ

ど正確な推定が行える．学生が多く着席している教

室では，ヒトが動くことで，電波強度の変動や減衰

が生じ，事前測定した電波強度の値と差が生じるた

め，それが位置推定精度低下の要因となる． 

3 提案手法 

電波強度のゆらぎに応じてビーコン発信機に重み

づけを行うことで，ゆらぎの大きいビーコンが事前

観測した電波強度と観測した電波強度との距離を表

す相違度を計算するときに与える割合を小さくする

ことで，位置推定の精度を向上させる方法を提案す

る．ゆらぎを分散で評価し，分散が大きいほど相違

度に影響を与えにくいように重みづけを行う．j 番

目の測定点で測定した電波強度とある地点で観測し

た電波強度の相違度𝐷𝑗は以下の式で計算する． 

 

𝐷𝑗はj番目の事前測定点で測定した電波強度と観測

した電波強度の相違度（小さいほど似ていることを

示す），N はビーコン発信機の個数，𝑟𝑘は k 番目の

ビーコン発信機の観測電波強度𝑠𝑗𝑘は j 番目の事前

観測点におけるk番目のビーコン発信機の電波強度

を示す．f(x)は測定した電波強度からビーコン発信

機ごとに求めた分散から重みを計算する関数である．

εは十分に小さい数を表す．𝑤𝑗𝑘は j 番目の事前観

測点における k番目のビーコン発信機の重みを表す．

重みは分散が大きいほど，相違度の影響を受けにく

いように行う．今回は閾値A=10より大きい分散のビ
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ーコンは相違度計算に用いない．𝑝𝑗𝑘は j番目の事前

観測点におけるk番目のビーコン発信機の観測電波

強度の分散を示す．𝐷𝑗の小さい top-kと𝐷𝑗に対応す

る座標の重心から推定座標を得る．このように分散

が小さいビーコンを信用し，分散が大きいビーコン

を信用しないようにする．  

4 評価 

提案手法の有効性を確認するため，ヒトが座席に

着席している状態で，すべてのビーコンを相違度計

算に用いる既存手法，分散の大きいビーコンを相違

度計算に用いないビーコン選択手法，分散に応じて

ビーコンを重み付けして相違度計算を行う重み付け

手法の 3手法を用いて，位置推定精度の評価を行っ

た．電波強度の測定は約 7m×7m の図 1 のような部

屋で行った．端末は Nexus7(2013)1 台を用い，8 人

着席して研究ミーティングを行っているときに，机

の上に端末を測定点に示す位置に置き，ビーコン収

集アプリを起動して，三分間電波強度を測定した．

事前測定した電波強度はヒトがいないときに同様に

測定した．測定点は6台の机の上に各三点ずつ計 18

点定めた．測定点間の距離は約 80cmである．ビーコ

ン発信機は6点配置した．部屋の高さは約3mである．

ビーコン発信機はなるべく障害物の影響を受けない

ようにするため，高さ約2m30cmの場所に 3m程度の

間隔を空けて6個設置した． 

図 2に位置推定の平均誤差を示す．誤差は真の地

点と推定地点とのユークリッド距離を表す．既存手

法は K近傍フィンガープリント，手法 1はゆらぎが

大きいビーコン発信機の電波強度を相違度計算に用

いないビーコン選択手法，手法 2はゆらぎに応じて

ビーコン発信機の重みづけを行う重みづけ手法を示

す．エラーバーは 95%信頼区間を示す．重みづけ手

法では既存手法に比べ 30cm 位置推定精度が改善す

ることが確認できた．これは，分散が大きいビーコ

ン発信機の影響を小さくすることで，真の地点の電

波強度と観測した電波強度との電波強度の差がほか

の地点と比べて小さくなることが多くなり，真の地

点が選ばれやすくなっているためであることが確認

できた．ビーコン選択手法や提案手法で選択するビ

ーコン発信機数が3以下で少ないときに位置推定精

度が低下した．相違度計算を行う際，選択ビーコン

発信機数を減らしすぎないようにすることは課題で

ある． 

 

図1：電波強度を測定した部屋の見取り図（単位はcm） 

 

図2：位置推定の平均誤差 

（左から既存手法，ビーコン選択手法， 

重みづけ手法） 

5 まとめ 

本論文ではヒトの動きで電波強度がゆらぐビーコ

ンが位置推定に与える影響を小さくすることで，位

置推定精度を向上する手法を提案した．部屋の中に8

名のヒトが存在する状況で位置推定を行い，既存手

法に比べ，提案手法の位置推定精度が約30cm改善す

ることを確認した．今後の課題として，ビーコン発

信機の選択に用いる閾値をヒトの密度に応じて動的

に設定することがあげられる．また，より実際的な

状況で位置推定を行うために，講義室で位置推定を

行い，提案手法の有効性を確かめる必要がある． 
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1 はじめに 

近年，コンピュータで扱うべきデータが爆発的に

増加しており，そのような大規模データを対象とす

る処理においては，必要最低限以上の精度で，より

早くより多くの計算を行うことが重要となる．この

ような背景から，計算の近似化によって高速化・省

電力化を実現するApproximate Computing[1]が注目

を集めており，様々なアプリケーションへの応用が

期待されている．しかし，統一的なApproximate 

Computingの適用方法については十分に検討されて

いない．そこで本論文では，プログラマが出力に許

容できる誤差を指定することで自動的に計算精度を

調整可能な，可用性の高いApproximate Computing

計算基盤を提案する．また，この計算基盤では計算

再利用の概念を利用することで様々なアプリケーシ

ョンに対して統一的にApproximate Computingを適

用可能とする． 

2 計算再利用技術の応用による 

Approximate Computingの実現 

計算再利用とは，プログラム内の関数実行時に，

その入力と出力の組を記憶しておき，再び同じ関数

を実行する際に，現在の入力と記憶した過去の入力

とを比較し，それらが一致した場合に記憶した過去

の出力を再利用することで関数の実行自体を省略し，

高速化を図る手法である．提案する計算基盤では，

この計算再利用と近似計算を組み合わせた，近似計

算再利用を利用する．近似計算再利用とは，計算再

利用において入力の一致比較を行う際，入力の部分

的な不一致を許容し，近い値を持つ入力に対する出

力を再利用する，という方法であり，近い入力によ

る過去の処理を近似処理とみなし，それらの処理を

省略することによりApproximate Computingを実現

する． 

3 提案する Approximate Computing計算基盤 

提案するApproximate Computing計算基盤は，計

算精度の手動調整機能および自動調整機能を備える． 

 

 

提案する計算基盤の全体構成を図 1に示す．計算基

盤は，言語仕様，コンパイラ，およびハードウェア

により自動的に計算再利用を適用可能な自動メモ化

プロセッサ[2]から成る． 

 

図1：提案する計算基盤の全体構成 

3.1 計算精度の手動調整機能 

計算精度の手動調整機能では，近似化の対象関数

および近似度をプログラマに指定させ，その情報を

基に計算を近似することを可能とする．計算精度の

手動調整機能を実現するために，まず近似する関数

入力およびマスク値を，プログラマがプラグマを用

いてソースコード中に指定可能とするための言語仕

様を設計する．次に，プラグマで指定された情報を

専用命令に変換し，自動メモ化プロセッサに伝える

ことを可能とするために，コンパイラを拡張する．

自動メモ化プロセッサは，その専用命令を実行する

と，プログラマにより指定された情報を利用し，当

該関数に対して近似計算再利用を行い，Approximate 

Computingを実現する． 

3.2 計算精度の自動調整機能 

計算精度の自動調整機能では，近似計算再利用の

対象関数に対して出力に許容できる誤差をプログラ

マに指定させ，計算近似度の調整を自動的に行うこ

とで，計算を近似することを可能とする．計算精度

の自動調整機能を実現するために，まず，近似する

関数入力，誤差が許容できる出力，出力の許容誤差
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値を，プログラマが指定可能な言語仕様を設計する，

次に，プログラマが指定した情報を専用命令に変換

するようコンパイラを拡張する．自動メモ化プロセ

ッサは，この専用命令を実行することでそれらの情

報を利用し，適切な計算近似度で当該関数に対して

近似計算再利用を行い，Approximate Computing を

実現する． 

4 評価 

計算基盤の有効性を検証するために，計算精度の

手動調整機能および自動調整機能をシミュレータ上

に実装し，評価した． 

4.1 計算精度の手動調整機能の評価 

まず，計算精度の手動調整機能を，ベンチマーク

プログラムを用いてサイクルベースシミュレーショ

ンにより評価した．ベンチマークプログラムには，

MediaBenchからcjpeg，およびg721を用いて実行サイ

クル数および再利用率を評価した．cjpegにおいて，

実行サイクル数を測定した結果を図2に示す． 

 
図2：実行サイクル数 

図2のグラフは左から順に， 

(M)プログラム書換前・マスクなし 

(M’0)プログラム書換後・マスクなし 

(M’2)入力下位2ビットマスク・メモ化あり 

(M’4)入力下位4ビットマスク・メモ化あり 

(M’6)入力下位6ビットマスク・メモ化あり 

が要した総実行サイクル数を表しており，提案する

計算基盤を用いずプログラムを通常実行した場合の

実行サイクル数を1として正規化している．グラフの

凡例はサイクル数の内訳を示しており，execは実行

サイクル数，readは再利用表との比較に要したサイ

クル数，writeは再利用表から出力をレジスタやメモ

リに書き戻す際に要したサイクル数，D$1およびD$2

は1次および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である．

(M’2)，(M’4)，(M’6)の結果より，マスクする入

力のビット幅を増やすに連れ，readおよびwriteがわ

ずかに増加しているが，execは大きく減少しており，

全体の性能は向上していることがわかる．この結果

から，関数に対して近似計算再利用を適用し，関数

の実行を省略することができていると考えられる． 

4.2 計算精度の自動調整機能の評価 

 続いて，計算精度の自動調整機能を，ベンチマー

クプログラムを用いてシミュレーションにより評価

した．評価には，MediaBenchからmipmapを用い，log

関数に近似計算再利用を適用した際の計算量および

再利用表への登録パターン数を計測した．再利用表

への登録パターン数については，許容誤差を0とした

時の値を100%とした場合，許容誤差1.0×10-4では計

算量を11.2%まで削減することができた．また，再利

用表への登録パターン数は38.8%まで削減すること

ができた． 

5 まとめ 

本論文では，様々なアプリケーションに対して統

一的にApproximate Computingを適用可能とし，かつ

自動的に許容誤差の範囲内で計算精度を調整可能な，

可用性の高いApproximate Computing計算基盤を提

案した．提案する計算基盤の有効性を検証するため，

計算精度の手動調整機能および自動調整機能につい

て，MediaBenchを用いてシミュレーションによる評

価を行った．計算精度の手動調整機能を評価した結

果，cjpegでは最大17.6%の命令実行サイクル数を削

減することができた．また，計算精度の自動調整機

能を評価した結果，mesaでは計算量を11.2%まで削減

し，提案する計算基盤の有効性を確認することがで

きた． 
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1 はじめに 

制御系設計を行う場合において，制御対象には物

理的制約や拘束条件，あるいは飽和などの様々な制

約が存在しており，その制約により設計手段が大き

く左右される．本研究では，操作量が正の値に対し

ては連続値をとれるが，負の値に対しては一定値し

かとれないという制約を考える．例として，外気温

付近の温度制御において加熱は PID 制御，冷却は

ON/OFF制御を用い，外気温の変化に対して制御量を

一定の目標値に保つシステムを挙げる．このような

システムに対し，従来はPIDコントローラの操作量

を用いて加熱冷却の切り替えを行うなどの試行錯誤

的なコントローラ設計が行われており，適切な設計

が難しく，所望の制御性能が得られない場合がある

などの問題点があった． 

一方，「離散状態と連続状態のダイナミクスが相互

に影響しあう系」を表すハイブリッドシステムの研

究が行われている．ハイブリッドシステムのサブク

ラスに位置するスイッチドシステムは，連続値をと

る状態変数を有し，サブシステムの一つがある時間

区間で離散変数によって選択され，状態変数がそれ

に従って遷移するシステムを指す．そして，アフィ

ン項を持つ微分方程式のセットで記述されるものは

スイッチドアフィンシステムと言われ，安定性，安

定化や切替則設計などの研究が行われている．また，

近年の研究におけるスイッチドアフィンシステムの

応用先はDC-DCコンバータなどのON/OFF制御への適

用が主であり，連続値をとるコントローラと離散値

をとるコントローラを組み合わせたシステムに対す

る適用はあまり見られない．そこで，本研究では想

定するシステムをスイッチドアフィンシステムで表

記することで，操作量の正の領域であるPID制御で

の動作を，負の領域である ON/OFF制御での動作に拡

張し，両制御の切り替えにおいて連続性を持たせる

ことを試みる．スイッチドアフィンシステムに適用

することで，これまで研究されてきた様々な安定性

や切替則を利用，応用し，新たな制御則の設計法を

提案する．最後に提案法を適用した実験結果と今後

の課題を示す． 

 

 

 

2 アプローチ 

 本研究では，外気温付近で目標値を一定に保つプ

ラントの温度制御を考える．プラントの外乱となる

外気温は目標値の前後で変化する．加熱は PID制御，

冷却はON/OFF制御で制御する．システムの目標値と

状態変数から，切替則によって PID制御，ON/OFF制

御の選択を行う．このように操作量の切り替えや制

御則の切り替えなどを含むシステムはハイブリッド

システムと考えることができる．その際，システム

は PIDコントローラ選択時の連続値，操作量が0を

とる OFF，一定の負の値をもつ冷却装置選択時のON

（以後，PID，OFF，ONと記述する）の 3つのモード

を有すると考える．そこで，各モードを切替則によ

って選択されるサブシステムの有限な集まりとする，

ハイブリッドシステムのサブクラスであるスイッチ

ドアフィンシステムとして対象のシステムをモデル

化する．スイッチドアフィンシステムとすることで，

コントローラの切り替えによって平衡点への漸近的

な収束を保証する実用安定性の考え方を適用でき，

これまで提案されてきた様々な切替則を利用できる．

また，PID制御と ON/OFF制御のコントローラの切り

替えをスムーズに行うという観点から，操作量の正

の領域であるPID制御での動作を，負の領域である

ON/OFF制御での動作にも拡張するために，スイッチ

ドアフィンシステムを利用する．PID 制御のモード

を用いて設計したリアプノフ関数が，ON/OFF制御の

モードとの共通リアプノフ関数となるような候補を

考え，それを用いた切替則を適用することによって，

PID制御での動作をON/OFF制御での動作への自然な

拡張となることが期待される． 

 

3 スイッチドアフィンシステム[1] 

スイッチドアフィンシステム 

 �̇�(𝑡) = 𝐴𝑠𝑥(𝑡) + 𝑓𝑠 (1) 

において，𝑥 ∈ ℝ𝑛は連続量の状態変数である．𝑠は
モードであり，時間𝑡または状態𝑥の静的な関数とし
て与えられる． 

スイッチドアフィンシステムの実用安定性 

 式(1)のようなアフィンシステムでは，個々のモー

ドが共通の平衡点を持たないが，そのような場合で
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もスイッチングによってシステムの解軌道が特定の

点に漸近収束し得る． 

線形スイッチドシステム�̇�(𝑡) = 𝐴𝑠𝑥(𝑡)に対して
リアプノフ関数の候補𝑉(𝑥) ≔ 𝑥𝑇𝑃𝑥を考える．正定
対称行列 P が存在して，全ての𝑠について
𝐴𝑠

𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑠が準負定であれば𝑉(𝑥)はシステム
�̇�(𝑡) = 𝐴𝑠𝑥(𝑡)の弱共通 2 次リアプノフ関数(Weak 

Common Quadratic Lyapunov Function:WCQLF)である

という． 

 スイッチドアフィンシステム(1)について，

𝐶 = conv({𝑓𝑠})を定義し，0 ∈ Int(C)と仮定する．
このとき𝑉(𝑥)がWCQLFならば，スイッチドアフィン

システム(1)は大域的実用漸近可安定である． 

 

4 スイッチドアフィンシステムの切替則[2] 

 文献[2]では，スイッチドアフィンシステムの高速

なチャタリングを防ぐ切替則として以下のものが提

案されている．基本的な考えは，減衰率の下限

�̇�𝑚𝑖𝑛(𝑥(𝑡)) = −𝜀𝑥𝑇𝑥  (𝜀 > 0)を与えることと，
�̇�(𝑥(𝑡))がその制約を満たさない場合のみモードを
切り替えることである． 

各モードに対して切替関数を定義する． 

 𝜑𝑖 = 𝑉�̇�(𝑥(𝑡)) + 𝜀𝑥𝑇𝑥 

= 𝑥𝑇(𝐴𝑖
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑖)𝑥 + 2𝑓𝑖

𝑇𝑃𝑥 + 𝜀𝑥𝑇𝑥   
(2) 

スイッチング則 

  𝑖番目のモードが選択されていて，𝜑𝑖 ≥ 0となっ
たら 

𝑗 = arg min
𝑗

{(𝑉�̇�(𝑥))} 

となる𝑗番目のモードに切り替える． 

 

5 制御システムの実現  

想定するPID制御系とON/OFF制御系を組み合
わせたシステムについて制御系設計を行う．まず，

スイッチドアフィンシステムに適用するために制御

対象の状態変数表現について考える． 

1入出力系の制御対象(3)を考える． 

 
Plant：{    �̇�(𝑡) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝒃(𝑢(𝑡) + 𝑑)

𝑦(𝑡) = 𝒄𝒙(𝑡)                          (3) 

ここで𝒙(𝑡) ∈ ℝ𝑛は状態ベクトル，𝑢(𝑡)  ∈ ℝは操作
量，𝑦(𝑡)  ∈ ℝは制御量，𝑑 ∈ ℝは操作量換算外乱で
ある． 

PID制御系の状態変数表現 

 PID制御系を閉ループ系の状態方程式とするため

に，偏差𝑒(𝑡)の積分値である変数𝑧(𝑡)を導入する． 

 
𝑧(𝑡) = ∫ 𝑒(𝜏)

𝑡

0
𝑑𝜏 (4) 

となる． ここで，簡単化のため微分項無しのPI制御

とすると，PID制御系として次式を得る． 

 [�̇�
�̇�] = [𝑨 − 𝐾𝑝𝒃𝒄 𝒃𝐾𝑖

−𝒄 0
] [𝒙

𝑧] 

+ [𝒃𝑑
0 ] + [𝐾𝑝𝒃

1
] 𝑟    

(5) 

ただし，𝑟 ∈ ℝは目標値である． 

ON/OFF制御系の状態変数表現 

 一般的なON/OFF制御は偏差によってONとOFFの切

り替えを行うが，本手法では主に状態変数によって

切り替えを行う． PID制御系の状態変数

[𝒙(𝑡) 𝑧(𝑡)]𝑇を用いてモデル化を行うが，ON/OFF制

御の際にはPID制御で用いた偏差の積分値𝑧(𝑡)を用
いないため，負の定数𝑘を通したフィードバックに
より減衰させ，積分値をリセットする．その際のブ

ロック線図を図 1に示す． 

 

図1：ON/OFF制御系の構造 

 

ここでON時の操作量を負の一定値とし， 

𝑢(𝑡) = 𝑔(< 0) 
と置く． 

以上より，ON/OFF制御系として次式を得る． 

 
ON + plant: [�̇�

�̇�] = [ 𝑨 𝟎
−𝒄 𝑘] [𝒙

𝑧] 

+ [𝒃(𝑔 + 𝑑)
0

] + [0
1] 𝑟  

(6) 

 OFF + plant: 

[�̇�
�̇�] = [ 𝑨 𝟎

−𝒄 𝑘] [𝒙
𝑧] + [𝒃𝑑

0 ] + [0
1] 𝑟 

(7) 

 式(5)～(7)より，スイッチドアフィンシステム(1)

としてモデル化できたことがわかる．以降，各シス

テム行列，アフィン項を以下のように記述する． 

𝐴𝑃𝐼𝐷 = [𝑨 − 𝐾𝑝𝒃𝒄 𝒃𝐾𝑖
−𝒄 0

] , 𝐴𝑂𝑁 = 𝐴𝑂𝐹𝐹 = [ 𝑨 𝟎
−𝒄 𝑘] 

𝑓𝑃𝐼𝐷 = 𝑓𝑂𝐹𝐹 = [𝒃𝑑
0 ] , 𝑓𝑂𝑁 = [𝒃(𝑔 + 𝑑)

0 ] 

 また，冷却時に冷却が行われるためには外乱より

も冷却値の絶対値の方が大きくなければならないた
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め，|𝑔| > 𝑑と仮定すると(𝑔 + 𝑑) < 0となる．この
仮定のもとで，このスイッチドアフィンシステム(5)

～(7)は𝐶 = conv({𝑓𝑠})を定義するとき0 ∈ Int(C)
となるため，リアプノフ関数𝑉(𝑥)がWCQLFならば，

スイッチドアフィンシステム(5)～(7)は大域的実用

漸近可安定である． 

 

6 切替則設計 

システムはPID,ON,OFFの3つのモードを持つが，制

御則はPID制御則とON/OFF制御則を切り替える．その

ため，制御則間の切替則と，ONモードとOFFモード間

の切替則を考える． 

制御則間の切替則は，PID制御とON/OFF制御間の頻

繁な切り替わりを抑えるため， 

① 初期モードの選択 

② ON/OFF制御からPID制御に切り替える条件 

③ PID制御からON/OFF制御に切り替える条件 

の3つの条件に分けて設計する． 

切替関数 

 提案する制御則において安定な切り替えを行うた

めに，第4章の切替則を用いる．そこで，切替関数(2)

をONモードとOFFモードに対して考える．PIDモード

(5)は負の操作量飽和を考慮しておらず，また安定な

モードであるため，PIDモードのリアプノフ関数の微

分は常に負となってしまう．また，PID制御とON/OFF

制御の頻繁な切り替えを抑えたい意図があり，操作

量が0であるOFFモードと，操作量0を含むPIDモード

の選択を切替関数の値で判別することはできない．

そのためPIDモードの切替関数は用いないとする． 

 𝜑𝑂𝑁 = 𝑥𝑇(𝐴𝑂𝑁
𝑇 𝑃 + 𝑃𝐴𝑂𝑁)𝑥 

+2𝑓𝑂𝑁
𝑇𝑃𝑥 + 𝜀𝑥𝑇𝑥 

𝜑𝑂𝐹𝐹 = 𝑥𝑇(𝐴𝑂𝐹𝐹
𝑇 𝑃 + 𝑃𝐴𝑂𝐹𝐹)𝑥 

+2𝑓𝑂𝐹𝐹
𝑇𝑃𝑥 + 𝜀𝑥𝑇𝑥 

(8) 

ここで𝑃はリアプノフ関数𝑉(𝑥)がシステムの
WCQLFとなる正定対称行列，𝜀は正の定数である． 

初期モードの選択 

コントローラ起動時に選択するモードを考える．

冷却が必要なときのみ𝜑𝑂𝑁の値が負となる性質を利

用し， 

PIDモード (𝜑𝑂𝑁 ≥ 0) ，ONモード (others) 

と選択する． 

PID制御からON/OFF制御に切り替える条件 

PID制御系の操作量が正であればON/OFF制御系に

切り替える必要はないと考える．PID制御が選択され

ている場合，PIDコントローラで算出される操作量が

𝑢(𝑡) ≤ 0となったとき，PID制御からON/OFF制御に

切り替える． 

 その際，ONモードに遷移するかOFFモードに遷移す

るかを以下のように選択する．  

OFFモード (𝜑𝑂𝑁 ≥ 𝜑𝑂𝐹𝐹) ，ONモード (others) 

と選択する． 

ON/OFF制御からPID制御に切り替える条件 

 制御仕様として偏差の許容範囲|𝑒𝑚𝑎𝑥|を決定し，
この範囲に収まるように制御系設計を行うようにす

る．PID制御からON/OFF制御への切替則と，ON/OFF

制御からPID制御への切替則にヒステリシスを持た

せることによって両制御が頻繁に切り替わることを

防ぐ．そのため，PID制御からON/OFF制御への切り替

え条件が操作量によるものであるため，本条件では

切り替え条件を偏差の値とする． 

ON/OFF制御時に 

OFF時：|𝑒(𝑡)| ≥ 𝑒𝑚𝑎𝑥，ON時：𝑒(𝑡) ≥ 𝑒𝑚𝑎𝑥 

かつPID操作量が 

𝑢(𝑡) ≥ 𝐾𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 

となったとき，PID制御に切り替える． 

ON/OFF制御則 

ONモードとOFFモードは以下のように遷移する． 

ONモード時： 𝜑𝑂𝑁 > 0となったときOFFモード 

OFFモード時：𝜑𝑂𝐹𝐹 > 0 となったときONモード 

と選択する． 

切替則まとめ 

 モード切り替えの遷移図を図2に示す．共通リアプ

ノフ関数を用いるため，遷移条件は任意に設定して

も安定性が保証される． 

 

図2：モード遷移図 

 

7 パラメータ設計 

PIDパラメータ 

 従来と同様に，制御対象に対して所望の応答が得

られるようにパラメータチューニングを行う． 

ON/OFF制御システムにおけるパラメータ𝒌 
 ON/OFF制御システムにおけるパラメータ𝑘は，PID
制御で用いる偏差の積分値𝑧(𝑡)をON/OFF制御の間に

フィードバックによってリセットするパラメータで

ある．パラメータ𝑘は𝐴𝑂𝑁, 𝐴𝑂𝐹𝐹に含まれ，𝑘を設定
する際には，システムが共通リアプノフ関数を持つ

ように気をつけるとともに，ON/OFF制御における応

PID OFF ON
（優先）

e
（優先）
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答形状にも影響があることに注意する．ここで経験

的な決定法として，PID制御のステップ応答に対して，

制御量が目標値の63.2%となる時間を𝑇63.2%とした

とき 

𝑘 = −
1

𝑇63.2%
 

とし，この値を目安として𝑘を設定するとよい． 

共通リアプノフ関数 

 リアプノフ関数：𝑉(𝑥) = 𝑥𝑇𝑃𝑥 において𝑃が 

 𝐴𝑂𝑁
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑂𝑁 < 0 

𝐴𝑃𝐼𝐷
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑃𝐼𝐷 < 0 

(9) 

を満たす正定対称行列とすることで，𝑉(𝑥)はシステ
ムの共通リアプノフ関数となる．式(9)のLMIを解き，

𝑃を求める． 

ON/OFF制御における切替関数のパラメータ𝜺 
 𝐴𝑂𝑁

𝑇 𝑃 + 𝑃𝐴𝑂𝑁の固有値の絶対値の最小値を

 |𝜆|𝑚𝑖𝑛と置き， 

0 < 𝜀 ≤ |𝜆|𝑚𝑖𝑛 

の範囲で決定する．𝜀が小さいほど切り替え回数が
少なくなるが，制御性能とのトレードオフ関係にあ

ることに注意する． 

 

8 実験結果 

 実機（熱系プラント）を用いて提案法の有用性を

評価した． 

 パラメータ等を以下のように決定した． 

負の操作量：𝑔 = −5[V] 
偏差の許容範囲：𝑒𝑚𝑎𝑥 = 1.2[℃] 
PIDパラメータ：𝐾𝑝 = 5，𝐾𝑖 = 0.05 
ON/OFF制御系におけるパラメータ𝑘：𝑘 = −0.02 
切替関数のパラメータ𝜀：𝜀 = 0.004 
 ステップ信号に対する応答の制御量を図3,操作量

を図4に示す．次に外気温変動を想定したランプ状の

外乱を加えた際の応答の制御量を図4，操作量を図5

に示す．制御量の目標値追従性能を確認でき，また

切替則によるPID制御とON/OFF制御の切り替えが問

題なく機能していることがわかり，提案法の有用性

を確認できた． 

 

図3：ステップ応答（制御量） 

 

図4：ステップ応答（操作量） 

 

図5：ランプ外乱に対する応答（制御量） 

 
図6：ランプ外乱に対する応答（操作量） 

 

9 まとめ 

 本研究では操作量が正の値に対しては連続値，負

の値に対しては一定値をとるシステムに対し，スイ

ッチドアフィンシステムを適用した制御則設計を提

案した．実際の温度制御系に対し提案法を適用し，

提案法の有用性を確認した．想定した以外の制約を

持つ制御対象に対しても同様のアプローチが適用で

きると期待できる．  
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1 はじめに 

 音楽データから自動的に楽譜を生成する自動採譜

技術は様々な課題が絡んでいる.これまでに多くの

自動採譜技術が提案されているが,未だ実用化には

至っていない.特に複数音高識別は特に難しい課題

として挙げられる.これに対し中川らによって新た

な複数音高識別の手法が提案されている[1]. 本研
究ではこの手法を3和音に対して適用し,その性能を

調べるとともに改良のための手法を提案する. 

2 平均律スケールフィルタと基音投票法を用いた

複数音高識別手法 

混合音の入力データに対して,ハニング窓を掛け

たのちにフーリエ変換を行い,平均律スケールフィ

ルタを用いて平均律の半音階に沿ったチャンネルに

分解する.次に,各チャンネルにおいて窓関数をかけ

た後に最大値を取り出して並べた特徴ベクトルを生

成する.今後,この特徴ベクトルを「平均律スペクト

ル」と呼ぶ.平均律スペクトルは平均律スケールフィ

ルタのチャンネルと同じ次元数を持つ.その後,平均

律スペクトルに対して閾値処理を行い,閾値を超え

たチャンネルを1,それ以外を0とする特徴ベクトル

を生成する.今後,このベクトルを「バイナリ特徴ベ

クトル」と呼ぶ.このバイナリ特徴ベクトルの各要素

について基音投票法を実行し,基音候補を選出する.

それらの基音候補に対して決選投票法を行い,混合

音の音高情報を得る. 

以上のアルゴリズム(図 1,2)によって,中川らの

手法では複数音高識別を行う. 

 
図1：従来手法のアルゴリズム 

 

 

3 従来手法を用いた 3和音識別実験 

 従来手法の 3 和音に対する性能を調べるべ

く,Clarinet,flute,piano,trumpet,violinの5種類

の楽器,C3〜B4の半音含む 24種類の音高を用いて,

同じ楽器,違う音高である 3 音の組み合わせ 10240

通りについて音高識別を行った.識別率は 63.6\%で

あり,2 和音の場合の識別率 84.2\%に比べて識別率

が低下した.周波数成分がより複雑になり投票によ

る音高候補の限定が難化した結果,識別率が低下し

たと考えられる. 

4 提案手法 

今回の実験により判明した従来手法の問題点に対

して,新たに改良手法を提案する. 

・基音投票法Ⅱ 

従来の手法では,バイナリ特徴ベクトルにおいて1

となっているすべてのチャンネルが各基音候補に対

して同じ重みで投票を行っているために,バイナリ

特徴ベクトルの1であるチャンネルが離れたチャン

ネルに対しても大きな影響力を持っている.そのた

め楽器音に高次倍音が含まれていた場合にオクター

ブ違いの音などに票が集まり,結果として決選投票

の候補として上がってしまい,誤識別をしてしまう

場合があるという問題点があった.一般的に高次倍

音になるにつれて倍音のパワーは小さくなるため,

入力があったチャンネルが基音であると考えた場合

の基音への投票と,2倍音,3倍音,...であると考えた

場合の基音への投票では,倍音の存在価値に差がつ

くと考えられる.そのため投票の重みに差をつける

べき,特に低次倍音における投票の重みを重くする

べきではないか,と考え次の手法を提案する. 

基音投票法において,投票部分の重みを倍音に応

じて変更する(図2).本研究では,n倍音に対する投票

重みを5-n(n≦5)として実験を行う. 
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図2：基音投票法Ⅱの概念図 

・基音投票法Ⅲ 

従来の決選投票法では,決選投票法の音高候補とす

る得票数の閾値を一律に手動で設定していた.その

ため,倍音の出方や,設定される閾値によっては閾値

を超える音高候補が多数存在し,それによる識別率

の低下が起こっていた.また反対に,閾値を超える音

高候補数が同時発音数を下回ることで正常に音高識

別の結果が出力されない問題も生じていた.その問

題を解決するために次の手法を提案する. 

基音投票法において,最多得票である音高の数が

設定した範囲まで少なくなるように,基音投票法に

おける倍音次数を増やしていく処理を行う(図3).ま

た,最多得票数である音高が設定した範囲まで少な

くならない場合には,設定した最大倍音次数で識別

を行う. 

 

図3：基音投票法Ⅲの概念図 

5 提案手法を用いた3和音識別実験 

提案手法の3和音に対する有効性を調べるべ

く,clarinet,flute,piano,trumpet,violinの5種類

の楽器,C3〜B4の半音含む24種類の音高を用いて,同

じ楽器,違う音高である3音の組み合わせ10240通り

について音高識別を行った.識別率を表1に示す. 

表1：3和音実験の識別率 

 従来手法 基音Ⅱ 基音Ⅲ 

識別率[%] 63.6 67.6 75.6 

 

最も識別率が高かった手法は基音投票法Ⅲであった.

とりわけtrumpet,violinの倍音が多く表れている楽

器に対しての識別率が大きく向上したため,倍音が

多い場合の識別に対して有効であると考えられる. 

基音投票法Ⅲを用いることで,3和音識別のように倍

音数が増加した場合にも識別が可能である手法とな

った. 

6 まとめ 

本研究では中川による複数音高識別に関する手法を

3和音に適用し,実験を行った際の性能を調べるとと

もに,改良手法を提案しその性能を調べた.実験の結

果,基音投票法Ⅲを用いた場合に識別率が75.6%と最

も高くなり,従来の63.6%と比較して12.0%識別率が

向上した.この識別率の向上は,3和音化による倍音

数の増加に対応可能となったために実現したと考え

ることができ,基音投票法Ⅲが3和音の識別性能向上

に貢献していると考えることができる.今後の課題

として,基音投票法Ⅱにおける新しい投票重みの提

案などが挙げられる. 
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1 はじめに
近年，任意のテキストを音声に変換することで人工的に人間

の音声を作り出す，音声合成技術が普及しつつある．音声合成
手法の一つに，隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model;
HMM)に基づく音声合成 [1]がある．この手法では，音声波
形から分析・抽出したスペクトルや基本周波数などの特徴量
をHMMで統計的にモデル化する．HMM音声合成システム
では，フレーム長などの音声分析の際の様々な条件値は，音
声の時間変化特性を考慮せずに固定値であることが多い．固
定値による分析により，音声の局所的性質をとらえきれない
分析が行われる可能性がある．また，HMM音声合成システ
ムは，特徴量の抽出と音響モデリングの二つの統計モデルを
直列に繋いで構成されるのが一般的である．固定長のフレー
ムにより音声の時間変化特性をとらえきれない分析が起きた
際，得られた特徴量を経由した音声合成では音質が劣化する
可能性があった．
　そこで本研究では，自己回帰HMM[2]を用いた音声合成シ
ステムを提案する．自己回帰HMMは線形予測分析に基づく
スペクトル推定に時間推移を加えたモデルとみなすことがで
き，過去の状態での出力を用いて求めたい状態での出力を推
定する．自己回帰HMMを用いることで観測時系列を可変フ
レーム長で直接モデル化可能な音声合成手法の検討を行い，
合成音声の品質向上を目指す．
2 フレーム化処理
音声信号は時間方向に滑らかに変化するため，フレームと

呼ばれる短い時間単位で区切って分析を行っている．これを
フレーム化処理といい，概念図を図 1 に示す．フレーム化処
理では，フレーム長 fL分の音声波形をフレーム周期 fP 分ず
つずらして切り出し，各フレームごとに特徴量を抽出するこ
とで，音声波形全体の分析を行う．
　音声信号は，母音のような周期的な部分や，子音のような
非周期的な部分，音素境界などの過渡的な部分など，時間経
過により複雑に変化する．しかし，一般的に用いられている
フレーム長は固定値であり，音素境界周辺などの急激な変化
をまたいでフレーム分割が行われた場合などに，最適な特徴
量抽出が行えない可能性がある．そのため，母音はフレーム
長を長くすることで精度の高い分析を行い，子音ではフレー
ム長を短くすることで局所的性質をとらえる分析をするなど，
音声信号に合わせた分析を行うことが必要であると考えられ
る [3]．
3 自己回帰HMMを用いた音声合成システム
3.1 自己回帰HMMのモデル構造
自己回帰HMM (Autoregressive HMM; AR-HMM)は，自

己回帰モデルとHMMを統合したモデルであり，線形予測分
析に基づくスペクトル推定に時間推移を加えたモデルとみな
すことができる．図 2にAR-HMMのグラフィカルモデルを
示す．
AR-HMMでは，HMMの各状態が自己回帰モデルを含ん

でいるため，波形を直接表現することに適している．また，
HMM の各状態が音声波形に対して最尤推定を行うことで，
それぞれの音素状態を表現するのに最適な切れ目を探すこと

fL

fP

Short term signal

図 1: 音声波形のフレーム化処理

ができる．これらより，AR-HMMを音声合成に用いること
で，観測時系列を可変フレーム長で直接モデル化可能な音声
合成手法を実現できると期待できる．
状態 q が (q1, q2, · · · , qT ) と遷移して，出力ベクトル系列

o = (o1,o2, · · · ,oT ) が出力される確率は，状態遷移確率と
各状態での出力確率を掛け合わせることにより，以下のよう
に与えられる．

P (O, q|Λ) = P (q|Λ)P (O|q,Λ)

=
T!

t=1

P (qt|qt−1)P (ot|o1:t−1, qt,λ) (1)

なお，o1:t−1 は，(o1,o2, · · · ,ot−1)を表す．状態遷移確率
P (qt|qt−1) は直前の状態のみから決定され，状態出力分布
P (ot|o1:t−1, qt) は現在の状態と過去の状態におけるすべて
の出力から決定される．AR-HMMでは状態出力分布に過去
の状態における出力を用いており，従来用いられてきた一般
的なHMMとは異なっている．状態出力分布は以下の式で求
めることができる．

P (ot|o1:t−1, qt,λ) = N (ot|µqt(o1:t−1),σ
2
i ) (2)

µqt(o1:t−1) =
D"

d=1

adi f
d(o1:t−1) (3)

このとき，adi は状態 qにおける，dだけ過去のサンプルに対
する自己回帰係数であり，dのとりうる範囲は 1 ≤ d ≤ Dで
ある．また，σ2

i は共分散である．
また，式 (3)では過去の出力値を選択可能な関数fd(o1:t−1)
を定義しており，以下の式 (4) で表される．

fd(o1:t−1) =
−1"

k=−K

wd
kot+k (4)

wd
kは窓係数であり，値を変更することによって任意の間隔や
重みで過去の出力値を選択することができる．KはK = D−1
であり，過去の出力を用いる範囲を定義する値である．
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図 2: AR-HMMのグラフィカルモデル

3.2 パラメータ生成
AR-HMMのパラメータΛの更新にはEMアルゴリズムを

用いる．ここで，以下のような式を定義する．

F de
i =

"

t

γi(t)f
d(t)fe(t) (5)

状態 q の範囲は状態全体であり，d と e のとりうる範囲は
1 ≤ d, e ≤ Dである．γi(t)は状態滞在確率である．fd(t)は
式 (4)で示されるように過去出力に関する関数であるが，表記
の簡略化のために d = 0の場合の fd(t)に関して f0(t) = ot

としている．
AR-HMMのパラメータ {âdi , σ̂2

i }の更新式を以下に示す．

D"

e=1

F de
i âei = F d0

i (6)

σ̂2
i =

1#
t γi(t)

$
F 00
i −

D"

d=1

âdiF
d0
i

%
(7)

E ステップにおいて対数尤度 logP (o|Λ) の期待値計算を行
い，Mステップで式 (8) で定義される補助関数 Qを最大化
する Λ̂を求める．この 2ステップを繰り返し行い最尤推定に
よる局所最適解を求める．

Q(Λ, Λ̂) =− 1

2
T (log 2π + 1)

− 1

2

"

i

"

t

γi(t) log σ̂
2
i (8)

3.3 状態滞在確率のスムージング
従来のHMM音声合成では，現在フレームの特徴量に加え

て前後の特徴量を考慮した動的特徴量を用いることで，時間
方向の特徴をとらえた特徴量を得ることができる．しかし，
AR-HMMでは特徴量を持たないため，動的特徴量を導入す
ることは難しい．これにより，合成される音声において音素
境界などでスペクトルの大きな変化があり，ノイズの原因と
なることがあった．そのため，以下の式で与えられる状態滞
在確率のスムージングを導入する．
"

q

P (O|q,Λ)P (q|Λ) ∝ −1

2
O⊤
&"

q

P (q|λ)AqΣ
−1
q A⊤

q

'
O

= −1

2
O⊤
&"

q

"

t,i

γqt,iaiσ
−2
i a⊤

i

'
O

上記式において状態滞在確率 γqt,i が重みの役割を果たし，境
界においても状態出力確率がなめらかに遷移することを期待
している．

図 3: スムージングの有無によるMOS

4 評価実験
3.3節でふれた状態滞在確率のスムージングの有効性を確
認するため，評価実験を行った．比較する 4手法は状態滞在
確率が 0から 1の間を以下のように増減する．
AR NoSM スムージングを行わない．
Over100 各音素の状態継続長が一定値以上のときスムージ
ングを行う．増減値は 1/100で固定．

Fix Slope 状態継続長に関係なく，スムージングを行う．増
減値は 1/100で固定．

Ch Slope 状態継続長に関係なく，スムージングを行う．隣
り合う音素状態の中間値を結んだ値を lとし，1/lが増減
値となる．

学習文章は 450文，AR係数の次数は 30次である．評価基
準として，5段階MOS試験による主観評価を用いた．5段階
MOS試験では，各手法の音声がランダムな順番に再生され，
自然性が高ければ高いスコアを入力するよう被験者に指示を
した．
主観評価実験の結果を表 1に示す．スムージングを行って
いないAR NoSMに比べ，スムージングを行ったその他 3手
法が高いスコアを示した．これにより，事後確率のスムージ
ングを行うことはAR-HMMにおいて非常に有効であること
が示された．しかし，少人数においてHMM音声合成との比
較のMOS試験を行ったところ，AR-HMMのほうが悪いス
コアとなった．AR-HMMにおいてスムージングを行うこと
の有意性や値の大幅な向上が見られたものの，まだまだ検討
の余地があるといえる．
5 むすび
本論文では，AR-HMMを音声合成に用いることの有効性
について検討，実験を行った．スムージングの有無による主
観評価実験では，スムージングによる合成音声の自然性向上
が確認できた．動的特徴量に変わりスムージングを導入する
ことで境界の変化を緩和し，なめらかな音声を生成可能なこ
とがわかった．今後の課題として，TTS システムとしての
AR-HMM音声合成のさらなる実装や，スムージング手法の
討などが挙げられる．
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1 はじめに   

様々なWebサービスがインターネット上で提供さ

れ，それらの重要性が高くなるにつれて，より良い

サービス品質(QoS)が求められている．特に，サービ

ス品質を最終的に判断するのはユーザであるため，

その品質はユーザに高い満足度を与えるものでなく

てはならない．このためには，適切なQoS制御が必要

となる．さらに，要求されるQoSはサービスによって

異なるため，サービスごとに適切なQoS制御を考える

必要がある．したがって，ネットワーク機器におい

てQoS制御を行う場合，現在扱っているトラヒックが

どのサービスのものかを判別できなければならない． 

対象となるトラヒックのサービスを識別する手法

は，これまで多く研究されている[1][2]．しかしな

がら，これらの手法は暗号化された通信においては

適用が困難である． 

本研究では，ヘッダ情報の中でも暗号化の影響を

受けないものを用いたサービスの推定手法を考え，

Ethernetフレーム長から得られた相対度数における

相関係数を用いた推定方法を提案し，その有効性を

評価する．そして，得られた結果を基に本方式を改

良し，機械学習手法の一つであるディープラーニン

グを利用した推定方法を提案し，その有効性を示す． 

2 相対度数における相関係数を用いた推定 

2.1 推定方式の提案 

本章では，Ethernetフレーム長の相対度数における

相関係数を用いた推定方法を提案し，実験によりそ

の有効性の評価を行う．本方式では，暗号化されな

い情報として Ethernet ヘッダ内のフレーム長を考

え，この相対度数をサービスのトラヒック特徴とし

て用いる．そして，各Webサービスの相対度数を予

め算出し，推定を行うトラヒックの相対度数との相

関係数を求め，これらから推定を行う． 

2.2 評価実験 

まず，提案方式で用いる相対度数を求めるため，

被験者を用いた実験を行う．被験者は，インターネ

ット上のWebサービスを利用し，指定されたタスク

を行う．そして，タスクの実行中に観測されたトラ

ヒックから，Web サービスの特徴を抽出する．被験

者は，20代の男女21名である． 

本実験では，国内においてアクセス数の多い 15 

個の Webサービスを対象とする．また，これらのサ

ービスを目的別に5つのグループに分類する． 

得られた相対度数における相関係数を算出したと

ころ，同じグループ内では高い相関を示している一

方で，違うグループとの相関が低くなった．そこで，

本方式では，各Webサービスの相対度数をグループ

ごとに平均を取り，新たに相対度数を算出したもの

を各グループの特徴とする． 

前節で得られた各グループの特徴を用いて，有効

性を実験により評価する．被験者は 20代の男女 11

名である． 

2.3 推定結果 

本方式を用いて得られた推定結果を表 1に示す．

表 1より，shop，video，searchグループに属する

サービスについては，そのサービスが属するグルー

プを推定できていることがわかる． 

              表1：推定結果 

グループ 正答率 [%] 

shop 72.7% 

video 90.9% 

map 25.0% 

wiki 54.6% 

search 90.9% 

3 ディープラーニングを用いた推定 

3.1 推定方式の提案 

前章の手法では，いくつかの Webサービスを正し

く推定できなかった．また，前章では，複数のサー

ビスが混在する環境での適用は考慮されていなかっ

た．そこで，本章ではこれらの問題を解決するため，

ディープラーニングによりサービスを推定する方法



平成 28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 

を提案しその有効性を示す． 

本方式では前章と同様に Ethernet フレーム長の

相対度数を用いる．そして，このフレーム長の相対

度数をディープラーニングで用いる特徴量とし，こ

の相対度数から生成した学習データと対象トラヒッ

クから得られる評価データを用い，学習と評価を行

うことでサービスを推定する． 

3.2 評価実験 

ディープラーニングで用いる学習データを生成する

ため，被験者を用いた実験を行う．被験者は 20代の

男女 20名である．この実験環境で観測されたトラヒ

ックから，本方式で用いる学習データを生成する．

本研究では，Amazon，Google，Google Maps，Wikipedia，

YouTubeの5つを対象とする． 

はじめに，単一のWebサービスのみが利用されて

いる場合に対し，本方式の有効性を評価する．学習

データは50,000個とし，評価データは 10,000個と

する．予備実験の結果より，相対度数は1,000フレ

ームごとに算出するものとし，学習する際の隠れ層

の次元数は900で層数は 4とする． 

次に，複数のWebサービスを同時に推定する際の 

有効性を評価するため，2つの Webサービスが同時

に動作している状況で観測したトラヒックを，評価

データとして用いる．2 つの端末が利用するサービ

スの組み合わせを表2に示す． 

表 2：2つの Webサービスの組み合わせ 

名称 サービスの組み合わせ 

データA Amazon, Google 

データB Amazon, Google Maps 

データC Amazon, Wikipedia 

データD Amazon, YouTube 

データE Google, Google Maps 

データF Google, Wikipedia 

データG Google, YouTube 

データH Google Maps, Wikipedia 

データI Google Maps, YouTube 

データJ Wikipedia, YouTube 

学習データは50,000個であり，評価データは10,000

個である．また，予備実験の結果より，相対度数は

900 フレームごとに算出するものとし，学習する際

の隠れ層の次元数は400で層数は 10とする． 

3.3 推定結果 

始めに，単一のWebサービスのみを含むトラヒック

に対する推定結果を表3に示す．表 3より，すべて

の評価データにおいて正答率が 90%以上となってお

り，前章の方式では推定が困難であった Wikipedia

に対しても本方式の有効性を確認することができた．  

表 3：単一のサービスに対する推定結果 

評価データ 正答率 [%] 全体の正答率 

Amazon 99.5% 

96.1% 

Google 90.4% 

Google Maps 96.9% 

Wikipedia 94.5% 

YouTube 99.5% 

次に，複数のWebサービスが混在するトラヒック

に対する推定結果を表4に示す．表 4より，すべて

の評価データにおいて正答率 80%以上となっており，

複数のサービスが混在する場合でも本方式の有効性

を確認することができた． 

表 4：複数のサービスに対する推定結果 

評価データ 正答率 [%] 全体の正答率 [%] 

データA 99.1% 

94.8% 

データB 98.0% 

データC 98.1% 

データD 90.2% 

データE 98.4% 

データF 84.2% 

データG 93.5% 

データH 100.0% 

データI 98.1% 

データJ 88.2% 

4 まとめ 

本論文では，暗号化の情報を受けないEthernetフレ

ーム長を用いた推定方法を以下の通り検討した．ま

ず，フレーム長の相対度数における相関係数を用い

た推定手法を提案し，その有効性を評価した．次に，

先の方式を改良し，ディープラーニングを用いた推

定手法を提案し，その有効性を評価した． 
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1 はじめに 

 産業が発展するにつれて，生産コストの削減，生

産性の向上の要求が高まり，制御系の整定時間を短

くすることが求められている．また，精密機械工業

や半導体の製造においては微細加工技術が進行して

おり，揺らぎの少ない高精度な制御も求められる．

こうした背景から，温度制御系においては，従来，

ヒータとしてハロゲンランプが主流として用いられ，

制御手法としては高精度な制御を可能とする位相制

御が使われていた． 

一方，近年では新たな課題として，電源電圧に重

畳した高調波電流の問題が生じている．機器の消費

電流に高調波成分が含まれると商用電源の電圧がひ

ずみ，その電源に接続されている他の機器の誤作動

や故障を引き起こすといった悪影響を及ぼしてしま

う．最悪の場合，火災や爆発事故に発展するケース

もあり，1990年代には高調波規制法が施工されるな

ど，高調波電流抑制のニーズが高まっている．温度

制御系で使用される位相制御も高調波電流を多く発

生してしまう制御手法であり対策が必要となった．

しかし，対策コストが非常に高価であること，また，

対策しても完全には除去できないという問題が残さ

れている． 

 そこで，当研究室では，発生した高調波電流を対

策するのではなく高調波電流を発生させない制御手

法を確立するといった新たな視点により，高調波成

分の発生の少ないゼロクロス制御に，ΔΣ変調とい

う手法を適用した制御手法の研究を行ってきた． 

 この提案された手法により，高調波成分の少ない

高精度な電力制御が望める．しかし，実用化にはま

だいくつか課題が残されている．その一つとして，

ハロゲンヒータの抵抗の温度依存性が非常に大きく，

ゼロクロス制御にΔΣ変調を組み合わせる手法によ

って高精度化した制御性能が劣化してしまうことが

あげられる．そこで本研究では，ハロゲンヒータの

フィラメントの抵抗値変動による性能劣化を補償し，

これまで提案されてきたゼロクロス制御手法の制御

精度の向上を図った． 

  

 

 

 

2 ゼロクロス制御[1] 

 ゼロクロス制御は産業で一般的に用いられる交

流電力制御手法の一つである．図 1にゼロクロス制

御を用いた一般的な温度制御系の概要を示す．加熱

装置として抵抗性ヒータを用い，交流電源からヒー

タに印加する交流電圧を，スイッチング素子の

on/offの切り替えによって調整する．この時，スイ

ッチングは図 2のように交流電源のゼロクロス点に

おいて行う． 

 この電力制御手法にはいくつかの利点がある．そ

の一つは，消費電流に重畳する高調波成分が少ない

ことである．ゼロクロス制御は電源のゼロクロス点

でスイッチングを行うため，消費電流に不連続点を

持たない．そのため，電流に不連続点を持ってしま

う位相制御と比較して，高調波成分の発生が少なく

なる． 

 しかし，位相制御と比べて制御の分解能が低く，

高精度な制御が難しいといった欠点を持っている．

ゼロクロス制御はその変調原理から制御周期中の

onになった電源サイクルの数にのみ意味があり，ど

のタイミングで on になったかは考慮しない．その

ため，例えば電源の4サイクルで制御を行った場合

では，指令値を5パターンでしか表現できず，高精

度化が難しい．  

 

図 1：温度制御系の概略図 

 
図 2：ゼロクロス制御によるスイッチング 
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3 ΔΣ変調[3] 

 前述したゼロクロス制御の低分解能という問題に

対し，先行研究では，ΔΣ変調器を用いることで分

解能を向上する手法を提案してきた．ΔΣ変調器は

AD変換器の一種であり，連続の入力信号を量子化す

る際，周波数領域において量子化ノイズを周波数整

形し，特定の信号帯域のノイズを低減するように変

換を行うものである．量子化ノイズの低周波成分を

低減することで，図3に示されるように所望の信号

帯域の分解能を向上させることができる．ΔΣ変調

器の例の概要を図4に示す．ノイズシェーピングは

図 4中のノイズシェーピングフィルタによって行わ

れる． 

 

 

図 3：ノイズシェーピングの概略図 

 

 

図 4：先行研究におけるΔΣ変調器の構造 

 

4 ΔΣ変調を組み合わせたゼロクロス制御[4] 

 先行研究では遅延の少ない制御を行うため，電源

周期の4サイクルを制御周期とするゼロクロス制御

を考えていた．4サイクル制御の場合，1制御周期で

表現できるon/offパターンは16パターン存在する．

しかし，ゼロクロス制御のみの場合ではその原理上，

出力を5パターンでしか表現できない．ここでゼロク

ロス制御にΔΣ変調を適用すると，ノイズシェーピ

ングフィルタの動特性により各on/offパターンが変

調器の出力に与える影響は全て異なる．つまり，Δ

Σ変調を適用することによって制御周期中のonの数

のみだけでなくonのタイミングによっても区別する

ことができ，効果的なon/offパターンを5パターンか

ら16パターンに大幅に増やすことができる．  

制御周期ごとにon/offパターンの選択を行うとあ

る程度の制御遅れが発生してしまう.そこで，制御遅

れを改善するために，最適なパターンの1電源周期分

のon/offパターンを出力した時点で，on/offパター

ンの再選択を行うようにする．これにより，電源周

期ごとに4サイクル先の入力信号uのフィルタ出力と

16パターンの制御信号のフィルタ出力とを比較し，

入力信号に最も近いon-offパターンを選択すること

で，高精度な電力制御が可能となる． 

 

5 ヒータの抵抗値変動による影響とその補償 

 上述の手法により，理想的には高調波成分の少な

い高精度な電力制御が望めることを述べた．しかし，

実際のハロゲンヒータの抵抗は温度依存性が高く，

スイッチング毎にヒータの電力が変化し，先行研究

の手法では低周波の量子化ノイズがうまく低減され

ないという問題がある．ハロゲンランプに用いられ

るタングステン線は温度の上昇に伴い抵抗値が大き

く増加するため，1回のスイッチングの前後でヒータ

への注入電力は大きく変化する．これにより，上述

の手法で最適にスイッチングを行ったとしても，

on/off信号はヒータへの注入電力を表現しているわ

けではないため，要求されている電力と実際に供給

される電力との間に誤差が生じ，出力温度に影響が

でてしまう． 

 そこで本論文では，先行研究におけるΔΣ変調器

を改良し，ヒータの抵抗値変動の補償を組み込んだ

ΔΣ変調器を提案する．図5に提案型のΔΣ変調器を

示す． 

 
図5：提案型ΔΣ変調器 
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 改良点について説明すると，先行研究のΔΣ変調

器では，入力信号と16パターンのon/of信号を比較し，

最も量子化ノイズの小さいパターンを選択していた．

しかし，提案型のΔΣ変調器では，入力信号とon/off

信号を比較する際，on/off信号をそのまま用いるか

わりに，その時点での注入電力に比例した信号を用

いる．これにより注入電力において最適なノイズシ

ェーピングが行われ，注入電力を考慮した最適な

on/offパターンが選択されるようになる． 

 実動の際，この提案型変調器は1～4ステップ先の

未来のヒータへの注入電力を必要とするため，ヒー

タの抵抗値をリアルタイムに知る必要がある．ヒー

タの抵抗値を動的に直接測定することは容易ではな

く多くのコストがかかる．また，未来の抵抗値につ

いては測定することができない．そこで，本研究で

はヒータの抵抗値変動の動的なモデルを用い，この

モデルとスイッチング信号から4ステップ先の抵抗

値を推定する. 

 本研究においても，先行研究と同様，4サイクルを

制御周期とするゼロクロス制御を考えた．スイッチ

ングパターンは4ステップ先のノイズシェーピング

フィルタの出力を最小化するように選択される．そ

れぞれのon/offパターンに対する4ステップ先の出

力は以下の式により評価される． 

 

𝑦[𝑘 + 4] = 𝒄𝑨𝟒𝒙[𝑘]                                            

+𝒄 ∑ 𝑨3−𝑖𝒃(𝑢[𝑘] −
𝑅0

𝑅[𝑘 + 𝑖] 𝑤𝒉[𝑖])
𝟑

𝑖=0

 (1) 

 

ここで，(𝒄, 𝑨, 𝒃)は設計したノイズシェーピングフ

ィルタであり，𝒙[𝑘]は状態ベクトル，{𝑤ℎ[𝑖]}𝑖=0
3 は

on/offパターンである．未来の目標値𝑢[𝑘]は分から

ないため，現在の値で代用する．𝑅0はヒータの公称

抵抗値であり，𝑅[𝑘]は抵抗値変動モデルとon/offパ

ターンから推定された未来の抵抗値である．抵抗値

はそれぞれのパターンに対しステップ毎に必要とな

るため，抵抗値変動モデルは状態空間表現により実

現しておく． 

 

6 ヒータの抵抗値変動のモデリング手法 

 前節で述べたように，提案型のΔΣ変調器では4

ステップ先までの未来の抵抗値を必要とするため，

これを推定するためのモデルが必要となる．そこで，

本節ではヒータの抵抗値変動のモデリング手法につ

いて説明する． 

 ハロゲンヒータは非線形性が大きく，また，時定

数が幅広い帯域に分布しており，モデリングは容易

ではない．そのため，モデルを単純化する必要があ

り，本研究ではヒータのフィラメントの温度が注入

電力に対して線形であると仮定する．また，フィラ

メントからの放射パワーはフィラメントの温度に対

して非線形であるが，定常温度回りのみで温度制御

系を制御するように限定すれば，この非線形性は考

慮しなくても十分精確に制御できると予想される． 

 ヒータの抵抗値はヒータにかかる電圧と電流を検

出し，スイッチング信号と抵抗値変動の動的な関係

は定常温度回りにおいて推定する．この際，抵抗値

変動は短い時定数から長い時定数まで幅広く持って

おり，一般的な同定手法では正確なモデルを得るこ

とは難しい．そこで,線形関数モデル[6]を用いる．線

形関数モデルはセミパラメトリックモデルの一種で

あり，同定される対象が，基本とされる伝達関数の

線形結合によってモデル化される． 

𝐺𝑛(𝑠, 𝜽) = ∑ 𝑎𝑖𝐹𝑖(𝑠)
𝑛

𝑖=1
 

𝜽 = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛]𝑇                          (2) 
 

ここで，{𝐹𝑖(s)}𝑖=1
𝑛 はあらかじめモデルの設計者で与

えた安定かつ厳密にプロパーなフィルタ列であり，

係数𝜽が同定によって推定される．本論文では，基本

フィルタ列として1次遅れ系を用い，時定数は広い帯

域にわたって対数的に設定した． 

𝐹𝑖(𝑠) =
1

𝑇𝑖𝑠 + 1  

 𝑇𝑖 = 2𝑖−1𝑇𝑚𝑖𝑛 ,    (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛)             (3) 
 

図6に線形関数モデルの構造を示す．また，同定手順

は以下の通りである．まず，同じテスト信号を同定

対象の装置とモデルに入力する．そして，図6のよう

にモデルの出力信号と装置の出力信号の間の誤差

{𝑒[𝑘]}を最小化するようにモデルのパラメータを推

定する． 

𝑒[𝑘] = 𝑦[𝑘] − ∑ 𝑎𝑖𝐹𝑖[𝑞]𝑤[𝑘]
𝑛

𝑖=1
             (4) 

 

ここで，𝐹𝑖[𝑞]はゼロ次ホールドにより𝐹𝑖(𝑠)を離散

時間化したものであり，𝑤[𝑘]はテスト信号として用

いるon/off信号，𝑦[𝑘]は装置からの出力信号である．

また，フィルタ列に対する重み係数𝜃は次のように

一般的な最小二乗法を用いて計算する． 

 

𝜃 = arg min
𝜃

‖{𝑒[𝑘]}‖2
2                                  (5) 
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図6：線形関数モデル構造 

 

7 提案手法による温度揺らぎの低減結果 

 本研究では提案法の有効性を確認するため，提案

型のΔΣ変調器によってハロゲンヒータを制御し，

金属材料を加熱する数値シミュレーションを行った．

その際，制御系については物理モデルを用いて構築

し，コントローラとしてはPIDコントローラを使用し

た．一定温度を目標値とし，先行研究のΔΣ変調器

を用いた場合と，提案型のΔΣ変調器を用いた場合

を比較した結果，提案型のΔΣ変調器を用いること

で約40%の温度揺らぎを低減できることが確認でき

た． 

また，実際のハロゲンヒータ（350W）によって真

ちゅう板(10cm×5cm×0.1cm)を加熱する実験装置

を製作し，提案法の検証を行った．まず，先行研究

の手法と提案手法の2つの制御アルゴリズムに対し,

目標温度を600℃として応答を測定した．応答は定常

温度になってからそれぞれ400秒間測定を行った．そ

れぞれの応答の時系列の比較を図7に示す．また，同

じ実験を複数回行った時の揺らぎのRMS値を表1にま

とめた．応答は定常温度になってから400秒間測定し，

それぞれ5回ずつ計測を行った．図7より，提案法の

制御アルゴリズムの方が明らかに温度揺らぎを低減

できていることが分かる．また，表1においても先行

研究における手法と比較してRMS値でおよそ40%低減

でき，数値シミュレーションの結果を裏付けている． 

 

図7：一定目標温度に対する応答の時系列 

表1：揺らぎのRMS値(複数回試行) 

試行回数 1 2 3 

先行研究の手法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.189 0.194 0.188 

提案法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.116 0.118 0.116 

試行回数 4 5 平均 

先行研究の手法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.191 0.185 0.189 

提案法 0.121 0.117 0.118 

 

8 まとめ 

 本研究では，先行研究で提案されたΔΣ変調器を

改良し，ヒータの抵抗値変動の補償を組み込んだΔ

Σ変調器を提案した． 

数値シミュレーションと実機での検証により提案

法の有効性が確認でき，実際のハロゲンヒータに対

しても，ΔΣ変調を組み合わせたゼロクロス制御手

法が適用可能となった． 
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ଟͷߴԽख๏͕͜Ε·ͰఏҊ͞Ε͖͕ͯͨɼςΫενϟ

ΛաʹฏԽ͢Δ͔ΒɼϊΠζআڈͱͯ͠ͷੑߴ

͘ͳ͍ɽ͏Ұͭͷओྲྀͳख๏Ͱ͋ΔपใΛѻ͏ϑΟ

ϧλɼߴਫ਼ͳϊΠζআڈΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖Δ໘ɼܭ

ίετ͕͍ߴख๏͕ଟ͍ɽ

ϦΞϧλΠϜಈը૾ॲཧΛ͏ߦΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͍ͯ

ɼϊΠζআڈͷਫ਼ (σϊΠδϯάޮՌ)ͱඞཁͳܭίε

τͷτϨʔυΦϑɼॏཁͳ՝ͱͳΔɽपใΛ͏

ϑΟϧλͷҰͭͰ͋ΔDCT (discrete cosine transform) σϊ

Πδϯά [1]ɼσϊΠδϯάޮՌͱܭίετͷόϥϯεʹ

༏Εͨख๏Ͱ͋Δɽ͔͠͠ɼϦΞϧλΠϜॲཧΛͨ͏ߦΊʹ

ɼ·ͩܭίετ͕͘ߴɼߴԽ͕ඞཁͰ͋Δɽ

DCTσϊΠδϯάͰɼDCTΛ༻͍ͨपมΛ͏ߦɽ

͜ͷ DCTʹߴͳ࣮͕͋Γɼྫ͑ 8× 8 DCTͷ߹

ɼճ͕গͳ͘ߴਫ਼Ͱ͋Δ࠷దͳߴ࣮ํ๏ͱ͠

ͯ LLM [2]͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼJPEGมͷ DCT

ʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ AAN [3]ɼεέʔϦϯάॲཧΛߦʹޙ࠷

͏Α͏ʹόλϑϥΠԋΛߏங͓ͯ͠ΓɼJPEGมͷྔ

ʹԽॲཧࢠ DCTͷεέʔϦϯάॲཧΛؚΊΔ͜ͱͰɼޮ

తͳॲཧΛ࣮͍ͯ͠ݱΔɽ

ͦ͜ͰɼຊจͰɼDCTσϊΠδϯάΛରʹɼJPEG

มͰߦΘΕ͍ͯΔ AANΛ༻͍ͨޮԽΛԠ༻ͨ͠ख๏Λ

ಋೖ͢Δ͜ͱͰɼσϊΠδϯάޮՌΛҡͨ͠ߴԽΛਤΔɽ

·ͨɼ࣮ʹ͋ͨΓɼॏෳ͢Δ݁ܭՌΛ࠶ར༻͢Δ͜ͱʹ

ΑΔޮԽʹؔͯ͠ݕ౼Λ͏ߦɽ

2 ैདྷख๏

2.1 DCTσϊΠδϯά
DCTσϊΠδϯάͷΞϧΰϦζϜΛઆ໌͢ΔɽDCTΛ͏ߦ

ύονͷू߹Λ P ͱ͢Δɽ·ͣɼP ͷ i൪ͷύον fiʹ

ରͯ͠ DCTΛ͍ߦɼपྖҬͱม͢Δɽ

Fi = SDCT (fi), (1)

Fiύον fiͷ DCTΛද͠ɼSDCT (·) DCTؔΛ

ද͍ͯ͠ΔɽʹɼDCTͷઈର͕ᮢΑΓখ͍͞ͱ͖ɼ

ͦͷΛϊΠζͱΈͳ͠ɼϋʔυᮢ๏ʹΑΓ 0ʹஔ͖

͑Δɽͨͩ͠ɼྲྀอ͞ΕΔඞཁ͕͋ΔͨΊɼᮢ

ॲཧߦΘͳ͍ɽ

F ′
i (u, v) =

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

Fi(u, v) u = v = 0

Fi(u, v) |Fi(u, v)| > th

0 otherwise,

(2)

ද 1: 8× 8 DCTʹ͓͚Δ֤࣮ํ๏ͷܭճ

ख๏ ճ Ճճ

LLM 176 464

AAN 144 (80 + 64) 464

F ′
i ᮢॲཧޙͷͰ͋ΓɼthᮢΛද͢ɽޙ࠷ʹɼF ′

i

 IDCT (Inverse DCT)ʹΑۭͬͯؒྖҬʹٯม͞ΕΔɽ

f ′
i = SIDCT (F ′

i ), (3)

f ′
i σϊΠδϯά͞ΕͨύονΛද͠ɼS

IDCT (·) IDCTؔ

Λද͍ͯ͠Δɽ͜͜·ͰͷॲཧΛ P ͷશͯͷύονʹର

Խͨ͠ͷۉɽͦͯ͠ɼύον͕ॏෳ͢ΔըૉΛฏ͏ߦͯ͠

Λग़ྗͱ͢Δɽ

2.2 DCTߴ

DCTͷ͏ͪɼຊจͰൺֱରͱͯ͠༻͍Δߴ LLMͱఏ

Ҋख๏Ͱ֦ு͢Δ AANʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɽ

LLM 8 DCTΛɼ11ճͷͱ 29ճͷՃͰ͏ߦΞ

ϧΰϦζϜͰ͋Δ (ਤ 1)ɽRot θ࠲ඪճసΛද͓ͯ͠Γɼਤ

தͷࣜΛ༻͍Δ͜ͱͰɼͱՃ֤ 3ճͣͭͰܭΛͬߦ

͍ͯΔɽ8× 8 DCTͷ߹ͷܭճɼ176ճͷͱ 464

ճͷՃͱͳΔ (ද Β͔ٯর)ɽIDCTμΠΞάϥϜΛ1

ճܭͰ͖ɼݱΔ͜ͱͰ࣮͢ܭ DCTͷ߹ͱಉ͡Ͱ

͋Δɽ

AAN 8DCTܭΛɼ5ճͷͱ 29ճͷՃͰ͏ߦ

͕ɼग़͞ΕΔͷεέʔϧ͕ͦΕͧΕҧ͏ͨΊɼεέʔ

ϧΛ߹ΘͤΔʹόλϑϥΠԋޙʹผͰ 8ճͷ͕ඞཁ

ͱͳΔ (ਤ 2)ɽ8× 8 DCTͷ߹ͷܭճɼ8DCT 2

ճͷεέʔϦϯάΛҰׅͰͨ͏ߦΊɼ80ճͷʹεέʔ

Ϧϯάͷ 64ճΛͨ͠ 144ճͷͱɼ464ճͷՃͱͳΔ

(ද র)ɽIDCT1 LLMͱಉ༷ʹμΠΞάϥϜΛ͔ٯΒܭ

ճܭͰ͖ɼݱΔ͜ͱͰ࣮͢ DCTͷ߹ͱಉ͡Ͱ͋

ΔɽIDCTͷ߹ɼεέʔϦϯάόλϑϥΠԋલʹ͏ߦɽ

3 ఏҊख๏
ఏҊख๏ͰɼDCTσϊΠδϯάʹ͓͚ΔDCTͱ IDCTΛɼ

AANΛ༻͍࣮ͯ͢ΔɽͦͷࡍɼDCTͷόλϑϥΠԋޙ

ͱɼIDCTͷόλϑϥΠԋલʹඞཁͱͳΔεέʔϦϯάॲ

ཧΛɼDCTޙͷᮢॲཧͱҰׅͰ͏ߦɽ۩ମతʹɼઈର

͕ᮢΛԼճΔ DCT 0ʹஔ͖͑ɼઈର͕ᮢΛ

͑ͨʹରͯ͠ͷΈεέʔϦϯάΛ͏ߦɽ

F ′
i (u, v) =

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

Fi(u, v)×M(u, v) u = v = 0

Fi(u, v)×M(u, v) |Fi(u, v)| > t(u, v)

0 otherwise,

M(u, v) = (mu ×mv)× (mu ×mv)

t(u, v) =
th

mu ×mv

(4)
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ֶγεςϜܭ

𝑋0

𝑋1

𝑋2

𝑋6

𝑋3

𝑋5

𝑋4

𝑋7

2√2𝑌6

2√2𝑌3

2√2𝑌2

2√2𝑌4

2√2𝑌7

2√2𝑌0

2√2𝑌5

2√2𝑌1

𝟐𝐑𝐨𝐭
−𝟔𝝅
𝟏𝟔

𝐑𝐨𝐭
−𝟑𝝅
𝟏𝟔

𝐑𝐨𝐭
−𝝅
𝟏𝟔

𝟐

𝟐

𝐼0

𝐼1

𝑂0

𝑂1

𝑂0 = 𝐼0 + 𝐼1

𝑂1 = 𝐼0 − 𝐼1

𝐑𝐨𝐭 −𝜽
𝐼0

𝐼1

𝑂0

𝑂1

𝑂0 = sin 𝜃 − cos 𝜃 𝐼1 + cos 𝜃 𝐼0 + 𝐼1

𝑂1 = − sin 𝜃 + cos 𝜃 𝐼0 + cos 𝜃 𝐼0 + 𝐼1

𝑴𝐼 𝑂 𝑂 = 𝐼 ×𝑴

ਤ 1: LLMͷμΠΞάϥϜ

𝑋0

𝑋1

𝑋2

𝑋6

𝑋3

𝑋5

𝑋4

𝑋7

1
𝑚6
𝑌6

1
𝑚1
𝑌1

1
𝑚2
𝑌2

1
𝑚4
𝑌4

1
𝑚5
𝑌5

1
𝑚0
𝑌0

1
𝑚7
𝑌7

1
𝑚3
𝑌3

𝒂𝟏

𝒂𝟐

𝒂𝟑

𝒂𝟒

𝒂𝟓

𝑎1 = 𝑎3 = 𝐶4

𝑎5 = 𝐶6

𝑎2 = 𝐶2 − 𝐶6
𝑎4 = 𝐶6 + 𝐶2

𝑚0 =
1
2 2

𝑚𝑘 =
1
4𝐶𝑘

𝐶𝑘 = cos
𝑘𝜋
16

𝐼0

𝐼1

𝑂0

𝑂1

𝑂0 = 𝐼0 + 𝐼1

𝑂1 = 𝐼0 − 𝐼1

𝑴𝐼 𝑂 𝑂 = 𝐼 ×𝑴

ਤ 2: AANͷμΠΞάϥϜ

ද 2: DCTσϊΠδϯάʹ͓͚Δ֤࣮ํ๏ͷܭճ

ख๏ ճ Ճճ

LLM 352 928

AAN 288 928

ఏҊख๏ 161ʙ224 928

ఏҊख๏+࠶ར༻ 126ʙ189 725

͜͜Ͱɼࣜ (4)ͷ Fi ͱ F ′
i ͦΕͧΕᮢॲཧલޙͷ DCT

Ͱ͋Γɼᮢ thΛ DCTͷεέʔϦϯάͰׂͬͨ

tΛύονཁૉຖͷᮢͱ͢Δɽ·ͨɼDCTͱ IDCT྆ํͷ

εέʔϦϯάΛؚΊͨM ΛεέʔϦϯάͱͯ͠༻

͍Δɽύον͝ͱͷܭճɼDCTͱ IDCTͷόλϑϥΠ

ԋߦʹΘΕΔ 160ճͷͱ 928ճͷՃʹɼᮢॲཧ

ΛؚΉεέʔϦϯάͷ 64ճͷΛՃ͑ͨ 224ճͷͱ

928ճͷՃͱͳΔɽྲྀҎ֎ͷDCTɼ͕ 0

ʹஔ͖ΘΔ߹ʹεέʔϦϯά͕ߦΘΕͳ͍ͨΊɼ࣮ࡍͷ

ճ͜ΕΑΓগͳ͘ͳΔɽLLMΞϧΰϦζϜΛ༻͍

ͯಉ༷ͷ࣮Λͨͬߦ߹ɼܭճ 352ճͷͱ 928

ճͷՃͱͳΔͨΊɼAANΛ֦ுͨ͠ఏҊख๏Ͱ࣮Λ͏ߦ

͜ͱͰɼճΛ 128ճҎ্͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ (ද 2

র)ɽ

2189.14 2155.03
1929.91

1736.85

0

500

1000

1500

2000

2500

LLM AAN 提案手法 提案手法＋
再利用

計
算
時
間
[m
s]

ਤ 3: ֤࣮ํ๏ͷؒܭ

·ͨɼύονॲཧ෦ͷ࠷ॳͷ 8 DCTΛํ͏ߦʹର

ͯ͠ɼਨํʹύονΛͣΒͯ͠ॲཧ͢Δ߹ɼલͷύο

νͱॏෳ͢Δ෦ͷ 8 DCT͕ಉ͡ॲཧͱͳΓɼ͕ܭॏ

ෳ͢Δɽͦ͜Ͱɼॏෳ͢Δ 8 DCTͷ݁ՌΛ࠶ར༻͠ͳ͕

Βॲཧ͢ΔΑ͏ͳ࣮Λ͏ߦɽ۩ମతʹɼը૾Λύονʹ

ׂ͢Δલʹɼ࠷ॳͷ 8 DCTΛॏෳ͢Δ෦શମʹର͠

ͯ͋Β͔͡Ί͏ߦɽͦͯ͠ɼͦͷ݁ՌΛೖྗͱͯ͠ύονʹ

ׂ͠ɼΓͷॲཧΛ͜͏ߦͱͰɼΑΓܭճΛ͢ݮΔ

͜ͱ͕Ͱ͖Δ (ද র)ɽ2

4 Ռ݁ݧ࣮
ਤ 3ɼαΠζ 512× 512 ͷը૾ʹର֤ͯ͠ख๏Λ༻͍࣮ͯ

ͨ͠ DCTσϊΠδϯάΛࡍͨͬߦͷؒܭͰ͋Δɽը

૾ʹ༩ͨ͠ϊΠζͷඪ४ภࠩ σ = 20Ͱ͋Γɼࣜ (2)ͷᮢ

 th σΛ 3ഒͨ͠Ͱ͋ΔɽLLM AANΛ༻͍࣮ͨ

ͱൺֱͯ͠ɼఏҊख๏ͷ͕ؒܭ ·গ͍ͯ͠Δɽݮ12%

ͨɼ݁Ռͷ࠶ར༻Λ͜͏ߦͱͰɼ࠶ར༻ΛߦΘͳ͍߹ͱൺ

͕ؒܭֱͯ͠ ܭগ͍ͯ͠Δɽݮ10% Core i7-6700

3.40 GHz 4ίΞ 8εϨουͰ͠ܭɼίʔυVisual Studio

2013 C++Ͱॻ͔Εͨɽ

4 Ή͢ͼ
ຊจͰɼAANΛ༻͍ͯDCTͷ࣮Λ͍ߦɼεέʔϦϯ

άॲཧΛᮢॲཧͱҰׅͰ͏ߦΑ͏ͳ࣮ํ๏ͷఏҊΛͬߦ

ͨɽ·ͨɼॏෳ͢Δܭͷ݁ՌΛ࠶ར༻͢Δ͜ͱʹΑΔޮ

Խʹ͍ͭͯͷݕ౼Λͨͬߦɽͦͷ݁Ռɼैདྷख๏ͱൺֱͯ͠

ճ͕͞ݮΕɼޮߴͳॲཧ͕ՄͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͠

ͨɽޙࠓͷ༧ఆͱͯ͠ɼ8×8Ҏ֎ͷύοναΠζͷ֦ுɼ

AANͱ LLMͷਫ਼ࠩʹΑΔӨڹͷௐࠪͳͲ͕͑ߟΒΕΔɽ
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1 はじめに 

従来の異常音検出技術は，異常音もしくは定常音

が既知であり学習済みであると想定されていること

が多い．定常音とは，異常音ではない音で一般に存

在するものと考えられる音のことを指す．しかし，

このシステムでは，未知の音に対して正しく識別す

ることができない可能性がある．これに対し，小池，

大橋らは音をシャープネス値，ケプストラム係数ピ

ーク値，音量ピークレベルの分散の3 指標で表現し

識別する手法を提案している[1, 2]．本研究では，

この指標の有用性について検証を行い，改善のため

心理音響効果の一つであるマスキング効果を導入し

た． 

 

2 識別結果の検証 

 異常音評価指標の検証のため，既存研究における

指標を用いた識別の結果について検証を行った．検

証の評価尺度として識別境界からの距離を使用し，

得られた距離と被験者における官能評価との差異を

検討した．従来の指標における識別境界からの距離

を算出した結果について図1 に示す．図中横線は識

別境界の位置を表しており，縦軸は上端に近いほど

異常側に，下端に近いほど定常側に離れていること

を示す．横軸はアンケートによって得られた人間の

感じる音の感覚を表しており，左端に近いほど定常

に，右端に近いほど異常に感じることを示す． 

図 1から，従来手法において誤識別している音お

よび識別境界に近い部分で識別されている音として，

人の声に関する音と，衝撃に伴う音が多いことがわ

かった．そこで，評価手法に人間が脳内で行ってい

る信号処理作用を追加導入することにより，誤識別

の解消が可能ではないかと考え，人間の聴覚で起き

ている現象の導入を試みた．本研究では，聴覚で起

きる音響心理果であるマスキング効果のうち，周波

数軸において音に影響を及ぼす周波数マスキングの

適用を提案した． 

 

 

 

図1：識別境界からの距離の算出結果 

 

3 マスキング効果の適用 

指標改善にあたって，音データに対して周波数マ

スキングを適用した．周波数マスキングは，ある周

波数の音が，近い周波数で音量の小さい音をマスク

してしまい聞こえなくしてしまう現象のことである．

周波数マスキングを現在使用している 3 指標それ

ぞれに対して適用した場合と，全ての指標に対して

適用した場合の4 つの実験を行った． 

シャープネス値の算出時に周波数マスキングを適

用した結果を図2 に示す． 

 

図2：シャープネスへの適用結果 

図 2 より，シャープネス値へのマスキングの適用は
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数値がほぼ変化していないことが分かる．これは，

シャープネス値の算出では周波数スペクトルの重心

を求めていることが原因と考えられる．複数の周波

数成分について周波数マスキングが起きた場合，周

波数成分は変化するものの重心があまり変化しない

ために数値があまり変化しなかったと考えられる． 

 また，ケプストラム係数ピーク値の算出時に周波

数マスキングを適用した結果を図3 に示す． 

 

図3：ケプストラム係数ピーク値への適用結果 

図 3 より，ケプストラム係数ピーク値についてもシ

ャープネス値同様に数値がほぼ変化していないこと

が分かる．これは，ケプストラム係数ピーク値の特

徴によるものと考えられる．調波構造がある場合，

ケプストラム係数ピーク値が大きくなるが，周波数

マスキングを適用しても，調波構造を構成する成分

が，周波数マスキングにおいてマスクする側となる

ため調波構造は変化せず，数値があまり変化しない．

また，調波構造がない場合，周波数構造に特徴的な

成分がないことから周波数マスキングが少ししか発

生せず，数値があまり変化しない．  

次に，音量ピークレベルの分散の算出時に周波数

マスキングを適用した結果を図 4 に示す．図4 より，

図 1 と比較して，プロットが横軸を中心に上下に分

布しており，またその分布も官能評価の値に応じて

変化している様子が見て取れる．変化の理由として，

周波数マスキングによって人間の脳内の情報処理に

おける信号に類似する信号に変化したためと考えら

れる．周波数マスキングを適用することによって人

間が脳に送っていない信号音を除いて数値を算出で

きるようになることで数値に変化が起こり，官能評

価の結果と類似度が上がったものと考えられる． 

 

図4：音量ピークレベルの分散への適用結果 

最後に，3 指標全てに周波数マスキングを適用し

た場合には，図 4 とほぼ同じ結果となった．これは，

シャープネス値とケプストラム係数ピーク値の算出

時に周波数マスキングを適用しても効果がほぼなか

ったことが原因と考えられる．このことによって，3 

指標全てにかけた場合，数値の変化した音量ピーク

レベルの分散の算出時に適用した場合の結果のみが

現れるものと考えられる． 

 

4 まとめ 

 本研究では未知の音に関する異常音識別で使用し

ている指標，およびマスキング効果の有用性につい

て検証した．結果として，従来の指標の有用性は高

いものの人の声に関する音と衝撃に伴う音が識別で

きない問題があることがわかった．この問題に周波

数マスキングを適用することで改善しようと試みた

ところ，シャープネス値とケプストラム係数ピーク

値の算出時に適用した場合にはあまり数値に変化が

現れず，音量ピークレベルの分散の算出時に適用し

た場合には数値が変化するということがわかった．

この時，急ブレーキの音のような異常音の一部につ

いて識別が可能となったことが分かった．今後は，

指標についてさらなる検証を行い，指標の示す意味

について詳しく考察していく必要がある． 
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1 はじめに 

現在，工場の自動制御技術の発展とともに，産業

界における産業用ロボットの位置づけは重要性を増

し続けている.[1]経済競争の激化により，工場におけ

る生産効率の高効率化は常に求められている.その
際，ロボットアームなどによるワークの移動は様々

な製造過程に関係しており，生産効率の向上のため

これらの高速な制御が望まれている.しかし，高速に
制御するほど振動してしまう問題がある.状態フィ
ードバックやノッチフィルタなどを用いて対処され

てきたが，ワークの種類の変化やアーム自身の姿勢

の違いにより生じる固有振動周波数の変動による問

題に対応しなければならない.さらに，アクチュエー
タなどによる別の動特性の与える影響も考慮する必

要がある.生産効率を向上させるためには，これらの
問題に対処する必要がある. 
 従来はこれらの問題に対して，(1)ワークごとに制
御器を用意し，センサによってそれらの種類を判別

し制御器を切り替える方法や，(2)固有振動周波数変
動を考慮した制御系を，ロバスト制御を用いて構築

する方法などで対処されてきた.しかし，(1)ではセン
サや制御器の切替動作が必要な点，(2)では制御系の
保守性が問題となっている. 
 そこで本研究では,固有振動周波数変動を持つ制

御対象に対して,𝐻∞制御を用いながらも一般化プラ
ントの与え方を工夫することにより,制御系の保守

性を低減させる方法を提案する.具体的には,不確か

さに対する重み関数を複数個用いて,固有振動周波

数の変動範囲に対して適した重みの数の設定方法を

示す.また,不確かさに対する重み関数の設計パラメ

ータを制御対象の最大変動率によって指定できるよ

うにし,重み関数の設計における労力の低下を試み

た. 

 

2 固有振動周波数変動に対する従来のアプローチ 

 固有周波数変動を考慮した制御系の構築法は，主

に，制御器を切り替える方法，適応制御を用いた方

法，ロバスト制御を用いた方法の 3種類がある.切替
制御を用いた方法は，予めワークごとに周波数変化

を調べておき，その状況に応じて制御器を切り替え 

 
 
る手法である.これは PID 制御など比較的理解しや
すい手法を用いることができるが，固有振動周波数

の正確な推定が必要なことや，過剰な操作量が要求

されてしまう場合があること，また，切替動作によ

る不安定性の誘発などの問題がある.適応制御は制
御対象の変動に合わせて制御器をオンラインで自動

調整させる手法であるが，外乱に対する挙動が問題

点として挙げられる. 
本研究で用いるロバスト制御は，制御対象が有す

る不確かさを考慮し，それらに対して頑強な制御系

を構築する手法である.これはモデルの変動に対し
ては頑強な制御系を構築することができるが，制御

系が保守的になってしまう傾向がある. 固有振動周
波数変動に対して用いると，さらに過剰なロバスト

性が課されてしまう.そこで，本研究は制御系の保守
性を低減させるアプローチを提案する.  
 

3 本研究で提案するアプローチ 

 本研究で用いる𝐻∞制御は,制御対象が有する不確

かさを考慮し,それらに対して頑強な制御系を構築

する手法である.これはモデルの変動に対しては頑

強な制御系を構築する事ができるが,制御系が保守

的になってしまう傾向があり,固有振動周波数変動

のようなパラメトリックな不確かさ,つまり構造的

な不確かさに対して用いると,さらに過剰なロバス

ト性が課されてしまう.その問題に対してμ解析な

どの手法があるが,制御系の設計が容易でない.そこ

で本研究は,１入出力系に対して,𝐻∞制御が適用で
きるようにしながら,制御系の保守性を低減させる

方法を提案する. 

まず,制御対象の固有振動周波数変動によるモデ
ル誤差の特徴について示す.いくつかの固有振動周
波数変動について,ノミナルモデルに対する乗法的
誤差を重ねてプロットすると図1の黒破線のように
なる.図1の乗法的誤差は,低周波側と高周波側にピ

ークが現れ2つ山があるような形状をしている.そし

て,ノミナル値を中心に変動範囲の端点に行くほど

乗法的誤差のゲインのピークは大きくなっている.

これは,固有振動周波数がノミナル値からずれるほ

ど振動の影響が大きくなっていることを示している. 
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 固有振動周波数を持つ制御対象には,重み関数に
も固有振動周波数を持たせなければ制振性が得られ

ない.1つの重み関数でカバーしようとすると,図1の
青い点鎖線のようになり過剰なロバスト性が課され

てしまう. 

 
図1：固有振動周波数変動に対する制御対象のモデ

ル誤差 

 
固有振動周波数変動に対して保守性を過剰にもた

せないためには,乗法的誤差を無駄なく覆うことが
望ましい.誤差を無駄なく覆うために,重み関数を複
数個用いることを考える.この方法を用いると,不確
かさの形状に合った重み関数を設定できることが期

待できる.重み関数が2個の場合の周波数応答を,図1
に赤実線で示す.図よりモデル誤差を無駄なく覆う
ことが出来ていることがわかる. 
また,重み関数の個数によって制振性や速応性な
ど制御性能が変化するので,重みの個数の設定方法
も提案する.その具体的な方法は第4節で示す. 
 

4 提案する制御系設計方法 

 本研究では,固有振動周波数変動に対して𝐻∞制御
を適用しても保守性の少ない制御系を設計する方法

を提案する.制御対象の最大変動率によって最適な

重み関数のパラメータが変化するので再設計する手

間がかかり,制御系設計に大きな労力がかかってし

まう.そこで,制御系設計時に用いるパラメータと制

御対象の最大変動率を関連付け,推奨値式を求める

ことにより制御系設計を容易にすることを試みた.

その際,制振性や速応性の指標を用いることにより,

制御性能を定量的に評価することができるようにし

た. 

 

●取り扱う制御対象 

 まず,ここで取り扱う制御対象の説明をする.制御

対象はノミナルモデルが既知である乗法的不確かさ

を持つ制御対象で,その伝達関数が式(1)-(3)で表さ

れるとものと扱った. 

𝑃0(𝑠) =
𝜔𝑛02

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑛0𝑠 + 𝜔𝑛02
∙ 𝐾
𝑇𝑠 + 1 (1) 

𝑃(𝑠) = 𝜔𝑛2

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛2
∙ 𝐾
𝑇𝑠 + 1 (2) 

𝑃(𝑠) = 𝑃0(𝑠)(1 + 𝛥(𝑠)) (3) 

ただし,𝜔𝑛 = 𝜔𝑛0 + 𝛿であり,δは実際の固有振動周
波数とノミナル値との差である.式(1)-式(3)の各パ

ラメータは表1のように設定した.ただし,𝜔𝑛は表1

に示す値を中心として,[𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ , 𝑉𝑟𝜔𝑛0]の範囲で変
動を持つとする.ここで,𝑉𝑟は固有振動周波数の最大
変動率である. 

表1：制御対象のパラメータ 

パラメータ パラメータ名 値 

𝜔𝑛0 固有振動周波数 10[𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐⁄ ] 
𝜁 減衰係数 0.010 
K ゲイン 1.0 
T 時定数 1.0[1 𝑠𝑒𝑐⁄ ] 
𝑉𝑟 最大変動率 2.0 

 

●制御系設計に用いる評価基準 

次に,本研究で提案する制御系設計に用いる評価

基準について説明する.制御応答は,制振性を保ちな

がらも,適切な過渡応答の形状になるようになるこ
とが望ましい.そこで,制振性に関する制約条件と,制

御応答の形状に関する評価基準を設定する. 

制振性は制御系のステップ応答が振動的かどうか

判定する.実際には，相補感度関数T(s)を用いて次式
で評価するものとする. 

|𝑇(𝑗𝜔)∆(𝑗𝜔)|∞ < 𝛾 (4) 

 この評価指標により，制御系のステップ応答の制

振性が保証される.本研究では試行錯誤の結果，𝛾 =
0.4を推奨値とする. 
制御応答形状については,ITAE(Integral of Time 

multiplied by Absolute Error)を用いて評価する.これは
次式で定義される. 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇𝐼𝑇𝐴𝐸

0
 (5) 

ここで,𝑇𝐼𝑇𝐴𝐸は評価する時間である.この指標を用
いることにより,制御系の応答の速さを定量的に評
価することが可能となる.ただし,この指標は式(4)

の制約条件を満たしている場合の,変動範囲におけ

る全ての固有振動周波数に対するITAEの最悪値を
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用いる. 

 

●一般化プラント 

次に,𝐻∞制御において制御系の構築時に用いる一
般化プラントについて説明する.本研究で提案する

一般化プラントは,以下の重み関数を用いた. 

𝑊𝑠 =
0.06s + 6
𝑠 + 0.001 (6) 

W𝐴 = s + 10
s + 6  (7) 

𝑾𝑇i = 𝛼𝑇
𝑠2 + 𝑏𝑇𝑖𝑠

𝑠2 + 2𝜁𝑇𝑖𝜔𝑇𝑖 + 𝜔𝑇𝑖2
 (8) 

 𝑊𝑆は感度関数の低周波数側を重視すると共に，積
分特性を持たせるように設定した.これらに加えて，
操作量にサージが含まれことを防ぐため𝑊𝐴を導入
した.不確かさに対する重み関数𝑾𝑇𝑖は,固有振動周
波数変動の周波数特性と同じゲイン特性を持たせた

いので,式(7)のように決定した.このとき, 

𝑏𝑇𝑖 =
2 ∙ 𝜁𝑇𝑖(𝜔𝑛0 + 𝛿𝑇𝑖)𝜔𝑛0𝛿𝑇𝑖

2𝜔𝑛0𝛿𝑇𝑖 + 𝛿𝑇𝑖2
 (9) 

であり,パラメータ(𝛼𝑇, 𝜁𝑇𝑖, 𝜔𝑇𝑖)が調整パラメータで
ある.また本研究では,不確かさに対する重み関数を
複数個使用するので,一般化プラントは式(6)-式(8)を
用いて図2のように表される. 

 
図2：提案する一般化プラントのブロック線図（重

み2個の場合） 

 

●重みの個数の決定法 

制振性の条件と過渡応答の形状に関する指標を用

いて重みの個数を次のように決定する.変動範囲に
おける全ての固有振動周波数に対するITAEの最大
値に対して,許容できる値を設定し,それを実現する
最少の重みの個数を用いる.今回,許容できる値は,重
みの個数の増加に対する ITAEの減少率が 10%以上
とした.具体的な手順は,以下のようにした. 
まず,重みの個数𝑚を1として,制振性の条件(𝛾 =

0.4)を満たすように制御系を構築する.得られた制御
系のステップ応答の時系列データから固有振動周波

数変動に対する ITAEの最大値を得る.次に重みの個
数を1増加させ,同様の手順で ITAEの最大値を得る.
増加させた後と.増加させる前の ITAEの変化率を計
算し,10%以上ならさらに重みの個数を増やして上
の手順を繰り返す.その際,制御対象の乗法的誤差の
形状を考慮して2個ずつ増やすことに注意する.変化
率が10%を切ったら重みの数の増加を打ち切り,1つ
前の重みの数を採用する. 
 

●重み関数のパラメータの推奨値式 

最後に,重み関数のパラメータに対して設定する

推奨値式について説明する.制御対象の最大変動率

が変化すると重み関数の最適なパラメータが変化す

るので,再設計の労力が必要となる.そこで,推奨値

式を設定する事で,指標となるパラメータが得られ

る用することを試みた.シミュレーションを繰り返

すことで最適なパラメータを探索し,得られたパラ

メータを近似することで推奨値式を求めた.本研究

では,推奨値式を求めるために,以下の手順を実行し

た. 

手順(1): 
本研究で用いるパラメータの決定法

を用いて制御系を構築する. 

手順(2): 
手順(1)で構築した制御系の重み関数

の調整パラメータを,制御対象の最大

変動率を用いて求めやすくする. 

 まず手順(1)の説明をする.構築する制御系は,先

述した制振性に関する条件γ = 0.4を満足し,変動範

囲における全ての固有振動周波数に対するITAEの
最悪値が最小となる制御系を目標とする.その際,調

整パラメータが4種類と多いので,段階的に求める方

法を用いた.以下に,重み関数のパラメータの計算手

順を示す. 

まず𝜔𝑇𝑖を決定する.変動範囲[𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ , 𝑉𝑟𝜔𝑛0]を
対数的等間隔に𝑚分割して,中心以外の点から両端

を含めて選ぶ.ただし,𝑚 = 1の場合はノミナル値と
する.次に,重みの個数mを決定する.重みの個数は1
個からスタートし,2個以上から増やす場合は偶数
個ずつ増やす.次に𝛼𝑇を決定する.制約条件のγ =
0.4を満足するように調整する.最後にζ𝑇𝑖を決定す
る.0.01から少しずつ値を大きくし,制約条件のγ =
0.4を満足するように調整する. 

次に手順(2)について説明する.重みの個数と𝜔𝑇𝑖
は制御対象のモデル誤差の特性から決定できる

が,𝛼𝑇とζ𝑇𝑖は制御対象のモデル誤差との直接的な
関連性が見いだせなかったので,決定には試行錯誤

を要してしまった. 
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そこで,重み関数のパラメータ(𝛼𝑇, ζ𝑇𝑖)を最大変
動率の関数として表すことによって推奨値式を求め

ることを行った.この際,matlabを用いて非線形最
小二乗法を用いて指数関数で近似した.𝑐1, 𝑐2, 𝑐3を
定数とすると,重み関数の𝜔𝑝(𝛼𝑇, ζ𝑇𝑖の推奨値式は
式(10)のように表した. 

𝜔𝑝 = 𝑐1𝑒𝑐2∙𝑉𝑟 + 𝑐3 (10) 

ただし,式(4.14)においては最大変動率𝑉𝑟を変数と
して扱っていることに注意が必要である. 

以上より,制御系設計時に用いるパラメータと制

御対象の最大変動率を関連付け,推奨値式を求める

ことが可能となる. 

 

5 シミュレーションによる提案手法の評価 

 目標値を大きさ1のステップ信号とし提案法と従

来法の数値シミュレーションにより,設計されたコ

ントローラの性能比較を行った.制御対象や一般化

プラントは,第4節で示したものを用いた. 

変動範囲における全ての固有振動周波数の変動

範囲に対するITAEの最悪値を調べた結果を図3に示

す.図3においては,ITAEは値が小さいほど良いので,

提案法は従来法に比べて速応性がすべての条件にお

いて向上していることが分かる.さらに変動範囲が

大きくなるにつれて,重みの個数を増やすことに有

効性があることがわかった. 

図3：最大変動率𝑉𝑟とITAEの最悪値の関係 

 

続いて,制御対象の最大変動率𝑉𝑟が2の場合の,提

案法と従来法の制御系のステップ応答を図4に示す.

ただし,ここでは制御対象の固有振動周波数𝜔𝑛がノ
ミナル値𝜔𝑛0[𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐⁄ ]を中心に変動した場合,すな

わち𝜔𝑛 = {𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ ,𝜔𝑛0, 2.0 ∙ 𝑉𝑟}の計3点である場

合を示しているが,ほぼ重なっている. 

 図4から,𝐻∞制御を用いることで制御対象の振動
を抑制できている事がわかる.また,目標値1.0に収
束することが良いため，提案法は従来法に比べ保守

性の少ない制御系を構築することができた.しかし,

提案法は目標値に到達する時間が従来法に比べて短

いことから,ステップ応答の速応性が改善されてい

ることが分かる.よって,提案法は従来法に比べ保守

性の少ない制御系を構築することが出来たと考えら

れる. 

ただし,提案法を本研究で用いた制御対象に適用

した際,細かい振動が残ってしまった.このような振

動は,内部モデル原理を使用しない限りにおいては

生じてしまうものであると思われる.そのため,提案

法を使用する際はそのような振動の大きさをどこま

でを許容できるかどうかに注意する必要がある. 

 

図4：ステップ応答の比較(最大変動率𝑉𝑟 = 2.0） 

 

6 まとめ 

本研究の目的は，固有振動周波数変動を持つ制御

対象に対して,𝐻∞制御を用いながらも保守性を低減
させることであった.それに対して，不確かさに対す
る重み関数を複数個用いることにより,保守性を低
減させるアプローチを提案した.重み関数の個数を
増やすと設計にかかる労力の増加が考えられたので,
推奨値式を設定する事によって設計にかかる労力を

低下させることを試みた.その結果，シミュレーショ
ンにおいて，提案法を用いることで固有振動周波数

変動に対して，制御系の保守性の低減が確認できた.
一般化プラントの与え方は現実的な条件により様々

であるが，本研究で提案したアプローチは様々な一

般化プラントに対して応用できると考えられる.今
後の課題として，実機による検証などが挙げられる. 
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複数音響特徴量の生成モデルによる特徴量を用いた識別モデルに基づく話者認識
学籍番号　　２７４１３５７１　　氏名　　橋本 聖矢

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
話者認識技術として，生成モデルに基づく話者認識が広く

利用される一方で，近年，識別モデルに基づく話者認識が提
案されている．生成モデルであるガウス混合モデル (Gaussian
Mixture Model; GMM)に基づく話者認識では，与えられた
学習データを正確に再現することを目的としている．そのた
めGMMは，認識に有効であるかによらず，各話者において
特徴量全体を余すことなく均一にモデル化する特徴がある．
これに対し，識別モデルである対数線形モデル (Log Linear
Model; LLM)は，認識に有効な特徴量に重み付けを行い，特
徴量の有効性を考慮することができる．これまでに，GMM
から得られる統計量を入力特徴量とした LLMに基づく話者
認識が提案されてきた [1]．この LLMに基づく話者認識では，
認識に有用な特徴を取捨選択して使用し，話者の事後確率を
直接モデル化する．そのため，LLMの入力として複数の特
徴量を組み合わせることにより，特徴量の選択の幅が広がり，
認識性能の改善が期待できる．これまでは，LLMへの入力特
徴量として，GMMの対数尤度や対数尤度をモデルパラメー
タに関して微分した微分特徴を用いていた．このように従来
では，LLMの入力特徴をシステマティックに拡張する手法を
検討してきた．そこで本研究では，さらに，GMMを学習す
る際の音響特徴量を複数に増やすことを考える．そして，そ
れぞれのGMMから得られる特徴を LLMの入力として利用
することにより，認識性能の改善を図る．
2 LLMに基づく話者認識
2.1 対数線形モデル (LLM)

GMMに基づく認識では，入力特徴量Xの確率分布P (X |
y,Λ)をモデル化し，求めるべき事後確率 P (y | X,Λ)を，ベ
イズ則を用いて求めていた．ここで，P (X | y,Λ)は，尤度最
大化 (ML)基準や事後確率最大化 (MAP)基準によって，学
習データの特徴をより正確に再現することを目的として学習
され，特徴量全体を余すことなく均一にモデル化する．その
ため，認識に有効でない特徴量が含まれていた場合，認識性
能が低下する可能性がある．それに対し，LLMに基づく認
識では，事後確率 P (y | X,Λ)を直接モデル化する．LLMの
入力特徴量X = [x1, x2, · · · , xK ]T に対応する出力を yとす
ると，LLMは y の事後確率 P (y | X,Λ)を以下の式で表現
する．

P (y | X,Λ) =
1

W (X)
exp

!
K"

k=1

λykxk

#
(1)

W (X) =
"

y′

exp

!
K"

k=1

λy′kxk

#
(2)

ただし，λykはある話者 yに対する入力特徴量 xkの重み，K
は入力特徴量 xk の数を表す．また，W (X)は確率の和が 1
となるための正規化項である．事後確率 P (y | X,Λ)を直接
モデル化することは，式 (1)において，入力として用いられ
る特徴量 xk に λyk で重み付けを行うことにより，入力特徴
量が認識に有用であるかを考慮して事後確率 P (y | X,Λ)の
計算を行うことが可能であることを意味する．

図 1: 複数の音響特徴量を用いた LLMに基づく話者認識

2.2 LLMに用いる特徴量
LLMでは入力特徴量に重み付けを行い，特徴量を選択的
に用いることができる．そのため，認識に有効な特徴量を複
数組み合わせることにより，認識に利用する特徴量の選択の
幅が広がり，認識性能の改善が期待できる．また，このこと
から，LLMに基づく話者認識においては，認識に有効な様々
な入力特徴量を用意することが重要である．
これまで，LLMの入力特徴量として，音響特徴量をモデ
ル化したGMMの対数尤度を利用する手法が提案されてきた
[1]．GMMのモデルパラメータをΛGMM，音響特徴量を otと
すると，GMMから得られるモデルの対数尤度は次式で表す
ことができる．

xk =
1

T

T"

t

logP (ot | k,ΛGMM) (3)

LLMに基づく話者認識において，この対数尤度特徴を LLM
の入力特徴量とすることで認識精度が改善することが明らか
になっている [1]．また，対数尤度に加え，尤度関数をモデル
パラメータで微分した微分特徴を利用することで，LLMの入
力特徴をシステマティックに拡張する手法も検討されてきた．
このように，これまでは，ある音響特徴量から学習したGMM
の対数尤度をシステマティックに拡張していたが，GMMを
学習する際に複数の音響特徴量を用いることは未だ行なって
いない．そこで本研究では，さらにGMMを学習する際の音
響特徴量を複数用いることで，LLMの入力特徴を拡張する．

3 LLMに基づく話者認識に用いる音響特徴量
話者認識において，音響特徴量としてはメルケプストラム
などが広く用いられてきた．しかし，認識に有効な音響特徴
量は他にも考えられ，識別に有効な組み合わせは未知である．
そこで本研究では，複数の音響特徴量を用いた LLMに基づ
く話者認識を提案する．図 1に，本研究で行う話者認識の流
れを示す．図のように提案法では，学習データとして用いる
各話者の音声データから様々な音響特徴量を抽出し，音響特
徴量ごとにGMMを学習する．その後，各音響特徴量から構
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築されたGMMより得られる特徴を連結することで式 (1)に
おける LLMの入力特徴量X とし，LLMを学習する．テス
トデータに対しても学習データと同様にGMMに基づく特徴
を求め，入力特徴量とし，事後確率が最も高くなる話者 yを
識別結果として出力する．
ここで，話者認識に利用可能な音響特徴量は様々なものが

考えられるが，本研究では以下の音響特徴量を用いる．
• メルケプストラム : 低周波数は細かく聞き取り，高周波
数は粗く聞き取るという人間の感覚尺度に近い特徴量で
ある．また，声道の特性を表し，音韻的な情報をもって
いる．

• 対数基本周波数 : 基本周波数 (F0)とは，人間の聴覚にお
いて，音高を司る情報の中で最も低い周波数成分のこと
であり，アクセントの違いや音高の違いなど韻律の情報
を含む．本研究では，有声部分のみを用いる．

• 有声無声比 : 音声に含まれる周波数帯域ごとの周期成分
と雑音要素である非周期成分の割合である．つまり，有声
無声比が発話内の全体のエネルギーに対する非周期成分
の量を示し，それが話者の嗄声の程度を表す．

• 位相特性 : 信号を極形式表示した場合の偏角 θのことで
ある．ここで，メルケプストラム分析では無視されてい
る位相情報を用いることが，話者認識に有用であること
が報告されている [2]．本研究では，話者認識に有効であ
るとされる低帯域 (0-500Hz)の位相情報 {sin θ, cos θ}を
用いる．

4 話者認識実験
提案法の有効性を確認するために，日本語音声データベー

ス，多言語音声データベースを用いて様々な音響特徴量を併
用して話者認識実験を行い，LLMに基づく話者認識に用い
る音響特徴量の組み合わせについて比較する．ATR日本語音
声データベース c-setでは男女各 40人の音声を用いた．学習
データは各話者 10単語，認識データは各話者 520単語であ
る．また，多言語音声データベース 2008 NIST SREでは男
性 63人，女性 87人の音声を用いた．学習データは各話者 9
～10発話，認識データは各話者 15～16発話である．音響特
徴量として，12次元のメルケプストラム (mcep)もしくは 12
次元の MFCC(mfcc)，1次元の対数基本周波数 (lf0)，10次
元の有声無声比 (ap)，26次元の低帯域の位相特性 (scph low)
を用いた．両データベースとも，LLMの入力特徴量として
は，各音響特徴量に対する GMMの対数尤度特徴を用いる．
GMMの推定手法には，MAP法を使用した．
日本語音声データベースで，各音響特徴量から学習される

GMMの混合数を 32とし，複数の音響特徴量を併用したと
きの誤認識率を図 2 に示す．図 2 より，mcep+lf0 は mcep
よりも誤認識率が低いことがわかる．これは，メルケプスト
ラムが音韻的な情報を表していることに対し，基本周波数
は韻律の情報を表しており，それぞれの音響特徴量が互いに
表現していない情報を補うことで認識精度が改善できたと
考えられる．また，mcep+scph low は mcep と比べて誤認
識率が低く，mcep+lf0+scph lowもmcep+lf0より誤認識率
が低いことがわかる．これは，メルケプストラムや基本周波
数には位相特性の情報がないので，この位相情報を補うこ
とで認識精度が改善できていることを示している．しかし，
mcep+lf0+scph lowに apを追加したところ，誤認識率が高
くなった．また，mcep+apはmcepよりも誤認識率が高い．
これらのことから，有声無声比は認識に有効でないと考えら
れるとともに，LLMの特徴選択能力が十分ではないことを

図 2: 特徴量を組み合わせた場合の誤認識率 (日本語音声デー
タベース，GMMの混合数 32)

図 3: 特徴量を組み合わせた場合の誤認識率 (多言語音声デー
タベース，GMMの混合数 64)

示している．このことから，学習アルゴリズムや学習基準の
改善が必要だと考えられる．以上より，LLMに用いる音響特
徴量の組み合わせとして，メルケプストラム，対数基本周波
数，位相特性が有効であることがわかる．
次に，多言語音声データベースで，各音響特徴量から学
習される GMMの混合数を 64とし，複数の音響特徴量を併
用したときの誤認識率を図 3 に示す．図 3 より，mfcc+lf0,
mfcc+scph lowはmfccよりも誤認識率が低いことがわかる．
また，mfcc+lf0+scph lowが最も誤認識率が低くなった．こ
れらの結果は日本語音声データベースを用いた実験と同じ傾
向であり，認識に有効な音響特徴量の組み合わせがMFCC，
対数基本周波数，位相特性であることを示している．したがっ
て，言語の異なるデータベースを用いても同じ認識傾向を確
認することができた．よって，これらの音響特徴量の組み合
わせは言語によらず，認識に有効であることがわかる．
5 むすび
本研究では，話者認識における識別モデルによる複数の音
響特徴量に対する比較実験を行った．認識実験より，LLMに
基づく話者認識において，メルケプストラムもしくはMFCC，
対数基本周波数，位相特性の組み合わせの有効性を確認した．
今後の課題として，その他の音響特徴量の検討などが挙げら
れる．
参考文献
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形モデルに基づく話者認識,” 信学技報, SP2013-98, 2014.

[2] 王 龍標, 他, “位相情報を利用した話者識別・照合法の評価,” 情
報処理学会研究報告, SLP-74-30, 2008.
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重み付き有限状態トランスデューサに基づく階層型音声認識デコーダの開発
学籍番号　　２７４１３５７３　　氏名　　肥田 裕弘
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1 はじめに
近年，計算機性能の向上と音声認識技術の発展により，リ

アルタイムで高精度な音声認識が実現されるようになった．
音声認識では，音声の特徴，音素及び単語の並び方を確率統
計的な手法で学習した音響モデル，言語モデル等を利用して
認識を行っている．そして，これらのモデルを利用して音声
認識を行う中核システムを音声認識デコーダと呼ぶ．
近年では重み付き有限状態トランスデューサ (Weighted

Finite-State Transducer; WFST)[1]に基づいたWFST型デ
コーダが注目を集めている．また，通常のWFST型デコーダ
とは異なり，WFSTを任意のレベルで個別に保持したまま，
モデル間の関係を利用するアルゴリズムを含めた探索技法を
表現可能な階層型WFSTデコーダ [2]が考案されている．し
かし，階層型WFSTデコーダは，WFSTモデルの作成や認
識処理において性能改善の余地が残されている．また通常の
WFST型デコーダと同様，WFSTの枠組みで連続値を体系
的に扱うことができない．そこで本研究では，階層型WFST
デコーダの性能改善と，WFSTの連続値への拡張を可能にす
る新たな階層型WFSTデコーダの開発を行う．

2 大語彙連続音声認識
音声認識デコーダとは音声認識を行う中核システムのこと

で，モデルを用いることによって与えられた音声の入力特徴
量系列 oから単語系列wを出力する．現在の音声認識デコー
ダの多くは，音声の入力フレームと同期して仮説の展開と尤
度計算を進める手法を用いている．この際，入力フレームが
進むごとに全仮説の累積尤度の比較を行い，累積尤度が低い
ノードを削除することを Pruning(枝刈り)という．これによ
り最終的な最尤状態系列の一部になる見込みが薄いノードを
今後の計算から除外して計算量を削減することが出来る．大
語彙タスクにおける音声認識を大語彙連続音声認識と呼ぶ．
大語彙では考慮すべき仮説数が増大するため各モデルを効率
的に探索し最適な解を求めるアルゴリズムが重要であり，多
くの近似アルゴリズムが考案されている．

3 WFSTに基づく音声認識
音声認識デコーダのひとつとして，重み付き有限状態トラン

スデューサ (Weighted Finite-State Transducer; WFST)[1]に
基づいたWFST型デコーダが近年注目を集めている．WFST
は入力シンボル，出力シンボル，重みを遷移に持つオートマ
トンである．WFSTの例を図 1に示す．このWFSTの場合，
例えば入力シンボル系列「a，k，a」が与えられたとき出力
シンボル「赤」を重み 1.8 (0.6+ 0.7+ 0.5 = 1.8) とともに出
力する．<eps>は空語を表しており，εと表記することもあ
る．WFSTには,WFSTの合成,決定化,最小化などの最適化
演算が数学的に簡明な形で定義されている.
WFSTを用いた音声認識では，探索空間となるWFSTの

最適化を認識に先立って行うことで効率的な探索を実現して
いる．探索空間の構築がデコーダと独立して行われるためデ
コーダ自体の保守性も高い．一般的なWFST型デコーダでは
まず，音響モデル，発音辞書，言語モデルなどから各WFST
を作成する．
図 2に各モデルのWFSTの例を示す． 図の四角がそれぞ

図 1: 重み付き有限状態トランスデューサ

図 2: WFSTに基づく音声認識の各階層の表現

れ 1つのWFSTに対応し，矢印上の小文字のアルファベッ
トはそれらWFSTの入出力を表している．通常のWFST型
音声認識デコーダでは，音響尤度の計算はデコーダ内部に組
み込まれた形で行われ,WFSTとしては表現されない．これ
らのWFSTを合成し，最適化して単一のWFST探索ネット
ワークとして音声認識を行う．

4 階層型WFSTデコーダ
4.1 WFST階層構造の維持
一般的なWFST型音声認識デコーダでは先述した通り，作
成した各WFSTを単一のWFSTに合成・最適化し，単一の
オートマトンネットワークとした上で探索を行う．ただし，
WFSTの形式で表現された各モデルを単一ネットワークに合
成してしまうことにより，従来のデコーダが探索の効率化の
ために行ってきた階層間の関係を利用した効率的な探索アル
ゴリズムを利用することが困難となる．そこで階層型WFST
音声認識デコーダ [2] が考案されている．階層型WFST デ
コーダでは，ある程度のレベルで個別にWFSTを保持して
認識を行うデコーダとなっている．階層型WFST音声認識
デコーダでは音響尤度の部分も O トランスデューサとして
WFSTの形式で表現して扱う．具体的には，フレームごとに
音響尤度を表す重みが順次更新されるWFSTとなる．音響
モデルに対応するOトランスデューサ，発音辞書に対応する
H ◦ C ◦ Lトランスデューサ，言語モデルに対応する Gトラ
ンスデューサの 3層構造を保持したWFST探索ネットワー
クを用いて音声認識を行う．
4.2 認識処理の効率化と新しいデコーダの開発
階層型WFSTデコーダでは階層間のシンボル照合を高速
に行う手法が使用されている．しかし，依然として仮説の展
開やWFSTモデルの構築の面で改善の余地が残されている．
そこで本研究ではさらなる性能の改善のため，仮説展開や音
響尤度計算の効率化，WFST モデルの最適化などに取り組
んだ．
仮説展開の効率化では，空遷移の挙動を改善することを考
える．図 3に従来の空遷移による仮説展開の様子を示す．図
の様に仮説を展開する際にはそれぞれの階層における状態の
セットで一つの仮説が表現される．アークが遷移するのは下
層からのシンボルを受理したときであるが，入力に空遷移 (ε)



平成 28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 3: 従来の空遷移展開手法

表 1: 探索空間サイズ
WFST アーク数 状態数

従来探索空間 (HCL) 5414944 2233744

新探索空間 (HCL) 671977 213657

をもつアークは，入力がなくてもフレームごとに遷移するた
め，その分仮説が複製される．しかしHCLにおいて同じ状
態番号に存在する仮説のスコアの良い方のみを残して削除す
る近似を行っているため，下層からシンボルを受けとるまで
は図の様に無駄な仮説の生成と削除が繰り替えされる．そこ
で本研究では下層からシンボルが伝搬されてくる場合のみ空
遷移を行うようにした．これにより，無駄な仮説の生成と削
除が抑制されることで認識性能が向上すると考えられる．
音響尤度の計算は，計算負荷が大きく効率化が重要である．

階層型WFSTデコーダでは従来は毎フレーム入力ごとにす
べての音素ラベルについて音響尤度の計算を行っていたが，
認識を進める際に必要とされる音素ラベルは限られている．
そこで本研究では，必要な音素ラベルのみ音響尤度が計算さ
れるように改善を行った．
階層型WFSTデコーダでは，中間層として HCLに相当

する探索空間を用いて認識を行っている．しかし，最適化レ
ベルは Lを決定化し，残りのWFSTを単純に合成するもの
となっており，探索空間として最適であるとは言えない．そ
こで本研究では，C,H を合成する度に決定化を行い，最後に
最小化するように最適化レベルを向上させた．これにより効
率の良い探索が実現できると期待される．
階層型WFSTデコーダでは，従来のWFST型デコーダと

同様，連続値をWFSTの枠組みで体系的に取り扱うことが
できない．そこで本研究では，階層型デコーダの改善で得ら
れた知見を土台とし，連続値を扱うことが可能な新たな階層
型WFSTデコーダの開発を行っている．これにより，より汎
用的な認識が可能な音声認識デコーダになると考えられる．

5 評価実験
表 1に最適化レベルの違いによる探索空間サイズの違いを

示す．評価実験では，従来のデコーダを改善前のデコーダと
し，前章で述べた改善手法及びユニグラムファクタリング，プ
ログラミング的な改良を合わせたものを改善後のデコーダと

図 4: 認識精度の実験結果

図 5: 認識速度の実験結果

して性能を比較する．合わせて Julius (1-pass) ,Kaldiとの認
識性能の比較も行う．連続値を扱う事が可能な新たな階層型
WFSTデコーダについては，開発途中であるため評価実験は
行わないものとする．図 4から，従来と比べて低いビームに
おいて大幅に認識率が改善していることが見て取れる．これ
は，探索空間が最適化されたことにより，低いビームであっ
ても効率的に有望な仮説を探索できたためであると考えられ
る．Julius，Kaldi と比較すると低いビームにおいて認識率
が劣っていることが見て取れるが，Juliusでは単語間トライ
フォン近似，Kaldiでは近似的な探索手法を用いているため
であると考えられる．また図 5から，従来と比べて認識速度
も大幅に改善していることが見て取れる．Julius，Kaldiと比
べると，高いビームにおいて認識速度が大幅に劣ってしまう
ことが見て取れるが，これは細かな実装の違いや，プログラ
ムの精錬度合の違いであると考えられる．

6 むすび
階層型WFST音声認識デコーダの改善に取り組み，大幅
な性能の向上を確認した．今後は，階層型WFST音声認識
デコーダにより得られた知見をもとに，連続値を扱うことが
可能な新たな階層型WFSTデコーダの完成を目指す．
参考文献
[1] M. Mohri, F. Pereira, and M. Riley, “Weighted Finite-State

Transducers in Speech Recognition,” in Proc. Computer
Speech and Language, vol.16, no.1, pp. 69–88, 2002.

[2] 土屋貴裕，“仮説生成/選択による大語彙連続音声認識アルゴリ
ズムの統一的表現とそれに基づく汎用デコーダの開発”，名古屋
工業大学修士論文，Feb. 2013.
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1 はじめに  

平成19年以降，交通死亡事故の原因の第一位とな

っているのが漫然運転である[1]．漫然運転は疲労・

ストレス・睡眠不足などに起因する為，これらの運

転者の状態を把握することが重要だと言える．そこ

で，本研究では運転者の状態によって変化する脈波

のピーク周波数に着目した． 

ここでは，運転の妨げとならないよう，運転席の

シートにセンサを取り付けて脈波を測定する．しか

し，同時に車体振動も測定してしまう為，脈波と車

体振動の分離が必要となる．さらに，脈波と車体振

動の周波数帯が重複し，フィルタによる分離は困難

と思われる．そこで，本研究では独立成分分析とい

う手法を用いて車両振動に埋もれた脈波のピーク周

波数を推定することを目的とした． 

 

2 独立成分分析(ICA)[2] 

 

図 1：独立成分分析のモデル 

 

図 1に，独立成分分析(ICA)のモデル図を示す．ICA

とは，「原信号が統計的に独立である」という仮定の

みを用いて，原信号が混合した状態で受信された観

測信号から未知の原信号を復元する手法である．ICA

はさらに，原信号が各センサへ到達するまでの時間

差がゼロとした BSS(Blind Source Separation)と，

各センサへ到達するまでの時間遅れを考慮する

BSD(Blind Source Deconvolution)に分類される． 

𝑛[個]の原信号𝒔 = (𝑠1, … , 𝑠𝑛)𝑇が混合され，𝑚[個]

のセンサで観測する場合を考える．BSS では，観測

信号𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛)𝑇 が次式で表現される． 

𝒙 = 𝑨𝒔 (1) 

ここで，𝑨は混合行列である．そして，この観測信

号から推定信号 𝒚 を次式のように求める． 
𝒚 = 𝑾𝒙 (2) 

この𝒚の独立性が最大となるように，復元行列𝑾を

求める． 
BSS の解法の一つである fastICA は，尖度の絶対

値を用いた高速不動点アルゴリズムである．まず観

測信号 𝒙 を事前に白色化しておく．白色化された信

号を 𝒛 とする．また，復元ベクトルを 𝒘 とする．こ

の信号に対し， 𝑦 = 𝒘𝑇𝒛 の尖度の絶対値が最も急激

に増大する方向を計算し， 𝒘 をその方向へ動かす．

𝒘の更新式は次のようになる． 
𝒘 ← E{𝒛(𝒘𝑇𝒛)3} − 3𝒘 (3) 

また，𝒘 のノルムを 1にとどめるため，各反復後に

 𝒘 = 𝒘/‖𝒘‖ の処理を行う．また，複数の信号を推

定する場合，各反復後に 𝒘 の直交化が必要である． 

 
3 本研究で提案する手法 

本研究では原信号が各センサへ到達するまでの時

間差を考慮する為，BSD問題を解くことになる．BSD

では，観測信号𝑥𝑖(𝑡)を次式で表現する． 

𝑥𝑖(𝑡) = ∑ ∑ 𝑎𝑖,𝑗(𝜏)𝑠𝑗(𝑡 − 𝜏)
𝑇

𝜏=0

𝑛

𝑗=1

,  𝑖 = 1, … , 𝑚 (4) 

この式をフーリエ変換すると，次式が得られる． 

𝑋𝑖(𝜔) = ∑ 𝐴𝑖𝑗(𝜔)𝑆𝑗(𝜔)
𝑛

𝑗=1

,  𝑖 = 1, … , 𝑛 (5) 

𝑋𝑖(𝜔), 𝑆𝑗(𝜔), 𝐴𝑖𝑗(𝜔) はそれぞれ 𝑥𝑖(𝑡), 𝑠𝑖(𝑡), 𝑎𝑖𝑗(𝑡) 
のフーリエ変換である．混合行列𝑨は周波数𝜔の関

数であり，周波数毎にICAを行う必要がある．しか

しこの方法では，脈波のような長時間的に定常な信

号を分離することは困難であることが分かった． 
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そこで，本研究では混合行列𝑨に All Pass特性を

仮定することで式(1)と同じ形とみなし，観測信号の

パワースペクトルに対しfastICAを行う手法を提案

する．これにより，原信号のパワースペクトルを直

接推定し，脈波のピーク周波数を得る． 

 

4 解析の流れと評価方法 

観測信号から 20[s]間のデータを切り出しフーリ

エ変換する．得られた観測信号のパワースペクトル

に対し ICAを行い，推定パワースペクトルを得る．

推定パワースペクトルの中から脈波のパワースペク

トルを選択し，推定ピーク周波数を得る．この処理

を 1試行とし，取り出し開始時刻を2.5[s]ずつ遅ら

せながら100試行行う．推定パワースペクトルから

脈波のパワースペクトルが見つからなかった場合は，

直前の試行で得た推定ピーク周波数を使用する． 

提案手法の有効性を検討する為，2 つの評価基準

を定めた．1 つ目は，推定ピーク周波数が見つかっ

た割合を示す検出率，2 つ目は，推定ピーク周波数

が真値と一致した割合を示す一致率である．ただし．

推定ピーク周波数と真値との差が± 0.05 [Hz]の範

囲内にある場合，一致したとする． 

 

5 シミュレーションでの推定結果 

脈波と車体振動を混合して生成した模擬観測信号

を用いてシミュレーションを行った． 

 

  (a)検出率   (b)一致率 

図 2：時間差の影響 

 

  (a)検出率   (b)一致率 

図3：混合比の影響 

まず，原信号が各センサに到達するまでの時間遅

れの影響を検証した．脈波と車体振動の混合比は 1：

20とした．図 2より，時間遅れがあっても観測信号

の数が多ければ推定可能だと分かる． 

続いて，観測信号の数と混合比の影響を検証した．

図 3より，検出率は観測信号の数が少ないと低くな

ることが分かる．しかし，一致率は観測信号の数に

依らないことが分かる．また，検出率は混合比の影

響を受けないが，一致率は車体振動の割合が大きく

なると低下することが分かる． 

 

6 実車データでの推定結果 

運転席シートに8個の圧電センサを設置して走行

実験をした．そして得られた8種類の観測信号を用い

て推定を行った．試行毎のピーク周波数を図4に示す． 

 
図4：実車データでの推定結果 

 

検出率は62.4[%]，一致率は63.5[%]と低い値とな

り，システムとしては不十分な性能となった．この

原因として，実車の信号伝達特性がAll Pass特性を

十分に満たしていないことが考えられる． 

 

5 まとめ 

シミュレーション結果より，観測信号の数を増や

すことで検出率を上げることができることが分かっ

た．実車データでは十分な性能が得られなかった．

All Pass特性をより満足するために，フィルターに

よる処理などの検討が課題となっている． 
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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、

共有変数に対するメモリ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）が提案されている。TMは、トラン

ザクション（Tx）として定義した処理範囲を投機実

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、競合の発生により

性能が低下するという問題がある。そこで、Txの開

始前に競合の発生を予測することで、競合を未然に

回避する手法を提案する。さらに、Tx内の実行パス

が変化することで、競合予測の精度が低下すること

を抑制するために、実行パスの変化を検出する手法

を併せて提案する。  

2 トランザクショナルメモリ 

 TMでは、Txの Atomicityを保証するため、Tx内

で行われるメモリアクセスを監視する必要がある。

Tx間でアクセス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の途中結果を破棄する（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）。HTMでは、その実行が投機的であるた

め、競合が発生した場合、Txの再実行などの必要が

ある。特に再実行が必要となった場合、Tx実行開始

前のメモリ状態を復元する必要があるだけでなく、

再実行後の競合の頻発を防ぐために一定時間待機す

る必要がある。このようなオーバヘッドにより、性

能が著しく低下する。 

3 競合予測 

 TMでは、一度競合したトランザクション同士が再

度並列実行された場合、再び競合する可能性が高い 

 

 

という特徴がある。この特徴を利用することで、ト

ランザクションの実行開始前に当該トランザクショ

ンの実行中に競合が発生するか否かを予測すること

ができると考えられる。そこで本論文では、この特

徴とトランザクションの実行時間などの情報をもと

に、トランザクションの実行開始前に競合の発生を

予測する手法を提案する。競合が発生すると予測し

た場合は、実行を開始せずに待機することで競合を

回避する。  

 

図1：競合を予測し回避する様子 

4 競合予測の評価 

 提案手法を、LogTMに実装し、シミュレーション

による評価を行った。評価対象として計11個のプロ

グラムを使用し、各プログラムをそれぞれ16スレッ

ドで実行した。評価結果を図2に示す。結果は、既存

のLogTM、提案モデルの実行サイクル数を示しており、

LogTMの実行サイクル数を1として正規化している。 

 

図2：競合予測の評価結果 
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評価の結果、提案モデルはVacationを除くすべての

プログラムで性能向上が得られた。サイクル削減率

に着目すると、最大65.7%、平均15.1%の性能向上を

達成できていた。特に、Deque、Raytraceにおいて、

Backoffなどの競合のオーバヘッドを大きく削減す

ることができている。しかし一方でVacationにおい

て性能が低下している。この原因を調べたところ、

Vacation内のトランザクションにはfor文やif文が

複数含まれているため、実行パスが複雑に変化し、

実行時間が変化していることが分かった。これによ

って、予測に失敗し、結果的に競合や無駄な待機が

発生することで、性能が低下していたと考えられる。 

5 実行パスに応じた競合予測 

先ほど述べたように、実行パスが変化するトラン

ザクションでは実行時間の変化により、予測に失敗

する可能性が高い。しかし、実行パスと実行時間に

一定の相関があるため、実行パスを検出することが

できれば、実行パスが変化したとしても予測の精度

を高められる。そこで、トランザクション内の分岐

構造やループ構造の内側に、入れ子状にトランザク

ションを定義することで、トランザクション内の実

行パスを動的に検出する手法を併せて提案する。こ

の手法では入れ子状に定義されたトランザクション

の実行の有無や、何度実行されたかを検出すること

で、分岐構造のどの節が実行されたかや、ループの

イテレーション回数を知ることができる。そして、

その実行パスに紐づけて実行時間を記憶し、競合を

予測することで、実行パスが変化するようなプログ

ラムでの競合予測の精度向上を実現できる。 

 

図3：実行パスに応じた競合予測 

6 実行パスに応じた競合予測の評価 

 前章で述べた提案手法の評価を行った。評価対象

のプログラムとしては、実行パスが変化しうるBtree、

Prioqueue、Vacationを使用し、それぞれ16スレッド

で実行した。評価結果を図4に示す。評価の結果提案

モデル(P2)では、提案モデル(P1)で性能低下してい

たVacationにおいて、提案モデル(P2)と比較して2%

ほど性能が向上したものの、Btree、およびPrioqueue

において性能が低下した。この原因を調査したとこ

ろ、Btreeでは競合の発生率が非常に低いトランザク

ションが、無駄に待機させられてしまっていたこと

が分かった。これにより競合のオーバヘッドの削減

幅を待機時間が上回ってしまっていたことで性能が

低下した。しかし、実行時間の予測精度の誤差を約3

分の1にまで低下させていたため、予測精度は向上し

ていたと考えられる。したがって、実行パスの検出

に加え競合の発生率を考慮することでさらなる性能

向上を達成できると考えられる。 

 

図4：評価結果 

7 おわりに 

 本論文では、TMの性能低下を引き起こす競合を抑

制するために、競合を予測する手法を提案した。さ

らに、実行パスの変化により予測に失敗することを

防ぐため、トランザクション内の実行パスを検出す

る手法を併せて提案した。提案手法を実装しシミュ

レーションによる評価を行った。今後の課題として、

競合が発生しにくいトランザクションが無駄に待機

してしまうことを抑制するため、競合の発生率など

を考慮する必要がある。 

8 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) 
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1 研究背景 

近年マルチテナント型のデータセンタでは，テナ

ントごとに専用の仮想ネットワークを提供するため，

L2-in-L3型のトンネリングプロトコルを利用したオ

ーバーレイ方式を採用するケースが多い．しかし，

仮想ネットワーク上でBUM（Broadcast/Unknown 

unicast/Multicast）パケットを配送する際に，単純

にブロードキャストパケットを物理ネットワーク上

に送出してしまうと，ネットワーク上の全スイッチ

でパケットの複製が行われる．特に，大規模なデー

タセンタでは，物理サーバの台数が数十万にものぼ

るため，大量の無駄なトラフィック（ARPの場合数十

万ノードで数Gbps程度）が発生し，物理ネットワー

クの通信帯域を圧迫するほか，スイッチの負荷も高

くなるという問題点がある[1]．そのため，代表的な

Infrastructure-as-a-ServiceであるAmazon EC2や

Microsoft Azureでは，仮想ネットワーク上でのBUM

トラフィックの配送をサポートしていない． 

2 関連研究 

これまで，仮想ネットワーク上での BUM パケット

配送を実現する手法がいくつか提案されている．   

VXLAN（Virtual eXtensible Local Area Network）

では，仮想ネットワーク上の BUMパケットを物理ネ

ットワークで IP マルチキャストパケットにマッピ

ングする仕組みを用いているが，IP マルチキャス

ト通信に対応したルータや L3 スイッチが必要とな

るほか，運用時においてメンバーシップの管理が複

雑化する問題点がある． 

送信側ユニキャスト複製 SUR（Source-based 

Unicast Replication）方式[2]では，送信側の仮想

スイッチとコントローラが協調して，BUM パケット

のユニキャスト化および複製を行う．しかし，送信

元の物理サーバ付近やネットワーク上流部分のリン

クにトラフィックが集中するという問題点がある． 

 

 

 

3 提案手法 

そこで本研究では，仮想ネットワーク上でのBUM 

パケット配送を実現し，かつ既存手法の問題点を解

決する手法であるTE-Cast（Topology Embedded 

xCast）を提案する（図1参照）．TE-Castは，ユニキ

ャスト化したパケットに，後述するネットワークト

ポロジ情報を付加することで，各エッジ（仮想）ス

イッチがステートレスなパケット転送を行う手法で

あり，以下のような特長を持つ． 

- 仮想スイッチのグルーピングによるトラフィ

ック量の削減 

- ステートレスなパケット転送 

- IPマルチキャスト通信のサポート 

 

図1：提案手法における基本アーキテクチャ 

3.1 仮想スイッチのグルーピング 

提案手法では，物理ネットワーク上流部分や送信

元の物理サーバ付近におけるネットワークの過負荷

を軽減するために，ネットワーク距離の近い仮想ス

イッチ群から成る論理グループを事前に形成し，グ

ループごとに代表スイッチを選出する． 

3.2 ステートレスなパケット転送 

提案手法では，ネットワークトポロジの変化に柔

軟に対応するために，OpenFlowに対応した送信側の

仮想スイッチがコントローラからネットワークトポ

ロジ情報を取得し，(ユニキャスト化された) ブロ

ードキャストパケットに対してトポロジ情報を付加
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する．宛先VMをグループ配下に持つ代表スイッチの

みが送信側のスイッチからパケットを受信し，埋め

込まれたトポロジ情報を解析してグループ内への転

送を行う． 

3.3 IPマルチキャスト通信のサポート 

提案手法は， ブロードキャストパケットの配送と

同様の仕組みによって，仮想ネットワーク上でのIP

マルチキャスト通信を実現する．具体的には，

OpenFlowコントローラがマルチキャストグループを

管理することで，パケットに埋め込むトポロジ情報

を適切に選択することが可能となる．その概念実証

として，仮想ネットワーク上でIPマルチキャスト通

信を行うVRRPを利用し，二台の仮想サーバのフェイ

ルオーバ動作の試験を行った．図2に示す通り，VRRP

が正しく動作していることが確認できる． 

 

図2：仮想ネットワーク上でのVRRPの使用結果 

4 性能評価 

まず始めに，提案手法におけるブロードキャスト

パケットの転送遅延を評価した．具体的には，デフ

ォルト方式（単純にブロードキャスト），既存手法

（SUR方式），提案手法（代表スイッチ直下），提案手

法（非代表スイッチ直下）において，ARP要求パケッ

トを送信し，ARP応答を受信するまでの時間を比較し

た（図3参照）．評価結果より，提案手法の導入によ

って追加される遅延時間は，既存プロトコルの動作

や通信品質に影響を与えないことを確認した． 

 

図3：ARPによる応答時間のヒストグラム 

次に図4のネットワーク環境において，テナントA

に属する各VMがそれぞれブロードキャストトラフィ

ックを生成した場合のパケット数をリンクごとに評

価した．評価結果を図5に示す．グラフの横軸は図4

中のリンクに対応しており，縦軸は単純にブロード

キャスト通信を行った場合の各リンクのパケット数

を1 として正規化している．既存手法と比較して，

物理ネットワークの上流部分（リンクa, l）では最

大で62 ％，送信元の物理サーバ付近（リンクb, c, 

m, n）では最大で43 ％のパケット数を削減できる

ことを確認した． 

 

図4：評価ネットワーク環境 

 
図5：パケット数の比較 

5 まとめ 

本論文では，仮想ネットワーク上でのBUMトラフィ

ック配送を支援する手法TE-Castを提案した．本論文

で評価したネットワーク環境おいて，既存手法（SUR

方式）と比較して物理ネットワーク上流部分では最

大で62％，送信元の物理サーバ付近では最大で43％

のパケット数を削減することができた． 

今後の課題として，送信側の仮想スイッチによる

トポロジ情報のキャッシュ機構の検討が挙げられる． 

6 参考文献 

[1] M. Karir, J. Rees, "Address Resolution Statistics," Internet Draft. 

2012. 

[2] VMware NSX Network Virtualization Platform, 

http://www.vmware.com/products/nsx. 
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1 はじめに
近年，音声インタフェースが注目を集めており，ユーザビリ
ティの向上を目指し研究が進められている．現状の音声イン
タフェースはユーザの発話終了を検出した上で認識結果を確
定するという性質を持っており，その応答には必ずある程度
の遅延を伴うため，ユーザビリティへの悪影響が懸念される．
この問題に対する代表的なアプローチとして，音声認識中
に得られる最尤単語列を一定周期で観測し，変化のない単語
を確定することで，ユーザの発話終了前に音声認識結果を得
る最尤単語列逐次比較法 [1]が提案されている．さらに近年
では，より高速な確定を目指し，木構造化辞書において他の
単語と共有されない音素ノードの尤度情報を用いることで，
発声途中の単語をも確定対象とすることが可能な早期確定ア
ルゴリズム [2]が成果を上げている．
従来の早期確定アルゴリズムは，ユーザの発話に含まれる
単語を区別なく確定できるよう提案された．一方，発話に含ま
れるキーワードとなる単語のみを対象として早期確定を行う
アルゴリズムを実現できれば，本学のMMDAgentやパーソ
ナルコンピュータの音声入力など，発話に含まれるキーワー
ドを手がかりとして処理を行うシステムにおいても早期確定
が可能となり，ユーザビリティの向上が期待される．
そこで本研究では，従来の早期確定アルゴリズムに変更を
加えることで，キーワードの発声終了前確定アルゴリズムを
提案する．さらに，キーワードに応じた頷きや表情の変化と
いった豊かな傾聴反応をユーザに対してリアルタイムで表出
可能な音声対話システムにおいてアルゴリズムの有効性を検
証する．

2 信頼度を用いた音声認識仮説の発声中確定 [2]
発声途中の単語確定を行うアルゴリズムでは，図 1に示す

ような，木構造化辞書において終端まで分岐を持たないノー
ド（以下，Non Branch Node; NBノード）の尤度情報を用
いて各仮説の信頼度を算出する．信頼度は競合する仮説間で
の相対的な出力確率を表しており．信頼度の閾値 THc と最
尤仮説の持続フレームの閾値 THf を基準とすることで探索
を打ち切る．1, . . . , tフレームの入力 xt

1 に対する単語系列
の信頼度は，事後確率に基づいて式 (1) のように表される．
g(n, t)は各ノードに伝搬してきた累積対数尤度，N はビー
ム処理によって残った NB ノード集合，NW は N のうち，
単語系列W の終端単語に属する NBノードの集合，αはス
ムージング係数である．

C(W |xt
1) =

!

n∈NW

eα·g(n,t)

!

n∈N

eα·g(n,t)
(1)

3 キーワードの発声終了前確定アルゴリズム
キーワードベースのシステムにおいて，発話に含まれる単
語はキーワードとそうでない単語（ガーベージ）に分けられ
る．早期確定の対象となるのは終端がキーワードである系列
のみであるため，競合する仮説は終端がキーワードである系
列に限定される．そこで本研究では，キーワードの確定に特

図 1: 木構造化辞書中の NBノード

化した信頼度の算出法を提案する．具体的には，従来の方法
で計算対象となっていた NBノードの集合を，キーワードに
属する NBノードに限定した式 (2) により信頼度の算出を行
う．Kはビーム処理によって残ったノードのうち，キーワー
ドに属する NBノードの集合，KW はK のうち，単語系列
W の終端キーワードに属するNBノードの集合である．この
変更によって，終端がガーベージである系列の信頼度を 0と
し，確定対象から実質除外することができる．

CK(W |xt
1) =

!

n∈KW

eα·g(n,t)

!

n∈K

eα·g(n,t)
(2)

4 キーワードの確定性能評価
4.1 実験設定
Julius-4.3.1の第 1パスに提案法を実装して評価実験を行っ

た．音響モデルとしてCSRC全世代話者用音響モデルを，テ
ストセットとして音声対話システム「たけまるくん」で 2003
年 8月に収集されたデータを用いた．テストセット内の発話
数は 792，キーワードの出現種類は 148，出現総数は 1091で
ある．ガーベージN -gramはWebから学習された 3-gramで
単語数は 59417，キーワードリスト中のキーワード数は 378
である．信頼度の閾値 THc は 0.1刻みで 0.1 ∼ 0.9，持続フ
レームの閾値 THf は 1刻みで 1 ∼ 5とした．評価において
は，キーワードの抽出精度を F 値で表し，キーワードの確
定時刻からキーワード発声区間の終端時刻を引いた値をキー
ワードの確定遅延 (Determination Delay) とした．
4.2 実験結果
THc，THf を変化させながら，キーワードについて確定
遅延の平均を求め，F 値との関係を調べた．従来手法と提案
手法の結果を重ねたものを図 2に示す．F 値と確定遅延はト
レードオフの関係にあり，図 2はキーワードの抽出精度を保っ
たままどれほど確定遅延を小さくすることが可能かを表して
いる．F 値の低下を許容しない場合は両手法ともほぼ同等の
性能を示したが，確定速度を求めて F 値の低下を許容する場
合においては，確定遅延 0秒を達成する点が存在する提案法
が有効である．

5 リアルタイム傾聴反応表出システム
本研究では，キーワードの発声終了前確定アルゴリズムを
用いて，リアルタイム傾聴反応表出システムを構築した．この
システムはユーザの発話に含まれるキーワードをその発声中
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図 2: 確定遅延の平均と F 値の関係

に確定することにより，対話キャラクターが頷きや表情の変化
を素早く表出し傾聴態度を示すものである．システムは提案ア
ルゴリズムが実装された音声認識エンジン Juliusを，キャラ
クターとの対話が可能な音声対話システムであるMMDAgent
の音声認識部として用いることによって構築した．

6 システムのユーザ評価
6.1 システム設定
提案アルゴリズムに基づくシステムの音声インタラクショ
ンにおける有効性を調査するため，ユーザ評価実験を行った．
比較対象として，表出を行わないシステムと，最尤単語列逐
次比較法 [1]に基づくシステムを用意した．なお，最尤単語列
逐次比較法は，音声認識中に最尤単語列を一定周期で記録・
比較し，変化のない単語を確定することで単語単位での早期
確定を行う従来手法である．システムの音響・言語モデルや
パラメータはMMDAgentのデフォルト値とし，キーワード
は 83種を用意した．
6.2 タスク設定
実験は被験者がランダムな順で無表出，従来法，提案法の
システムを使用し，1システムの利用を終えるごとに評価アン
ケートに回答をする方式である．アンケートには 5段階評価
の項目に加え，3システムの振る舞いの違いはどのようなもの
かを尋ねる自由記述項目を設けた．実験タスクは，固定の発
話へ機械的な反応は傾聴とはいえないと判断し，MMDAgent
に関する労い，不満，要望を自由に述べる設定とした．
6.3 実験結果
アンケートの被験者全体の回答結果は図 3のようになった．
提案法と従来法は総合評価が無表出より優れ，表出がユーザ
に良い印象を与えることがわかる．一方，提案法・従来法間
の全体的な評価はほぼ同等となった．実験ログから提案法は
キーワード確定の早さ・頻度・網羅性が，従来法は正確性が
高い傾向にあることがわかっており，性質の異なる手法の評
価が同等であるのはユーザがこれらの性質を全て重視してい
るからだと解釈できる．
また，表出を認知した被験者（図 4）と認知しなかった被
験者（図 5）をそれぞれ分析したところ，認知した被験者は
従来法を，しなかった被験者は提案法を話しやすいと評価し
たことがわかった．これにより，表出が認知される場合は正
確性が，認知されない場合は早さ・頻度・網羅性が評価され

図 3: 被験者全体の結果

図 4: 表出を認知した被験者の結果

図 5: 表出を認知しなかった被験者の結果

ることが示唆された．

7 むすび
本研究では，キーワードの発話終了前確定を行うアルゴリ
ズムを提案した．今後の課題として，より正確性の高いキー
ワードの確定のためアルゴリズムを改良し，総合的に性能の
高い手法とすることが挙げられる．
参考文献
[1] 今井亨，田中英輝，安藤彰男，磯野春雄，“最ゆう単語列逐次比
較法による音声認識結果の早期確定，” 信学論 (D-II), Vol.J84-
D-II, No.9, pp.1942–1949, 2001.

[2] 大野博之 他，“連続音声認識における仮説の低遅延逐次確定ア
ルゴリズムの評価”，音響論，pp67–68, 1–10–15, 2011.
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因子分析に基づく構造化事前分布を用いた変分ベイズ法による声質変換
学籍番号　　２７４１３５７９　　氏名　　水谷 友哉

指導教員名　　南角 吉彦

1 はじめに
声質変換は，音声の発話内容を保ったまま声質のみを変換

する技術であり，ガウス混合モデルに基づく声質変換 [1]が
広く用いられている．一般に，声質変換を行うには元話者と
目標話者の音声データを収録する必要がある．変換音声の品
質は学習データの量に依存するが，声質変換システムを広く
普及させるためには，収録する音声の量を可能な限り削減し，
利用者の負担を抑えるすることが望ましいと考えられる．少
量の学習データに対して頑健な手法として，変分ベイズ法に
基づく声質変換 [2]が提案されている．変分ベイズ法に基づ
く声質変換では，GMMのパラメータを確率変数として表現
し，実現しうる全てのパラメータを考慮するような形で推定
を行う．これにより，学習データが少量の場合においても汎
化性能が高い変換となることが期待できる．また，少量の学
習データに対応する異なる手法として，因子分析に基づく声
質変換 [3]が提案されている．この手法では，GMMが表現
する特徴空間を代表的な音声らしさを表す部分空間に限定す
ることで必要な学習データ量を削減している．
そこで，本論文では因子分析に基づく声質変換手法で推定

したGMMを事前知識として用いて，変分ベイズ法に基づく
声質変換を行うことを提案する．提案法は少量の学習データ
に対して有効な 2つの手法を組み合わせて互いの問題点を補
いあうような変換となるため，学習データが少量の場合にお
いて特に有効であり，十分な品質の音声を合成可能であると
期待できる．
2 GMMに基づく声質変換
ガウス混合モデル (Gaussian Mixture Model; GMM) に基

づく声質変換では，元話者の特徴系列X と目標話者の特徴系
列 Y を動的時間伸縮法 (Dynamic Time Warping; DTW)に
よって結合した結合ベクトルO = [O⊤

1 ,O
⊤
2 , ...,O

⊤
T ]

⊤に対す
る尤度を最大化することによりGMM の学習を行う．GMM
のモデルパラメータΛは次式の通り求められる．

Λ = argmax
Λ

logP (O | Λ)
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ここで Ot = [X⊤
t ,Y ⊤

t ]⊤ であり，T はフレーム数を，M は
混合数を表す．また，ωiは混合重みを，µiは平均ベクトルを，
Σi は共分散行列を表し，N (· | µ,Σ)は µ, Σに従うガウス
分布に従う確率分布関数を表す．変換時は，次式の通り入力
特徴 X̂ が与えられた際の目標話者の特徴量 Ŷ を生成する．

Ŷ = argmax
Y

P (Y | X̂,Λ) (2)

= argmax
Y

!

m

P (Y | X̂,Λ,m)P (m | X̂,Λ)

ただし，m = (m1,m2, ...,mT )は混合要素系列を表す．
3 変分ベイズ法に基づく声質変換
通常のGMMに基づく声質変換では，最尤 (Maximum Like-

lihood; ML)基準に基づいて，学習データに対して最尤とな
るパラメータを用いて変換を行うため，学習データが少量の
場合は過学習に陥る可能性がある．ベイズ基準に基づく声質
変換では，GMMのパラメータを確率変数として扱うことで，

少量の学習データに対して頑健な学習を行う．学習データO
と入力特徴 X̂ が与えられた際の出力特徴 Ŷ を次式に示す通
り生成する．

Ŷ = argmax
Y

P (Y | X̂,O) (3)

= argmax
Y

$
P (Y | X̂,Λ)P (Λ | O)dΛ (4)

変分ベイズ法に基づく声質変換では，式 (4)における事後確
率 P (Λ | O)を次式に示す近似分布 Q(Λ)に置き換えて変換
を行う．ただし，Q(Λ)は学習データOのみに依存すると仮
定する．

Q(Λ) = CΛP (Λ) exp⟨logP (O,m | Λ)⟩Q(m) (5)

ここで，CΛは正規化項，mは学習データの混合要素系列を
表す．⟨·⟩Qは分布Qに関する期待値を表す．また，事前分布
P (Λ)を次式に示す共役事前分布の形で定義する．

P (Λ) = P (ω)
M%

i=1

P (µi,Σi) (6)

P (ω) = D(ω | φ) (7)

P (µi,Σi) = N (µi | νi, (ξiSi)
−1)×W(Si | ηi,Bi) (8)

ここで，D(ω | φ)はDirichlet分布，W(Si | ηi,Bi)はWishart
分布を表す．{φi,νi, ξi, ηi,Bi | i = 1, 2, ...,M}は分布 Q(Λ)
を制御するハイパーパラメータであり，任意のGMMのパラ
メータを用いて設定することが広く用いられている．ハイパー
パラメータの値は近似事後分布Q(Λ)に影響するため，適切
なGMMのパラメータを用いて設定することが重要となる．
4 因子分析に基づく声質変換
因子分析に基づく声質変換では，元話者の特徴X とある
話者 rの特徴 Y (r) を結合した結合ベクトルOt = [X⊤

t Y ⊤
t ]⊤

の系列 O(r) = [O(r)⊤
1 ,O(r)⊤

2 , ...,O(r)⊤
T (r) ]

⊤ が，因子分析の構
造を用いて次式の形で表されると仮定する．

O(r) = Gm(r)a(r) + nm(r) (9)

ただし，a(r)とm(r)は話者 rとの組み合わせを表す因子およ
びその組み合わせにおける混合要素系列である．また，Gm(r)

と nm(r) は声質の相関の傾向を表し，それぞれ，i番目の混
合要素が保持している基底行列とノイズベクトルをm(r) に
従って連結したものである．ただし，因子 a(r)とノイズベク
トルnm(r) は次式に示すガウス分布に従う確率変数とする．

a(r) ∼ N (0, I), nm(r) ∼ N (µm(r) ,Σm(r)) (10)

このモデル構造では，話者ごとに因子を設定することで因子が
話者性を表現するモデルとなっている．全ての事前学習話者と
の組み合わせにおける結合データO = {O(1),O(2), ...,O(R)}
に対する尤度関数 P (O | Λ) は，次式の通り示される．

P (O | Λ) =
R%

r=1

!

m(r)

$
P (O(r) | a(r),m(r),Λ)

×P (a(r))P (m(r) | Λ)da(r) (11)

P (O(r) | a(r),m(r),Λ)

= N (O(r) | Gm(r)a(r) + µm(r) ,Σm(r)) (12)

ただし，Λ = {Λi | i = 1, 2, ...,M}はこのモデル構造におけ
る GMMのパラメータであり, Λi = {ωi,Gi,µi,Σi}の形で
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表される．このパラメータは各混合要素の混合重みと保持し
ている基底行列，及びノイズベクトルの平均ベクトルと共分
散行列を表す．式 (12)を用いて式 (11)を最大化することに
より，ノイズベクトルと基底行列を更新する．変換時は，元
話者と目標話者の学習データに対する尤度が最大となる様な
因子を推定し，式 (3)を用いて変換を行う．
5 因子分析に基づく構造化事前分布を用いた
変分ベイズ法による声質変換

因子分析に基づく声質変換では音響特徴を基底行列を用い
て表現しているため，変換音声の特徴量は基底行列の線形変
換で表現できる値に限定され，理想的な音声を合成できない
可能性がある．そこで，本論文では因子分析に基づく声質変
換で推定したGMM を用いてハイパーパラメータを設定した
共役事前分布である，因子分析に基づく構造化事前分布を用
いて変分ベイズ法に基づく声質変換を行うことを提案する．
この事前分布は，少量の学習データのみで過学習に陥らず元
話者と目標話者の音声を表現可能なGMMを利用して設定し
た，変分ベイズ法に基づく声質変換において有効な事前分布
であると期待できる．また，変換に使用するGMMは基底行
列を利用せず，表現できる特徴に制約がないため，理想的な
音声を生成することが可能であると期待できる．これにより，
提案法は少量の学習データに対して特に有効な変換となり，
十分な品質の音声を合成できることが期待できる．
6 評価実験
提案法の有効性を確認するため，声質変換実験を実施する．

実験では，以下の 4手法を比較する．
ML : ML推定による GMMに基づく声質変換
FA : 因子分析に基づく声質変換
VB-UBM : 変分ベイズ法に基づく声質変換
VB-FAGMM : 変分ベイズ法に基づく声質変換
ただし，VB-UBMでは UBMを，VB-FAGMMでは FAで
推定した GMMを使用して事前分布を設定する．ATR日本
語音声データベース b-setの男性話者 (mtk)を元話者，別の
男性話者 (mht)を目標話者とし，FAの変換モデルと UBM
の推定に用いる事前学習データとして JNASデータベースの
100名（男女各 50名）の音声を使用した．事前学習話者の音
声データは 1名あたり 50文，目標話者の音声データは 1, 2,
4, 8, 16文の間で変化させ傾向を調査し，評価用に 53文を用
いた．メルケプストラム歪みによる客観評価実験と，5段階
のMOS, DMOS試験による主観評価実験を行った．
6.1 客観評価実験
客観評価実験では，正解音声と合成音声のスペクトル間の

距離を表す，メルケプストラム歪みを用いる．歪みの値が小
さいほど，声質が近いことを表す．各種法の，学習データご
とのメルケプストラム歪みを図 1に示す．学習データが 1, 2
文と少量の場合は提案法が最も小さな歪みを示し，提案法が
少量の学習データに対して有効な手法であることが確認でき
た．学習データが 8, 16文章と十分な量がある場合には，ML
に対する有効性が確認できなかった．これは，MLが学習デー
タに含まれる音声のみを表現するようなモデルとなっている
のに対して提案法では膨大な事前学習データを表現するため，
混合数が不足したためと考えられる．混合数を適切に増加さ
せることで，改善が期待できる．
6.2 主観評価実験
主観評価実験は学習データが少量の場合を想定し，1文章

の目標話者音声を用いた場合の音声を評価する．客観評価実

図 1: 学習データごとのメルケプストラム歪み

表 1: 自然性，話者性の主観評価実験結果
ML FA VB-FAGMM p-value

naturalness 38.0% - 62.0% <1.0e-2

- 24.7% 75.3% <1.0e-6

similality 59.3% - 40.7% <5.0e-2

- 32.7% 67.3% <1.0e-4

験の結果より，UBMを事前知識として利用するVB-UBMは
VB-FAGMMと比較して有効性があると考えられないため，
従来法として MLと FAを，提案法として VB-FAGMM を
評価する．各従来法と提案法の自然性を AB試験で，話者性
の類似度を XAB試験で比較した．結果を表 1 に示す．提案
法は自然性，話者性の双方において FAよりも高いスコアを
示し，有効性が確認された．FAは基底行列による制約が存
在するため，変換音声がこもったような音声になる．このた
め，FAの音声は明瞭性，話者性共に低下し，提案法が高い
スコアを示したと考えられる．一方，MLと比較すると提案
法は自然性に関して高いスコアを得たが，話者性に関しては
低いスコアを示した．MLは学習データが 1文章と少量であ
るため過学習に陥り，提案法よりも低い自然性を示したため
と考えられる．また，提案法は FAの変換モデルの影響を受
けるため，MLと比較するとこもったような音声となり，話
者性が低下したと考えられる．また，各試験において p値は
0.05未満となり，有意差が確認された．
7 むすび
本研究では，因子分析に基づく構造化事前分布を用いた変
分ベイズ法による声質変換を提案した．提案法は基底行列に
よる制約を受けず，適切な事前分布を用いて変分ベイズ法に
基づく推定を行うことで少量のデータに対して頑健な推定が
可能になると期待できる．客観評価実験と主観評価実験の結
果から，提案法の有効性が確認できた．また，GMMの混合
数を増加させ，適切に設定することで，さらなる改善が期待
できる．今後の課題としては，変換モデルとしてGMMでな
く，近年広く用いられているディープニューラルネットワー
クを利用することが考えられる．
参考文献
[1] Y. Stylianou, O. Cappe, and E. Moulines, “Continuous Prob-

abilistic Transform for Voice Conversion,” Proc. of IEEE
Trans. Speech Audio Process., vol.6, pp. 131–142, 1998.

[2] 丸目 雅浩，酒向 慎司，北村 正，南角 吉彦，徳田 恵一，“変分ベ
イズ法に基づく声質変換”，信学技報，107(405), pp. 247–252,
Dec. 2008.

[3] 豊田 麻奈美，“多数話者の音声データを事前知識として利用可能
な因子分析に基づく声質変換”，名古屋工業大学修士論文，2014.
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連続したやりとりをユーザ間で自由に拡張・改変可能なユーザ生成型音声対話システム
学籍番号　　２７４１３５８０　　氏名　　宮木 京介

指導教員名　　李 晃伸

1 はじめに
ユーザが音声対話システムの構成要素（音響モデル，言語

モデル，単語辞書，対話シナリオ，声質モデル，エージェント
等）をコンテンツとして作成，共有，評価，改善を行うユー
ザ生成型音声対話コンテンツの研究が行われている．多数の
ユーザから多彩な音声対話コンテンツが生み出される場を形
成することで，音声対話をWikipediaや YouTubeのような
消費者生成メディアへ発展させ，音声対話のビッグデータ化
を目指している．これを実現する研究用の基盤として，一問
一答登録型のユーザ生成型音声対話システム [1]が提案され
ている．
本研究では，このシステムを拡張し，一問一答 (QA) を組

み合わせることにより，対話のやりとりをユーザ間で自由に
拡張・改変できるような仕組みを導入したシステムを提案す
る．この仕組みが実現されれば，音声対話コンテンツの登録
が簡単で，ユーザ全員で対話のやりとりを構築できる音声対
話本来の魅力を表現可能なユーザ生成型音声対話システムと
なることが期待される．

2 ユーザ生成型音声対話システム
対話端末としてMMDAgentを用い，発話中のキーワード

と対応する応答文の組や応答の声質・動きをユーザがウェブ
上で入力・選択することで登録できるユーザ生成型音声対話
システム [1]（以下，従来シス テム）が研究されている．消費
者生成メディアでは，コンテンツの消費，参加，生産といった
行動が容易に行える環境が備わっていなければならない [2]た
め，シンプルな登録を重視した設計としたのである．しかし，
同研究では様々な試みにも関わらず，音声対話コンテンツの
自発的かつ連続的な創造には至っていないのが現状である．

3 利用者による履歴付き対話の共同構築
3.1 QAの繰り返しによる履歴付き対話
先行研究において，コンテンツの爆発的な生成が行われな

い要因として，各QA間の連携ができず，単純で単発的なQA
しか作れないことが考えられる．人間同士が行う対話はそれ
までの対話履歴をもつことで文脈をふまえたインタラクティ
ブ感ある対話をし，コミュニケーションをとっている．した
がって，音声対話システムとの対話においても，そういった
インタラクティブ感ある人間らしい音声対話を実現する必要
があるといえる．
しかし，長い履歴をもつ対話シナリオは対話の条件分岐に

よる複雑化や膨大化が起こるため，特別な知識を持たない一
般ユーザが対話シナリオの把握や対話コンテンツの作成をす
ることは困難である．対話登録の容易さと対話履歴を両立さ
せるためには，敷居や難しさを極限まで下げた手法の導入が
必要である．
そこで，本研究では，コンテンツ登録の分かりやすさを維

持しつつ対話履歴をもった対話をユーザ間で拡張・改変でき
るアーキテクチャを提案する．図 1 のようにコンテンツ登録
の最小単位であるQAを繰り返すことで履歴付き対話を実現
する．この手法により，コンテンツ登録の容易さを維持しつ
つ，音声インタフェース本来の魅力であるインタラクティブ
感ある音声対話を構築することが可能となる．

root

元気ですか？

元気ですよ！
あなたは？

好きな
食べ物は？

エビフライ
です！

かわいいね

恥ずかしい
です。

・・・

他にある？

味噌カツ
です！

どれくらい
好きなの？

毎日食べる
くらいです！

嘘だよ

ひどいです。

他にある？

味噌煮込み
うどんです！

作れるの？

味噌カツなら
作れますよ！

作れるの？

作るのは
苦手です。

child QA

parent QA

図 1: ユーザによって共同構築される対話シナリオ

提案システムにおける音声対話コンテンツの登録範囲を図
1を用いて説明する．従来システムでは，ルートノードにの
みQAの登録が可能であった．一方，提案システムでは，登
録済みQAの子ノードとしてQAの登録が可能となる．図中
中央の赤いノードから見て親ノードを parent QA，子ノード
を child QAと呼び，赤いノードの parent QAおよびそこか
ら先の parent QA全ての集合が対話履歴となる．
3.2 システムの拡張
従来システムを一部改変・拡張し，上記の提案を導入した
ユーザ生成型音声対話システムを開発した．提案システムの
構成を図 2に示す．
前述したように，対話制御に関する知識のないユーザが，
連続したやりとりの構築や利用をするのは困難である．その
ため，図 2内Webページの対話登録のインタフェースはわ
かりやすく，親しみやすくなければならない．そこで，対話
コンテンツの作成画面における対話履歴とQAの入力フォー
ムを，ユーザとエージェントを模した画像及び吹き出しを用
いた対話形式のインタフェースを実装した．
また，対話端末利用時にユーザに連続したやりとりを作り
たいと思わせるためには，連続したやりとりの対話ができる
ことをユーザに把握させ，コンテンツ登録や発話を誘引しな
ければならない．そのため，図 2内対話端末のインターフェー
スに変更を加えた．図 3のように child QAをもつQAを行っ
たときにMMDAgent画面の新着キーワード部分が child QA
に変わることで，履歴付き対話の利用を促し，QAの登録へ
と誘引する．
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FST

対話端末
（MMDAgent）

ユーザ

対話コンテンツサーバ

対話シナリオ
FST
生成

追加

送信
FST

Webページ

データ
ベース

応答

発話

更新 コンテンツ
閲覧・登録

認識結果

図 2: 提案システムの構成図

図 3: 対話端末における子ノードの表示

4 コンテンツ登録実験
上記のシステムの主観評価実験とオープン実験を行った．

4.1 主観評価実験
音声対話システム利用経験者 20人による，QAのみ作成可

能な従来システムと履歴付き対話を作成可能な提案システム
の主観評価実験を行った．評価方法は，各手法における簡素
さや親しみやすさ等に関する質問に対して，1～5の 5段階評
価で行った．最良値は 5である．
実験の結果，総数 90，最大の深さ 6の QAが作成された．

うち 32のQAは 15人のユーザによって他人のQAの子とし
て作成された．主観評価の結果から，ユーザは履歴付き対話
を面白いと感じており，ユーザ生成型音声対話システムにお
いて，対話履歴の導入は対話登録を促す要因として有効であ
ることが示された．また，WebページにおけるQAの閲覧方
法や登録方法に関するわかりやすさや満足度に関して，従来
システムとほぼ同値となり，対話閲覧・登録インタフェース
により履歴付き対話構築の難しさを軽減したといえる．
4.2 オープン実験
上記のシステムを 2017年 1月 19日～29日の期間，アプリ

ケーションを公開し，不特定多数の方に自由に利用してもら
う実証実験を行った．実験条件を表 1に示す．各アプリケー
ションはネットワークに接続してダウンロード・利用が可能
であるが，iOS版アプリケーションのみ配信制約があり，名
古屋工業大学のネットワーク経由でのみダウンロードを可能
とした．
調査期間中におけるアプリケーションダウンロード数，QA

登録数の内訳，ユーザ発話数およびシステム応答数をそれぞ
れ図 2, 3, 4に示す．なお，root QAのシステム応答数のうち，

表 1: オープン実験の条件
調査期間 2017年 1月 19日～同年 1月 29日
実験環境 各個人の iOS, Android端末および

Windows, Ubuntu PC
広報方法 学内掲示板への掲載，Twitterでのツイート，

関連研究室へのメール
初期 QA数 root QA 50

child QA 50
取得データ ダウンロード数，アカウント登録数，

QA登録数，ユーザ発話数，応答成功数

表 2: OS別のダウンロード数
OS DL数 比率
iOS 156 67.2%

Android 62 26.7%
Windows 12 5.2%
Ubuntu 2 0.9%

合計 232

表 3: QA登録数の内訳
QA数 比率

root QA 26 40.0%
child QA 39 60.0%

合計 65

表 4: ユーザ発話数およびシステム応答数
ユーザ発話数 2771

root QA 276 (85.2%)
システム応答数 child QA 48 (14.8%)

合計 324

child QAをもつQAの応答数は約 58.0%であった．また，登
録された child QAのうち，約 20.5%の QAは他人が登録し
た QAの child QAとして登録されており，アカウント登録
者全 17人のうち，5人によって登録された．加えて，最大の
深さが 9の QAが 1人のユーザによって生み出された．
表 3 より，登録された QA のうち，60.0%の QA が child

QAであり，ユーザはいろいろな話を転換していくよりも話
を広げていくインタラクティブ感あるQAを登録するほうが
楽しく，考案しやすいと感じているといえる．また，一連の
実験を通して，一般ユーザによる対話シナリオの共同構築が
確認されたことからも，ユーザ生成型音声対話システムにお
いて，対話履歴の導入は対話登録を促す要因として有効であ
ることが証明された．
一方，オープン実験におけるシステム応答数のうち，child

QAの発話数は child QAをもつ root QAの発話数の 30%と
なった．アンケートの結果では，child QAの発話誘引ができ
ているにも関わらず，実際の発話数が伸びていない．要因と
して，次のキーワードの表示に気づかなかったことが考えら
れ，ユーザへの明示的な表示手法の検討が課題とされる．

5 むすび
本研究では，QA登録型ユーザ生成型音声対話システムに対
話履歴を導入し，実験を行った結果，対話履歴の導入がQA登
録を促す要因として有効であることが示された．一方，child
QAのユーザ発話数が伸びていないため，今後は child QAを
明示的に表示する手法やユーザ間のインセンティブを高める
手法の導入，システムとの対話とQA登録を循環させる仕組
みを検討する必要があるといえる．
参考文献
[1] 飯塚 遼，李 晃伸，“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および社会実験”，修士論文，2016.

[2] Guosong Shao，“Understanding the appeal of user‐gener-
ated media: a uses and gratification perspective”，Internet
Research，Vol.19 Iss:1，pp.7-25，2009.
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Actor‐Critic手法による船舶の衝突回避動作の獲得 
学生番号 27413582氏名 宮島 良汰 

指導教員名 水野 直樹

 

 

 
1 はじめに 

 近年，海難事故において，船舶の衝突は最も多い

割合を占めており，その多くは，操船の不適切さや

見張り不十分など，人による対応の遅れが主な原因

といわれている．避航動作の決定は，海上衝突予防

法による規定があるものの，進路変更のタイミング

などは，見張りの目視や船長の経験に頼っている面

があるので，人為的なミスが発生する可能性が大き

い．そのため，衝突回避の自動化が望まれている． 
 従来の研究では，強化学習の1つである  学習に
よって船舶の衝突回避の自動化を行っているものが

ある[1]．この手法では，船舶の行動や状態の空間を

分割しており，この分割数が少ないと細かな制御を

行えず，逆に多すぎると膨大な計算が必要になり，

解が収束しないという問題が生じる．そのため，本

研究では，Actor-Critic手法とRBFネットワークを
用いることで，空間の分割を行うことなく，回避動

作の獲得することを目的とした． 

 

2 学習制御系[2] 

2.1 Actor-Critic手法 

 Actor-Critic手法の構成を以下の図 1に示す． 

 

図 1：Actor-Critic手法の構成 

  

 Actor-Critic 手法は環境との相互作用を通して，

確率的政策 によって状態   における行動   を選

択するActorと得られる報酬   を推定する価値関数

     を更新する手法である．まず，Actorが環境か
ら状態   を観測し行動を決定する．次に，Criticが
環境から報酬と新しい状態     を観測し，TD誤差を

計算する．TD誤差を次式に示す. 

 

 TD＝(    ＋         －      (1) 

 

γは割引率であり，TD誤差の値を用いて，Actorと

Criticの更新を行う．本研究では，Actorの確率的

政策 には正規分布を用いた． 

 

2.2 RBFネットワーク 

 RBF ネットワークは中間層ユニットに放射基底関

数(RBF)を用いたネットワークのことである．本研究

では正規分布の平均      と価値関数     をRBFネ

ットワークを用いて近似する．状態   における価値
関数と正規分布の平均は次式のように表す． 

 

           

 

   
       (2) 

 

         

 

   
       (3) 

 式(2),(3)における ,  は結合荷重， は中間層の
出力， ,  はそれぞれ，ユニットの番号と個数であ
る．本研究では状態  は[0,1]の範囲で正規化し，入

力する． 

 

3 シミュレーション条件 

3.1 制御系に関する設定 

 RBF ネットワークに入力する状態  は二船間の x

軸，y 軸方向の位置の偏差     と自船に対する相
手船の船首方位  の 3入力とした．RBFネットワー

クの出力は舵角を決定するための正規分布の平均と

した． 
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3.2 航路に関する設定  

 図 2に行き会いでの二

船の座標系を示した． 

本研究では，自船の初期

位置を原点，予定航路を

y 軸上と設定した．相手

船の初期船首方位は 265

～275[deg]でランダムで

与え，直進するものとす

る．また，本研究では，

自船，相手船ともに速力

を 6.17[m/s](12kt)で航

行するものと仮定した．  図 2：座標系の構成 

 

3.3 報酬関数  

 二船の位置関係によって自船が目標とする船首

方位を設定した． 

相手船を通過前(      
       －                    8L   60     (4) 

                8L              (5) 
                       8L       (6) 

 

相手船を通過後(0     
       －                4L        (7) 

       －         ＋                 - 4L         4L (8) 
       －                         (9) 

 
式中のLは船舶の全長[m]であり，本研究では50[m] 
と設定した． 
 また，図3には本研究で設定した安全領域を示し，
学習時にこの領域に相手船を侵入させた場合は-50
のペナルティを与えた， 

 
図 3：安全領域の設定 

 

 

4 シミュレーション結果 

 図4に学習による報酬の総和の変化を示し，図5に

学習前後の回避航路の変化を示す 

 
図 4：報酬の総和の変化 

  

 図4より，得られる

最大報酬に対して学

習後は90[%]以上の

報酬を獲得できてい

ることが分かる．   

 また，図5より，学

習後には相手船の左

舷側に避けた後，予

定航路に戻り，直進

している．そのため，

学習が良好に収束し

ていることが分かる． 

 

 

 図5：学習前後の回避航路  

 

5 まとめ 

 本研究では，Actor-Critic手法を用いることで，

船舶の行動や状態の空間を分割することなく，回避

動作を獲得することができた．今後は二船の速度を

可変にするなど，実船実験に向けた取り組みが必要

だと考えられる． 
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音声対話システムにおけるシステムからの話しかけによる対話性認知の獲得
学籍番号　　２７４１３５８４　　氏名　　村上 拓也

指導教員名　　李 晃伸

1 はじめに
現在，音声処理技術は発達し，スマートフォンやカーナビ

ゲーションシステムなど様々な機器に音声対話システムが搭
載されている．音声対話システムとは，人と機械が音声でイ
ンタラクションするシステムであり，直感的でわかりやすく，
手を使わずに操作できるというような利点がある．しかし，
音声対話システムを日常的に利用しているユーザは少ない．
その原因の一つとしてユーザがシステムに対し，「話しかけに
くさ」を感じていることが挙げられる．
本研究では，この話しかけにくさの要因を認知的側面から

捉え，ユーザが対象機械を互いに対話・インタラクション可
能な知的存在と認知していないことが原因であると考え，こ
の認知を対話性認知と名付ける．
そして，対話性認知をシステムが獲得するための手法とし

て，システムからユーザへの話しかけに注目し，その話しか
け様式やユーザの心理特性と対話性認知の関連について実験・
考察を行う．

2 インタラクションにおける他者性認知
機械と人間のインタラクションの研究において，両者の間

で行われるインタラクションには 2種類あるとされている．
1つは視線のような無自覚なインタラクション，もう 1つは
話したり，手を振るといった意図をもったインタラクション
である．この 2つのインタラクションは独立したものではな
く段階的に起こるものだとされており，それぞれインタラク
ションの 0次段階，1次段階と呼ばれている (図 1)．
他者性の認知とは，人が他者と遭遇したときに，相手が自

分にとって有意味な存在であると認知することである．この
インタラクションの 0次段階から 1次段階に移行するための
要素の 1つが他者性認知である．この認知は，機械のような
インタラクション対象であるか未知の物体に対しても起こる
とされている．
他者性の認知の関連要素として，生き物らしさを知覚する

アニマシー知覚，「意図があるかのようだ」と認知するエー
ジェンシー認知が挙げられる．

3 音声対話システムと対話性認知
3.1 対話性認知
音声対話システムも人と機械のインタラクションの一種で

あり，自然で円滑なコミュニケーションを行うためには 2章
で説明したような段階を経て，システムがインタラクション
可能な他者であるという認知をユーザが獲得する必要がある．
本研究ではさらに，システムを自然な対話相手だと思って

話しかけるには，単純な他者性だけではなく，深い対話や理

図 1: 機械と人間におけるインタラクションの段階

図 2: 音声対話システムにおけるインタラクション

解が行えるという認知が必要であると仮定する．この認知を
本研究では「対話性認知」と名付ける．図 2に音声対話シス
テムにおけるインタラクションの流れと対話性認知の関連を
示す．ユーザが最初にシステムを見つけたばかりの状態では，
画面に人が映っているという認識の段階であり，インタラク
ションの相手だとは認識していない．次に，画面内の人物が，
瞬きをしていたり，身体を揺らしていることから，生き物ら
しさを感じ，また同時に，ユーザに視線を向けていることか
ら，意図を持って動いていると感じる．それにより，画面内
の人物と何らかのインタラクションが可能であると感じ，他
者性認知を得られる．ただし，この段階では会話できる相手
という対話性認知は得られていないと考える．
3.2 話しかけによる対話性認知の獲得
本研究では，対話性認知の獲得手法としてシステムからの
話しかけに着目する．Fig. 2の右側に示すように，システム
から話しかけを行うことで，ユーザはそれが対話可能なシス
テムだと直感的に感じ，ユーザに関わる意思をもっているこ
とも認知できると考えられる．それにより対話性認知を獲得
し，自然にシステムに対話できるようになると期待される．
ここで，システムからの話しかけによる対話性認知の獲得
には様々な要素が関わってくると考えられる．例えば，話し
かける内容や回数などが挙げられる．話しかける内容では，
ユーザに一方的に話しかけるのか，それとも質問をしてユー
ザの発話を促すかで対話性認知への影響があると考えられる．
また話しかける回数では，一度話しかければ，即座にシステ
ムを話し相手だと認知するかもしれないし，何度も繰り返し
話しかけることで話し相手だと認知することも考えられる．
また，ユーザの性格に影響される可能性も考えられる．人と
の対話においてよくしゃべるユーザには，軽く話しかけるだ
けで対話性認知が得られるかもしれない．また，物事を考え
る際，様々な情報からよく考えて判断を下す人には，一度だ
けの話しかけではなく何度も話しかけることで，話し相手だ
と認知するようになるかもしれない．このように，対話性認
知のための適切な話しかけ戦略には様々な側面が考えられる．
そこで本研究では，「話しかける内容」，「話しかける回数」，
「ユーザの心理特性」の 3点に焦点を当てて検証実験を行う．
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図 3: 実験風景
表 1: 実験の流れ

被験者 システム
入室 挨拶
問題解答 待機
待機 条件ごとの話しかけ
退室 挨拶

4 実験設定
話しかけによる対話性認知の実験を行う．実験は図 3に示

すような室内で行う．被験者は 1名ずつ部屋へ入り，システ
ムのそばで問題に解答する．システムは，入退室時，問題解
答後の待機時に話しかけを行う．表 1 に実験の流れを示す．
なお，被験者にはシステムについての説明は一切していない．
対話性認知が獲得できたかどうかの評価は，話しかけに対

する被験者の反応を観察する客観評価と事後アンケートによ
る主観評価で行う．客観評価では入退室時の挨拶に返事をし
た場合，対話性認知を獲得したものと見なす．主観評価では，
実験後のアンケートでシステムを話し相手だと感じたと答え
た場合，対話性認知を獲得したこととする．

5 実験結果・考察
5.1 話しかけ内容実験
被験者は大学生，大学院生の男性 12名，女性 1名である．

話しかけ条件は，一方的に話しかけるだけの「自己紹介」，は
い，いいえの 2択で答えられる「2択質問」，被験者が自分
で応答を考える必要のある「内容質問」のうちどれか一つを
1回である．それぞれの発話例を表 2に示す．評価手法は客
観評価を用いた．
実験結果を表 3に示す．まず，入室時の挨拶に返答した被

験者は，13名中 2 名だった．ほとんどの被験者が，入室し
たばかりでは画面に人が映っているというだけの認識であり，
エージェントが対話できる相手なのか，単なる映像なのか判
別がついていなかったと考えられる．
話しかけ内容別に見ると，自己紹介では反応を示す被験者

はおらず，退室時の挨拶にも返事をしていない．一方的な話
しかけでは対話性認知獲得には不十分であると推察される．2
択質問，内容質問については，質問に答える被験者が存在し，
退室時の挨拶に答えるようになった被験者も見られた．この
ことから，被験者の発話を促すような話しかけを行うことで，
対話性認知を獲得できることが示唆された．
5.2 話しかけ回数実験
被験者は大学生，大学院生の男性 11名，女性 3名である．

話しかけ条件は，回数が 4回，内容は二択質問と内容質問を
交互に 2回ずつ計 4回行った．評価手法は客観評価と主観評
価を用いる．
実験の結果，質問を繰り返すことで，システムからの話し

かけに返答するようになった被験者は 3名見られた．しかし，
3名のうち事後アンケートでシステムを話し相手だと感じた

表 2: 発話内容 (例)

分類 発話内容
自己紹介 メイといいます。

よろしくお願いします。
二択質問 朝ごはんは食べましたか？
内容質問 好きな食べ物はなんですか？

表 3: 話しかけ応答人数
挨拶 各種話し かけ 挨拶

自己紹介（2名） 0 0 0
二択質問（6名） 2 5 4
内容質問（5名） 1 3 3

被験者は 1名であった．このことから，繰り返しの話しかけ
による対話性認知の獲得への影響は小さいと考えられる．
また，一度話しかけに返事をした被験者は，その後の話し
かけにも続けて返事をする傾向が見られ，事後アンケートで
もシステムを話し相手だと感じたと答えている．このことか
ら，対話性認知は一度獲得したら持続するものであると考え
られる．
5.3 心理特性実験
心理特性実験では，社会的発話傾向尺度，私的発話傾向尺
度，認知的熟慮性- 衝動性尺度特性シャイネス尺度の 2つの
心理尺度に注目し，これらの心理特性と対話性認知の獲得の
しやすさや，心理特性ごとの適切な話しかけについて調査し
た．被験者は大学生，大学院生の男性 15名，女性 1名であ
る．話しかけ内容および回数は，二択質問，内容質問を 1回
ずつである．評価手法は客観評価と主観評価を用いる．
被験者を各尺度ごとに平均値より高いグループ，低いグルー
プに分けて考察を行う．実験の結果，社会的発話傾向尺度に
ついては，高いグループで 6名中 3名，低いグループで 10名
中 3名が対話性認知を獲得できた．私的発話傾向尺度につい
ては，対話性認知獲得人数は高いグループで 9名中 5名，低
いグループで 9名中 3名となった．社会的，私的ともに発話
傾向尺度の高い人ほど対話性認知が獲得しやすいのではない
かと考えられる．認知的熟慮性-衝動性尺度については，高い
グループで 10名中 5名，低いグループで 8名中 3名であり，
認知的熟慮性-衝動性尺度が高いグループのほうが，対話性認
知を獲得しやすいという結果になった．特性シャイネス尺度
について，対話性認知獲得人数は高いグループで 8名中 2 名，
低いグループで 8名中 4名となり，特性シャイネス尺度が低
い被験者のほうが対話性認知を獲得しやすい傾向が見られた．
また，特性シャイネス尺度が高い被験者でも繰り返しの話し
かけを行うことで，対話性認知獲得に至る被験者や挨拶に返
事を返すようになった被験者も見られたことから，特性シャ
イネス尺度が高いユーザには繰り返しの話しかけが効果的で
あることが示唆された．

6 むすび
本稿では，音声対話システムを気軽に利用するためには，
システムが対話が可能であるという認知が必要であると考え，
その認知を対話性認知と名付けた．そして，対話性認知の獲
得のための手法としてシステムからの話しかけを提案した．
実験の結果，ユーザが答えやすい質問を投げかけ，応答を促
すことにより対話性認知が獲得できることがわかった．また
対話性認知獲得のためには早期の話しかけが重要であること，
ユーザの持つ心理特性により，対話性認知のための適切な話
しかけ戦略が異なる可能性も示唆された．
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近接情報伝搬に基づくアドホックなデバイスグループ化手法の開発 
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1 はじめに 

マルチデバイスインタラクションにおいて，ある

限られた空間内でスマートフォンやタブレットデバ

イスが通信する方法に関する研究がなされている

[1]．デバイスの数の増加に伴い，通信のための操作

の回数が増加してしまう点が課題となる．操作の回

数の増加により，通信方法のユーザビリティが低下

する可能性がある．本研究では，近くのデバイスを

アドホックにグループ化し，同じグループのデバイ

スと通信する仕組みを確立し，この課題を解決する． 

グループ化手法の基盤技術としてBluetoothを用

いる．Bluetoothは普及性および安価性から有用であ

る．しかし，Bluetoothの信号が，デバイスの本体や

ユーザの体によって減衰し，近くのデバイスをグル

ープ化できない場合がある．これをBluetoothの信号

減衰問題と呼ぶ．本研究では，近接情報伝搬によっ

て，Bluetoothの信号減衰問題を解決する．  

本論文では，近接情報伝搬および近接情報伝搬に

よる新たなデバイスグループ化手法を提案した．さ

らに，近接情報伝搬によってBluetoothの信号減衰問

題を解決できたことを，評価実験によって示した．

近接情報伝搬によるデバイスグループ化手法を応用

したシステムを開発について説明し，その有効性に

ついて考察した． 

 

2 アドホックなデバイスグループ化のための近接

情報伝搬機構 

本研究では，デバイス間の距離を推定し，一定の

範囲内にあるデバイスをグループ化することを，ア

ドホックなグループ化と呼ぶ．デバイスを近づける

ことでグループ化し，同じグループのデバイス同士

で通信する仕組みを構築するため，アドホックなグ

ループ化を行う．デバイスの近さを利用することで，

グループ化されたデバイスを直感的に把握でき，簡

便にグループ化が可能である． 

アドホックなグループ化のための，デバイス間の

距離の推定に，Bluetoothを用いる． Bluetoothの

信号減衰問題を近接情報伝搬によって解決する．近

接情報伝搬とは，Bluetooth の信号の発信元のデバ

イスが，近いと推定された場合に，受信した信号に

基づく信号を発信することを指す．本研究では，近

接情報伝搬を行う近接情報伝搬機構を開発した．近

接情報伝搬機構では，iBeacon[2]に基づく 2.4GHz

帯の信号（ビーコン）を用いて，デバイス間の距離

の推定を行う．本機構によって，信号を受信したデ

バイスは距離推定を行い，信号の発信元が近いと推

定された場合に，近接情報伝搬を行う．ビーコン受

信機は，受信したビーコンから，ビーコン情報を取

得することができる．ビーコン情報には，ビーコン

を発信する際に UUID，Majorおよび Minorという 3

種類の ID が付与され，ビーコンを受信する際に

RSSI(受信信号強度)および Proximityが付与される． 

Proximityは，RSSIを元に概算した，ビーコン発信

機とビーコン受信機間の距離の評価値である． 

Proximityには，Immediate，Near，FarおよびUnknown

の 4種類である． 

図 1に本機構の構成図を示す．本機構は，iOSア

プリケーションを開発する際に組み込むライブラリ

の一つとして実装した．本機構は，ビーコンの受信

を契機に作動する．  

ビーコン受信機構は，ビーコン𝐵からビーコン情

 

図 1：近接情報伝搬機構の構成図 
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報𝐼𝐵を抽出し，近接判定機構に入力する．近接判定

機構では，ビーコン𝐵が，近接判定条件を満たすか
どうかを，以下の式 1によって判定する．  

(𝐼𝐵. 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑦 ≤ 𝑃 ) ∧ (𝐼𝐵. 𝑟𝑠𝑠𝑖 ≤ 𝑅𝑆𝑆𝐼)    

(1) 

式 1の𝑃は，Immediate，Near，Farから一つ選択で

きる．式 1の𝑅𝑆𝑆𝐼は，-40〜-100の間の整数値を選

択できる．近接判定条件を満たす場合，近接判定機

構は𝐼𝐵をビーコン情報管理機構に入力する．ビーコ

ン情報管理機構は，ビーコン情報の保存および変更

を行う機構である．ビーコン情報管理機構は，入力

された𝐼𝐵を保存し，近接情報伝搬をしている間，そ

の𝐼𝐵を保持する．近接情報伝搬が終了すると，保存

した𝐼𝐵を破棄する．保存済みのビーコン情報と，入

力された𝐼𝐵を比較し，近接情報伝搬が重複すること

を防いでいる．図 1中の機構 Oから変換命令が入力

された場合，変換命令に従って𝐼𝐵を変換し，𝐼𝐵′を生

成する．変換命令によって，𝐼𝐵のうち，𝐼𝐵. 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟お
よび𝐼𝐵. 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟を変換できる．機構 Oから変換命令が

入力されない場合は，𝐼𝐵に近接情報伝搬中であるこ

とを表す IDを付与した，𝐼𝐵′を生成する．ビーコン

発信機構は，𝐼𝐵′をもとにビーコン𝐵′を生成し，発信

する． 

 

3 Bluetoothの信号減衰問題に関する実験 

一人のユーザが複数のデバイスに対してインタラ

クションする際，デバイスが重なっている状況を想

定した．デバイスが重なった状態でビーコンを受信

させ，時刻(1 < 𝑡 < 300 )における RSSI を計測し

た．ここでは，すべてのデバイスが，−50𝑑𝐵𝑚以上
の RSSIを計測でき，Proximityが Immediateであれ

ばグループ化できるものとする．実験環境を図 2に

示す．縦 0.8m，横 1.4m のテーブルの中央に，画面

を上向きにした iPad Airを 7台設置した． iPad Air

は最上位から No.1，No.2，… ，No.7というラベル

が割り当てられており，No.1の中央にビーコン発信

器を設置した． No.1〜No.7 には，近接情報伝搬機

構が組み込まれている．実験に用いたビーコン発信

器を BTRと呼ぶ． 

実験結果を図 3に示す．図 3の横軸は，時刻𝑡（秒）
を表しており，縦軸は時刻𝑡における BTRが発信した

ビーコンの RSSIを表している．いずれも Proximity

がImmediateとなるために十分なRSSIが計測された．

以上より，近接情報伝搬によって，Bluetooth の信

号が減衰する環境においても，グループ化できるこ

とを示した． 

 

4 おわりに 

本研究では，スマートフォンやタブレットデバイ

ス間の通信に手間がかかる状況を問題視し，その手

間を削減するための手法を開発した．デバイス間の

距離を推定し，近いと推定できたデバイスを通信対

象とする手法である． 

 Bluetoothの信号の減衰問題があったが，近接情報

伝搬によって解決可能であることを，評価実験によ

って示した．提案手法によって，通信先のデバイス

の数が増加した場合でも，簡便に通信することがで

き，マルチデバイスインタラクションの分野での貢

献が期待できる． 
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図2：近接情報伝搬機構を用いた場合の 
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