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1 はじめに
HMM音声合成 [1]は HMMのモデルパラメータを変化さ

せることで，様々な声質の音声を合成することができる．特
に，合成したい話者の音声（適応データ）をもとにして，そ
の音声を表現するようにHMMを変換することを話者適応と
呼ぶ．従来の話者適応手法は，モデルパラメータを変換行列
により線形変換する線形変換法と，複数のモデルパラメータ
や音響特徴量の成分を重み付けする部分空間法に大別できる．
線形変換法と部分空間法は適応の原理の違いから，適応デー
タ量によってそれぞれ長所と短所がある．本研究では，線形
変換法のひとつである制約付き最尤線形回帰 (CMLLR)を用
いた話者適応 [2]と，部分空間法のひとつである因子分析を
用いた話者適応 [3]を組み合わせた，CMLLRと因子分析を
統合した話者適応を提案する．提案法でモデル学習と話者適
応を行うことで，適応データ量によって手法を選択すること
なく，目標の声質に近い人間らしい音声を合成できる．

2 多様な声質の音声を合成する枠組み
まず，線形変換法は適応データから推定した変換行列によっ

て，モデルパラメータを変換することで適応データの声質の
音声を合成する手法である．変換行列はHMMの状態ごとに
推定される多量のパラメータである．そのため，十分な量の
適応データを用いることで，目標の声質によく似た音声を合
成できる．その反面で，適応データが少ない場合は変換行列
の推定精度が低下し，声質の再現度と自然性が低下する．線
形変換法のひとつとして，CMLLRを用いた話者適応 [2, 4]

がある．この手法は次式のように音響特徴量を変換する．

o = Aō+ b (1)

ここで，oは目標の声質の音響特徴量，ōは変換元の音響特
徴量を表す．また，W = [bA]は変換行列を表す．変換行列
は次式のように推定できる．

W̃
(r)

= arg max
W (r)

logP (o(r)|Λ,W (r)) (2)

ここで，Λ = {µi,Σi,πi,aij}Ni,j=1 は HMM のモデルパラ
メータであり，µiとΣiはそれぞれHMMの出力確率分布の
平均ベクトルと分散共分散行列，πiは初期状態確率，aij は
状態遷移確率，N は HMMの状態数を表す．また，rは話者
を表す．CMLLRを用いた話者適応の初期モデルには，複数
の話者の音声をモデル化した不特定話者モデルを用いる．し
かし，通常の方法で不特定話者モデルを学習すると，話者ご
との変動をそのままモデル化した，話者適応の初期モデルと
しては不適切なモデルとなってしまう．そこで，話者適応学
習 [4]により学習した，平均声モデルを初期モデルとする．話
者適応学習は平均声モデルと，それを各学習話者のモデルに
変換する変換行列を繰り返し推定する学習手法である．これ
により，話者ごとの変動は変換行列が表現し，平均声モデル
は学習話者の平均的な話者性を持つモデルとなる．
次に，部分空間法は主成分分析や因子分析を用いて，複数

の音響特徴量やHMMの平均ベクトルから抽出した成分を重
み付けし，様々な声質を表す音響特徴量やHMMの平均ベク

トルを生成する手法である．重みは適応データより推定する
が，次数は数十次元程度であり，変換行列の次数よりも小さ
い．そのため，推定に必要なデータ量が少なく，適応データ
が少ない場合は線形変換法よりも目標の声質に近い音声を合
成できる．しかし，多量の適応データを用いても話者性の再
現性の改善は小さい．部分空間法の一つとして，因子分析を
用いた話者適応 [3]がある．この手法は次式のように音響特
徴量を生成する．

o = Lx+ n (3)

ここで，L は因子負荷行列，n ∼ N (µ(n),Σ(n)) はノイズ，
x ∼ N (0, I) は因子を表す．また，因子負荷行列の縦ベク
トルを基底と呼ぶ．これらのパラメータは次式のように推定
する．

Λ̃ = arg max
Λ

R∑
r=1

logP (o(r),z(r),x(r)|Λ) (4)

ここで，Λ = {Li,µ
(n)
i ,Σ

(n)
i ,πi,aij}Ni,j=1 である．因子分析

を用いた話者適応の学習により，話者ごとの変動は因子によ
る基底の重み付けで表現され，学習話者に共通する成分はノ
イズとして学習される．そのため，因子分析を用いた話者適
応の学習は話者適応学習であると言える．適応時は適応デー
タから因子の事後分布を推定し，特徴量を決定する．

3 CMLLRと因子分析を統合した話者適応学習
適応データ量の影響を軽減し，目標の声質に近い人間らし
い音声を合成することを目的として，CMLLRと因子分析を
統合した話者適応学習を提案する．提案手法の概要を図 1に
示す．提案手法は因子分析により生成した音響特徴量を変換
行列で変換する構造をもつ．提案手法は次式のように目標の
声質の音響特徴量を生成する．

o = A(Lx+ n) + b (5)

モデル学習では式 (4)と式 (2)の最大化を尤度が収束するま
で交互に繰り返す．ただし，µ = Lx(r) +µ(n),Σ = Σ(n)で
ある．この学習では変換行列と因子で学習話者の変動を吸収
するため，従来手法による話者適応学習よりも，学習話者ご
との変動を排した，適応の初期モデルに適したモデルを学習
できる．適応もモデル学習と同様に，因子の事後分布と変換
行列を繰り返し推定する．
CMLLRを用いた話者適応は適応データが不足すると変換
行列の推定精度が低下し，その結果として合成音声の品質が
劣化する問題があった．提案法は適応データ量の不足が原因
で変換行列を推定できない場合も，因子は推定可能であるた
め合成音声の品質が劣化しにくい．また，因子と変換行列を
併用して声質を表現するため，十分な量の適応データを用い
ることで，従来手法で適応した場合よりも目標の声質に近い
音声を合成できることが期待される．

4 評価実験
提案法の有効性を評価するために，以下の 3 手法を比較
した．
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図 1: CMLLRと因子分析を統合した話者適応
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図 2: 1文で適応したときの DMOS

• FA：因子分析を用いた話者適応
• CMLLR：CMLLRを用いた話者適応
• FA+CMLLR：CMLLRと因子分析を統合した話者適応
モデル学習と適応のための音響特徴量として，サンプリング
周波数 48 kHzの音声から抽出した，35次メルケプストラム
係数と対数基本周波数，およびそれらの 1次と 2次の動的特
徴量を用いた．男性 10名と女性 10名の 1人あたり 200文の
音声でモデルを学習し，学習データに含まれない男性 2名と
女性 2名の音声にモデルを適応した．適応データ量は 1人あ
たり 1文，または 10文とした．因子分析の構造を持つHMM

(FA-HMM)の基底数は 20とした．なお，因子分析の基底数
などの，各手法の性能に影響を与える設定値は予備実験に基
づき決定した．
評価基準として，メルケプストラム歪み (MCD) と F0-

RMSEによる客観評価と，5段階 DMOS試験による主観評
価を用いた．MCDと F0-RMSEは，それぞれメルケプスト
ラム係数と基本周波数の理想値との誤差を表す指標である．5
段階 DMOS試験は目標音声と評価音声の話者性の類似度を
評価する試験である．被験者には，目標音声と評価音声を聴
き比べて，話者性が似ていると感じたら高いスコアを入力す
るよう指示した．スコアは 1から 5の 5段階で，被験者は 10

名である．評価音声には 53文からランダムに選択された 15

文を用いた．
客観評価実験の結果を表 1と表 2に示す．1文で適応した

場合のMCDは FAが最小であった．しかし，その他の条件
においては FA+CMLLRの値が最小であり，従来手法よりも
目標との誤差が小さい音響特徴量を生成できた．次に，主観
評価実験の結果を図 2と図 3に示す． 適応データが 1文の
場合と 10文の場合のいずれも FA+CMLLRが最も高い評価
を得られ，提案手法の有効性が認められた．

5 むすび
本研究では，HMM音声合成のための話者適応手法として，

CMLLRと因子分析を統合した話者適応学習を提案した．こ
の手法は従来の話者適応手法である，CMLLRを用いた話者
適応と因子分析を用いた話者適応を組み合わせたモデルであ
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図 3: 10文で適応したときの DMOS

表 1: MCD (dB)

適応データ FA CMLLR FA+CMLLR

1文 4.5341 4.7445 4.5941

10文 4.4973 4.3069 4.2657

表 2: F0-RMSE

適応データ FA CMLLR FA+CMLLR

1文 0.1313 0.1326 0.1304

10文 0.1313 0.1322 0.1302

る．提案手法は従来手法の課題である，適応データ量によっ
て適応の性能が変化する問題の解決が期待できる．評価実験
の結果，客観評価と主観評価の両方で提案手法の有効性が確
認された．今後の課題としては，合成音声の品質を向上する
ために有効であるとされる系列内変動を考慮してモデル学習
を行うことや，より大きな学習データベースを用いてモデル
学習を行い，合成音声の品質を評価することが挙げられる．
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