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1 はじめに
歌声合成とは，コンピュータに任意の歌を歌わせる技術で

ある．歌声合成技術の普及に伴い，品質の向上や表現の多様
化が求められている．歌声合成には，VOCALOIDに代表さ
れる波形接続に基づく手法 [1]や，統計モデルに基づく手法
など，さまざまな手法が提案されている．なかでも DNN歌
声合成は，近年注目されている手法であり，楽譜情報から変
換されるラベルと歌声波形から抽出される音響特徴量との対
応関係をDNNを用いてモデル化する．DNNをコンテキスト
から音響特徴量を推定する音響モデルと考える事により，よ
り精度の高い推定を行い，動的特徴量を考慮して学習を行な
うことで滑らかな歌声を合成する事が可能である．
実際の人間の歌声は，子音を少し早く発音し，母音の開始

を音符のタイミングに合わせる傾向にあるといったように，
必ずしも楽譜通りのタイミングで発音をしていない．そのた
め，楽譜情報と歌声波形との間には時間的なズレが存在し，
楽譜情報と歌声波形の対応関係を学習する際には，この発音
のズレを考慮する必要がある．従来の DNN歌声合成 [2]で
は，楽譜の時間情報を用いるのではなく，あらかじめ推定さ
れた歌声データの音素境界の時間情報を用いることで解決し
ていた．しかしこの手法では，前処理として時間情報の操作
を行なうため，DNNの学習時にはこの発音のズレの情報が
与えられない．楽譜に記された本当の時間情報は用いられな
いため，推定したアライメント情報に誤りが含まれていた場
合，取り返しがつかないという問題点がある．そこで本論文
では，楽譜と発声のズレを含めた DNN学習を行なう手法を
提案する．これにより，DNNを用いて人間の発音タイミン
グを再現し，歌声の品質を向上させることを目的とする．

2 DNN歌声合成システム
本システムは DNNを楽譜情報から音響特徴量を推定する

音響モデルとみなしている．DNN歌声合成システムの概要
を図 1に示す．HMM歌声合成と同様に，学習部と合成部か
ら構成されている．学習部では歌声から抽出した基本周波数
とスペクトルなどの音響特徴量と，楽譜情報から変換したラ
ベルとの対応関係を DNNを用いてフレーム単位でモデル化
する．合成部では，楽譜情報に基づいてモデルから生成され
るパラメータを用いて歌声を合成する．

3 楽譜と発声のズレを考慮した学習
本研究ではズレの情報を含めて DNNの学習を行なう手法

を提案する．
3.1 前後の情報を用いてズレを補う手法
従来手法では音素境界情報により，変更された時間で固定

した学習を行なっていた．しかしこの手法では，別のモデル
を用いて音素境界を推定する必要があり，また，推定した音
素境界に誤りが含まれた場合のリスクが大きいという問題が
あった．そこで，前後のラベル情報を当該ラベルに追加する
手法を提案する．この手法では，当該フレームのラベル情報
liに加えて前後のフレームのコンテキスト情報であるラベル
li−aや li+aを追加し，次元数の大きな 1つのラベル l

′

iとする
ことで，発声のズレを DNNが学習することを期待する．こ
こで，aは任意の整数とする．この手法では，楽譜の境界か

図 1: DNN歌声合成システム

ら遠い部分ではラベルの持つ情報量はほぼかわらず，境界付
近のフレームは複数のラベル情報を併せ持つこととなる．こ
の状態で DNNのモデル学習を行なう事で，i番目のフレー
ムからの出力 oiに，l

′

iに含まれる li−a，li，li+aのラベル情
報のうちから，どの部分に相当する音響特徴量を出力するか，
DNNが選択する事が出来る．この手法では，予め音素境界
を推定したり，明示的にズレの大きさなどを与える必要がな
いため，別のモデルを用いてそれらの操作を行なう必要がな
い．また，楽譜の時間情報のみで歌声の合成を行なうことが
でき，アライメントの推定誤りなどによる影響を受けないと
いう利点がある．
3.2 学習済みDNNを利用する手法
従来手法では，予め時間情報を変更しているために，DNN

の学習の際にはズレの情報が与えられず，楽譜に記された本
当の時間情報は用いられていなかった．そこで，この従来手
法の条件で学習を行なったモデルを利用し，学習済みのDNN

に新たな層を追加し，楽譜の時間情報を用いたラベルを入力
として再学習する手法を提案する．この手法ではまず，入力
に時間境界を音素境界に合わせて変更したラベル lCi ，出力に
音響特徴量 oiをセットし，それらの対応関係をDNNで学習
する．次に，学習済みの入力側にDNNに新たな層を追加し，
入力を楽譜の時間情報から得られるラベル lCi ，出力を音響特
徴量 oiとして，再びDNNの学習を行なう．このようにする
ことで，予め学習されていた音素境界時間情報から音響特徴
量を推定する部分のモデルはそのまま利用され，新たに追加
した層が，楽譜時間情報から音素境界時間情報へと変換する，
HMM歌声合成における発音タイミングモデルのような役割
を担うことが期待される．この手法では，最終的な DNNの
学習では楽譜時間情報によって得られるラベル列を音響特徴
量との対応関係を学習しているため，合成時にも別のモデル
を用いてズレを表現する事なく，楽譜から得られるラベル情
報から直接音響特徴量を生成することが可能であるという利
点がある．
3.3 明示的なズレ情報を入力に用いる手法
従来手法の，DNN の学習の際にはズレの情報が与えられ
ず，楽譜に記された本当の時間情報は用いていないという問
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表 1: 従来手法との比較

Mel-CD F0RMSE VUV

Conventional 6.142 0.05877 8.207

a=32 6.421 0.06398 *9.979

a=64 *6.406 0.06283 10.308

a=8,64 6.536 *0.06222 10.776

表 2: 学習済み DNNを利用する手法

Mel-CD F0RMSE VUV

Conventional 6.142 0.05877 8.207

Base 6.454 0.06308 10.413

提案手法 6.226 0.06279 8.684

題点を解決もう 1つの手法として，ラベルのコンテキスト情
報にズレの値を追加する手法を提案する．入力であるラベル
情報にズレの値を付与することで，入力特徴量と出力特徴量
の対応関係が崩れている場合にも，DNNがズレの大きさに
従ってよりよい推定を行なうことを期待する．

4 評価実験
DNN に基づく歌声合成の有効性を評価するために，客観

評価実験を行った．本実験では歌声データベースとして，女
性 1 名による童謡 70 曲を用いた．学習データとして 60 曲，
テストデータとして残りの 10 曲を用いた．サンプリング周
波数は 48kHz，量子化ビット数は 16bit である．音響特徴量
として，STRAIGHT によって抽出されたスペクトルに，メ
ルケプストラム分析を適用することにより得られた 49 次の
メルケプストラム係数，対数基本周波数とそれらの 1 次，2

次の動的特徴量を用いた．DNN の基本となる入力は楽譜情
報と継続長情報を表す 648 次元ベクトル，出力は音響特徴量
の静的 動的特徴量と有声無声情報を表す 154 次元ベクトル
である．ただし，静的 動的特徴量の最小値と最大値を基に，
0.01 から 0.99 となるように正規化を行った．ただし，実験
1，実験 3では入力次元数を変更して実験を行なっているた
め，別に明記するDNNの中間層 出力層の活性化関数にはロ
ジスティックシグモイド関数を用いた．客観評価尺度として，
メルケプストラム歪み (Mel-cd[dB]) と対数基本周波数の平
均二乗誤差 (F0RMSE[logHz])有声無声エラー（VUV[%]）
を用いた．
4.1 客観評価実験 1

前後の情報を用い前後の情報を用いてズレを補う手法に関
して，aの値を変化させ，どの場合が最も有効であるか客観
評価尺度を用いて比較した．表 1に結果を示す．nの値が 8

から 64のとき，前後の情報を用いない場合より値は良くなっ
ている．これは，前後のフレーム情報を用いることで，DNN

がズレをある程度吸収し，学習することができたからだと考
えられる．しかし前後の情報を用いてズレを補う手法では，
ある程度のズレを吸収する事はできるが，音素境界情報を用
いた手法の方が効果的であることがわかった．従来手法では，
DNNがズレを考慮できないが，正しい対応関係で学習を行
なえることが性能に大きく効果を上げている事がわかる．
4.2 客観評価実験 2

学習済み DNNを利用する手法に関して，客観評価尺度を
用いて従来手法と比較した．表 2に結果を示す．表 2より，
学習済み DNNに新たな層を追加し再学習した手法では，楽

表 3: DNN歌声合成におけるズレ情報の追加による比較

Mel-CD F0RMSE VUV

Base 6.454 0.06308 10.413

Base+Note 6.424 0.06279 10.388

Base+Phone 6.269 0.06014 9.304

Conventional 6.142 0.05877 8.207

Conventional+Phone 6.126 0.05876 8.097

譜時間情報に基づくラベルで通常通り学習した場合よりも性
能が向上した．このことから，新たに追加した層がズレを補
正する役割を担ったことがわかる．しかし，実験 1と同様に
従来手法と比較した場合では，及ばない結果となった．層数
を増やして学習を行なうことである程度のズレの吸収はでき
たが，音素境界情報を用いて正しい対応関係で学習した場合
の方が，高い性能を示している．
4.3 客観評価実験 3

明示的なズレ情報を入力に用いる手法のうち，どのように
ズレ情報を入力するのが最も有効であるか，客観評価尺度を
用いて比較した．条件をそれぞれ変更した以下の 5手法を比
較した．
Base

　楽譜時間情報を用い，ズレの大きさは考慮しない．
Base+Note

　楽譜時間情報を用い，音符ごとのズレの大きさを追加．
Base+Phone

　楽譜時間情報を用い，音素ごとのズレの大きさを追加．
Conventional method

　音素境界情報を用い，ズレの大きさは考慮しない．
Conventional+phone

　音素境界情報を用い，音素ごとのズレの大きさを追加．
表 3に結果を示す．
表 3より，音素ごとのズレの大きさを追加したことで，全
ての評価項目において，値が良くなっていることがわかる．
楽譜時間情報とのズレの大きさを入力に加える事で，音素境
界情報に加えて実際の楽譜の情報をも考慮することができた
からであると考えられる．音素境界情報の利用に加え，楽譜
時間とのズレを入力に加える手法が有効であることが確認で
きた．

5 むすび
従来の DNN歌声合成の，DNNの学習の際にはズレの情
報が与えられないという問題を解決するため，楽譜と発声の
ズレを考慮した学習手法を提案した．楽譜と発声のズレを考
慮した学習手法として，前後の情報を用いてズレを補う手法，
学習済み DNNを利用する手法，明示的なズレ情報を入力に
用いる手法，の 3手法を提案し，それぞれ条件を変更して比
較を行なった．客観評価実験の結果，全ての手法に置いて，
学習によってズレを吸収する効果が得られることを確認した．
また，明示的なズレ情報を入力に用いる手法では，従来法と
組み合わせる事で，より適切なモデル学習が可能となること
を確認した．
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