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1 はじめに
入力話者の音声を他の言語の音声に翻訳する音声翻訳シス

テムにおいて，入力話者の話者性を出力音声に反映させるク
ロスリンガル話者適応の研究が行われている．クロスリンガ
ル話者適応ではこれまでに最尤線形回帰 (MLLR) [1]を用い
た状態マッピングに基づく手法 [2]が提案されている．しか
し，この手法では音響的特徴に含まれる話者性だけでなく，
言語性までも変換してしまうという問題があった．また，状
態のように短い時間単位では表現できない韻律的特徴をうま
く変換できないという問題もあった．そこで本稿ではバイリ
ンガルデータを用いた固有声法に基づくクロスリンガル話者
適応を提案する．これにより音響モデルにおける話者性と言
語性をモデル構造的に分離可能にするだけでなく，話者性に
含まれる韻律情報も適切に表現可能になると考えられる．

2 状態マッピングに基づくクロスリンガル話者適
応
状態マッピングに基づくクロスリンガル話者適応では，ま

ず入力話者の少量の音声データ OをもとにMLLRに基づき
入力言語の音響モデル λ(I) に対して次式により変換行列セッ
ト Λ̂を推定する．ただし，P (Λ)は変換行列セットの事前分
布を表している．

Λ̂ = arg max
Λ

P
(
O | λ(I),Λ

)
P (Λ) (1)

クロスリンガル話者適応では入力言語と出力言語が異なる
ため，推定した変換行列を出力言語の音響モデルにそのまま
適用することはできない．そのため，状態マッピングに基づく
手法では，入出力言語のそれぞれにおいて学習した平均声モ
デルと呼ばれる音響モデル間で，音響的に類似した状態をマッ
ピングする．状態マッピングの推定は，次式に示すように出
力言語の平均声モデルの状態G(O)

i に対して，KLD(Kullback-
Leibler Divergence)が最小になる入力言語の平均声モデルの
状態G(I)

f (i) を見つけることによって行われる．

f (i) = arg min
j

DKL

(
G(O)

i ,G
(I)
j

)
(2)

得られた状態マッピングの情報に基づき適応データから推
定された変換行列 Λ̂を出力言語の平均声モデルに適用するこ
とにより，異なる言語間での話者適応を行う．
しかし，この手法では音響モデルにおける話者性と言語性

を十分に分離できていないという問題があり，線形変換によ
り話者性のみでなく言語性まで変換していた．また，音響モ
デルの状態を単位として変換を行うため，韻律情報は原理的
に出力音声に反映できないという問題もあった．そのため，
合成した音声は出力言語としては不自然で音質も良くない音
声になっていた．

3 バイリンガルデータを用いた固有声法に基づく
クロスリンガル話者適応
状態マッピングに基づくクロスリンガル話者適応の問題点

を解決する手法として，本稿ではバイリンガルデータを用い
た固有声法に基づくクロスリンガル話者適応を提案する．バ
イリンガルデータを用いて学習した各言語の音響モデルは同
一の話者性を持ち，言語性のみが違いとして表れると考えら
れる．また，因子分析に基づく固有声法では，因子によって

話者性のみを取り出すことができる．そのため，バイリンガ
ルデータを用いて学習された音響モデルから話者性と言語性
を分離することが可能になる．さらに，提案法は短い時間単
位における変換ではないため，韻律的特徴も適切に変換でき
ると考えられる．
3.1 因子分析に基づく固有声法
固有声法において，因子分析を固有声モデルに組み込む手
法が提案されている [3]．この手法では，因子分析における因
子負荷行列が固有声法における固有声ベクトル (基底)に相当
すると考え，それらとノイズベクトルが HMMから出力され
ると仮定する．以下に因子分析に基づく固有声モデルにおけ
る観測系列の生成過程について述べる．話者 rの発話の観測
系列を o(r)とすると，観測系列の生成過程は次式で表される．

o(r) =WS(r) a(r) + nS(r) (3)

ここで a(r)は共通因子，S(r)は観測系列 o(r)に対応するHMM
の状態パスである．このモデルでは，因子負荷行列WS(r) と
ノイズベクトル nS(r) はHMMの状態遷移に依存するため，可
変長の発話を直接モデル化できる．また，共通因子は全ての
発話に対して依存関係を持っているため，少量の因子で発話
全体の話者性の変動を表現できるモデルとなっている．この
モデルにおける全話者の発話にたいする尤度関数は次式で表
される．

P(o|Λ)=
∏

r

∑
S(r)

∫
P(o(r)| a(r),S(r),Λ)P(a(r)|Λ)P(S(r)|Λ)da(r) (4)

P(o(r)| a(r),S(r),Λ) = N(o(r) |WS(r) a(r)+µS(r) ,ΣS(r) ) (5)
ここで，Λはモデルパラメータを表し，µS(r) ,ΣS(r) はそれぞれ
ノイズベクトル nS(r) の平均と分散を表す．因子分析に基づく
固有声モデルでは，学習データに対する尤度を最大にするた
め，EM(Expectation Maximization)アルゴリズムによるモデ
ルパラメータの推定を行う．
3.2 固有声法に基づくクロスリンガル話者適応
提案法では，バイリンガルデータを用いて因子分析に基づ
く固有声モデルを学習する．因子は話者性を表現するもので
あるため，学習話者毎に異なる因子を持つ．一方で，ある言
語で学習した固有声モデルにおける基底および平均声ベクト
ルはその言語での各学習話者の話者性をうまく表現できるよ
うに推定されるため，言語性を保持するものであると考えら
れる．そのため，因子分析に基づく固有声モデルでは話者性
と言語性を構造的に分離することが可能である．また，バイ
リンガルデータを用いて学習した固有声モデルの因子は両言
語間で共通すると考えられるため，提案法では入出力言語間
で各学習話者の因子を共有しながら言語毎の固有声モデルを
学習する．
提案法による話者適応のイメージを図 1に示す．提案法で
は，まず入力言語の学習済みの固有声モデルと入力話者の少
量の音声データから入力話者の話者性を表す因子を推定する．
それから推定した因子と出力言語の学習済みの基底を掛け合
わせることによって，出力言語での入力話者の生成データを
求める．この手法では，出力言語の言語性は出力言語の固有
声モデルの基底により保持されているため，言語性を損なう
ことなく入力話者の話者性のみを出力音声に反映することが
できる．
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図 1: 因子分析に基づく固有声法を用いたクロスリンガル話
者適応のイメージ

因子分析に基づく固有声法では，学習話者が少なく話者間
でスペクトルと基本周波数の相関性が弱いときに，学習デー
タ以外の話者の話者性は学習された基底では十分に表現でき
ない可能性がある．そこで，スペクトルと基本周波数とで独
立した空間を考え，それぞれで因子を持たせて推定を行う手
法が提案されている [4]．提案法では入力話者の因子を推定
する際にスペクトルと基本周波数に対して共通した因子を推
定する手法と，それぞれに対して個別に因子に因子を推定す
る手法との比較も行う．

4 主観評価実験
提案法の有効性を検証するために，入力言語を英語，出力

言語を日本語としてクロスリンガル話者適応実験を行った．
4.1 実験条件
学習データには日英・日中バイリンガル独話者音声データ

ベースの日英セットを用い，学習話者数は女性 5名である．
テスト話者 (入力話者)として同データベースから女性 2名を
選択し，英語の適応データには各テスト話者が発話した学習
データには含まれない英語 50文章を用いた．特徴量には 50
次の STRAIGHTメルケプストラム係数，対数基本周波数，5
帯域に分割した非周期強度およびそれらの ∆,∆2 を用いた．
以下の 4手法により合成した音声の自然性に関する 5段階

MOSによる主観評価実験を行った．また，テスト話者の英
語の合成音声と聴き比べることにより話者性に関する 5段階
DMOSによる主観評価実験も行った．

SD: テスト話者の特定話者モデル
SM: 状態マッピングに基づくクロスリンガル話者適応
FA: 提案法（因子の個別推定なし）
FAS: 提案法（因子の個別推定あり）

4.2 実験結果
自然性評価実験および話者性評価実験の結果を図 2, 3に示

す．自然評価実験では，提案法が状態マッピングに基づく手
法よりも高い評価が得られた．実際に音声を聴き比べた所，
日本語の音韻が崩れ音声の揺らぎが大きい状態マッピングに
基づく手法に対して，提案法では日本語が安定しており，明
瞭で滑らかな音声であった．このことから，提案法では話者
性と言語性を分離できたことによって，日本語の言語性を損
なわずに音声を合成できたと言える．また，提案法は特定話
者モデルとほぼ同等の高評価であることから，提案法の自然
性と音声における性能の良さが示された．
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図 2: 自然性評価実験 (MOS)
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図 3: 話者性評価実験 (DMOS)

話者性評価実験においても，提案法の方が状態マッピング
に基づく手法より比較的に高い評価が得られた．したがって
提案法では，言語間の音韻的な違いに影響されることなく，
状態マッピングに基づく手法よりも正確に入力話者の話者性
を出力音声に反映することができたと考えられる．しかし，
特定話者モデルと比較してまだ改善の余地があるため，提案
法のさらなる改善によって話者性がより入力話者の話者性に
近づくと期待できる．
また，主観評価の結果より，今回の実験では学習話者が少
なくても，スペクトルと基本周波数に対して共通の因子を推
定する方が比較的に入力話者の話者性を精度良く表現できた
と考えられる．

5 むすび
本稿では，バイリンガルデータを用いた固有声法に基づく
クロスリンガル話者適応を提案し，合成音声に関する評価を
行った．提案法における主観評価実験の結果より，学習話者
が少ない場合でも提案法は状態マッピングに基づく手法と比
較して，自然性および話者性の両方で評価が高く，提案法の
有効性を示すことができた．今後の研究課題としては，学習
話者数を増やし，固有声モデルにおける基底を正確に最適化
することによって，話者性をより精度良く表現可能にする固
有声法に基づく手法について検討することが挙げられる．
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