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1 はじめに
近年，与えられた入力テキストを人間の音声に変換する音
声合成技術が目覚ましく発展しており，一般社会にも広く浸
透してきている．一般に用いられている合成器では，ある特
定の話者の声を用い，感情や発話スタイルは入力に関わらず
一定であった．これは合成音声を用いた円滑な意思疎通を妨
げる可能性となるため，話者性や感情を表現可能な合成音声
を実現するための技術の開発が求められている．
本研究では，その高い柔軟性から，隠れマルコフモデル (Hid-

den Markov Model; HMM)に基づく音声合成システム [1]を
採用する．一般にHMM音声合成システムにおいて，様々な
感情や発話スタイルをも表現できる特定の話者の合成器を作
りたい場合，その話者の数万文程度の収録音声がモデル学習
に必要となる．この収録コストを削減するためには，様々な
話者が様々な感情や発話スタイルで発話した大量の音声デー
タを有効活用する必要があると言える．
そのような大量の音声データを扱える枠組みとして，近年，
因子分析に基づく HMM音声合成手法が提案されている [2]．
この手法は，声の特徴がモデルの次元よりも低い次元によっ
て表現されると仮定し，そのような声の特徴を表す低次元の
部分空間を構築する．この部分空間を構築する基底は大量の
音声データから学習され，基底にかかる重みを様々に変化さ
せることで声の特徴を制御することができる．基底のモデル
構造は合成音声の自然性や話者の再現性などに大きな影響を
与えるが，考慮可能なモデル構造の数は膨大である．従来手
法においては，モデル構造の選択を簡単にするため，各基底
のモデル構造はすべて同一としていた．しかし，各基底が表
現する声の特徴はそれぞれ異なるものと考えられ，このモデ
ル構造は明らかに最適でない．
そこで，本研究では基底ごとに最適なモデル構造があると
仮定し，それぞれ異なるモデル構造を，互いの関係性を考慮
しながらすべて同時に構築できる枠組みを提案する．各基底
が異なるモデル構造を取ることによって，より柔軟に音声を
モデル化することが可能となり，合成音声の品質の向上が期
待される．しかし，考慮すべきモデル構造の数が爆発的に増
加するため，モデル構造を評価するために年単位の計算量が
必要となる．そこで，いくつかの計算量削減アルゴリズムを
導入することで，現実的な計算時間によるモデル構造の選択
を実現する．

2 HMMに基づく音声合成
HMMは時系列のモデル化に適した確率モデルの 1つであ
る．HMMで音声をモデル化するとき，モデル化単位として
音素が用いられることが多い．音声は連続的な観測系列であ
り，同一音素でも文脈的な要因（コンテキスト）により音響
的な特徴量が変化することが知られている．従って，様々な
コンテキストを考慮することで精度の良いモデル化ができる
ようになる．しかし，考慮すべきコンテキストの数は膨大で
あり，すべてのコンテキストの組み合わせについて対応する
ことは困難である．そこで，決定木に基づくコンテキストク
ラスタリング手法 [3]によって，パラメータ共有構造を構築
することが一般的である．
HMM音声合成システムでは，そのモデルパラメータを変

化させることで容易に合成音声の特徴を変化させることがで
きる．多様な音声を合成するためにこの利点を用いた枠組み
の 1つとして話者補間がある [4]．話者補間では，いくつかの
学習済みのHMMを用意しておき，これらのモデルパラメー
タを線形補間することによって新しいモデルを作成する．し
かし，補間によって表現できる声の種類には限界があること
や，各モデルが独立に学習されるために音声データの効率的
な利用が困難であるという問題がある．

3 因子分析を用いたHMMに基づく音声合成
多様な音声の合成を実現するため，因子分析をHMMに組
み込んだ音声合成手法が提案されている [2]．この手法では
出力される観測の生成過程が因子分析に従うと仮定しており，
クラス rに属する観測系列 o(r) は次のように表現される．

o(r) = Lz(r)x(r) + nz(r) (1)

ただし，

x(r) ∼ N (0, I) (2)

nz(r) ∼ N (µz(r) ,Σz(r)) (3)

である．クラスは因子を共有する単位を表し，クラスを話者
とするならば，1クラスが 1人の学習話者に当たる．HMM

の各状態は因子負荷行列とノイズに関するパラメータを持っ
ており，これらを状態遷移系列 z(r)に従って連結したものが，
それぞれLz(r)とnz(r)に当たる．つまり，基底が発話の長さ
に応じて変形するため，発話を直接表現できるモデルとなっ
ている．x(r)は因子を表し，クラス rのすべての観測に対し
て依存関係を持つ隠れ変数である．因子負荷行列とノイズに
関するパラメータはすべてのクラスで共有されるため，因子
がクラス固有の特徴を表現すると見なせる．このため，因子
x(r)の事後分布を任意のクラスの音声データから推定するこ
とで，そのクラス固有の声を表現することができる．
因子負荷行列を構成する基底とノイズに関するパラメータ
はコンテキストに依存しており，何らかのパラメータ共有構
造が必要となる．

4 基底クラスタリングによる状態共有構造の選択
これまで，基底のパラメータ共有構造はすべて同じである
と仮定し，決定木に基づくコンテキストクラスタリングによっ
てパラメータ共有構造を構築していた．しかし，因子の各次
元が表す意味はそれぞれ異なるものと考えられ，それに伴い
最適な基底のパラメータ共有構造もそれぞれ異なるべきだと
考えられる．ただし，基底と基底の間には依存関係が存在す
るため，個々の基底にとって最適なものが基底全体として最
適なパラメータ共有構造になるとは限らない．すべての基底
にとって最適なパラメータ共有構造を得るためには，1つず
つ構築するのではなく，基底間の関係性を考慮しながらすべ
て同時に構築することが望ましい．本研究では，そのような
同時構築を可能にする基底クラスタリングを提案する．
基底クラスタリングによるパラメータ共有構造を図 1に示
す．基底クラスタリングにおいて最大化すべき関数は次のよ
うに書ける．
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図 1: 基底クラスタリングによるパラメータ共有構造
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ここで，γ
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(r)
t が与えられた下で時刻

tにおいてコンテキストmに属す事後確率，⟨·⟩は因子の近似
事後分布に関する期待値を表し，
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である．すべての決定木のリーフノードの総数を Lとし，す
べての基底を連結したベクトルw = [wT

1 ,w
T
2 , . . . ,w

T
L]

Tを定
義する．式 (4)をwに関して微分しゼロと置くことで，次の
線形方程式が得られる．

Gw = k (6)

ここで，
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であり，fp(m)は p番目の基底においてコンテキストmが含
まれるリーフノード番号を出力する関数，ξ(r)p は ξ(r)の p番
目の要素である．
クラスタリングを行う際には，モデルの評価を行うために
何度も尤度計算を行う必要があり，式 (6)を解かなければな
らない．この計算には L×Lの逆行列の計算が含まれる．ま
た，基底とノイズ分散に依存関係があるため，これらの更新
をそれぞれが収束するまで繰り返す必要がある．このため，
現実的な計算時間での基底クラスタリングの実現ができない．
そこで，逆行列の補題とノイズ分散の大域的なパラメータ共
有構造を導入することで，大幅な計算量削減を行う [5]．
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図 2: 自然性に関するプリファレンステスト

5 音声合成実験
提案するパラメータ共有構造の有効性を検証するために，
音声合成実験を行った．学習データとして話者 30名がそれ
ぞれ 50文ずつ発話した計 1500文を用いた．適応話者は学習
話者に含まれない話者 5名とし，学習文に含まれない 10文
を適応データとして用いた．この各適応話者について，学習
および適応に含まれない 40文を評価文として合成した．サ
ンプリング周波数 48kHz の音声信号からフレーム長 25ms，
フレーム周期 5msの Blackman窓を用いて 0から 24次のメ
ルケプストラム係数と対数基本周波数を抽出し，これらの 1

次，2次動的特徴量を連結した 78次元のベクトルを特徴量と
した．HMMは 5状態のスキップ無し left-to-right型とした．
比較手法は，基底のパラメータ共有構造がすべて同じ Conv

と，すべて異なる Propとした．
主観評価実験として自然性に関するプリファレンステスト
を行った．合成した文の中からランダムに文を選び，各手法
により合成された音声のペアを被験者 10名に聞かせ，どちら
が自然性について優れているかを選択させた．被験者 1名当
たりの評価文数は 15文とした．実験結果を図 2に示す．提案
するパラメータ共有構造は，従来のものと比べて明らかに優
位に選択されていることが分かる．これは，異なるパラメー
タ共有構造を持つ基底の組み合わせによって，よりメルケプ
ストラムを表現しやすくなったからだと考えられる．

6 むすび
本論文では，自然かつ多様な音声の合成を実現するため，
因子分析に基づくHMMのモデル構造に注目し，基底クラス
タリングを提案した．この手法では，基底ごとに最適なモデ
ル構造があると仮定し，それぞれ異なるモデル構造を，互い
の関係性を考慮しながらすべて同時に構築する．
主観評価実験の結果，提案する基底のモデル構造は従来の

ものよりも高い評価値を得ることができ，基底クラスタリン
グが合成音声の自然性に関して有効であることを示した．今
後の課題としては，基本周波数パラメータに対して基底クラ
スタリングを適用することが挙げられる．
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