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1 はじめに

音声はコミュニケーションにおいて最も重要な手段

の一つである。音声信号おける言語情報、話者情報の

所在を分析する研究は数多く行われており、音声の発

音に着目したフォルマントに関わる分析や聴覚に着

目した狭帯域信号の包絡線に関わる研究等が挙げら

れる [1][2]。聴覚に着目した研究では、人工蝸牛の開
発と関連し、Gonzalezが狭帯域包絡線の保存により
話者と性別が峻別可能である事を示した [3]。本研究
は帯域分割された信号における包絡線の情報から話

者が峻別可能な事に対し、狭帯域包絡線と搬送波を

用いた合成信号により周波数帯域と話者識別の関係

について検討する。

2 狭帯域包絡線と搬送波による話者識別実
験

本章では、話者の狭帯域包絡線による合成信号と

搬送波による合成信号を用いた試聴実験により、狭帯

域包絡線と搬送波の話者情報における重要性を検討

する。近年、人工蝸牛と関わる研究において狭帯域包

絡線と帯域数に関する実験が行われている [?][3]。本
研究はこれらの研究に着目し、帯域分割数の変化と

狭帯域包絡線と搬送波における話者識別率の推移を

試聴実験により明らかにする。

2.1 試験音作成

本実験は、狭帯域分割数と波系包絡線及び搬送波に

現れる話者情報の優位性について検討する事を目的と

する。実験において、狭帯域信号はバンドパスフィル

タバンクにより、中心周波数 125Hzから 8000Hzと
した 1,1/2,1/3,1/4オクターブバンド、さらに 1/8オ
クターブバンドと同等の帯域数として、125Hzから
8000Hzの周波数帯域を 50等分割したフィルターバ
ンクにより得た。それぞれ帯域分割した信号よりヒル

ベルト変換を用い包絡線と搬送波を抽出する。狭帯域

包絡線はバンドパスフィルタバンクの中心周波数に

対応する正弦波と合成し、狭帯域信号の和により作

成された信号を試験音とした [3]。また、搬送波は帯
域外雑音を除去する事を目的とし再度バンドパスフィ

ルタを通し、帯域信号の和により試験音を作成した

[4]。使用音声として男性 25名、女性 28名、日本語
単文 11文章をサウンドブース内で録音（Fs=48kHz、
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16-bit ）した。試聴実験は、まず原音声を再生し、原
音声とそれぞれ異なる同一帯域分割数の狭帯域包絡

線と搬送波による試験音を順序をランダムに再生す

るXAB試験を用い、どちらの試験音が原音声の話者
に聞こえるかを答えさせた。被験者は健聴者 5名（年
齢 21～32才（男性 3名、女性 2名））、いずれの被験
者も発話者とは面識が無い。試験は静かな室内にお

いてヘッドホン (AKG K240)を介し、必要に応じて
聞き直しを許し diotic受聴により行った。本試験は
各帯域分割数の試験信号として 10サンプル作成し、
帯域分割数の異なる試験音をランダムに再生する事

により試聴実験を行った。また、包絡線合成信号を原

信号の話者として選択した場合、正答とした。

2.2 試聴実験結果

図 1に合成信号による試聴実験結果を示す。この
結果より、広い帯域を持つ分割合成信号において、搬

送波が話者情報を多く有している事に対し、分割帯

域が狭くなるとともに、その話者情報の優位性が包

絡線に代わる事が分かった。

3 狭帯域包絡線と搬送波に着目した話者判
定試聴実験

本章では、２名の話者の音声信号間で狭帯域包絡

線と搬送波を入れ替えた合成信号を用い、狭帯域包

絡線の話者認識への寄与を検討する。

3.1 試験音作成

2つの音声信号を前章における実験により話者情報
が概ね狭帯域包絡線で表現可能な 1/4オクターブバ
ンドパスフィルタにより帯域分割し、ヒルベルト変換

を用い、狭帯域包絡線と搬送波をそれぞれ抽出する。

合成信号 Sa は話者 Aと話者 Bの包絡線を入れ替え
それぞれの帯域の話者 Bの搬送波より合成し、Sbは

話者Bと話者Aの包絡線を入れ替え話者Aの搬送波
から合成した。また、kmは LP(あるいはHP)形にお
ける包絡線保存周波数となる帯域番号、N は信号全

体の上限帯域番号とした場合、LP形合成信号におけ
る話者の狭帯域包絡線と搬送波の関係は

SaL =
km∑
n=1

EAnCBn +
N∑

m=km+1

EBmCBm, (1)
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となり、HP形合成信号は

SaH =
km∑
n=1

EBnCBn +
N∑

m=km+1

EAmCBm. (2)

と表すことができる。ここで SaLは LP形合成信号、
SaH は HP形合成信号、EA∗,EB∗ は話者 A,Bそれ
ぞれの狭帯域包絡線、同様にCA∗,CB∗は狭帯域搬送

波を示す。

Fig. 1 包絡線と搬送波合成信号による話者判定率

3.2 XAB法を用いた話者判定試聴実験

被験者は健聴者 8名（年齢 21～49才（男性 8名、
女性 1名））、いずれの被験者も発話者とは面識が無
い。本試験では、原信号、合成信号 Sa と Sb を続け

て再生し Saをが原信号の話者と判定した場合、正答

とした。実験にはそれぞれの条件で刺激音を 8サンプ
ル作成した。試験条件、使用信号は前章同様である。

3.3 試聴実験結果

図 2に男声話者判定結果を示す。横軸は包絡線保
存周波数、縦軸は話者判定（正答）率である。図 3に
女声合成信号に対する試験結果を図 2と同様に示す。
試聴実験結果より性別に依らず包絡線保存帯域数の

上昇とともに話者判定率が上昇する傾向を示した。

Fig. 2 男声合成信号試聴実験における話者判定率

Fig. 3 女声合成信号試聴実験における話者判定率

4 むすび

本論文では狭帯域分割した音声信号において分割

数が増加するとともに搬送波から狭帯域包絡線に話

者情報が推移する事を明らかにした。さらに、狭帯域

包絡線によって話者識別が可能な 1/4オクターブバ
ンド分割信号によって各帯域における話者情報の優

位性を検討した結果、話者情報は概ね各帯域にわた

り保存され、特定の帯域に依らず原話者による多く

の狭帯域包絡線を有する合成信号が同一話者信号と

して識別される事を示した。
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