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1 はじめに 
近年，コンピュータに音声を発話させる音声合成手法に

おいて，統計的パラメトリック音声合成 [1, 2] に基づく手

法が盛んに研究されている．統計的パラメトリック音声合

成に関する研究では，感情や発話スタイルを表現できる音

声合成システムの需要が高まってきていることから，単に

高品質な音声で発話させるだけでなく，表現豊かな音声合

成を実現するための手法が数多く提案されている．表現豊

かな音声を合成する手法では，様々な話者性や感情などの

発話スタイルを含む音声を大量に用いることにより，発話

スタイルの表現力が向上する．しかし，様々な発話スタイ

ルを含んだ音声を大量に収録するためには，多大なコスト

が必要となる．そこで本稿では，既存の音声データとして

オーディオブックに注目する．オーディオブックは音声と

それに対応したテキストを大量に入手できるため，音声合

成システムの学習データとして適しており，注目を集めて

いる．さらに，物語のオーディオブックでは，登場人物や

感情によって表現豊かに読み上げることから，表現豊かな

音声合成システムの構築に適していると考えられる．オー

ディオブックでは，同じ登場人物や感情であっても様々な

表現が含まれており，従来の表現豊かな音声を合成する手

法では詳細に表現することが難しい．そこで，様々な発話

スタイルの違いを言語特徴で表すことを検討する．しかし，

言語特徴のために学習データに対して，あらかじめ人手で

発話スタイルを割り当てるのは高いコストを必要とする．

そのため本稿では，表現豊かな音声を合成するために有用

な言語特徴を，テキストから自動的に推定する手法を提案

する． 

2 オーディオブックを用いた表現豊かな音声合成 

2.1 ページ単位の言語特徴 
 オーディオブックのような前後の文章が意味的に関係す

る文を学習・合成する場合，文単位までの言語特徴では，

その関係を考慮することができない． 

本稿で学習データとして用いる絵本のような子供向けの

オーディオブックはページごとにシーンが変わることが多

い．そこで，ページ単位の情報が文単位以上の情報として

有用だと考えられることから，本研究ではページ単位の言

語特徴を設計する．ページ単位の言語特徴を以下に示す．  

• 当該文のページ内での{前，後}からの位置  

• 当該ページにおける{フレーズ，文}の数  

これらの言語特徴により，文単位以上の情報を考慮した学

習が可能となる．  

2.2 会話文と地の文を表現する言語特徴 
物語のオーディオブックは，登場人物のセリフにあたる会

話文と，会話文以外のナレーションにあたる地の文の 2 種

類から構成される．会話文では，話者が登場人物になりき

って発話しているため，地の文とは声色や感情が異なるこ

とから， 会話文と地の文では異なった発話スタイルを持っ

ていると考えられる．会話文と地の文を区別するために，

オーディオブックに含まれるテキストの引用符を用いる．

引用符を基に設計した言語特徴を示す． 

 

 

 
図 1：当該音素の引用符内外情報を表す言語特徴 

• {先行，当該，後続}の{音素，音節，単語，フレーズ}の

引用符内外情報  

• 当該ページ内の引用符内の{単語，フレーズ}の割合  

1 つ目の言語特徴より，会話文と地の文を区別した発話スタ

イルの表現が期待できる．当該音素の引用符内外情報を表

す言語特徴を図 1 に示す．また，同じオーディオブックの

音声であっても，地の文だけのページは比較的安定した声

で文章を読んでいるため，ページ内の変動は小さいと考え

られるが，会話文が多いページでは感情的に読んでいるた

め，ページ内の変動は大きいと考えられる．そこで 2 つ目

の言語特徴のように，地の文と会話文の割合を言語特徴と

して表すことで， ページ内の変動の学習が期待できる． 

2.3 構文情報に基づく言語特徴  
物語のオーディオブックでは，地の文や会話文など様々

なスタイルの文が存在する．そのため，従来の言語特徴の

みでは，複雑な文の構造を正確に捉えることが困難である

と考えられる．文の構造は韻律に関係するため，正確な文

の構造を得ることは重要であると考えられる．そこで，構

文解析器を用いて，構文解析情報を言語特徴として用いる．

構文解析を行うことにより得られる構文木を用いて言語特

徴を設計する． 

• 当該単語の品詞  

• 当該単語と{先行，後続}単語との木構造上の距離  

• 当該単語と根との木構造上の距離  

• 当該単語の親の品詞  

• 当該単語の親の持つ単語群内での当該単語の{前，後}

からの位置  

• 当該単語の親の持つ単語群の総{音素，音節，単語}数  

• 当該単語と{先行，後続}の内容語の木構造上の距離  

以上のような，構文解析に基づいた言語特徴により，文

の構造を捉えた学習が期待できる． 

2.4 フレーズコード 
テキストを基に，全フレーズに対してフレーズを表すコ

ードを音声に割り当てる．フレーズコードの割り当てと使

用の流れについて図 2 に示す．フレーズコードは数値で表

し，フレーズが他のフレーズとは異なる固有のコードを持

つ．このフレーズコードを言語特徴と共に DNN の入力と

して用いることにより音響モデルの学習を行う．そして合

成時には，学習時に用いた音声から，適応したいフレーズ

を選択し，そのフレーズコードを入力として用いることで，

そのフレーズの発話スタイルの音声の合成が期待できる．

フレーズコードは数十～数百次元の乱数で表現する．以上

のようなフレーズコードにより，詳細な発話スタイルの表

現を期待する． 
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図 2：フレーズコードの割り当てと使用の流れ 

3 実験 
提案法の有効性を評価するために，主観評価実験を行っ

た． 音声合成システムのための学習コーパスとして，英語

の子供向けのオーディオブック 833 ページ(255 分)を用い

た．またテストデータとして，学習データに含まれない子

供向けのブック 348 ページを使用した．音響特徴として，

サンプリング周波数を 44.1kHz，フレーム周期を 5.0ms と

し，STRAIGHT 分析によって得られるメルケプストラム 0

～49 次，対数基本周波数，非周期成分 0～24 次とそれらの

動的特徴量(∆, ∆2)を用いた．言語特徴には，システム 1 と

して，HTS-2.3[3]で使用されている言語特徴とページ単位

の言語特徴を用いた．また，システム 2 として，システム 1

で用いた言語特徴に加えて，会話文と地の文を表現する言

語特徴と構文解析に基づく言語特徴を用いた．構文解析ツ

ールは StanfordParser-3.4.1[4]を使用した．さらにシステ

ム 3 として，システム 1 で用いた言語特徴に加えて，フレ

ーズコードを用いた．システム 1, 2 の言語特徴を用いて，

HMM に基づく音声合成システムを構築した．音響モデル

に 5 状態スキップなし left-to-right 型 MSD-HSMM を用い

た．また 3 システムの言語特徴を用いて，DNN に基づく音

声合成システムを構築した．音響モデルに隠れ層数が 3，各

隠れ層のユニット数が 2048であるDNNを用いて活性化関

数にはシグモイド関数を用いた．システム 1では324次 元，

システム 2 では 426 次元，システム 3 では 644 次元の言語

特徴に 3 次元の継続長特徴を加えたものを DNN の入力特

徴量とした．そして，228 次元の音響特徴と有声無声情報

を DNN の出力特徴とした．主観評価実験として子供向け

のオーディオブックとしての自然性に関する対比較試験を

行った．合成した 348 ページからランダムにページを選択

し，音声ペアを被験者に聞かせ，どちらが自然性に優れて

いるかを評価させた．また，自然性に差がない場合に対し，

差がないという選択肢を用意した．10 名に実験を依頼し，

1 名あたりの評価ページ数は 15 ページとした． 

 HMM 音声合成では，システム 1 が 44.0%，システム 2

が 52.7%となった．また DNN 音声合成では，システム 1

が 27.3%，システム 2 が 64.0%となった．システム 2 の音

声は，地の文が安定し会話文が抑揚のついた音声となった．

また，システム 2 の音声は，イントネーションが正しく，

基本周波数エラーの少ない音声となった．以上のことから，

会話文と地の文を表現する言語特徴と構文解析に基づく言

 
 

図 3：表現性に関する XABテスト結果 

語特徴は，子供向けのオーディオブックとして自然な音声

を合成すると考えられる．さらにシステム 2 同士を比較す

ると，HMM が 9.3%，DNN が 88.0%となった．HMM に

基づく音声合成では，音響モデルの学習時に，決定木に基

づいてコンテキストクラスタリングを行なっているため，

音響的に影響が小さい言語特徴は使用されない可能性があ

る．一方 DNN に基づく音声合成では，単一の DNN を用い

るため全ての言語特徴を学習に利用できる．このため，

HMM と比較して DNN は，設計した言語特徴が音響モデ

ルの学習に反映されやすく，子供向けのオーディオブック

として自然な発話スタイルを表現することができたのだと

考えられる．  

次に発話スタイルの表現性に関する XAB テストを行っ

た．システム 3 では，学習データから 20 フレーズを選んで

適応データとした．XAB テストでは，まず目標音声を被験

者に聞かせ，続いて合成音声のペアを聞かせて，どちらが

再現性に優れているかを選択させる．今回は適応データ 20

フレーズからランダムに 1 フレーズを選択し，それを目標

音声とした．実験結果を図 3 に示す．図 3 より，システム 1

よりシステム 3 が高いスコアを得た．システム 1 で合成し

た音声は平坦な音声となったが，システム 3 で合成した音

声は適応音声の発話スタイルを表現した音声となった．こ

の結果より，フレーズコードを入力に用いることで，指定

した発話スタイルの表現が可能だと考えられる． 

4 むすび 
 本研究では，表現豊かな音声合成を実現するために，オー

ディオブックを用いた統計的パラメトリック音声合成のた

めの言語特徴の検討を行った．提案した言語特徴の有効性

を評価するために，子供向けのオーディオブックを用いて

音声合成システムを構築し，主観評価実験を行った．実験

結果より，新たに設計した言語特徴を用いた音声は，オー

ディオブックとして高い自然性を示した．また，詳細な発

話スタイルを表現するために，フレーズコードを用いた

DNN 音声合成を行った．フレーズコードにより，指定した

発話スタイルを表現する可能性が確認できた．今後の課題

としては，係り受け解析情報に基づく言語特徴の設計，フ

レーズコードの次元数を増加しての合成，母語話者による

評価実験が挙げられる． 
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