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話者照合のための低周波および高周波成分情報を用いた
声の生体検知の提案 ∗
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はじめに

近年，銀行やスマートフォンなどで様々な生体
認証技術が使われるようになってきている．ま
た，声を用いた生体認証システムである話者照
合も実用化が進んでいる．しかしながら，登録話
者の声を録音・再生することで登録話者を詐称す
るなりすまし攻撃や，音声合成・声質変換といっ
た声を生成し再生するなりすまし攻撃により話
者照合の精度が低下してしまうことが重大な問
題となってきている [1]．特に録音・再生による
なりすまし攻撃は，専門的知識をもたない詐称
者でも簡単に詐称が行えてしまうため対策が急
務と言える．この問題に対して，これまでに様々
な音響的特徴量を用いた統計モデルによる対策
手法が提案されてきた [2–4]．しかし，音響的特
徴量を模倣する手法も考えられているため，よ
り根本的な解決策が必要となる．そこで，入力
音声が実際に人間が発声したものか否かを判別
する声の生体検知が提案されている [5]．同論文
で声の生体検知の実現手法として，入力音声に
ポップノイズが発生しているか否かを検出する
ポップノイズ検出法が提案されており，人間によ
る実発話と再生機器を用いた再生音声の判別に
おいて高い識別性能が得られることが報告され
ている．一方，なりすまし音声は再生時および録
音時にエイリアシング防止のためのフィルタリ
ング処理によって，ナイキスト周波数付近の高周
波数成分が減衰する傾向があることが報告され
ている [6–8]．そこで本研究ではこれまでのポッ
プノイズ検出法による判別に加え，入力音声に
おけるナイキスト周波数付近の高周波数成分の
有無による判別を行うことで，なりすまし攻撃
に対し頑健性が向上することを報告する．
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話者照合と声の生体検知の全体図

シングルポップノイズ検出法

ポップノイズには低周波数成分に突発的な強
いエネルギーを持つ性質があるため，シングル
ポップノイズ検出法ではそのエネルギーの急激
な変動を捉えることで検出を行う．具体的な手順
は以下の通りである．

1. 入力音声にフレーム処理を施し，フレーム
ごとに短時間フーリエ変換を行う．
2. 得られた振幅スペクトルの低周波領域のみ
の値の平均を求め低周波エネルギーとする．
3. 閾値を設定し，閾値以上の低周波エネルギー
を持つフレームをポップノイズとして検出
する．
4. 入力音声にポップノイズが検出された場合
は実発話として受理，検出されない場合は
なりすまし攻撃として棄却する．

ポップノイズを用いた声の生体検知

声の生体検知とは，入力音声が実際に人間が
発声したものなのか，スピーカー再生によるもの
∗
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なのかを判定するシステムである．図 1 に示す
ように話者照合と組み合わせて使用することで，
なりすまし攻撃による話者照合システムの精度
低下を防ぐことを主な目的としている．センサー
や機器を増やしシステムを煩雑化することなく，
声の生体検知で用いる入力音声をそのまま話者
照合システムにも使用できる状況を実現するた
めに，本研究では入力音声に含まれるポップノイ
ズに注目する．ここでポップノイズとは，人間が
マイクに向かって発声する際にマイク内部に呼
気などが入り込むことで起こるノイズを指す．

話者照合のための声の生体検知 [5]
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シングルポップノイズ検出法はマイク一つで実
現可能であり，導入コストが低く，また話者照合

Voice liveness detection using low and high frequency components for speaker verification.
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入力音声の詐称過程

高周波数成分を用いた声の生体検知
なりすまし攻撃における高周波数成分

話者照合の精度低下につながる再生音声に
よるなりすまし攻撃をより高い精度で検出する
ことが急務となってきている．実発話およびなり
すまし攻撃音声の収録過程について図示すると
図 2 のようになる．人間の発話においては A/D
変換が 1 回行われた後システムへの入力音声と
なるが，なりすまし攻撃の場合にはさらに，D/A
変換からスピーカーによる再生を経て再び A/D
変換が行われる．この過程において，エイリア
シングを避けるために低域通過フィルタ処理が
施されることにより，入力音声の高周波数成分
が実発話と比べて減衰することが報告されてい
る [6–8]．本稿では，収録音声のナイキスト周波
数付近の高周波数領域に着目し，実発話と再生
音声の高周波成分の違いを生体検知に用いるこ
とを考える．
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システムとの親和性も高いことが利点としてあ
げられる．
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実験フロー

ポップノイズ検出法との統合

なりすまし攻撃に対する声の生体検知の頑健
性向上のため，ポップノイズ検出法と高周波数成
分検出法を統合することを考える．図 3 に示す
ように，入力音声に対してポップノイズ検出を行
い，入力音声にポップノイズが含まれるか否かを
判定する．また，高周波数成分情報を用いる手
法 (AND) および手法 (OR) では，入力音声に対
して高周波数成分検出を行い，ナイキスト周波
数付近の高周波数成分情報が存在するか否かを
検出する．高周波数成分検出 (AND) では，ポッ
プノイズ検出において生体として受理されかつ
高周波数成分検出において生体として受理され
た入力音声のみを生体として受理する．高周波
数成分検出 (OR) では，ポップノイズ検出，また
は高周波数成分検出どちらかで生体として受理
された入力音声を生体として受理する．上記の
2 段階で構成される声の生体検知を行うことで，
なりすまし攻撃に対する話者照合の頑健性が向
上すると考えられる．なお，ポップノイズ検出と
高周波数成分検出はそれぞれ独立したシステム
であるため実行順序は問わない．

高周波数成分検出法

高周波数成分を用いて生体検知を行うために，
2.2 節で述べたポップノイズ検出法と同様の手法
でナイキスト周波数に近い周波数帯のパワーの変
動を検出することを考える．手順としては，ポッ
プノイズ検出法と同様で，音声をフレームに分
割し，各フレーム毎に短時間フーリエ変換を行
い周波数分解を行い，得られた振幅スペクトル
の高周波領域のみの値の平均を求める．この値
が各フレームにおける高周波成分のエネルギー
を表し，フレーム間のエネルギー変動が極大と
なる点を検出する．閾値を設定し，閾値以上のエ
ネルギーを持つ場合生体として受理する．
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4
4.1

評価実験
実験条件

ポップノイズ検出法および高周波数成分検出
法を用いた声の生体検知の性能を評価するため
に VLD [5]，AVspoof [9]，ASVspoof2017 [10]
という 3 つデータベースを用いて評価実験を行っ
た．各データベースの詳細は表 1 にまとめてあ
る．ポップノイズ検出法および高周波数成分検
出法の評価に使用する尺度は，以下に示す実発
話誤棄却率 (False Rejection Rate; FRR) と再生
音声誤受理率 (False Acceptance Rate; FAR) が
等しくなる点である等価エラー率 (Equal Error
Rate; EER) を用いた．また，ポップノイズ検出
法と高周波成分検出法の統合手法の評価尺度に

- 138 -

2018年3月

表1

各データベースの詳細
VLD データベース

表2

サンプリング周波数

48 kHz
量子化ビット数
24 bit
話者
女性 15 名
実発話：1500 文
サンプル数
再生音声：1500 文
マイク
AKG
再生機器
BOSE 111AD
AVspoof データベース
サンプリング周波数
16 kHz
量子化ビット数
16 bit
話者
男性 31 名
実発話：155 文
サンプル数
再生音声：155 文
マイク
話者照合用マイク
再生機器
高性能スピーカー
ASVspoof2017 データベース
サンプリング周波数
16 kHz
量子化ビット数
16 bit
話者
男性 19 名
実発話：2268 文
サンプル数
再生音声：285 文
BQ Aquaris M5
マイク
Samsung Galaxy 7s
Dell laptop speaker
再生機器
Dynaudio BM5A
VIFA M10MD-39-08
は FRR と FAR を用いた．

FRR =

FAR =

誤棄却された実発話サンプル数
全実発話サンプル数

(1)

誤受理された再生音声サンプル数
(2)
全再生音声サンプル数

本実験での比較手法の詳細は以下の通りであ
る (図 3)．

(従来法)： 入力音声にポップノイズが検出された
場合生体として受理．
(AND)： 入力音声がポップノイズ検出および高
周波数成分検出の両方で生体として判
定された場合のみ受理．
(OR)： 入力音声がポップノイズ検出または高
周波数成分検出の少なくとも一方で生
体と判定された場合に受理．
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各データベースにおける EER
EER [%]

DB
VLD
AVspoof
ASVspoof2017

ポップノイズ
検出

高周波数
成分検出

1.33
3.23
23.42

6.27
41.38
11.78

ポップノイズ検出および高周波数成分検出は
周波数分解能 5 Hz，分解窓幅 200 msec，窓シ
フト幅 25 msec の設定のもと行った．ポップノ
イズ検出に使用する周波数範囲は全データベー
ス共通して 0 から 40 Hz とした．高周波数成分
検出に使用する周波数範囲を VLD には 11 から
24 kHz，AVspoof，ASVspoof2017 には 7 から 8
kHz を使用した．上述の 3 つの比較手法において
ポップノイズ検出に用いる閾値については VLD，
AVspoof は実発話を全て受理する最小値とした．
ASVspoof2017 では，実発話を全て受理する閾値
が存在しないため，ポップノイズ検出法を用いた
際の EER となる閾値を用いた．高周波数成分検
出に用いる閾値は，全データベースで実発話を
全て受理する閾値の設定が困難であるため，実
発話受理率と再生音声受理率の差が最大となる
閾値を用いた．

4.2

実験結果

表 2 にデータベースごとのポップノイズ検出法
および高周波数成分検出法それぞれを用いた声の
生体検知実験における EER を示す．まずポップ
ノイズ検出法についてみると，ASVspoof2017 に
おける EER は他のデータベースと比べてかなり
悪くなっている．これは，ASVspoof2017 のデー
タがポップノイズを含むように収録されておらず，
また背景ノイズなどが強く乗っている収録環境が
あまり良くないデータベースであることが原因で
あった．しかし，VLD および AVspoof において
は低い EER となっており，ポップノイズ検出法
の有効性が確認できる．次に，高周波数成分検出
を用いた声の生体検知実験では，AVspoof におけ
る EER は他のデータベースに比べてかなり悪く
なっている．これは，AVspoof のなりすまし攻撃
音声の再生に高周波数領域の再現力が高い高性能
スピーカーを使用しているため，実発話となりす
まし攻撃音声の高周波数成分の差が小さいためで
あると考えられる．しかし，VLD および複数種の
再生機器を使用している ASVspoof2017 において
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表3
DB

VLD

AV
spoof
ASV
spoof
2017

各比較手法における FRR と FAR
手法
FRR [%] FAR [%]

(従来法)
(AND)
(OR)
(従来法)
(AND)
(OR)
（従来法）
(AND)
(OR)

0.00
1.53
0.00
0.00
59.35
0.00
24.03
26.68
0.35

対して頑健になることを確認できた．特にマイ
クや背景雑音などの収録条件を調整できる ATM
や建物の入出管理などに有効だと期待できる．

8.93
0.47
8.93
10.97
0.65
23.87
20.35
8.77
48.77

5

本稿では，ポップノイズ検出法と高周波数成分
検出法を統合した声の生体検知法を提案した．3
つの言語や収録環境の異なるデータベースを用
いた性能評価を行い，提案法の有効性を確認し
た．今後の課題として，高周波数領域における分
類手法の検討や統計モデルに手法などが挙げら
れる．

は低い EER となっている．特に ASVspoof2017
に関してはポップノイズ検出法よりも低い EER
となっており，収録条件に依存するものの高周波
数成分検出法の有効性が確認できる．
表 3 にデータベースごとの従来法と統合手法
の比較結果を示す．EER の時と異なり，ポップ
ノイズ検出法における閾値が実発話をなるべく
受理するように設定されている．まず VLD につ
いて見てみる．ポップノイズ検出のみの従来法
と高周波数成分検出と統合する AND の FAR を
比較すると数値が大幅に下がっていることがわ
かる．VLD については高周波数成分と統合した
AND の方が FRR をあまり上昇させずに FAR を
低下させることができているためシステムが頑
健になると期待できる．次に AVspoof について
見ると．従来法と統合手法である AND を比較す
ると FAR が大幅に改善されているものの，FRR
が非常に悪化している．表 2 で示した EER にお
いても AVspoof の高周波数成分検出法は非常に
悪く高周波数成分検出法が機能していないため
だと考えられる．一方，ASVspoof2017 において
は，ポップノイズ検出自体の精度が低いため従
来法の時点で FRR・FAR どちらも悪くなってい
る．しかし，統合手法 AND においては FRR が
多少悪化しているものの，FAR が大幅に改善し
ていることがわかる．なりすまし攻撃検出のコ
ンペティションである ASVspoof2017 の結果に
おいても，高周波数成分を利用した音響的特徴
量を用いたグループは高い性能を得られていた
ことからも，ASVspoof2017 は高周波数成分を判
定に用いるのに適したデータベースであったと
言える．
以上の結果より，収録環境に依存するものの
高周波数成分を用いた場合になりすまし攻撃に
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