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1 はじめに
コンピュータに人間のような自然な音声を発話させる手法

として，隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model; HMM)

に基づく音声合成システム [1, 2]が提案されている．これは

音声のスペクトル，ピッチ，継続長を HMMの枠組で同時に

モデル化し，HMMから出力されるパラメータに基づいて音

声を合成するシステムである．このシステムの長所の一つと

して，HMMのパラメータを操作することで合成音声の声質

を容易に変更できることが挙げられる．HMM音声合成シス

テムにおいて多様な話者性や感情などのスタイルを表現する

手法の一つとして，因子分析を用いた HMM 音声合成手法

[3]が提案されている．因子分析を用いた HMM音声合成手

法では，モデルパラメータに対して出力される特徴を表すこ

とができる少数の基底を設定し，この基底に関して操作を行

うことで任意の声質で音声を合成できる．これまでは話者性

や感情といったまとまったスタイルを元に因子をモデル化し

ていた．しかし，観測データに変動を与える因子の特徴とし

ては他にも様々なものが考えられる．そこで本研究では発話

の変動を一単位とした発話適応学習を提案し，因子のクラス

を発話に切り替えることで音声にどのような影響がでるか考

察する．

2 因子分析を用いたHMM音声合成システム
2.1 因子分析

因子分析 (Factor Analysis; FA)とはある観測変数を因子

を介して記述する手法であり，次式のような観測変数の生成

モデルを考える．

o = Wa+ n (1)

ここで aは Q次元の共通因子，nはD次元のノイズベクト

ル，W = [w1,w2, . . . ,wQ], wi = [wi1, wi2, . . . , wiD] は共

通因子を観測変数に変換する因子負荷行列である．これを音

声に適用すると，話者の発話データから抽出した音声特徴量

o = [o1, o2, . . . , oD]がそれらに共通する因子ベクトルと，各

変数に固有なノイズ成分により生成されるモデルとなる．こ

こで共通因子 aとノイズベクトル nはガウス分布から出力

される確率変数とする．ノイズベクトルの平均を µ，分散を

Σとすると，観測 oの出力確率は次式で与えられる．

P (o |Λ) =

∫
P (o |a,Λ)P (a |Λ)da (2)

P (o |a,Λ) = N (o |Wa+ µ,Σ) (3)

2.2 因子分析に基づいたモデル構造

因子分析を用いたHMM音声合成システムでは，因子分析

における因子負荷行列W を基底の集合と考え，それらとノ

イズベクトル n が HMMから出力されると仮定したモデル
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図 1: 因子分析を用いた発話適応学習の概要

である．このモデルでは，基底が入力データの変動に応じて

変形するため，HMM と同様に状態の変動に対応したモデル

となる．また，HMMパラメータは基底の線型結合として表

現されるため，モデルの構造として線形変換による特徴量生

成を含むモデルとなる．

感情 rの発話の観測系列を o(r)，対応するHMMの状態パ

スをS(r)，因子を a(r)とすると，このモデルによる観測系列

の生成過程は次式のようになる．

o(r) = WS(r)a(r) + nS(r) (4)

因子負荷行列WS(r) とノイズベクトル nS(r) は状態遷移に

依存するため，可変長の発話を同直接表現可能である．また，

因子ベクトルはクラスごとに用意されるため．因子が各クラ

スの特徴を表現するモデルとなっている．

全クラスの発話データ o = [o(1),o(2), . . . ,o(r)] に対する尤

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) (5)

P (o(r) |a(r),S(r),Λ) =

N (o(r) |WS(r)a(r) + µS(r) ,ΣS(r)) (6)

3 因子分析を用いた発話適応学習
従来の適応学習では，話者性や発話スタイルなどといった

まとまったクラスごとに因子を与え，変動を表現することを

仮定していた．しかし，話者ごとに分けるなどの明確に区分

できる特徴ごとにクラスを分けることは容易であるが，感情

等の明確に区分することが困難な特徴で分割した場合，同一

クラスの発話間に声質の差異が発生する．従来までの手法に

よる適応学習では，この差異を表現することができない変換

パラメータを用いていた．だが，適応学習ではクラスの分類

を任意に設定することができるため，細かい特徴の違いも表
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現することは可能である．そこで，クラスを発話単位で分割

し，適応学習する発話適応学習を行う．これにより，発話ご

とに因子を与えることで，発話間の特徴の差異を因子が吸収

することができ，より精度の高いモデルの学習が可能となる．

また，合成時に適応学習から得られた重みを与えることによ

り，重みに対応した発話の特徴を再現することができる．発

話適応学習の概要を図 1に示す．モデル空間において，因子

分析を用いた発話適応学習のモデルの因子負荷行列とノイズ

ベクトルは音声特徴を表し，因子が発話の特徴を表す．発話

適応学習では発話ごとにパラメータを持つため，従来の適応

学習と比較してパラメータ数が膨大になる．だが，因子分析

を用いた発話適応学習では，発話間の特徴を因子と基底とい

う少ないパラメータで表現するため，パラメータの増加を抑

えることが可能である．

4 音声合成実験
4.1 実験条件

学習に用いるデータとして，女性話者 1名の音素がバラン

スよく入っている文を 450文，感情がない文を 787文，怒り・

照れ・喜び・悲しみの感情の文を各 200文ずつ用いた．サン

プリング周波数は 48kHz，分析周期は 5msとした．学習に

用いる特徴量ベクトルはスペクトルパラメータ，基本周波数

パラメータから成る．スペクトルパラメータとしてメルケプ

ストラム分析で得られた 0 49次のメルケプストラムとその

∆, ∆2 を用いた．基本周波数パラメータとしては対数基本

周波数とその∆, ∆2を用いた．評価実験では，SPE: 特定感

情音声合成，SAT: CMLLRに基づいた話者適応学習 [4, 5]，

EMO: FAを用いた感情適応学習，UTTtrain: FAを用いた発

話適応学習 (学習データ適応)，UTToracle: FAを用いた発話

適応学習 (正解データ適応) の 5手法を比較した．適応する

パラメータに関して，SAT, EMOでは正解データに対応する

感情の学習データから推定された変換行列，または因子を適

応した．UTToracle では学習されたモデルを用いて正解 (評

価用) データの因子を推定して適応を行った．UTTtrainでは

推定された正解データの因子と近い値を持つ因子を学習デー

タから推定された因子から選択して適応した．試験に関して

5段階MOS，及び 5段階 DMOSによる評価を行った．被験

者数は 10名で行い，被験者ごとに各条件の合成音声各感情

20文ずつ計 120文からランダムに 15文を選択し評価した．

MOSにおいては音声の自然性，DMOSにおいては感情の類

似性の評価を行った．

4.2 実験結果

MOS試験の結果を比較すると，提案法を含むすべての適

応学習において SPEより大きくスコアを伸ばしていること

から適応学習は任意の特徴を持つ音声を合成することに長け

ていることがわかる．DMOS試験の結果を比較すると，発話

適応学習において UTToracleと UTToracleでは UTToracleが

優れていることから，適応する因子についてまだ改善の余地

があることがわかる．提案法である因子分析を用いた発話適

応学習は自然性，感情の類似性共に従来法より改善されると
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図 2: MOS試験結果
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図 3: DMOS試験結果

いうことはなかった．発話適応学習では因子のクラスの総数

が増え，感情単位より多様な特徴を表現することができるよ

うになったが，クラスが増えたことにより学習が難しくなり，

音声が不安定になりやすくなったことが原因でスコアが高く

ならなかったと考えられる．

5 むすび
本稿では，因子分析を用いたHMM音声合成における発話

適応学の提案と合成音声の自然性，感情の類似性の評価を行っ

た．提案法における評価実験の結果，提案法においても適応

学習の有効性を確認することができた．だが，発話適応学習

による表現性の大幅な向上により学習が困難になったため音

声が不安定になる傾向がみられた．そこで今後の研究課題と

しては，基底や因子に感情適応学習で学習したモデルを与え

るなどのあらかじめ表現したい特徴の分布の傾向を事前情報

として与えることによって表現可能な音声の制御を行うなど

の改善手法が考えられる．
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