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1 はじめに
HMMに基づく歌声合成 [1]では，あらかじめ用意した歌

声データから，音色を表すスペクトルや音高を表す基本周波
数，音の長さを表す継続長などの歌声の特徴を抽出し HMM

によってモデル化する．合成時には，与えられた楽譜に従っ
てモデルを連結し，動的特徴量を考慮してパラメータを生成
することで，歌声を生成する．
統計的手法を用いるため，合成される歌声の品質は学習デー

タに強く依存しており，高精度な歌声合成には十分な量の高
品質なデータベースが必要になる．しかし，実際のデータベー
スには，歌詞・音高の歌い間違いやノイズなどの誤りが含まれ
ていることが多い．特にインターネット上の大量の音声デー
タを学習データとして利用するような場合には，データベー
ス内に多くの誤りが含まれると考えられる．誤りを含む音声
データを学習に用いた場合，誤りの周辺で適切な音素境界の
推定が行われず，モデル推定精度に影響を与える可能性があ
る．HMM歌声合成では，曲単位（数分）の学習データを用い
ることが多く，誤りを含む曲を除外することで，総学習デー
タ量が大きく減少し，合成される歌声の品質に大きな影響を
与える可能性がある．
そこで本稿では，音声データ内の誤りを局所的に除外する

ことにより誤りによる影響を軽減し，誤りに頑健なモデルを
学習する手法を提案し，主観評価実験により提案手法の有効
性を評価する．

2 連結学習における音声データの誤りの影響
合成される歌声の品質は学習データの品質に強く依存する

ため，モデルの学習には高品質な学習データを用いることが
望ましい．しかし，実際に収録された歌声データベースには
モデル化に適さない以下のような歌声データが含まれている
ことが多い．
• 歌詞，音符長，音高などの歌い間違い
• 曲中で用いられる他言語の歌詞
• 咳などの文字で表記できない音声
• クリッピング，反響音，雑音
本本稿では，モデル化に適さないこれらのデータを音声デー
タ誤りと呼ぶ．音声データ誤りを含むデータを連結学習に用
いた場合，音声データ誤りの周辺で適切な音素境界の推定が
行われず，周辺音素のモデルの推定にも影響を与える可能性
がある．音声データ誤りが音素境界の推定に与える影響の例
を図 1に示す．“k a e r u n o u ”の “e”にクリッピングが存
在する場合，図 1 (a)のような正しい音素境界が推定されず，
図 1 (b)のように誤った音素境界が推定され，“e”のモデル
だけでなく，周辺音素のモデルの推定精度も低下する可能性
がある．
通常，HMMテキスト音声合成の場合は，文章単位（数秒

～十数秒）の学習データを用いるため，誤りを含む文章を学
習データから除外しても，総学習データ量への影響は少なく，
合成音声の品質に与える影響は小さいが，HMM歌声合成で
は曲単位（数分）の学習データを用いるため，誤りを含む曲を
除外することで，総学習データ量が大きく減少し，合成歌声
の品質に大きな影響を与える可能性がある．また，話し声の
収録と比較して，歌声の収録は曲ごとに歌唱の練習が必要で
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図 1: 音声データ誤りが音素境界の推定に与える影響

あるため，収録にかかるコストが高い．このため，音声データ
誤りを含む曲を除外せずに有効活用できる方法が必要である．
そこで，音声データ誤りに該当する音符に音声データ誤り
の有無を表すコンテキストを付与し，音声データ誤りを考慮
したモデル化を行う，音声データ誤りに頑健な学習手法を提
案する．“k a e r u n o u”の “e”にクリッピングが存在して
いる場合でも，音声データ誤りのモデルを割り当てて連結学
習を行うことで，図 1 (a)に示すような正しい音素境界が推
定されると考えられる．

3 音声データ誤りのモデル化手法
音声データ誤りのモデルを学習するために，音声データ誤
りの有無を表す誤りフラグをコンテキストに導入する．あら
かじめ，人手で音声データ誤りを判別し，音声データ誤りに
該当する音符のコンテキストに誤りフラグを付与する．合成
時は，誤りフラグを用いない事で音声データ誤りの影響が軽
減されると考えられる．ただし，音声データ誤りには様々な
パターンが考えられ，その出現箇所や頻度も未知であること
から，あらゆる音声データ誤りを適切にモデル化することは
難しい．そこで，音声データ誤りのモデル化に関して以下の
3手法を提案する．
Automatic Classification 音声データ誤りのモデルと音声
データ誤り以外のモデルを分類するかどうかを自動で決
定する．

Context-dependent Error Model 音声データ誤りのモ
デルと音声データ誤り以外のモデルをあらかじめ分類し，
音声データ誤りを詳細にモデル化する．

Global Error Model 音声データ誤りのモデルと音声デー
タ誤り以外のモデルをあらかじめ分類し，音声データ誤
りを曖昧にモデル化する．

これらの手法の実現のためにコンテキストクラスタリング [2]

を用いてモデル化を行う．各手法のコンテキストクラスタリ
ングの例を 図 2に示す．
Automatic Classificationでは，音声データ誤りの有無
がコンテキストとして有効であると仮定して，音声データ誤
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図 2: 誤りフラグを用いたコンテキストクラスタリング

りのモデルと音声データ誤り以外のモデルが混在する決定木
を構築する．決定木を構築する際の質問には誤りフラグに関
する質問も含まれており，音声データ誤りのモデルと音声デー
タ誤り以外のモデルを分類するかどうかは尤度最大化基準に
基づき自動的に決定される．また，音声データ誤りの音響的
特徴が楽譜情報と何らかの関係性を持つかどうかを確認する
ために，以下の 2手法を試みる．どちらの手法においても，
あらかじめ誤りフラグの情報を用いて，音声データ誤りのモ
デルと音声データ誤り以外のモデルを分類する．Context-

dependent Error Modelでは，音声データ誤りと楽譜情
報との間に何らかの関係性があると仮定し，音声データ誤り
のモデルの決定木と音声データ誤り以外のモデルの決定木の
2つの決定木を構築することで，音声データ誤りのモデルを
楽譜の情報に基づくコンテキストに従って詳細にモデル化す
る．Global Error Modelでは，音声データ誤りには様々な
パターンがあるためモデル化することが困難であると仮定し，
音声データ誤りのモデルを一つにまとめることで音声データ
誤りの曖昧なモデル化を行う．

4 主観評価実験
提案法の有効性を評価するため，主観評価実験を行った．

学習には女性 1名による J-POP楽曲 30曲，約 150分の歌声
データベースを用いた．コンテキストクラスタリングの分割停
止基準に最小記述長 (Minimum Description Length; MDL)

基準を用いることでモデルのパラメータ数を決定した．音声
データ誤りの有無を表す誤りフラグは，音声データに対して
音符単位で人手により誤りかどうかの判別を行い，コンテキ
スト情報として付与した．誤りがあると判別された音符は学
習データ全体の 1.4%であった．Global Error Modelの音
声データ誤りを一つにまとめたモデルに関して，音声データ
誤りの確率分布をより曖昧にした場合の影響を確かめるため，
音声データ誤りの確率分布の平均と分散を割り当てられた学

図 3: 主観評価実験結果

習データから推定 (estimate)したもの，音声データ誤りの
確率分布を学習データ全体の平均と分散で固定 (fix)したもの
の 2種類を用いた．評価には童謡 10曲の 38フレーズを用い，
被験者 10名に被験者毎にランダムに選択した 10フレーズを
聞かせ，歌声の自然性について 5段階MOSで評価させた．
図 3に主観評価実験結果を示す．Automatic Classifica-

tionがConventional Methodより高いMOSを示してい
るのは，コンテキストクラスタリングにおいて誤りフラグに
関する質問が選択され，音声データ誤りのモデルが分離され
たことにより，合成時に音声データ誤りのモデルが用いられ
なかったためだと考えられる．また，Context-dependent

Error ModelはConventional Methodよりも低いMOS

を得たが，この原因は，音声データ誤りの音響的特徴と楽譜
情報のコンテキストの間に明確な関係が見い出せず，誤りの
パターンが分類されなかったためだと考えられる．これに対
し，Global Error Model (estimate)及びGlobal Error

Model (fix)は高いMOSを示しており，音声データ誤りの
確率分布を曖昧にすることで，連結学習時の音声データ誤り
が周辺のモデルに与える影響が軽減されたと考えられる．ま
たGlobal Error Model (estimate)に比べてGlobal Er-

ror Model (fix)が高い自然性を得ていることから，様々な
パターンを含む音声データ誤りを適切にモデル化することは
困難であり，音声データ誤りの確率分布を曖昧にするほど連
結学習における周辺のモデルへの影響が軽減されると考えら
れる．

5 むすび
本論文では，HMM歌声合成における，音声データの誤り
に頑健なモデルの学習手法を提案した．音声データ誤りがモ
デルの学習に与える影響を軽減するために，音声データ誤り
の有無を表す誤りフラグをコンテキスト情報として付与し，
音声データ誤りを 3種類の手法でモデル化して比較した．主
観評価実験の結果，あらゆる種類の音声データ誤りをすべて
適切にモデル化することが困難であることから，音声データ
誤りを曖昧にモデル化することで，連結学習時に周辺のモデ
ルへの影響が軽減され，合成された歌声の自然性が向上する
ことを確認した．今後の課題としては，より多くの音声デー
タ誤りを含む音声データベースを用いた歌声合成実験，別の
歌唱者での実験などが挙げられる．
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