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あらまし 本研究では，オンライン教師なし学習手法である Self-Organizing Incremental Neural Network

(SOINN) を用いて各状態の出力分布を自己組織的に近似可能な時系列データの学習モデルを提案する．提案手法
は従来手法であるストキャスティック DP 法 [12] を拡張した新規の手法である．ストキャスティック DP 法では
各状態を一つの多次元正規分布で近似しているのに対し，提案手法では各状態の出力分布が SOINN によって自
己組織的に近似される上，各状態の出力分布が詳細に近似されるため，時系列データの頑健なモデル化が可能と
なる．提案手法の有効性を検証するために，動画像から得られる動作及び音素を用いた認識実験を行った．HMM

(Hidden Markov Model) 及びストキャスティック DP法と認識精度を比較することで提案手法の有効性を示す．
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1. ま え が き

時系列データの認識・モデル化は動画像処理，音声

情報処理，DNA解析などの分野において重要な基盤

技術である．一般に時系列データは特徴空間内での変

動と時間方向の伸縮を含んでいるため，これを頑健に

認識するためには，これらの特徴を吸収可能なモデル

及び学習器を構築する必要がある．このため，あらか

じめグラフ構造を保持したモデルをもつことで，時系

列データの学習・認識を行うモデルに基づく手法が頻

繁に用いられている．

モデルに基づく手法の中で HMM (Hidden Markov

Model) [1]は，音声認識の分野における標準的な手法

として大きな成功を収めている．HMMは音声認識以

外にも，話者適応技術 [2]や音声合成技術 [3]などに用
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いられており，音声情報処理全般における標準的手法

となっている．この音声情報処理における成功事例や，

統計的理論の裏付けがあることから，HMMは動画像

及び動作の認識にも多く用いられてきた．音声認識

や動画像認識における手法としては離散 HMM (Dis-

crete HMM) [4], [5]を用いるものや，連続分布HMM

(Continuous HMM) [6], [7] を用いるものがある．ま

た各状態の持続長分布を明示的にモデル化したりフ

レーム間の相関をモデル化した Segment model [8]も

提案されている．

通常 HMMでは，パラメータの推定の容易性の理由

で，音声データでいえば 1 音韻に対して 3～5 状態の

マルコフモデルを用いる場合が多い．しかしこのよう

な少数の状態では，過渡的な時系列データの時系列に

沿った特徴量の変化を詳細にモデル化できない可能性

がある．

これに対し動的計画法の一種である DPマッチング

は，短時間の特徴パラメータ（各フレーム）同士の局

所距離に基づいて，過渡的な時系列データ間の距離を

算出することが可能である．DPマッチングは音声認

識 [9]，動作認識 [10] のほか，時系列データの検索な

どに用いられている [11]．一方で DPマッチングでは
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標準データそのものをモデル（テンプレート）とする

ため，HMMに比べて特徴空間の分布を詳細にモデル

化することが困難である．

これらの背景から，DPマッチングの利点と HMM

の頑健性の両方を生かしたストキャスティック DP

法 [12] が中川によって提案されている．ストキャス

ティック DP法では DPマッチングの局所距離の尺度

に確率の尺度を用い，パスコストの代わりにパス遷移

確率を用いている．またストキャスティック DP法は

テンプレートモデルの 1フレームを 1状態に対応させ

ており，状態数を多くした HMMの連続出力分布をも

つ left to rightモデルに相当する．各状態の出力分布

には単一の多次元正規分布が用いられている．一般に

各状態の出力分布は，特徴量の次元数及び特性に応じ

て異なるため，単一の多次元正規分布で近似できない

可能性がある．

この問題に対し，本研究では各状態の出力分布を

特徴量に応じて自己組織的，かつ詳細に近似可能な

手法を提案する．提案手法ではテンプレートモデル

における各状態の出力分布を Self-Organizing Incre-

mental Neural Network (SOINN)により詳細に近似

する．Self-Organizing Incremental Neural Network

(SOINN) [13] は Shen と Hasegawa によって提案さ

れたオンライン教師なし学習手法である．SOINNは

非定常的な入力を学習可能であり，分布に複雑な形状

をもつクラスに対してもノイズを除去し，適切なクラ

ス数及びデータの分布を近似可能である．本研究では，

SOINN のノイズ除去及び分布の近似機能に着目し，

この機能を各状態の出力分布の近似に用いる．SOINN

の機能を用いることで，各状態の出力分布は複雑さに

応じて自己組織的に近似される．提案手法において，

状態数はテンプレートモデルのフレーム数に対応し，

各状態の出力分布は SOINNによって自己組織的に近

似される．したがって，提案手法では HMMのように

最適な状態数及び連続分布の混合数を事前に決定する

必要がない．

総じて本研究では，ストキャスティック DP法を出

力分布のモデル化の観点から SOINNを用いて拡張し

た，時系列データの学習・認識手法を提案する．この

提案手法を SOINN-DP法と定義する．

以下で，本研究で扱う時系列データについて述べる．

1. 1 本研究で扱う時系列データ

本研究では，動作から得られる時系列データと音声

から得られる時系列データを認識対象として，HMM

及びストキャスィック DP法との比較実験を行う．ま

た本論文では，始点，終点の与えられた動作・音声デー

タを扱うものとする．

動作データには，単眼カメラにより撮影した人間の

全身運動を用いた．全身を使った動作を行う際，バラ

ンスのとり方に個人差が出るため，動作から得られる

時系列データは各部分で時間伸縮を含み，特徴空間上

の分散も含む．また動作の中には，「全身で円を描く」

動作や「全身で四角を描く」動作といった類似した軌

跡をもつ動作が含まれている．これらの動作を識別・

認識する際には，時系列に沿った特徴量の変化を詳細

にモデル化する必要がある．

ここで SOINN-DP法では多数の状態を保持するこ

とで，上記の性質をもつ動作データの頑健なモデル化

が可能であると考えられる．上記の動作データから得

られる時系列データの認識実験を行い，多数の状態を

もつ SOINN-DP法と少ない状態をもつ HMM の認

識性能を比較することで，SOINN-DP法の有効性を

示す．

音声データには，発話された英語文章及び英単語か

ら音素境界を用いてセグメントした音素データを用い，

これらの認識実験を行う．ここで HMMは音声認識の

分野における標準的手法であり，ストキャスティック

DP法も音声認識を目的として提案されている．した

がって，これらの手法と提案手法の性能を比較する上

で，音声から得られる時系列データを用いて比較実験

を行うことは重要である．このため本研究では動作認

識に関するタスクだけでなく，音声認識に関するタス

ク（音素認識実験）を行う．

以上をまとめて本研究では，性質の異なる 2 種類

の時系列データを用いて認識実験を行い，この結果を

HMM及びストキャスティック DP法と比較すること

で，提案手法の認識精度及び時系列データの学習性能

を検証する．

1. 2 関 連 研 究

提案手法と同様に，状態の出力確率分布をニューラ

ルネットワークで表現する手法は [14]～[16] で提案さ

れている．まず [14] では，HMMの出力確率にMLP

(Multi Layer Perceptron)の出力値を用いる手法が提

案されている．[16] では [14] のアーキテクチャと [15]

で提案された MLP の結合荷重 w の学習法の利点を

統合した hybrid HMM/ANN system が提案されて

いる．この研究では，MLPの結合荷重 wの学習法と

して，Soft-Weight-sharing MLと呼ばれる最ゆう法，
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ベイズ基準の学習法，事後確率最大化基準の学習法，

の三つの学習法が提案されている．連続発話された数

字を用いた自動音声認識実験の結果，三つの学習法の

うちいずれを用いた場合にも，[14] の手法及び連続型

HMMの認識精度を上回った．

hybrid HMM/ANN systemでは各状態の出力確率

分布の表現にMLPを用いたのに対し，本研究では各

状態の出力確率分布の表現及び近似に SOINNを用い

る．SOINNを用いた場合，データ分布は自己組織的

にクラスタリングされ，適切な数のクラスで近似さ

れる．クラスタリングされた後の各クラスの分布は，

Parzen の窓関数で近似される．この結果，状態の出

力確率分布は SOINNの学習結果から得られる，クラ

ス数個の Parzen の窓関数で近似されることとなる．

ここで SOINNにおけるクラス数は出力確率分布の

近似性能に影響を与える値であり，連続型 HMM に

おける各状態の混合正規分布の混合数，HMM/ANN

hybridにおけるMLPの中間層の層数及びユニット数

と同じ働きをもつパラメータと考えられる．提案手法

では SOINNを用いることで，このクラス数（Parzen

の窓関数の数）を自動的に決定可能であるが，連続型

HMMや [16]の手法では上記のパラメータを，認識対

象によってあらかじめ設定しておく必要がある．

2. 提 案 手 法

SOINN-DP法では，DP マッチングと SOINN を

用いて各クラスのモデル（以下ではテンプレートモデ

ルと呼ぶ）を構成する．まず 2. 1 で DP マッチング

の理論を，また 2. 2 で SOINN の理論を説明した後

に，2. 3で SOINN-DP法のアルゴリズムの詳細を述

べる．本章では入力される一つのベクトルをサンプル

と呼称し，入力されるサンプルの集合を入力データと

呼称する．また時系列データに関しては各フレームの

ベクトルをサンプルと呼称し，時系列データそのもの

を指し示す場合はデータと呼称する（例：訓練データ，

テストデータ，標準データ）．

2. 1 DPマッチング

ここではフレーム数 I の時系列データ X =

{x1, x2, · · · , xi, · · · , xI}とフレーム数 Jの時系列デー

タ Y = {y1, y2, · · · , yj , · · · , yJ}の DPマッチングを

考え，この二つの時系列データの累積距離を算出する．

ここで i，j はそれぞれ時系列データX，Y のフレー

ム番号を示す．また本論文では時系列データX の各

フレームの特徴ベクトル xi を，iフレーム目のサンプ

ルと呼称する．

本研究では，時系列データX と時系列データ Y の

累積距離D(X , Y )の算出に，以下のような対称型漸

化式を用いた．

初期条件 (i = 1，j = 1)：g(1, 1) = d(1, 1)

漸化式 (i > 1，j > 1)：

g(i, j) = min

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

g(i, j − 1) + d(i, j)

g(i − 1, j − 1) + 2d(i, j)

g(i − 1, j) + d(i, j)

⎫⎪⎪⎬
⎪⎪⎭ (1)

上記の漸化式を用いて，累積距離D(X ,Y )は次式と

なる．

D(X , Y ) =
g(I, J)

I + J
(2)

上述のように，DPマッチングでは累積距離に現時点

の局所距離を累積する演算を漸化的に繰り返すこと

で累積距離 D(X , Y ) が求まる．また DP マッチン

グでは X の第 i フレーム目のサンプル xi と Y の

第 j フレーム目のサンプル yj との最適な対応付け

j = wi (i = 1, 2, · · · , I)も得られる．

2. 2 SOINN

本節では，提案手法の基礎となる SOINN [13]の概

要について述べる．SOINNは Growing Neural Gas

(GNG) [17] を拡張した自己増殖型ニューラルネット

ワークと呼ばれる教師なし追加学習手法である．

2. 2. 1 学習アルゴリズム

SOINNの主な働きは，オンラインで入力されるサ

ンプル集合に対し，ノードを徐々に増殖させ，各ノー

ド間の隣接関係をエッジを用いて構成し，そのサン

プル集合の分布を近似することである．SOINNでは

ノードの位置の更新及びエッジの挿入・削除を必要に

応じて行うことで，入力データの分布を適応的に近似

する．入力データの分布を近似するために，入力に対

してノードの挿入とノードの位置ベクトルの更新処理

が行われる．ノードの挿入は，近似されていない領域

への入力に対して実行される．挿入の必要性の判断は，

既存のネットワークの各ノードがもつ類似しきい値 T

に基づいて行う．ノード挿入の例を図 1 に示す．入力

サンプルと勝者ノード及び第 2勝者ノードとの距離が

それらのノードの類似しきい値 T を超える場合，入力

サンプルは新たなクラスタに属すると判断する．その

際，入力サンプルを新ノードとしてネットワークに挿

入する．ここで勝者ノードとは入力サンプルの最近傍
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図 1 ノードの挿入処理（入力サンプル ξ と勝者ノード
s1 及び第 2 勝者ノード s2 との距離が類似しきい値
Ts1，Ts2 より大きい場合（左），入力 ξ を新たな
ノードとして挿入する（右）．新ノードの類似しき
い値 Tξ は勝者ノードとの距離で表される．）
Fig. 1 Between-class insertion process.

図 2 SOINN のアルゴリズムのフローチャート
Fig. 2 Flowchart of SOINN’s algorithm.

ノードを意味し，第 2勝者ノードとは，入力サンプル

の第 2近傍ノードを意味する．

入力の分布を近似するため，入力に対してノードの

位置ベクトルの更新処理（後述）が行われる場合があ

る．そのため，ノード i の位置は随時変化するので，

類似しきい値 Ti の値もそれに伴い変化させる．類似

しきい値 Ti の算出方法をアルゴリズム 2.1に示す．以

下で，Wi はノード iの位置ベクトルを表す．

アルゴリズム 2.1: 類似しきい値 T の計算方法

（ 1） ノード i の類似しきい値を，ノードの生成

（挿入）時に +∞に初期化する．
（ 2） ノード iが勝者ノードまたは第 2勝者ノード

である場合，Ti を更新する．
• ノード i に隣接ノード（ノード i とエッジで

つながれたノード）が存在する場合，Ti をノード

i から最も遠い隣接ノードとの距離値に更新する

（Ti = maxc∈Ni ‖Wi − Wc‖，ただし Ni は，ノード i

の隣接ノード集合を表す）．
• ノード iに隣接ノードが存在しない場合，Ti を

ノード iから最も近い他のノードとの距離値に更新す

る（Ti = minc∈A\{i} ‖Wi − Wc‖，ただしAは全ノー

ド集合を表す）．

上記のノードの挿入処理のほかに，SOINN では

エッジの削除過程において，加齢処理 (edge aging

scheme [18])が用いられる．各エッジは「年齢」とい

う 0以上の整数値を保持している．具体的には各入力

に対して，勝者ノードに連結するすべてのエッジの年

齢を加齢し，その一方で勝者ノードと第 2勝者ノード

の間のエッジの年齢を 0に更新する．そして，事前定

義するしきい値 ad を超える年齢になったエッジを削

除する．ノードの移動によって不適切となったエッジ

は，隣接関係が成り立たないため，エッジの年齢が 0

に更新されずに削除される．

上記の処理を踏まえ，SOINNの処理手順をアルゴ

リズム 2.2 に示す．ここで，アルゴリズムの各ステッ

プはフローチャート（図 2）の各サンプルの番号に対

応している．

アルゴリズム 2.2: SOINNの処理手順

（ 1） ノード集合 Aを，学習サンプル群からランダ

ムに選択した二つのノード (A = {c1, c2})に初期設定
する．また初期設定時に，エッジ集合 C (C ⊂ A×A)

は空集合とする．

（ 2） ξ ∈ Rnを入力サンプルとする．RnはSOINN

に入力される全サンプル集合とする

（ 3） 入力サンプルに対する勝者ノード (winner)

s1 と第 2勝者ノード (second winner) s2 を以下の式

に従い決定する．

s1 = arg min
c∈A

‖ξ − Wc‖ (3)

s2 = arg min
c∈A\{s1}

‖ξ − Wc‖ (4)

入力サンプル ξとノード（s1または s2）との距離が

類似しきい値（Ts1 または Ts2）より大きい場合，入

力サンプルを新ノードとして A に追加する．その後，

新しい入力サンプルの学習のためにステップ（ 2）に

戻る．類似しきい値 T はアルゴリズム 2.1により算出

される．

（ 4） s1 と s2 との間のエッジが存在しなければ，
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新たに作成して C に追加する．存在する場合は該当す

るエッジの年齢を 0にリセットする．

（ 5） s1 につながるすべてのエッジの年齢を加算

する．

（ 6） 勝者ノードと勝者ノードに隣接するノードの

位置ベクトルを，以下の式を用いて更新する．ただし，

係数 ε1 及び ε2 を，ε1(t) = 1/t，ε2(t) = 1/100t，ま

た，tを該当ノードが勝者ノードに選択された回数，と

定義する．

ΔWs1 = ε1(t)(ξ − Ws1) (5)

ΔWi = ε2(t)(ξ − Wi) (∀i ∈ Ns1) (6)

（ 7） しきい値 ad を超える年齢のエッジを削除す

る．その結果，隣接関係をもたないノードが現れた場

合は，該当するノードを削除する．

（ 8） 入力サンプル数が λの倍数となった場合，隣

接ノードが存在しない孤立したノードを削除する．こ

の操作を行うことで，入力サンプルの外れ値によって

挿入されたノードを削除する．[13] では，ノードの削

除と同時に低密度領域へのノード挿入を行っている．

本研究では低密度領域へのノード挿入は SOINNの学

習性能にそれほど関与しないことを確認したため，こ

の操作は行わず，ノード削除のみを行った．

（ 9） 学習が十分に行われるまで，ステップ（ 2）

に戻り学習を繰り返す．図 2 の (9)において LT は学

習の終了する回数を示す．すなわち LT 回学習 ((1)～

(9))を繰り返した後に学習を終了する．学習終了時点

で特徴空間上に存在するノード集合 Aの中で，エッジ

によりつながっているノード集合が一つのクラスに対

応する．

アルゴリズム 2.2 では，二つのパラメータ (ad，λ)

の設定が必要である．まず λはノイズとおぼしきノー

ドを削除する周期である．λを小さな値に設定すると

頻繁にノードの削除が行われるが，極端に小さくする

と実際はノイズではないノードを誤って削除してしま

う．逆に λ を極端に大きな値に設定するとノイズの

影響で挿入されたノードを適切に取り除くことができ

ない．

次に adはノイズなどの影響で誤って挿入されたエッ

ジを削除するために用いられる．ad を小さな値に設

定するとエッジが削除されやすくなりノイズによる影

響を防ぐことができるが，極端に小さくすると頻繁に

エッジが削除され学習結果が不安定になる．逆に ad

を極端に大きな値に設定すると，ノイズの影響で挿入

されたエッジを適切に取り除くことができない．

以上の特性を考慮して，パラメータ (ad，λ)の設定

を行う必要がある．本論文の実験で用いるパラメータ

の決定方法は 3. 2で述べる．

2. 2. 2 SOINNの学習機能の検証

ここで SOINNの機能を検証するために行った，人

工データセットを用いた実験を示す．この実験では，

図 3 に示す二次元の人工データから 1点ずつサンプル

をオンラインで入力した場合の SOINNの挙動を検証

した．データセットは二つのガウス分布，二つの同心

円，及び Sin曲線の合計五つのクラスによって構成さ

れている．また，実世界の環境を想定して，五つのク

ラスから生起するデータに 10%の一様ノイズが加えら

れている．このデータセットをオンラインで追加的に

入力し，SOINNに教師なし分類を行わせた．

この入力データが SOINNによって分類された後の

出力結果を図 4 に示す．図 4 より入力データに含まれ

るノイズは削除され，入力データのクラスタ数とその

分布が正しく近似されていることが分かる．SOINN

のアルゴリズムの詳細については [13] に記載されて

いる．

図 3 ノイズを含む二次元の入力データ
Fig. 3 2D artificial data set with noize pollution.

図 4 SOINN によるクラスタリング結果
Fig. 4 Result of clustering.

1046



論文／自己増殖型ニューラルネットワークを用いた時系列データの学習・認識

2. 2. 3 SOINN-DP法における SOINNの役割

SOINN-DP法では各状態の出力分布を推定するため

に SOINNを用いる．また一つの状態が一つの SOINN

に対応している．各状態に分配されたデータ（サン

プル集合）を入力として SOINNにより学習が行われ

た後，SOINNから入力データの分布は複数のクラス

（ノードとエッジの集合）として出力される．この複数

のノードとエッジの集合から出力分布を推定する．こ

こで各状態へのデータの分配方法及び出力分布の推定

方法については 2. 3で述べる．

2. 3 SOINN-DP 法

SOINN-DP法は，訓練データ間において DPマッ

チングを行うことでテンプレートモデルを作成する．

また，各クラスの訓練データから構成されたテンプ

レートモデルと入力データを DPマッチングすること

で，入力データの認識を行う．

2. 3. 1 テンプレートモデルの作成

SOINN-DP法では以下の三つの STEPに従って時

系列データのテンプレートモデルが作成される．以下

では，クラス C に属する N 個の訓練データが与えら

れたとし，この N 個の訓練データからテンプレート

モデルを作成する手順を説明する．

［STEP 1：標準データの決定］

訓練データ群から，テンプレートモデルの中心となる

標準データを決定する．クラス C 内のある訓練データ
Pm と，クラス C 内の Pm 以外の訓練データ Pn と

の間で DPマッチングを行う．この操作を，クラス C
内の訓練データの全組合せで（総当りで）行う．DP

マッチングの結果から得られるデータ間同士の累積距

離の和を求め，最も累積距離の和が小さいデータを以

下の式で選択する．

m∗ = arg min
m

{
N∑

n=1

D(Pm , Pn)

}
({Pn , Pm}∈C)

(7)

式 (7) において arg は，各訓練データ間の累積距離

の和が最も小さい訓練データの番号m∗ を返す．クラ

ス C のm∗ 番目の訓練データを，テンプレートモデル

の中心となる標準データ P ∗ と決定する．ここで P ∗

のフレーム数 T ∗ をテンプレートモデルの時系列長と

する．

［STEP 2：データを各状態に分配］

標準データ P ∗ と，その他 N − 1 個の訓練データと

の間で DPマッチングを行った結果，その他の全訓練

データの時系列長は，標準データ P ∗ の時系列長に正

規化される．また標準データ P ∗ の各フレームのサン

プルと，その他N − 1個の訓練データの各フレームの

サンプルとの対応付けが得られる（2. 1 を参照）．こ

こで対応関係にあるサンプル群を各 SOINN空間（各

状態）に入力する．

標準データ P ∗ の第 j フレーム目のサンプルを p∗
j，

訓練データ Pn (n ∈ C)の第 iフレームのサンプルを

pn
i とし，この p∗

j と pn
i との最適な対応付け wn を以

下のように定義する．

i = wn
j (j = 1, 2, · · · , T ∗) (8)

式 (8)に従い，訓練データの iフレームのサンプルを

j フレームの状態（SOINN空間）に分配する．

上記の操作を，標準データとその他 N − 1 個の訓

練データとの間で行った後に，N − 1 個の最適経路

wn (n = 1, · · · , N − 1)が得られる．このN − 1個の

最適経路に従い，各状態に訓練データの各サンプルを

分配する．ここで j 番目の状態に分配されたサンプル

集合を Zj と定義する．

SOINN-DP法ではストキャスティック DP 法と同

様に，1フレームを 1状態に対応させているため，一

つの状態に分配されるサンプルは少量となる．ここで

分配されるデータが少量の場合，SOINNの学習性能

（分布を近似する機能）が低下する．そこで十分な学

習性能を得るためには，特徴量の次元数に相応のデー

タ量が必要である．

この問題に対し，ストキャスティック DP法では共

分散行列をある状態間で共有する手法がとられている．

この手法は，隣接する状態間のサンプル群は類似する，

つまり時刻の近い状態 j のサンプル集合と状態 j + L

のサンプル集合同士は空間的に近接しているという仮

定のもとに成り立っている．本研究でも SOINN-DP

法にこの仮定を用いることで，上記の問題を解決す

る．SOINN-DP法では，ある時間の範囲（状態間）に

分配されたサンプル集合を，一つの SOINNに入力す

る．具体的には，Zj から Zj+L−1 までのサンプル集

合を，j 番目の状態 (SOINN)に入力する．この j 番

目の SOINN 空間に入力するサンプル集合を Z∗
j と

定義し，以下で表す．

Z∗
j = {Zj ,Zj+1, · · · ,Zj+L−1} (9)

ここで Lは SOINN-DP法のパラメータであり，この

パラメータを Segment 数と定義する．このパラメー
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図 5 STEP 2. の処理過程（図 5 において Criterion

Dataは標準データを示し，Data1～3は訓練データ
を示す．また Data 及び Criterion Data の中の各
ブロックは各フレームのサンプルを示す．また各ブ
ロックにおいて同色の部分は，DPマッチング後の最
適経路における対応箇所を示す．ここで Criterion

Data（標準データ）の 1フレーム目のサンプル（黒
色）に対応したサンプルは，Data1 の 1，2 フレー
ム目のサンプル，Data2，3 の 1 フレーム目のサン
プルであり，これらのサンプル群が Z1 となる．黒
線は対応するサンプル群 (Z1) 同士を結ぶ線である．
黒破線は Z2 のサンプル群，黒点線は Z3 のサンプ
ル群同士を結ぶ線である．式 (9) より Z1 から ZL

までのデータ集合 Z∗
1 が，状態 1 の SOINN 空間

に入力される．）
Fig. 5 Process of STEP 2. (In DTW, optimal path

between criterion data and training data is

determined. Corresponding data in optimal

path are input to each SOINN.)

タの設定方法は 3. 2. 3 で述べる．またテンプレート

モデルの状態数は Segment数 Lと標準データの時系

列長 T ∗ を用いて，T ∗ − L − 1と決定される．

STEP 2.の処理過程を図 5 に示す．

［STEP 3：SOINNの学習］

各状態 j において，サンプル群 Z∗
j を SOINN空間に

入力する．ここで Z∗
j を入力する際，Z∗

j の各サン

プルを一つずつランダムに入力する．これは，SOINN

がオンライン学習用の手法であるため，このような入

力方法で行う．また Z∗
j は 2. 2 のアルゴリズム 2.2

の Rn に相当する．

サンプル集合が SOINN 空間に入力されると，

SOINN 空間ではノード及びエッジの挿入，削除が

繰り返され，最終的にノード集合 A が出力される

（SOINNによる学習過程は，2. 2を参照）．ノード集

合 Aの位置ベクトルWi から出力分布を推定する．

出力分布の推定方法は 2. 3. 2で述べる．また後の評

価実験で用いた SOINNのパラメータについては 3. 2

で述べる．

2. 3. 2 確率密度関数の推定

訓練データ群からテンプレートモデルが構成された

後，テンプレートモデルの各状態には SOINNにより

出力されたノード集合が存在する．このノード集合か

ら確率密度関数（状態の出力確率の分布）を推定する．

ここでノード集合の中で，同じクラスに属するノー

ド同士はエッジで連結されている．ノード集合の中で

一つのクラス（エッジで連結されたノード集合）を一

つの内部クラスと定義する．SOINN-DP法では 2種

類の確率密度関数を推定し，これらの確率密度関数か

ら 2種類のゆう度を算出する．2種類のゆう度をそれ

ぞれ大域的ゆう度，局所的ゆう度と定義する．

［大域的ゆう度の算出］

大域的ゆう度の算出には j 番目の状態 Sj の SOINN

内に存在する全ノードを用いる．まず SOINN 内に

存在する全ノードの位置ベクトル (W ) から多次元

正規分布の確率密度関数を推定する．確率密度関数

Pwhole(xi|Sj)を以下の式で表す．

Pwhole(xi |Sj) =
1

(2π)M/2|Σj |1/2

× exp

{
−1

2
(xi − µj)

tΣ−1
j (xi − µj)

}
(10)

式 (10)においてM はサンプル xi の次元数，µj は状

態 Sj の SOINN内に存在する全ノードの位置ベクトル

の平均，またΣj は共分散行列である．この二つのパラ

メータは最ゆう推定により算出される．Pwhole(xi|Sj)

から得られる対数ゆう度 log(Pwhole(xi|Sj)) を，大

域的ゆう度と定義する．ここでストキャスティック

DP法では Z（2. 3の STEP 2.を参照）の平均 µj を

算出する（方法 A）．一方 SOINN-DP法では Z∗ を

SOINNへ入力した後，学習結果として出力された全

ノードの位置ベクトルから µj を算出する（方法 B）．

SOINN-DP法では，後の予備実験 (3. 2. 1)において

方法 A より方法 B で平均 µj を算出した場合の方が

認識精度が良好であったため，µj の算出に方法 Bを

用いた．

［局所的ゆう度の算出］

局所的ゆう度は，SOINNによってクラスタリングさ

れた，複数の内部クラスの情報を用いて算出される．

図 6 において，class1～3 が内部クラスを示す．これ

らの各内部クラスの分布をノンパラメトリックの手法

である Parzen 窓 [19] を用いて推定する．Parzen 窓

の窓関数にはガウス核関数を用いた．ここで Parzen
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図 6 状態 Sj において SOINN から形成される 2 種類の
確率分布の様子（図左下より大域的ゆう度は SOINN

の全ノードから算出される．図右下より局所的ゆう
度は SOINN により構成された内部クラスから算出
される．ここで class1，2，3 は内部クラス Ujk を
表している．）

Fig. 6 Two kinds of probability distribution formed

with result of SOINN. (nodes and edges)

窓を用いた理由は，各内部クラスが保有するノード

数は少数の場合（最低で 2個）が多く，このような少

数データから多次元正規分布（特に共分散行列）を

推定することが困難なためである．SOINNの k 番目

の内部クラスを Ujk と定義し，Ujk から推定される

Pclass(xi|Ujk)は以下のように表される．

Pclass(xi|Ujk)

=
1

(2πh2
jk)M/2

exp

{
−|xi − xjk |2

2h2
jk

}
(11)

式 (11)でM はサンプル xi の次元数であり，xjk は

SOINN内の内部クラス Ujk に存在する全ノードの平

均位置ベクトルである．また hjk は核関数の領域の

大きさを示すパラメータであり，以下のように算出

した．

hjk =
1

Njk

Njk∑
l=1

|al − xjk | (12)

ここで alは内部クラス Ujk のノード lの位置ベクトル

を示し，Njk は内部クラス Ujk に含まれるノードの総

数を示す．この Pclass(xi |Ujk)から得られる対数ゆう

度 log(Pclass(xi|Ujk))を，局所的ゆう度と定義する．

最終的に，log(Pwhole(xi |Sj))，log(Pclass(xi |Ujk))

を用いて，状態 Sj に対する入力サンプル xi のゆう度

C(xi , Sj)は次式で示される．

C(xi , Sj) =
1

2

(
log

(
K∑
k

ωjkPclass(xi|Ujk)

)

+ log(Pwhole(xi |Sj))

)
(13)

式 (13)において，ωjk =
Njk

Nall
j

とした．ここでNall
j は

状態Sjの SOINN内に存在する全ノードの総数を示し，

K は状態 Sj の SOINN内の内部クラスの数を示す．

2. 3. 3 入力データの認識

SOINN-DP法は，各クラスの訓練データから作成

されたテンプレートモデルと入力データとを DPマッ

チングすることで，入力データがどのクラスに属する

かを認識する．

入力データの認識は次式に従って行う．

c∗ = arg max
c

E(IP , T Mc) (14)

式 (14) の右辺は，入力データ IP と最も累積一致度

E(IP , T Mc)の大きいテンプレートモデルのクラス

番号を出力する関数であり，この場合入力データ IP の

帰属クラスは c∗であると認識される．ここでDPマッ

チングで用いる漸化式及び累積一致度 E(IP , T Mc)

の算出方法は次項で述べる．

2. 3. 4 SOINN-DP法の漸化式

クラス cのテンプレートモデル TMc と入力データ

IP との DPマッチングには，式 (1)と同様の対称型

漸化式を用いる．SOINN-DP法に対称型漸化式を用

いた理由は，実データの認識実験において非対称型漸

化式を用いた場合より対称型漸化式を用いた場合の方

が認識精度が向上したためである．

SOINN-DP法で用いる対称型漸化式を以下に定義

する．

Q(i, j) = max

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

Q(i, j − 1) + C(xi, Sj)

Q(i − 1, j − 1) + 2C(xi , Sj)

Q(i − 1, j) + C(xi, Sj)

(15)

式 (15)においてC(xi, Sj)はテンプレートモデルTMc

の j 番目の状態 Sj に対する，入力データ IP の iフ

レーム目のベクトル xi のゆう度を示す．

SOINN-DP法では，このゆう度の和が最大になる

ように DPマッチングが行われる．DPマッチングの

結果，テンプレートモデル TMc と入力データ IP の

累積一致度 E(IP , T Mc)は次式で表される．
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E(IP , T Mc) =
Q(IIP , Jc)

IIP + Jc
(16)

式 (16)において IIP は入力データ IP の時系列長，Jc

はテンプレートモデル TMc の時系列長を表す．

3. 実 験

本章では，SOINN-DP法の学習機能，認識精度を

検証するために実データを用いた認識実験を行った．

SOINN-DP法の時系列データの汎用的学習機能を

評価するために，本研究では動画像から得られる動作

データと音素データの 2種類のデータセットを用いた．

3. 1 比 較 手 法

SOINN-DP法との比較手法には，HMM，ストキャ

スティック DP法を用いた．

3. 1. 1 HMM (Hidden Markov Model)

HMMはシンボル出力確率の計算方法によって，離

散型 HMMと連続分布型 HMM に分類される．ここ

で本研究では，音声認識・動作認識では連続分布型

HMMが多く用いられるため，比較手法には連続分布

型 HMMを用いた．

また HMMはトポロジー（状態の接続関係）によっ

て，ある状態からすべての状態に遷移できる全遷移

型（Ergodic）モデルや，状態遷移が一定方向に進む

left to right モデルなどに分類される．一般に音声認

識や動作認識の分野では，left to right モデルが多く

用いられるため，比較手法には left to rightモデルの

HMMを用いた．

HMM のパラメータ推定法には Baum-Welch アル

ゴリズムを用いた．また Baum-Welch アルゴリズム

のパラメータ推定精度を向上させるため，パラメータ

の初期値設定に Segmental K-means法を用いた．

3. 1. 2 ストキャスティック DP法

ストキャスティック DP法 [12]で用いられた漸化式

を次式に示す．

Q(i, j) = max

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Q(i − 2, j − 1) + log P (ai−1|j)
+ log P (ai|j) + log PDP1(j)

Q(i − 1, j − 1) + log P (ai|j)
+ log PDP2(j)

Q(i − 1, j − 2) + log P (ai|j)
+ log PDP3(j)

(17)

漸化式（式 (17)）は非対称型の漸化式を基盤に構成さ

れている．漸化式（式 (17)）における条件確率P (ai|j)
と状態遷移確率 PDP1,2,3(j)は [12] に記載された手法

で算出した．ここで条件確率 P (ai|j)は多次元正規分
布である．[12] では P (ai|j) の共分散行列に関しては
ある範囲で同じものを使っている．例えば 10 個の状

態で同じ共分散行列を用いる場合，状態 1～10に分配

されたデータすべてから一つの共分散行列 σを最ゆう

推定により算出し，状態 1～10の各状態で同じ σを用

いる（状態 11～20，21～30でも同じ操作を行う）．

3. 2 パラメータ設定

SOINNのパラメータ及び SOINN-DP法のパラメー

タを予備実験により設定した．

3. 2. 1 予備実験によるパラメータ設定

SOINN-DP法のパラメータを設定するために，孤

立単語を用いた予備実験を行った．実験には，男性話

者 3人により 50回ずつ 5単語を発話したデータ（1単

語につき 150個，計 750個）を用いた．単語は「こん

ばんは」，「こんにちは」，「またあした」，「おはよう」，

「さようなら」の 5 単語である．音声特徴量には，後

の本実験と同様の特徴量（3. 3. 2 を参照）を用いた．

一クラスにつき訓練データを 50，テストデータを 100

として，テストデータと訓練データを交換しながら計

20 回のクロスバリデーション実験を行った．20 回の

クロスバリデーション実験から各実験でテストデータ

に対する認識率を求め，その平均値を求めた．この平

均認識率が最大となったパラメータを，後の音素認識

実験及び動作認識実験に用いた．

3. 2. 2 SOINNのパラメータ

SOINN を用いて学習する際，二つのパラメータ

(ad，λ)の設定が必要となる．ここで学習回数 LT は

Baum-Welchアルゴリズムの再推定の繰返し回数と同

様のパラメータであり，十分な学習回数 LT を設定す

る必要がある．予備実験の結果，SOINNの学習回数

を LT = 30000 に設定し λ = 10000 と設定した．す

なわち学習中に 3回のノイズとおぼしきノードの削除

を行った．

次に SOINN-DP 法では，一つの状態に分配され

るサンプルが少数であるため，ad を小さくすると学

習結果が不安定であった．したがって，本研究では

ad = 10000と設定した．すなわち学習中に 3回のエッ

ジの削除を行った．

3. 2. 3 SOINN-DP法のパラメータ

式 (9)のセグメント数 Lの設定方法を説明する．L

を大きくした場合，各状態の SOINNへの入力データ
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が多くなるため，SOINNの学習精度が向上すると考

えられる．しかし L を極端に大きい値に設定すると，

時系列的に離れたデータを一つの状態に入力すること

になり，時系列を無視することになる．この結果，過

渡的な時系列データの特徴をモデル化できず，テスト

データに対する認識率の低下を招く．逆に Lを極端に

小さい値に設定すると，SOINNのネットワーク（ノー

ドとエッジの集合）が構築されない．ノード数が少数

の場合，式 (10) における共分散行列 Σを求めること

が困難となる．したがって式 (10) における共分散行

列 Σ を求めることが可能なサンプル数を一つの状態

(SOINN)に入力すべきである．[12]では，特徴量の次

元数 pに対して，少なくとも p× 4～5倍以上のサンプ

ル数が必要であり，p2個以上が望ましいとされている．

ここで訓練データ N 個をモデルの学習に用いた場

合，各状態に分配されるサンプル数を平均N 個と仮定

する．この場合，一つの SOINNに入力されるサンプ

ル集合 Z∗
i のサンプル数 N × Lは以下で定義する．

（訓練データ数 N）×（セグメント数 L）≥ 4p～p2

したがってセグメント数 Lは以下の範囲となる．

L ≥ 4p

N
～

p2

N
(18)

予備実験を通して，上記の範囲内における最適なセグ

メント数を L ≥ 6p
N
を満たす最小の値と決定した．こ

こでセグメント数 L はストキャスティック DP 法の

共分散行列を共有する範囲に対応すると考えられる．

ストキャスティック DP法を用いて同様の予備実験を

行ったところ，ストキャスティック DP法で最大の認

識率が得られる共分散行列を共有する範囲は，セグメ

ント数 Lと等しいことを確認した．これより後の本実

験において，ストキャスティック DP法の共分散行列

を共有する範囲は Lとした．

このセグメント数 L の SOINN-DP法への寄与を

4. 2で考察する．

3. 3 音素認識実験

英語音素を対象とした認識実験を行った．

3. 3. 1 音素データ

本実験では特定話者認識タスクを行う．実験に用い

たデータベースは以下の 2種類であり，これらの詳細

は表 1 に示す．

（ 1） KED TIMIT [20]

• 1 回の実験に用いる 1 クラス当りのデータ数は

(訓練データ,テストデータ) = (40, 60), (80, 20)

表 1 音素認識実験に用いたタスク
Table 1 Task of phone classification experiment.

タスク： 特定話者認識
データ (1)： KED TIMIT データベース
認識対象： 英語文章からセグメントした音素：39 クラス

(aa,ae,ah,ao,ax,ay,bcl,ch,dcl,dh,dx,eh,er,ey,

f,gcl,h,ih,iy,jh,k,kcl,l,m,n,ng,ow,p,pcl,r,s,sh,

t,tcl,uw,v,w,y,z)

話者： 男性 1 名
サンプル数： 計 3900サンプル（1クラスにつき 100サンプル）
データ (2)： Resource Management1 データベース
認識対象： 英単語からセグメントした音素：27 クラス

(aa,ae,ax,ay,b,ch,d,eh,el,

ey,f,iy,jh,k,l,m,n,ow,p,r,s,sil,t,uw,v,w,y)

話者： 男性 2 名 (BEF03，DTB03)，
女性 2 名 (CMR02，DAS12)

サンプル数： 計 3240 サンプル（1 クラスにつき 120 サンプル
（4 人× 30 サンプル））

とした．

• 訓練データとテストデータを入れ換え，10回のク

ロスバリデーション実験を行った．

（ 2） Resource Management1 [21]

• 男性話者 2名 (BEF03，DTB03)，女性話者 2名

(CMR02，DAS12)の計 4人によって発話された

英単語データを，音素境界でセグメントし，音素

データを収集した．

• 1回の実験に用いる 1クラス当りのデータ数は (訓

練データ,テストデータ) = (80, 40)とした．表 1

より，1クラス当りの 1人の話者のデータ数は 30

であるため，このうち 20データを訓練，10デー

タをテストに用いた．したがって 1回の実験で訓

練データ数は 20データ× 4人で 80，テストデー

タ数は 10データ× 4人で 40とする．この操作を

毎回の実験で行った．

• 訓練データとテストデータを入れ換え，10回のク

ロスバリデーション実験を行った．

3. 3. 2 音声からの特徴抽出

実験で用いた音声データの特徴抽出時のパラメータ，

及び特徴量は以下のとおりである．

• サンプリング周波数：16 kHz

• フレーム長：15 ms

• フレーム周期：5 ms

• 特徴量：12 次元 MFCC (Mel-Frequency Cep-

strum Coefficient) 特徴量，対数パワー，12 次

元 ΔMFCC 特徴量，Δ 対数パワー，12 次元

ΔΔMFCC 特徴量，ΔΔ 対数パワーからなる計

39次元の特徴量

実験で用いた SOINN-DP法のパラメータについてセ
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グメント数 Lは式 (18)より，訓練データ 40個の場合

L = 6，訓練データ 80個の場合 L = 3と決定した．

HMM の各状態の出力確率は全共分散行列をもつ

混合正規分布とした．ここで，最大の認識率を得る

HMMの最適なパラメータ（状態数及び混合正規分布

の混合数）を探索する必要がある．このため，それら

のパラメータを変化させながら実験を行い，最適なパ

ラメータを探索し，そのパラメータを用いた場合の認

識率を求め，これを HMMによる認識率とした．

次にストキャスティック DP法については，非対称

型漸化式（式 (17)）を用いる場合以外に，対称型漸化

式を用いた場合の実験も行った．これは対称型漸化式

を用いている SOINN-DP法との比較を行うためであ

る．対称型漸化式には式 (15)におけるC()を P (ai|j)
に交換した式を用いた．共分散行列を共有する範囲は，

SOINN-DP法のセグメント数 Lと同様に訓練データ

40個の場合 6状態の間，訓練データ 80個の場合 3状

態の間とした．

3. 3. 3 音素認識実験の結果

10 回のクロスバリデーション実験の結果から得ら

れたテストデータに対する平均認識率を表 2 に示す．

表 2 において 1段目は KED TIMITデータベースで

訓練データ数 40の場合の平均認識率，2段目は KED

TIMIT データベースで訓練データ数 80 の場合の平

均認識率，3 段目は Resource Management1 データ

ベースで訓練データ数 80 の場合の平均認識率をそれ

ぞれ示す．「SO-DP」は SOINN-DP法，「ST-DP(1)」

は非対称型漸化式を用いたストキャスティック DP法，

「ST-DP(2)」は対称型漸化式を用いたストキャスティッ

クDP法をそれぞれ示す．HMMの認識率の下の ()内

表 2 音素実験におけるテストデータに対する認識率 [%]

（表は 10 回のクロスバリデーション実験の結果か
ら得られたテストデータに対する平均認識率を示し
ている．k-TIMIT は KED TIMIT データベース
を示し，RM1 は Resource Management1 データ
ベースを示す．また TD40 は訓練データ数が 40 の
場合，TD80 は訓練データ数が 80 の場合をそれぞ
れ示している．）

Table 2 Classification rate in phone classification

task [%].

SO-DP ST-DP(1) ST-DP(2) HMM

k-TIMIT 56.36 30.81 51.71 47.69

TD40 [%] (5S, 2M)

k-TIMIT 62.55 33.83 55.46 51.90

TD80 [%] (5S, 4M)

RM1 71.85 47.52 68.55 63.49

TD80 [%] (3S, 3M)

は，最大の認識率を得たときのパラメータ（S：状態

数，M：混合数）を示す．表 2 より，いずれのタスクに

おいても SOINN-DP法の平均認識率は，ストキャス

ティック DP法，HMMのそれに比べ，良好であった．

HMMを用いた実験については，比較のため状態数

を 1 個から 13 個まで変動させ実験を行った結果，状

態数 3～7の付近において認識率が最大となったため，

状態数 3～7 が本実験で使用した音素データに対する

最適状態数であると推定した．

そこで状態数 3～7において，各状態に割り当てられ

ている出力確率を混合連続確率分布に変更し，混合数

を変化させ実験を行った．実験の結果，KED TIMIT

データベースで訓練データ 40 個の場合，5 状態 2 混

合，KED TIMITデータベースで訓練データ 80個の

場合，5 状態 4 混合，また Resource Management1

データベースで訓練データ 80個の場合，3状態 3混合

において認識率が最大となった．またストキャスティッ

ク DP法については，[12] で提案された非対称型漸化

式を用いるより，対称型漸化式を用いた認識結果の方

が良好であった．これは，対称型漸化式を用いる方が

時系列の伸縮を吸収しやすいためと考えられる．

以上をまとめて音素認識実験の結果，SOINN-DP

法では，ストキャスティック DP法，HMMで得られ

る最大の認識率より，良好な認識率を得られることを

示した．

3. 4 動作認識実験

本節では，動画像から得られる動作を対象とする認

識実験を行った．実験には単眼カメラから直接とらえ

た人間による 7種類の全身運動（動作）を用いた．実

験に用いた 7 種類の動作の内容を図 7 に示す．動画

のフレーム率は 29 フレーム毎秒とし，各動作の時間

長は最小で 110 フレーム，最大で 440 フレームであ

図 7 実験に用いた動画像例（実験で用いた動作 M1～M7

の様子を示す）
Fig. 7 Examples of moving images used for

experiments.
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る．入力データには個人差を含み，動作の各部分にお

いて伸縮性も含まれている．また「反時計回りに四角

形を描く動作 (M1)」と「反時計回りに円を描く動作

(M6)」及び M2 と M7 は類似しており，これらの動

作の識別・認識には，得られる時系列データの変化量

を詳細にモデル化する必要がある．上記の動作を用い

て認識実験を行うことで，SOINN-DP法のモデル化

の性能を評価する．

3. 4. 1 動画像からの特徴抽出

本研究では，位置不変特徴である局所自己相関特

徴 [22] を学習に用いて，動的特徴を抽出した．

［Step1.］ まずフレーム間差分画像を算出する．次に

差分画像の RGB値を輝度値に変換し，輝度値にしき

い値を設定して，2値化する．

［Step2.］ 差分画像間において，時間方向の自己相関

特徴 [22] を抽出する．自己相関特徴の算出には 3 × 3

サイズ（計 9次元）のマスクを用いた．ここで自己相

関特徴は各フレーム間の時系列方向のみ抽出した．中

央のマスクの値を除いて，各フレームで計 8次元の入

力ベクトルを得る．

各フレーム間において，自己相関特徴を抽出した．入

力ベクトルは 3 × 3サイズ（計 9次元）のマスクの値

を用いた．ただしマスクの中央位置のマスクの値には，

「動き」の方向性特徴が現れないため，この値を除い

た．結果的に各フレームで計 8次元の入力ベクトルが

得られた．

3. 4. 2 実 験 条 件

実験条件の詳細を表 3 に示す．表 1 のデータセット

について，（訓練データ 15・テストデータ 10）の場合，

3人が行った 5回の動作データを訓練データに，別の

2人が行った 5回の動作データをテストデータに用い

る．また（訓練データ 20・テストデータ 5）の場合，4

人が行った 5回の動作データを訓練データに，別の 1

人が行った 5回の動作データをテストデータに用いる．

表 1 の評価方法について，（訓練データ 15・テスト

データ 10）の場合，5人から 3人（または 2人）を選

ぶ組合せで 10回，（訓練データ 20・テストデータ 5）

の場合，5人から 4人（または 1人）を選ぶ組合せで

5回のクロスバリデーション実験を行った．

SOINN-DP法のパラメータには音素認識実験と同

じものを用いた．ただしセグメント数 Lは式 (18)よ

り訓練データ 10個，入力次元 8なので L = 5とした．

HMMの各状態の出力確率は全共分散行列をもつ多

次元正規分布とした．ここで音素認識実験と同様に，

表 3 動作認識実験の条件
Table 3 Condition of motion classification

experiment.

撮影条件： 複数の室内環境において，単眼カメラを用いて
撮影

認識対象： 7 種類（クラス）の動作（全身運動）（図 7）
（「反時計回りに四角形を描く動作 (M1)」，
「時計回りに四角形を描く動作 (M2)」，
「上下 2 往復の屈伸運動 (M3)」，
「左右 2 往復の移動 (M4)」，
「座った状態から体を斜めに開く動作 (M5)」，
「反時計回りに円を描く動作 (M6)」，
「時計回りに円を描く動作 (M7)」）

被験者の数： 5 人
データ数： 1人が各動作を 5回ずつ行い，各動作につき 25

データ（5 人× 5 回）を収集した．7 クラスの
合計データ数は 175（7 クラス × 25 データ）

データ
セット：

1 回の実験に用いる 1 クラス当りのデー
タ数 (訓練データ数,テストデータ数) =

(15, 10), (20, 5)

評価方法： 訓練データとテストデータを入れ換えながら，
クロスバリデーション実験

特徴量： 局所自己相関特徴計 8 次元

表 4 動作実験におけるテストデータに対する認識率 [%]

（表は 100 回のクロスバリデーション実験の結果か
ら得られたテストデータに対する平均認識率を示し
ている．TD15は訓練データ数が 15の場合，TD20

は訓練データ数が 20の場合をそれぞれ示している．）
Table 4 Correct classification rate in motion classi-

fication task [%] (SOINN-DP was compared

to stochastic DP and HMM).

Method SOINN-DP ST-DP(1) ST-DP(2) HMM

TD15 [%] 97.29 92.14 94.14 89.86(S9)

TD20 [%] 98.29 97.14 97.71 90.29(S10)

状態数を変化させながら実験を行い最適なパラメータ

を探索し，そのパラメータを用いた上での認識率を求

めた．

またストキャスティック DP法については非対称型

漸化式（式 (17)）を用いる場合以外に，対称型漸化式

を用いた場合の実験も行った．ストキャスティックDP

法の，共分散行列を共有する範囲は 5状態の間とした．

3. 4. 3 動作認識実験の結果

実験結果として得られた認識率を表 4に示す．HMM

の認識率の右の ()内は，最大の認識率を得たときのパ

ラメータ（S：状態数）を示す．表 4 から，訓練デー

タ 15の場合 (TD15)も訓練データ 20の場合 (TD20)

も SOINN-DP法の認識率は，比較手法の認識率に比

べ良好であることを示した．

HMMを用いた実験において，比較のため状態数を

1から 15 まで変動させ実験を行った結果，状態数 11

において認識率が最大となった．
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ストキャスティック DP法について，音素認識実験

と同様に，[12] で提案された非対称型漸化式を用いた

場合より，対称型漸化式を用いた場合の認識結果の方

が良好であった．

音素認識実験と同様に動作認識実験でも，SOINN-

DP法では，ストキャスティック DP法，HMM で得

られる最大の認識率より良好な認識率が得られた．

3. 5 実験から得られた知見

ストキャスティック DP法及び HMMとの比較実験

の結果から得られた知見をまとめる．

［ストキャスティック DP法との比較］

ストキャスティック DP法と SOINN-DP法の各タス

クでの認識率を比較した結果，SOINN-DP法はスト

キャスティック DP法よりも認識率の点で優れていた．

この結果から，状態を SOINNによって詳細に近似す

る SOINN-DP法はストキャスティック DP法よりも

時系列データの頑健なモデル化を行うことが可能であ

ることを示した．

［HMMとの比較］

SOINN-DP法では各状態の出力分布を SOINNによっ

て自動的に決定することが可能である．また状態数は

標準データの時系列数と決定されるため，状態数もあ

らかじめ設定する必要がない．一方，HMMで時系列

データを学習する際，状態数と状態の出力分布（混合

正規分布の場合，混合数）を事前に決める作業が必要

である．

このため実験ではHMMの状態数及び混合数を変化

させながら，認識率が最も高くなる場合を探索した．

この探索結果から得られた HMMの最大認識率より，

SOINN-DP法の認識率は良好であった．以上の結果

より，SOINN-DP法では事前に状態数及び出力分布

のパラメータを設定せずに，高い認識率が得られるこ

とが示された．

4. 考 察

本章では，提案した SOINN-DP法の性能に関する

考察及び SOINN-DP法に関する今後の課題について

議論する．

4. 1 自由パラメータ数の比較

本節では SOINN-DP法のパラメータ数と比較手法

（連続型 HMM，ストキャスティック DP 法）のパラ

メータ数を比較する．SOINN-DP法では，SOINNの

パラメータである (ad，λ)とセグメント数 Lの三つの

パラメータを設定する必要がある．また連続型 HMM

では，状態数及び状態の出力分布に用いる混合正規分

布の混合数の二つのパラメータを設定する必要がある．

またストキャスティック DP法では，共分散行列を共

有する範囲（SOINN-DP法におけるセグメント数 L

の機能と等しい）を設定する必要がある．したがって

SOINN-DP法のパラメータ数は一番多く，二つの比

較手法より設定すべきパラメータの数が多い．

ただし，SOINN-DP法では予備実験（本実験とは

異なるタスク）により SOINNのパラメータを決定し，

このパラメータを本実験で用いている．このため音素

データや動作データといった認識対象に応じて毎回パ

ラメータを設定する必要はない．これに対し，連続型

HMMでは認識対象に応じてパラメータを設定する必

要がある．また [12] で提案されたストキャスティック

DP法（実験における ST-DP(1)）については，パラ

メータ数が少ない点はメリットであるが，上記の実験

において十分な認識率は得られなかった．

4. 2 セグメント数 L と認識率の関係

SOINN-DP法のパラメータであるセグメント数 L

は，SOINN-DP法の認識性能に影響を与える．ここ

では，セグメント数が増えることによる認識精度への

影響について検証実験を行った．

この実験ではセグメント数 L の変化に対する，認

識率の変移を検証する．検証は，KED TIMIT デー

タベースを用いて，3. 3と同様の条件下で音素認識実

験を行った．1回の実験に用いる 1クラス当りの訓練

データ数は 40とした．またセグメント数を 1～10ま

で変化させて，それぞれのセグメント数を用いた場合

について計 10 回のクロスバリデーション実験を行っ

た．実験を行った結果を図 8 に示す．

図 8 から，セグメント数を L = 1 から増加させる

図 8 セグメント数と認識性能の関係
Fig. 8 Relation between number of segments and

classification rate.
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ごとに徐々に認識率が上昇し，L = 5 で最大認識率

(57.04%) を得た．更にセグメント数を増加させると

認識率は下降することが確認できる．

一方，予備実験の結果から求めたセグメント数は，

訓練データ 40個の場合には L = 6であった．図 8 よ

り，L = 6 の場合は全体で 3 番目に認識率が高いこ

とが分かる．この結果から，本論文で用いたセグメン

ト数の推定方法（3. 2. 3）が妥当であったことが示さ

れた．

4. 3 SOINNの認識性能への寄与

SOINN-DP法は，各状態の出力分布を SOINNに

よって詳細に近似する点で，ストキャスティック DP

法を拡張した手法となっている．このため本節では，

SOINN-DP法の認識性能に SOINNがどのように寄

与しているかを議論する．

ここではSOINNを用いて分布を近似しない手法を二

つ定義し，SOINN-DP法との比較を行った．SOINNの

学習結果を用いない手法と比較を行うことで，SOINN

の認識精度への寄与を検証した．SOINNの学習結果

を用いない比較手法には以下の二つの手法を用いた．

［手法：1］ サンプル群 Z∗
j を SOINN に入力せ

ず，Z∗
j から直接，最ゆう推定により多次元正

規分布 P (xi|Sj) を求めた．ゆう度 C(xi, Sj) =

log(P (xi|Sj)) とし，このゆう度 C(xi, Sj) を用いた

漸化式によって入力データの認識を行った．

［手法：2］ サンプル群 Z∗
i を SOINN に入力し，

SOINNの分類結果から Pwhole(xi |Sj) を求めた．た

だし SOINN のクラスタリング結果から得られる

Pclass(xi|Ujk) を入力データの認識に用いなかった．

これはゆう度 C(xi , Sj) を式 (19) で表し，α = 0 と

おくことに等しい．

C(xi, Sj) = α log

(
K∑
k

ωjkPclass(xi |Ujk)

)

+ (1 − α) log(Pwhole(xi |Sj)) (19)

ここで検証実験は KED TIMIT データベースを用い

て，3. 3と同様の条件下で行い，1回の実験に用いる 1

クラス当りの訓練データは 80個，セグメント数 L = 3

とした．α を 0～1.0 まで 0.05 ずつ変化させながら，

それぞれの αを用いた場合について計 10回のクロス

バリデーション実験を行った．

検証実験の結果から得られた，［手法 1］及び［手法

2］で得られた認識率と SOINN-DP法で得られた認

識率を表 5 に示す．SOINN-DP法の認識率は［手法

表 5 SOINN を用いない場合の認識率と SOINN-DP 法
で得られる認識率の比較

Table 5 Comparison between classification rate ob-

tained by SOINN-DP and classification

rate obtained by method that doesn’t use

SOINN.

SOINN を用いない手法 SOINN を用いた手法
Method ［手法 1］ ［手法 2］ SOINN-DP α = 0.45

[%] 58.41 58.86 62.55 63.22

図 9 α の変化に対する認識率の変化（α = 0.0 での認識
率が［手法 2］で得られた認識率である．α = 0.45

において認識率が最大 (63.22%) となる．）
Fig. 9 Changes of the classification rate when α is

changed.

1］，［手法 2］の認識率を約 4%上回っている．この結

果より，SOINNの学習結果として得られる内部クラ

スの情報を用いる SOINN-DP法がこの情報を用いな

い［手法 1］，［手法 2］に対して認識率の点で優位性が

あることが示された．ただし表より，［手法 1］と［手

法 2］で得られるテストデータに対する認識率はほと

んど等しい．この結果は SOINNの学習結果として得

られる内部クラスの情報を用いない限り，SOINNの

効果が見られないことを意味する．総じて，SOINN

の学習結果として得られる内部クラスの情報を用いる

ことで，認識率が向上することを確認した．

次に，αの変化に対して認識率がどのように変化し

ていくかを議論する．αの変化に対する認識率の変化

を図 9 に示す．

図 9 では，x 軸方向が α の値を示しており，y 軸

が各々の α に対応する認識率を示している．図 9 よ

り，認識率は α = 0.45 で最大となり，それ以上 αを

大きくすると認識率は低下する．最終的に α = 1.0で

認識率は最低の値となる．α = 1.0の状態とは式 (19)
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より，右辺の第 2 項のみでゆう度の算出を行うこと

に相当する．この場合，SOINNの学習結果として得

られる内部クラスの情報のみを用いてゆう度を計算

している．各内部クラスは核関数により近似されてい

るため，次元間の相関を多次元正規分布のようにモデ

ル化できない．このため各内部クラスによる情報のみ

を用いてゆう度を計算した場合，テストデータに対す

る認識率が低下したと考えられる．ただし表 5 の結

果からも分かるように，各内部クラスによる情報と大

域的情報（SOINNの全ノード）の両方を用いること

で認識率を向上させることができた．また図 9 より，

α = 0.45 で最大の認識率が得られている．これは α

をデータにフィッティングさせることによって，更に

SOINN-DP法の認識精度を向上させることが可能で

あることを示唆している．今後，データセット及び特

徴量に応じてこの重みパラメータ αを推定する手法を

検討する．

4. 4 SOINN-DP 法の計算量

入力データの認識に要する計算量は入力データの時

系列長とモデルの状態数に依存する．ここで同じ時系

列長の入力データの認識を行う場合，SOINN-DP法で

は多数の状態を保持するため少数の状態数を保持する

HMMより計算時間がかかる．この議論では，1状態の

出力確率の計算に要する時間が HMMと SOINN-DP

法で等しいと仮定した．

この問題への対処として，DPマッチングの際に要

する計算量を削減する方法が考えられる．この方法は

様々な研究で提案されている．[23]では，DPの漸化式

に整合窓を設けることで計算量の削減が見込まれると

されている．[24] では，解の最適性を保ったまま DP

マッチングの高速化を図る手法が提案されている．つ

まりこれらの手法を SOINN-DP法に取り入れること

で計算量の削減が見込める．

4. 5 SOINN-DP 法の拡張について

今後 SOINN-DP法を，実際の音声認識及び動作認

識のタスクに応用するための課題について議論する．

4. 5. 1 音声認識への応用

今後，特定話者認識だけでなく不特定話者認識にも

応用可能な手法として，SOINN-DP法を拡張する予

定である．これに際し，以下の 2 点を今後の課題と

する．

まず不特定話者認識に応用するためには未知の話者

に対しての認識精度を保障するため，多数の話者によ

る音声をモデル化する必要がある．このため個人差の

影響を受けた，クラス内分散が大きい時系列データ群

をモデル化する機能が不可欠である．この問題の解

決策として，従来手法であるマルチテンプレート DP

法 [25]の利用が考えられる．具体的には，SOINN-DP

法のテンプレートモデルを一つのクラスで複数用意す

ることで，クラス内分散が大きい時系列データ群のモ

デル化に対処する．SOINN-DP法においてマルチテ

ンプレート化を行う方法論の提案は今後の課題とする．

本実験では，比較手法の HMM には連続型 HMM

を用いた．実際の音声認識システムでは，異なるモデ

ル・状態間で混合正規分布のための正規分布を共有す

ることで，効率的なモデルを構成するタイドミクス

チャ形の HMMが用いられる．したがって今後，連続

型 HMMだけでなくタイドミクスチャ形の HMM [1]

との比較も行い，SOINN-DP法の音素のモデル化性

能を検証する予定である．

4. 5. 2 動作認識への応用

今後，ハンドジェスチャやヘッドジェスチャなどの

他の動作について SOINN-DP法を適用する予定であ

る．また SOINN-DP法は DPマッチングの拡張手法

と考えられるため，連続動作・連続音声認識の手法で

ある 2段階 DPマッチング [26]を適用することが可能

である．したがって，2段階 DPマッチングを用いて

連続動画像の認識（及び連続音声認識）への応用も検

討する．

5. む す び

本研究では，一つのフレームを一つの状態に対応さ

せ，各状態の出力分布を Self-Organizing Incremental

Neural Network (SOINN)によって近似することで，

時系列データを頑健にモデル化可能な SOINN-DP法

を提案した．SOINN-DP法はストキャスティック DP

法の拡張手法であり，各状態の出力分布を SOINNが

自動的に推定する点に特徴がある．

SOINN-DP法の有効性を検証するため，動画像か

ら得られる動作と音素を用いて認識実験を行った．実

験の結果，連続型 HMM及びストキャスティック DP

法より認識精度の点で提案手法の有効性を示した．今

後，4. 4で述べた計算量の問題を解決し，4. 5で述べ

た応用問題に SOINN-DP法を適用する．
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