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風間 道子† 東山三樹夫† 山崎 芳男†

Speaker Characteristics Represented by Narrow-Band Temporal-Envelope

Correlation Matrices

Michiko KAZAMA†, Mikio TOHYAMA†, and Yoshio YAMASAKI†

あらまし 音声の狭帯域波形包絡線には了解性に関する情報が含まれていることが知られている．本論文は音
声の狭帯域包絡線に含まれる話者情報を，狭帯域包絡線から話者ごとに作られる包絡線帯域間相関行列（ECM）
の相違に着目して解析したものである．ECM は時間変動を含む振幅周波数特性の帯域間相関を表すと解釈でき
ることから，発話内容に依存しない話者情報の表現が可能となる．ECMに現れる話者情報は，20 人の話者を用
いた話者識別実験を通して検証された．話者を判定する辞書の作成に 9 の単文を用意し，20 人各自が発話した
文章音声を帯域分割して狭帯域包絡線を抽出する．抽出された帯域別包絡線から ECM を作成して話者辞書とす
る．この辞書 ECM を用いて辞書に含まれない単一の発話文章に対して話者認識実験を行った結果，音声成分の
2 kHz以上から得られた 1/8オクターブ帯域包絡線による ECMを用いて話者識別することができた．更に上記
の周波数帯域の ECM について（ 1）低域・高域制限を施した話者識別実験より 4.7 kHz 付近で識別率が交差す
る，（ 2）ECM の三角行列部分の 8～9 対角線上要素の識別率が高いことが明らかとなった．20 人の音声による
発話内容独立型の話者識別実験において GMM による従来法と比較を行った結果，本手法は GMM より白色雑
音や道路騒音の影響を受けにくいことが確認された．
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1. ま え が き

音声波形はその生成過程に着目して周波数軸上のエ

ネルギー分布（パワースペクトル包絡）を用いて特徴

づけられることが多い．しかし音声聴知覚の観点 [1]

から波形の瞬時エネルギー変動（波形包絡）を用いて

音声特徴を表す考え方がある [2], [3]．音声を狭帯域に

分割し，各帯域における波形瞬時エネルギーの時間変

動を示す狭帯域波形包絡線には音声の了解性に関する

重要な情報を含むことが知られている [4]．本論文は狭

帯域包絡線に話者の声質特徴が含まれることを話者識

別実験を通して検証する．

Drullman [5]は 0.1～6.4 kHz範囲の 1/4-オクター

ブ帯域波形の狭帯域包絡線に，それぞれの帯域に分割

された 1/4-オクターブ帯域雑音を乗じることによって

了解性のある音声が再合成できることを報告している．

Shannonら [6]は更に 4帯域にわたるオクターブ帯域
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包絡線を合成すれば了解性のある音声が実現できるこ

とを示した．これらは狭帯域包絡線に含まれる音声情

報で音声合成が可能であることを示唆している．これ

に対し，Houtgastら [7]は音声の包絡線が雑音や残響

の影響で平滑化されることに着目して，音声明りょう

度の評価に包絡線を用いた．また風間ら [8] は，英語

あるいは日本語の音声と雑音の振幅・位相を周波数ご

とに組み換えて合成する実験 [9], [10]にて，狭帯域包

絡線の復元度を測ることにより音声の了解性を含む声

質評価が可能であることを報告した．

声質を代表すると思われる母音の分析では，第 1，

2 ホルマント（スペクトル包絡の山）が母音の種類

を分類するのに比べて，高次ホルマントは性差を含

む話者特徴を含んでいると解釈されている [11]～[14]．

Hansonら [13], [14]は声門の閉鎖運動における性差や

個人性の違いが第 1及び第 3ホルマント間の振幅差で

検出されると報告している．一方母音を特徴づける声

道特性にはホルマントに加えて高周波領域に生じる反

共鳴現象（スペクトル包絡の谷）も考えられる．Dang

ら [15]は声道にある piriform fossaによる反共振点が
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母音の種類によらず 4～5 kHzに現れると報告してい

る．これら音声の高音域に現れる特徴は発声方法，発

話内容に依存しない声質であることから発話に依存し

ない話者識別に役立つと考えられる．

Bimbotら [16]は短時間スペクトルの時間変動を用

いて発話内容に依存しない話者識別を実施した．その

結果，電話音声帯域より高い周波数 4～8 kHz を用い

ることにより，高い話者識別率が得られることを報告

している．Hayakawaら [17], [18]は LPC-スペクトル

マッチング手法 [19]による話者識別において帯域制限

が識別率に与える影響を調べた結果，4～10 kHzに含

まれる話者情報は 0～4 kHz に含まれる話者情報とほ

ぼ同等であることを報告している [17]．更に 10 kHz

まで周波数帯域を広げることによって，事務室や道路

などの一般的な雑音下でも高い話者識別率が得られる

ことも報告されている [18]．これらの報告は，高音域

に現れる声質特徴は個人情報を含み，話者識別に有用

であることを実証するものである．

Bimbotらによる話者識別手法は，音声を表現する

K 本のパワースペクトルの長時間にわたる時間変動

を観測して得られるデータの組が，あらかじめ学習さ

れて作られたどの話者によるデータの母集団と同一と

見ることが妥当であるかという視点から，上記の観測

データの組と学習データそれぞれから作られる共分散

行列の相互の類似度を評価することによって話者を識

別する [16]．実験では，31.5 msフレーム長で求めた音

声信号のパワースペクトルを中心周波数 47～7597Hz

の 24 帯域に分割し，約 15 秒間のエネルギー時間変

動を観測して得られた学習及び識別データを用いるこ

とにより高い識別率が得られている．この手法は，Li

ら [20]が 1974年に発表した話者情報表現にも見るこ

とができる．Liらは，音声の長時間に及ぶスペクトル

変化に着目したスペクトル相互間の相関行列に着目す

ると同一話者内の行列変動に比べて話者間にわたる変

動が大きいことから，話者識別のための話者情報表現

としてスペクトル相関行列の有効性を示唆している．

筆者らは，既に言及した日本語あるいは英語による

狭帯域包絡線を用いた音声合成実験 [8]・声質変換実

験 [21]から，話者の声質の特徴は言語によらず狭帯域

包絡線に含まれることを認識したことから，音声の狭

帯域波形包絡線に含まれる声質を探ることを着想した．

狭帯域波形包絡線から母音と思われる部分の帯域別エ

ネルギー変動に着目すると，互いに同期して時間変動

する帯域群にまとめることができる．そこから，多種

類の音韻が含まれる長時間音声を狭帯域包絡線で表し

て帯域間の関係を観測することにより，母音や子音の

エネルギー分布，あるいは声道上の反共鳴現象や鼻腔・

歯列のような不変部位により生じる話者情報に関連し

た帯域群を示せることが予測された．

本論文は，帯域間の相互相関係数で帯域群を表し，

多次元にわたる帯域群を帯域間相関行列（ECM）で

表して話者情報とする．すなわち，Bimbotらが観測

データの組の類似度を評価する手段として共分散行列

を尺度として用いたのに対して，筆者らは包絡線に着

目した相関行列それ自身が話者に依存する音声情報を

含むものであると考える．ECMで表現される話者情

報は話者識別実験を通して検証される．話者識別実験

では帯域制限を施した ECMを用いることにより，高

音域に現れる声質特徴に個人情報が含まれことを検証

する．

本論文の構成を以下に示す．2.に狭帯域包絡線の帯

域間相関行列（ECM）に現れる話者情報，3.に話者

識別において有効な話者情報をもつ周波数帯域につい

て述べる．4. に発話内容独立型話者識別実験結果を

示す．

2. 狭帯域包絡線の抽出と狭帯域包絡線の
帯域間相関行列（ECM）

2. 1 実 験 刺 激

実験参加者は日本語を母国語とする 20～22歳の男

性 10 人，女性 10 人とする．参加者は本実験用に新

たに作成した日本語 10文章を通常の速度で発話する．

文章は参加者によらず同一文章であり，それぞれ約 2

秒の長さとする．文章は以下のとおりである．

実験用文章

1.このじはとおくからみえにくい

2.つもったばかりのゆき

3.きせきがおこった

4.きたかぜがまどにふきつける

5.すぐれたぼうすいせい

6.きょうみぶかいけんきゅう

7.このみちはにしにむかっている

8.かめらのそうさほうほう

9.しゅっせきしゃはなまえをかく

10．はっきりしたひょうげん

収音は無響室で，サンプリング周波数 48 kHz，

16 bitA/Dコンバータを使って録音する．
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図 1 狭帯域包絡線の抽出手法
Fig. 1 Narrow-band envelope extraction using a

band-pass filter set.

2. 2 信 号 処 理

帯域別音声波形のエネルギー時間変動を表す狭帯

域包絡線の抽出手法を図 1 に示す．音声信号を低域

（0.125～2 kHz）と高域（2～11.313 kHz）に帯域分割

する．低域は更に 1/4 オクターブ帯域（17 帯域），

高域は 1/8 オクターブ帯域（21 帯域）に帯域フィル

タ（“MATLAB Signal Processing Toolbox”の二次

または四次の Butterworth）により分割する．Drull-

man [5]が人間の聴覚の特性から 1/4オクターブ帯域

分析によって音声合成を行ったのに比べて，本実験で

は 2 kHz以上の帯域では第三ホルマントの帯域幅を考

慮して 1/8 オクターブ幅の帯域分析を用いた．各帯

域波形を半波整流した後，40 Hz低域フィルタを通し

て平滑化し，dB 尺度に変換して狭帯域包絡線を抽出

する．

狭帯域包絡線の帯域間相関行列（envelope correla-

tion matrix：ECM）は各話者・各文章について，低

域（17 × 17）・高域（21 × 21）別に算出する．ECM

の要素 ECM(i, j)は以下の式による．

ECM(i, j) =

N∑
n=1

X(n)Y (n)√
N∑

n=1

X2(n)

√
N∑

n=1

Y 2(n)

(1)

X(n) = Ei(n) − Ei(n)

Y (n) = Ej(n) − Ej(n)

ここで Ei(n) は i 番目の帯域における狭帯域包絡線，

図 2 狭帯域包絡線の例
Fig. 2 Examples of the narrow-band envelopes.

i と j は帯域番号（あるいは中心周波数），N は包絡

線のサンプル数を示す．Ei(n)は Ei(n)の時間平均値

を示す．Ej(n)も同様である．

2. 3 ECMとスペクトログラム

図 2 に話者 1 による実験用文章 1 の帯域別狭帯域

包絡線の例を示す．実験用文章 1 の部分音声信号 ‘と

おく’を切り出して算出したスペクトログラムと ECM

を話者別に図 3，図 4 に示す．両図とも (a)は音声波

形，(b)はスペクトログラム，(c)は低域・高域を通し

た全帯域（37 帯域）に対して求めた要素 ECM(i, j)

から j = 5 (0.25 kHz)・17 (2 kHz)・33 (8 kHz)を抜

粋して示す．

図 3 (c) 中の ECM(i, 5) は，スペクトログラムと

照合すると母音のエネルギーが大きい帯域で相関係

数が高くなることから，図 3 に用いた音声信号の発

話者において 0.25 kHz は母音の主要成分がある帯域

で，ECM(i, 5)の高い相関係数を示す帯域番号 iは母

音の主要成分の帯域群と考えられる．ECM(i, 33)は

ECM(i, 5) とほぼ反転した帯域間相関値をもち，ス

ペクトログラムと照合すると子音発声時のみにエネル

ギーが大きくなる帯域との相関が高いことから，母音

区間では使われない帯域群を表しているといえる．そ

れに対し ECM(i, 17)はどの帯域とも 0.5以上の相関
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図 3 話者 1が発声した単語音声（‘とおく’）の波形・スペ
クトルと帯域間相関行列 ECM(i, j)（1 ≤ i ≤ 37，
j = 5, 17, 33）

Fig. 3 Speech waveform, spectrogram and narrow-

band envelopes correlation ECM(i, j)（1 ≤
i ≤ 37, j = 5, 17, 33) of a word (‘tohku’) ut-

tered by speaker 1.

図 4 話者 3が発声した単語音声（‘とおく’）の波形・スペ
クトルと帯域間相関行列 ECM(i, j)（1 ≤ i ≤ 37，
j = 5, 17, 33）

Fig. 4 Speech waveform, spectrogram and narrow-

band envelopes correlation ECM(i, j)（1 ≤
i ≤ 37，j = 5, 17, 33) of a word (‘tohku’) ut-

tered by speaker 3.

関係をもつことから，母音子音の両音の瞬時エネル

ギー変動に連動している，すなわち，音韻に無関係に

発声されている帯域であるといえる．

一方，図 4 (c)中のECM(i, 5)は図 3 と同様に母音

(a) Lower than 2 kHz

(b) Higher than 2 kHz

図 5 狭帯域包絡線の帯域間相関行列の例 (a) 低域，(b)

高域 (i)(ii)：話者 1，(iii)(iv)：話者 2 (i)(iii)：文
章 1，(ii)(iv)：文章 2

Fig. 5 Examples of ECMs. (a) Lower bands, (b)

Higher bands. (i)(ii): Speaker 1, (iii)(iv):

Speaker 2. (i)(iii): Sentence 1, (ii)(iv): Sen-

tence 2.

のエネルギー分布に同期しており，大きく三つに分か

れた帯域群が観察される．ECM(i, 5)とECM(i, 17)，

ECM(i, 33)は 1 kHzで交差し，それ以上の帯域で交

差しないことから，図 4 に用いた音声の 1 kHz 以下

（以上）は母音（子音）の波形包絡が主要成分となる

帯域群と考えられる．ECM(i, 17)と ECM(i, 33)は

ほぼ同等な帯域間相関値をもち，2 kHz以上において
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図 6 2 種類の低域 ECM 間の相互相関係数の分布，サ
ンプル数：900 組 (a) 同一話者による異なった文章
ECM 間 (b) 異なった話者による同一文章 ECM 間
(c) 異なった話者による異なった文章 ECM 間 (d)

同性の異なった話者による同一文章 ECM 間 (e) 同
性の異なった話者による異なった文章 ECM 間

Fig. 6 Distributions of the correlation coefficients be-

tween the two matrices by 0.125–2 kHz en-

velopes. (a) 900 different-sentence pairs with

same speakers. (b) 900 same-sentence pairs

with different speakers. (c) 900 different-

sentences pairs with different speakers. (d)

900 same sentence pairs with different speak-

ers of same gender. (e) 900 different-sentences

pairs with different speakers of same gender.

は ECM(i, 5) も同様な傾向を示すことから，音韻に

無関係な声道特性が現れていると考えられる．

ここで 2人の話者を改めて比較してみると，4.5 kHz

あたりに見られる相関係数が低下する帯域群は図 3 の

音声発話者には見られない．このことは，2 kHz以上

を対象とした ECMは，従来のスペクトログラムから

は判別しにくい声質情報の存在を示唆しているように

思われた．

2. 4 文章・話者間における ECMの相互相関係数

図 5 に話者 1，2 による (a) 低域・(b) 高域狭帯域

包絡線から求めた ECM(i, j)の例を示す．図 5 の横

軸は i 番目の帯域中心周波数，縦軸は ECM の要素

ECM(i, j) を表す．ここで (i)，(ii) はいずれも話者

1，また (iii)，(iv)は話者 2による ECMの例である．

同様に (i)，(iii)は文章 1，(ii)，(iv)は文章 2による

ECMの例を示す．

話者あるいは文章の違いが ECMにどのような影響

を与えるか，以下に述べるように一般の ECM間で計

図 7 2 種類の高域 ECM 間の相互相関係数の分布，サ
ンプル数：900 組 (a) 同一話者による異なった文章
ECM 間 (b) 異なった話者による同一文章 ECM 間
(c) 異なった話者による異なった文章 ECM 間 (d)

同性の異なった話者による同一文章 ECM 間 (e) 同
性の異なった話者による異なった文章 ECM 間

Fig. 7 Distributions of the correlation coefficients be-

tween the two matrices by 2–11.313 kHz en-

velopes. (a) 900 different-sentence pairs with

same speakers. (b) 900 same sentence pairs

with different speakers. (c) 900 pairs with dif-

ferent sentences and speakers. (d) 900 same

sentence pairs with different speakers of same

gender. (e) 900 different-sentences pairs with

different speakers of same gender.

算される相互相関係数で検証することとした．Liらは

0.270～10 kHz を 35 帯域に分割して長時間に及ぶス

ペクトル変化を着目した [20]に対し，ここでは 2 kHz

を境に低域・高域別に行う．話者 20人，10文章によ

る ECMから抜粋した 1組の ECMについて，ECM

それぞれから行列の要素を 1列に並べたデータ列の組

を構成する．それらの行列要素列の組に対して式 (1)

と同様の算法によって相互相関係数を算出した．図 6，

図 7 にそれぞれ低域・高域別に相互相関係数のヒスト

グラムを示す．低域狭帯域包絡線から求めた ECMは，

図 6 (d)に見られるように，同性で文章が同一であれ

ば話者が異なっても高い相関が見られる．それに対し

高域狭帯域包絡線から求めた ECMの間では，図 7 (a)

に示すとおり，話者が同一であれば文章が異なっても

高い相関が見られた．話者が異なれば，たとえ同一文

章であっても高域の ECM の組に観察される上記の

相関係数は低くなる場合が多いことが図 7 (b)より分

かった．
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このことから筆者らは，低域 ECM は性別情報を，

高域 ECMは個人情報を多く含み，高域 ECMを用い

ることにより発話内容に依存しない話者識別において

高い識別率が得られると考えた．

10文章を平均した ECMの例を図 8（(a)低域，(b)

高域）に示す．同図中の (i)，(ii) は男性，(iii)，(iv)

は女性の話者を示す．

(a) Lower than 2 kHz

(b) Higher than 2 kHz

図 8 10 文章を平均した話者 4 人に対する ECM (a) 低
域，(b) 高域．(i)(ii)：男性，(iii)(iv)：女性

Fig. 8 ECMs averaged over 10 sentences for 4 speak-

ers. (a) Lower bands, (b) Higher bands.

(i)(ii): Males, (iii)(iv): Females.

3. ECMに含まれる話者情報

3. 1 実 験 方 法

上記の結果に基づき，ECMに含まれる個人情報に

ついて話者識別実験を通して検証する．話者識別で

は，実験用 10 文章から 1 文章を抜粋して識別 ECM

を 20人の話者ごとに作成する．残りの実験用 9文章

による ECMを平均して得られた話者別の ECMを辞

書 ECMとする．全話者の辞書 ECMと識別 ECMの

類似度を測り，最も類似している辞書 ECMの話者を

識別 ECMに対する識別結果とする．辞書用文章に識

別用文章が含まれないことから，発話内容独立型話者

識別実験となる．辞書と識別 ECMの類似度は，

D = Tr[AB−1]Tr[BA−1] (2)

を用いる [16]．ここで，AとBはそれぞれ辞書 ECM，

識別 ECM を示す．Tr[∗] は行列 [∗] のトレースを示
す．上式は二つの対称行列 Aと B が等しいとき最小

となることが知られている [16]．1 話者について識別

用文章（1文章）の異なる話者識別実験を 10回行うこ

ととする．

3. 2 帯域制限による話者識別実験

話者識別は，低域・高域 ECMをそれぞれ更に低域・

高域制限をして実施した．図 9 に示すように，帯域

制限は正方行列である ECM の低域（あるいは高域）

から帯域制限遮断周波数までの部分 ECMを抽出して

行った．図 10 (a)，(b)に低域・高域 ECMによる話者

識別結果を示す．縦軸は正解率，横軸は上記の帯域制

限遮断周波数を示す．図 (a)に示すように，低域 ECM

の正解率は最高で約 80%であったのに対し，(b)高域

ECM は 100%の正解率が得られている．高域 ECM

の低域・高域制限を施した識別結果は図 10 (b)に示す

とおり約 4.7 kHzでほぼ 85%の識別率をもって交差し

た．この周波数は，2 kHz以上の帯域において話者情

図 9 帯域制限部分 ECM

Fig. 9 Sub-matrices of ECM corresponding to the

HPF or LPF.
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(a) Lower than 2 kHz

(b) Higher than 2 kHz

図 10 帯域制限 ECM（図 9 参照）を用いた 20 人の話
者に対する発話内容独立型の話者識別実験結果

Fig. 10 Number of speakers identified using the sub-

matrices of ECM corresponding to the HPF

or LPF as shown in Fig. 9 for 20 speakers

under the text-independent condition.

報量の均衡がとれる（話者情報）中央周波数といえる．

中央周波数を含むように帯域を選択することによって

高い識別結果が得られていると，筆者らは判断した．

高域を対象とした話者識別結果を検証するため，

図 11 に式 (2)に定義したDの頻度分布を (a)話者別，

(b)文章別に集計して示す．横軸は Dを正規化した対

数表示，縦軸はその出現回数を示す．図 (a)における

出現回数は最大 20 × 10，同様に図 (b)は 20 × 20と

なる．図に見るとおり正解話者（log D = 0）に対し

て，不正解話者の log D 値はすべておおむね 0.1～0.3

に分布していることが分かる．また話者及び文章に

よる偏りは観測されなかった．話者あるいは文章によ

る区別なく求めた，不正解話者の log D 値の平均値は

0.2047，標準偏差は 0.0723であった．これより，不正

解話者の log D 値の分布を正規分布であると仮定する

と，誤認識される確率は 1%以下と期待される．

図 12 は辞書 ECM に使われる文章数を変化させ，

高域を対象とした話者識別を leave-one-out法に基づ

いて検定を行った結果を示す．識別用文章は辞書用文

章には含まれない 10 種類から抽出する．縦軸は正解

率，横軸は辞書 ECMに使われた文章数を示す．辞書

図 11 識別用文章に対する発話内容独立型の話者識別実
験における D（本文式 (2)）値の頻度分布 (a) 話
者ごとに集計，(b) 文章ごとに集計（一人当りの試
行回数：10，1 回の試行に用いる識別用文章数：1，
辞書用文章数：9，識別話者数：20 人，正解話者：
log D = 0）

Fig. 11 Distribution of D by Eq. (2) in the text for

the text-independent speaker identification

using a single test sentence. (a) For every

speaker, (b) For each test sentence (Num-

ber of trials: 10 by changing the test sen-

tence, number of test-sentences: 1, number

of sentences used for the dictionary: 9, num-

ber of the speakers: 20, identified speakers:

log D = 0).

図 12 辞書 ECM に用いる文章数と発話内容独立型の話
者識別率（1 人当りの試行回数 10，1 回の試行に
用いる識別用文章数 1，識別話者数 20 人）

Fig. 12 Number of identified speakers using a single

test sentence against the number of sentences

used for the dictionary (Number of trials:

10 by changing the test sentence, number

of test-sentences: 1, number of the speakers:

20).

ECMに 9文章を用いた話者識別結果の leave-one-out

法による検定は 100%の正解率が得られた．そして

90%以上の正解率を得るには，辞書 ECMに 3文章以
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図 13 ECM 上三角行列の対角線上要素
Fig. 13 Diagonal lines of the upper triangular matrix

in ECM.

上が必要であることが分かった．

以上図 10～図 12 の結果から筆者らは，本実験で用

いた話者 20人，10文章による話者識別結果における

発話文章依存性は少なく，識別結果を信頼できるもの

とした．すなわち，高域 ECMには発話内容に依存し

ない話者情報が含まれていると筆者らは判断した．

3. 3 対角線上要素による話者識別実験

ECM は対称行列であることから図 13 に示すよう

な三角行列部分の対角要素に沿った行列要素に着目す

れば，それらは l 帯域離れた帯域間の包絡線相関係数

の値を示している．そこで話者情報と帯域間隔の関係

を考察する目的で ECMの上三角行列における対角線

上要素による話者識別を行った．識別は．図 6，図 7

に示した相関係数の算出と同様の手法を用いて，試験

ECMと辞書 ECMの対角線上要素間の相互相関係数

ρ(l)を算出し，最も相関値が高い辞書 ECMの話者を

話者識別結果とした．

ρ(l) =
a(l) · b(l)

‖a(l)‖‖b(l)‖ (3)

ここで a(l)，b(l)はそれぞれ図 13 に示したような辞

書 ECM・試験 ECMの l 番目の対角線上要素からな

るベクトル，a(l) · b(l) は内積を示す．ただしそれぞ

れの対角線上要素は，対角線上平均値を零とするよう

に平均値が除かれたものとする．‖a(l)‖，‖b(l)‖はそ
れぞれ二乗ノルムを表す．

図 14 に示す点線は対角線上要素による識別結果で

ある．図中の実線は式 (3)のベクトル a(l)，b(l)の代

わりに

âT(l) = (aT(1), aT(2), · · · aT(l))

b̂
T
(l) = (bT(1), bT(2), · · · bT(l))

図 14 図 13 に示す ECM の対角線上要素と本文中の
式 (3)，(4) を用いた発話内容独立型の話者識別
結果

Fig. 14 Speaker identification rate using the diago-

nal lines of ECM shown in Fig. 13 according

to Eqs. (3), (4) in the text.

と定義した âT(l)，b̂
T
(l)を用いて式 (3)と同様に

ρ̂(l) =
â(l) · b̂(l)

‖â(l)‖‖b̂(l)‖ (4)

によって識別した実験結果，すなわち対角線上要素を

順番につなげて生成したベクトルによる識別結果であ

る．8～9対角線上要素は 1～7対角線上要素より要素

数が減少するにもかかわらず話者識別率が高く，この

要素を含むことによって高い識別結果が得られること

が分かる．

4. 話者識別環境と話者識別実験

上述したように ECMに含まれる話者情報の存在と

個人情報を表す重要な帯域を話者識別実験によって確

認した．しかし音声に含まれる個人情報には話者を囲

む周囲の音響環境の影響を受けてひずみやすいとう欠

点がある．そこで白色雑音あるいは道路交通騒音によ

り劣化した音声による話者識別実験を行うこととした．

結果は GMM（Gaussian Mixture Model）に基づく

従来法 [22], [23]による話者識別実験結果と比較する．

4. 1 実 験 方 法

実験には 2. と同じ音声を用いる．雑音信号は，無

響室内でスピーカに白色雑音信号を入力して発生・収

録した白色雑音，あるいは 4車線道路に面した歩行者

用道路端で収録した道路交通騒音とし，計算機上で音

声に付加して雑音音声とする．道路騒音の周波数特性

は音声信号の主成分より低域にエネルギーが集中する

ことから，音声・道路騒音ともに 100Hz の高域フィ

ルタを通すこととした．雑音音声の SN比は 1話者 1

文章ごとに計算を行った．話者識別では実験用 10 文

章から抜粋した 1文章を識別用とし，残りの実験用 9
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図 15 20 人の話者による発話内容独立型の話者識別実験
結果（1 話者に付き 10 回試行，付加雑音は白色
雑音）

Fig. 15 Text-independent speaker identification re-

sults with their range over 10 test-sentences

for 20 speakers under different white noise

conditions.

文章を辞書に用いた．識別実験は 1話者に付き 10回

行う．識別条件は，識別・辞書用音声の SN比が同じ

場合，識別用あるいは辞書用音声の一方のみに雑音を

付加した場合とする．

ECMを用いた話者識別実験方法は 3.1と同じとす

る．GMMに基づく話者識別実験手法は，ECM手法

の帯域と合わせて 48 次のメルケプストラムを用い，

雑音を含まない音声信号による予備実験結果から混合

ガウス分布数は 17とした．

4. 2 話者識別実験結果

図 15 に白色雑音を用いた識別結果を示す．SN の

状態が良好な場合は ECM・GMM 方式ともにほぼ

100%の識別率が得られた．識別・辞書用音声の SN比

が等しい場合，SN比が低くなると正解率は低くなり，

SN 比 20 dB で話者正解率は約 80%に低下した．更

に SN 比を 5 dB にすると，識別率は ECM 方式では

約 60%，GMM方式では約 30%であった．識別・辞書

用の SN 比が異なると，ECM 方式では SN 比 20 dB

における話者識別率は約 70%に低下した．それに対

し GMM方式は SN比 25 dBにおいて約 50%以下と

なった．

図 16 に 100 Hz の高域フィルタを通した道路騒音

図 16 100Hz 高域フィルタを通した道路騒音の周波数
特性

Fig. 16 Spectrum of traffic noise filtered by 100Hz-

high pass.

図 17 20 人の話者による発話内容独立型の話者識別実験
結果（1 話者に付き 10 回試行，付加雑音は道路
騒音）

Fig. 17 Text-independent speaker identification re-

sults with their range over 10 test-sentences

for 20 speakers under different traffic noise

conditions.

の長時間平均パワースペクトルを示す．図 17 に道路

騒音を用いた話者識別結果を示す．識別・辞書用音声

の SN比の条件にかかわらず，ECM方式は GMM方

式より高い識別率が得られた．ECM 方式は，式 (1)

が示すとおり，帯域間の時間変動から時間平均値を引

いて作成した辞書 ECMと識別 ECMの近似度を計る

ことから定常雑音の影響が現れにくく，更に道路騒音
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の影響が少ない 2 kHz以上のみの個人情報を用いるこ

とが良好な結果につながったと考えられる．これに対

し，GMM方式は帯域間の短時間エネルギーの分布を

観測することから雑音による影響がエネルギー分布の

移動を生じさせ，更に雑音エネルギーが大きい低域も

含めて観測することが識別率の低下を生じさせたと考

えられる．

5. む す び

本論文は音声の狭帯域波形包絡線に個人情報が含ま

れていることに着目し，狭帯域包絡線の帯域間相互相

関行列（ECM）を用いた発話内容独立型の話者識別

が可能であることを明らかにした．

話者識別実験には日本人 20 人が発話した日本語の

10単文を用いた．10単文のうち 9単文から辞書 ECM

を作成し，残りの 1単文に対して話者識別実験を行っ

た結果，2 kHz以上から得られた 1/8オクターブ帯域

包絡線による ECMを用いて話者を識別することがで

きた．

上記の周波数帯域を更に低域・高域制限を施して

話者識別実験を行った結果，帯域カットオフ周波数

4.7 kHz付近で，低域あるいは高域制限したそれぞれ

の話者識別結果は互いに一致することが分かった．並

びに ECMの対角線上要素による話者識別実験の結果，

8～9対角線上要素による識別率が高いことが明らかに

なった．

本論文では ECMに基づく上記の話者識別実験を騒

音を含む環境に拡張して，識別結果の変化を従来法の

一つである GMM による結果と比較評価した．白色

雑音あるいは交通騒音を付加した雑音音声を用いた

ECMによる話者識別実験結果を GMMによる結果と

比較すると，SN比の条件にかかわらず ECM方式は

GMM方式よりすべて高い識別率が得られた．

以上の ECMによる話者識別結果，ECMの要素分

析，騒音下における話者識別結果より，音声のおよ

そ 2～10 kHzにわたる周波数範囲を更に狭帯域（1/8

octave）に分析して得られる狭帯域包絡線に話者識別

に有用な情報が含まれることが示された．すなわち，

これまで音声の了解性の基準として着目されてきた狭

帯域包絡線あるいは長時間にわたるスペクトル変動を

包絡線の帯域間相関行列に置き換えてみれば，そこに

話者情報を表現する要因が含まれていることが明らか

となった．この狭帯域包絡線が作る相関行列によって

表される音声話者情報の解明に，聴覚と音声生成の両

面からの更なる研究が必要であると思われる．

謝辞 本研究を進めるにあたり，包絡線相関行列に

関する有意義な討論を頂いたアムステルダム自由大学

Tammo Houtgast 教授に厚くお礼を述べる．話者識

別における音声信号分析について御指導頂いた早稲田

大学小林哲則教授に謝意を表する．また，本研究の一

部は TAO国際共同研究助成によるものである．

文 献

[1] C. Louis and W. Pols, “Analysis and synthesis of

speech using a broad-band spectral representation,”

in Auditory Analysis and Perception of Speech, ed.

G. Fant and M.A.A. Tatham, pp.23–36, Academic

Press, 1975.

[2] J.L. Flanagan and R.M. Golden, “Phase vocoder,”

Bell Syst. Tech. J., vol.45, pp.1493–1509, 1966.

[3] R.V. Shannon, F.G. Zeng, and J. Wygonski, “Speech

recognition with altered spectral distribution of en-

velope cues,” J. Acoust. Soc. Am., vol.104, pp.2467–

2476, 1998.

[4] T. Houtgast and H.J.M. Steeneken, “The modula-

tion transfer function in room acoustics as a predictor

of speech intelligibility,” Acoustica, vol.28, pp.66–73,

1973.

[5] R. Drullman, “Temporal envelope and fine structure

cues for speech intelligibility,” J. Acoust. Soc. Am.,

vol.1, pp.585–592, 1997.

[6] R.V. Shannon, F.-G. Zeng, V. Kamath, J. Wygonski,

and M. Ekelid, “Speech recognition with primarily

temporal cues,” Science, vol.270, pp.303–304, 1995.

[7] T. Houtgast and H.J.M. Steeneken, “A review of the

MTF concept in room acoustics and its use for esti-

mating speech intelligibility in auditoria,” J. Acoust.

Soc. Am., vol.77, pp.1069–1077, 1985.

[8] 風間道子，東山三樹夫，T. Houtgast, “振幅・位相情報に
よる狭帯域包絡線の復元と音声了解度，” 電気学会計測研
究会資料，IM-oo-67, 2000.

[9] A.V. Oppenheim and J.S. Lim, “The importance of

phase in signals,” Proc. IEEE, vol.69, pp.529–541,

1981.

[10] L. Liu, J. He, and G. Palm, “Effects of phase on the

perception of intervocalic stop consonants,” Speech

Commun., vol.22, pp.403–417, 1997.

[11] M.R. Schroeder, “Analysis and synthesis of speech,”

Proc. IEEE, vol.54, no.5, pp.720–734, 1966.

[12] D.H. Klatt and L.C. Klatt, “Analysis, synthesis, and

perception of voice quality variations among female

and male talkers,” J. Acoust. Soc. Am., vol.87, no.2,

pp.820–857, 1990.

[13] H.M. Hanson, “Glottal characteristics of female

speakers: Acoustic correlates,” J. Acoust. Soc. Am.,

vol.101, no.1, pp.466–481, 1997.

[14] H.M. Hanson and S.E. Chuang, “Glottal characteris-

tics of male speakers: Acoustic correlates and com-

214



論文／狭帯域音声波形包絡線の帯域間相関行列に現れる話者情報

parison with female data,” J. Acoust. Soc. Am.,

vol.106, no.2, pp.1064–1077, 1999.

[15] J. Dang and K. Honda, “Acoustic characteristics of

the piriform fossa in models and humans,” J. Acoust.

Soc. Am., vol.101, no.1, pp.456–465, 1997.

[16] F. Bimbot, I. Magrin-Chagnolleau, and L. Mathan,

“Second-order statistical measures for text-in-

dependent speaker identification,” Speech Commun.,

vol.17, pp.177–192, 1995.

[17] S. Hayakawa and F. Itakura, “Text-dependent

speaker recognition using the information in the

higher frequency band,” ICASSP, pp.I-137–140,

1994.

[18] S. Hayakawa and F. Itakura, “The influence of noise

on the speaker recognition performance using the

higher frequency band,” ICASSP, pp.321–324, 1995.

[19] 鹿野清宏，杉山雅英，“単語音声認識における LPCスペク
トル・マッチング尺度の評価，” 信学論（D），vol.J65-D,

no.5, pp.535–541, May 1982.

[20] K.P. Li and G.W. Hughes, “Talker difference as they

appear in correlation matrices of continuous speech

spectra,” J. Acoust. Soc. Am., vol.65, no.4, pp.833–

837, 1974.

[21] K. Yoshida, M. Kazama, and M. Tohyama, “Pitch

and speech-rate conversion using envelope modula-

tion modeling,” ICASSP 2002 SP-P04.04, pp.1–4,

2002.

[22] A.P. Dempster, N.M. Laird, and D.B. Rubin, “Maxi-

mum likelihood from incomplete data via the EM al-

gorithm,” J. Royal Statistical Society, vol.B39, no.1,

pp.1–38, 1977.

[23] S. Davis and P. Mermelstein, “Comparison of para-

metric representations for monosyllable word recogni-

tion in continuously spoken sentences,” IEEE Trans.

Acoust. Speech Signal Process., vol.28, no.4, pp.357–

366, 1980.

（平成 20 年 10 月 27 日受付）

風間 道子 （正員）

1981日本女子大・家政・住居学卒．1981

（株）永田稔建築音響設計事務所入所，1986

（財）NHKエンジニアリングサービス建築
音響技術部入社，1996 より早稲田大学理
工総研・工学院大学にて共同研究開始．

東山三樹夫 （正員：フェロー）

1970 早大・理工卒．1972 同大大学院修
士課程了，1975 同大学院博士課程了．工
博．同年電電公社（現 NTT）入社，音響
振動・音響信号処理の研究に従事．1993～
2003 工学院大学教授．現在，早稲田大学
客員専任教授．

山崎 芳男 （正員：フェロー）

1968 早大・理工・通信卒，1970 同大大
学院修士課程了．以降，早大理工学研究所，
千葉工大情報工学科，早大理工学総合研究
センターにおいて音響学，ディジタル信号
処理，建築音響等に関する研究に従事．現
在，早大国際情報通信研究科教授．1984，

1990 日本音響学会佐藤論文賞受賞．工博（早大）．

215


