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1 はじめに
話者認識技術として，生成モデルに基づく話者認識が広く

利用される一方で，近年，識別モデルに基づく話者認識が提
案されている．生成モデル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．
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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．
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