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1 はじめに
音声合成技術の代表的な手法のひとつとして隠れマルコフ

モデル（Hidden Markov Model; HMM）に基づく音声合成が
挙げられる．この手法によって合成される音声は人間の音声
に近づきつつあり，更なる発展のためより自然性の高い合成
音声が求められている．HMM音声合成では，アクセント推
定と音響モデルの学習が独立して行われており，音響特徴量
を考慮したアクセント推定が行われていない．そこで本研究
では，統計モデルである条件付確率場（Conditional Random

Fields; CRF）に基づき，推定単位をモーラとしたH/L 型ア
クセント推定を提案する．H/L型アクセント推定と音響モデ
ルの学習を統合したモデル構造を定義し，相互の影響を考慮
したモデル学習法を提案する．

2 アクセント推定
日本語の単語のアクセントは，モーラを単位とするピッチ

の変化による高低アクセントで表現することができ，単語内
のピッチのパターンにより，様々なアクセント型に分類され
る．各単語はそれぞれ固有のアクセント型を持つが，二つ以
上の単語が結合してアクセント句を構成した場合，アクセン
ト型が変化する現象が起こる．従来は，アクセント句境界を
推定した後，各アクセント句に対して各単語の結合規則に従っ
てアクセント型を推定している [1]．そのため，アクセント
句境界の推定を誤った場合，適切なアクセント型の推定が困
難となる．また，結合規則の付加には専門知識が必要である
ため，辞書内の全単語に対して行うのは非現実的であり，こ
れまでアクセント推定に関する様々な手法が提案されてきた
[2, 3]．そこで本研究では，従来のようにアクセント句境界決
定後にアクセント型を推定するのではなく，推定単位をモー
ラとし，各モーラのH/L型アクセントを CRFによって直接
推定する手法を提案する．

3 CRFに基づくH/L型アクセント推定
CRFに基づくH/L型アクセント推定では，アクセントの推

定問題を，各モーラのアクセントが高（H）か低（L）かの 2値
識別問題として考える．このように考えることで，アクセント
句境界や各アクセント句におけるアクセント型を推定するこ
となく，アクセントを直接推定することが可能となる．また，
辞書に結合規則を付加する必要もなくなる．アクセント推定
モデルλCRF においてモーラ系列W = {m1,m2, · · · ,mM}
を入力とし，各モーラの H/L型アクセントラベル系列 L =

{l1, l2, · · · , lM}を出力する確率を式 (1)により定義する．

P (L|W ,λCRF ) =
1

Z(W )
exp

{
M∑

m=1

K∑
k=1

λkfk(mm, lm)

}
(1)

ただし，Z(W )は正規化項，fk は素性関数，λk は素性関数
fk の重み，K は素性関数の数，M は系列の長さである．素
性関数 fkは，ある特徴を満たすときに 1を，それ以外のとき
に 0を返す関数である．CRFの学習は最尤法を用いて行う．

4 アクセント推定を統合した音響モデリング
従来のHMM音声合成では，アクセント推定モデルの学習

と音響モデルの学習は独立しているため，アクセント推定誤

りが音響モデルの学習に影響を与えるという問題があった．
この問題に対し，アクセント推定モデルと音響モデルの統合
手法が提案されている [4]．本研究では，H/L型アクセント推
定モデルと音響モデルを統合することによって，音響特徴量
を考慮したアクセント推定と，あらゆるアクセント系列を考
慮したアクセント推定誤りに頑健な音響モデルの学習を行う．
H/L型アクセント推定と音響モデルの学習を相互に考慮す
るため，両モデルを統合した新しいモデル構造を定義する．
観測ベクトルO = {o1,o2, . . . ,oT } が与えられた時，音響モ
デル λHMM の尤度関数は式 (2)で与えられる．ただし，隠
れ変数 q = {q1, q2, . . . , qT }は状態系列である．

P (O|L,λHMM ) =
∑
q

P (O|q,λHMM )P (q|L,λHMM ) (2)

一方，アクセント推定モデルλCRF の尤度関数P (L|W ,λCRF )

は式 (1)で与えられている．これらの音響モデルとアクセン
ト推定モデルを 1つのモデルとみなすと，モーラ系列W が
与えられたときに観測ベクトル O を直接生成する統合モデ
ル λ = {λHMM ,λCRF }の尤度関数は式 (3)で表される．

P (O|W ,λ)

=
∑
L

∑
q

P (O|q,λHMM )P (q|L,λHMM )P (L|W ,λCRF )(3)

統合モデルの学習は，EMアルゴリズムにより行い，Q関数
を用いて尤度関数 P (O|W ,λ)が最大となるようにモデルパ
ラメータ λの更新を行う．統合モデルのQ関数は式 (4)で表
される．ただし，λ′ は更新後のモデルパラメータである．

Q(λ,λ′) =
∑
L

∑
q

P (q,L|O,W ,λ)

log
[
P (O|q,λ′

HMM )P (q|L,λ′
HMM )P (L|W ,λ′

CRF )
]
(4)

EMアルゴリズムでは，Eステップにおいて Q関数の計算，
Mステップにおいて統合モデルのパラメータ更新を行い，こ
の 2ステップを繰り返し行う．
統合モデルの EMアルゴリズムでは，全てのアクセントラ
ベル系列Lについて，事後確率 P (L|O,W ,λ)を計算する必
要があるため，実際には計算量の観点から実現が困難である．
そこで本研究では，式 (5)のように N -best近似を用い，ラ
ベル系列Lを計算可能な数に制限して学習を行う．αは音響
モデルとアクセント推定モデルの間の重みを調節することが
できる統合モデル重みである．この値を大きくすることで音
響モデルを重視した学習が可能となる．

P (L|O,W ,λ)

≃ P (L|W ,λCRF )P (O|L,λHMM )α∑N
n=1 P (L′

n|W ,λCRF )P (O|L′
n,λHMM )α

(5)

このように，統合モデルでは音響モデルとH/L型アクセン
ト推定モデルを相互に考慮する．そのため，それぞれのモデ
ルが同時最適化され，合成音声の自然性の向上が期待される．

5 実験結果
5.1 アクセント推定実験
CRFに基づくH/L型アクセント推定を評価するため，アク
セント推定実験を行った．データベースとして，JNASデータ
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表 1: 比較手法

コンテキスト情報 アクセント推定 統合モデル重み α

ACC-RULE アクセント型 規則 -

ACC-CORRECT アクセント型 正解 -

HL-RULE H/L型 規則 -

HL-CRF-alpha=1 H/L型 CRF 1

HL-CRF-alpha=1024 H/L型 CRF 1024

HL-CORRECT H/L型 正解 -

No-EST RULE CRF
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図 1: H/L型アクセント推定の正解率

ベースにアクセント情報が付加されたアクセントデータベー
ス [2]を用いた．その内，CRFの学習データとして 3939文章
（152698モーラ），評価データとして 493文章（19258モー
ラ）を用いた．複数の形態素情報から 2種類の情報を組み合
わせ，アクセント推定に有効であると考えられる組み合わせ
の 200種類をCRFの素性関数として定義し，従来の規則に基
づくアクセント処理（RULE）の場合と正解率の比較を行っ
た．正解率はモーラ単位での H/L型アクセントの正解率と
している．尚，単語孤立発声時のアクセントを推定前アクセ
ント（No-EST）として算出した．アクセント推定の正解率
を図 1に示す．図 1より，RULEに比べ，CRFの正解率が
高くなっていることから提案法の有効性を確認できた．
5.2 音声合成実験
提案法の性能を評価するため，メルケプストラム歪み（MCD）

と F0-RMSE による客観評価実験とMOSに基づく主観評価
実験を行った．MCDと F0-RMSEは，それぞれ正解音声と
合成音声におけるメルケプストラム係数と基本周波数の誤差
を表す指標である．MOS試験では，被験者は 10名とし，各
手法に対して被験者毎にランダムに選択された 15文章の自
然性を 5段階評価させた．実験データは男性話者 1名による
音声データ 485文，この内，学習データに 432文，評価デー
タに 53文を用いた．サンプリング周波数は 48kHzとし，特
徴量としては，39次元の STRAIGHTメルケプストラムと対
数基本周波数及びそれぞれの∆,∆2を用いた．HMMは 5状
態スキップなし left-to-right型 HSMMとした．本実験では，
アクセントに関するコンテキスト情報，アクセント推定，統
合モデル重みの違いにより，表 1に示す 6手法による合成音
声を比較する．なお，統合モデルにおいては，考慮するアク
セント系列の数 N を 100とした．客観評価実験と主観評価
実験の結果をそれぞれ図 3，図 2に示す．
図3より，HL-RULEとHL-CRF-alpha=1，HL-CRF-

alpha=1024を比べるとHL-CRF-alpha=1，HL-CRF-

alpha=1024 の方が歪みの値がともに小さくなった．HL-

CRF-alpha=1，HL-CRF-alpha=1024ではCRFに基づ
くH/L型アクセント推定を行なっており，アクセント推定精
度が向上することでそれぞれ歪みの値が減少したと考えられ
る．また，HL-CRF-alpha=1とHL-CRF-alpha=1024

を比べると HL-CRF-alpha=1024の方が歪みの値がわず
かに小さくなった．このことから，統合モデル重みを大きくす
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図 2: 客観評価実験結果
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図 3: 主観評価実験結果

ることで音響的特徴を考慮したモデル学習を行うことができ，
より正解音声に近い特徴量を生成することができたと考えら
れる．図 2より，HL-RULEに比べてHL-CRF-alpha=1

及び HL-CRF-alpha=1024が高い評価となっており，ア
クセント推定精度の向上によって音声の自然性が向上する
ことを確認した．また，HL-CRF-alpha=1がHL-CRF-

alpha=1024に比べて高い評価を得ており，統合モデル重み
を大きくすることで音響的特徴を考慮したモデル学習を行う
ことができ，自然性が向上したと考えられる．

6 むすび
本研究では，CRFに基づく H/L型アクセント推定，及び

H/L型アクセント推定を統合した音響モデリングを提案した．
CRFに基づく H/L型アクセント推定は，従来法のアクセン
ト結合規則による推定に比べ，推定精度の向上を確認した．
客観評価実験及び主観評価実験の結果，H/L型アクセント推
定を統合した音響モデリングにより自然性が向上する傾向を
確認した．今後の課題としては，学習データや統合モデル重
みを大きくしての実験が挙げられる．
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