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区間分割した音声信号の周波数処理による特定人物への音声変換
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はじめに

本研究では音声信号の周波数を操作すること
で発話音声を特定の人物の音声信号に変換する
ことを目標とする．特に音声信号に含まれる個
人性を転写することで特定人物の音声を模倣す
ることを目指している．
Fujisakiは音声信号に含まれる情報を，言語情
報，パラ言語情報，非言語情報）の三つに分類
した[1]．人物の音声特徴の中でパラ言語情報の
一つであるF0波形は多くの情報を持っており，
音声信号に個人性や感情を付与する際に用いら
れる[2]．歌声や音声の分析においてもF0の情報
はよく用いられる[3]．本研究でも同様にF0波形
を転写することで特定人物のイントネーション
を他の音声信号に付与する．本稿ではこれまで
構築した基礎システムと評価実験の結果につい
て報告する．
2.
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提案手法の概要

本研究で目標とするシステムの流れを図1に示
す．対象人物とは本手法によって特定人物のF0
対象人物の音声発話取得

発話開始と終了時の無音区間除去

波形を転写する対象を表す．目標システムでは
まず，対象人物の音声波形を取得し，開始と終
了時の無音区間を除去する．音声波形をモーラ
ごとに区間分割し，各区間に対し，特定人物の
F0波形を転写する．
本稿では目標とするシステムの実現可能性を
検証するための基礎実験として，下記の制約を
入れてシステムを構築した．
1. 音声波形をモーラで分割せず，音声全体の
F0波形を転写する．（図1の赤枠部分）
2. 対象人物と同じ発話内容の特定人物の音声
発話も取得する．
1.について，本研究では基礎実験を行うため，区
間分割する前段階として，F0変換による特定人
物の音声模倣の有効性について検証した．2.につ
いて，本システムではF0以外の要因を極力減ら
すため，対象人物と特定人物の同じ発話内容間
でのF0転写を行った．
本システムを構築するため，フリーの音声分
析ソフトであるPraat [4]を用いた．Praatはアムス
テルダム大学で開発されたオープンソフトなソ
フ ト ウ ェア で あり ， 音声 分 析 ソフ ト とし て，
様々な研究で活用されている．まず，取得した
音声信号の先端と終端のパワーが微少な区間を
除去した．次に，特定人物の音声信号をPraatで
読み込み，F0波形を求めた．計算したF0波形を
対象人物のF0波形に上書きすることで，F0波形
の変換を行った．

発話データをモーラ（区間）に分割

各モーラに特定人物のF0波形を転写
本稿では基礎実験のため、モーラに分割
せず、発話区間全てのF0波形を転写した

図 1. 目標とするシステムの流れ
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こんにちは
今日はとても寒いですね。
今日は何をしに来たのですか？
それは楽しそうですね！
ところで昨日のテストはどうでしたか？
すごいですね！
私はよく分かりませんでした。
今度勉強を教えてもらえませんか？
ありがとうございます！
また明日、さようなら。
図 2. 読み上げ文
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3.

評価実験

F0波形の転写による特定人物の音声模倣の有
効性を検証するため，5人の被験者の音声を録音
し，それぞれのF0波形を他の音声に転写する実
験を行った．まず，図2に示す10文の読み上げを
5人の被験者に読んでもらい，録音した．それぞ
れの読み上げ音声について無音区間除去し，F0
波形を文ごとに算出した．その後，各被験者の
音声のF0波形に，他の4人のF0波形を上書きした
ものを作成した．
本実験の目的は F0 波形の上書きによる音声模
倣の性能を評価することである．そこで，評価
実験は以下の手順で行った．
1. 被験者の 5 人とは異なる評価者 2 人に対し，
ある特定の被験者の１．から３．までの読
み上げ文の録音音声を聞かせる．
2. ４．から１０．について，特定の被験者に
加え，F0 波形を上書きした他の 4 人の音声
も聞かせる．
3. ４．から１０．の各文に対し，どの音声が
特定の被験者のものであるか紙に記入する．
本実験の結果を表 1 に示す．表 1 において，特
定の被験者を A，他の 4 人の被験者を B，C，D，
E としている．４．から１０．の文について，二
人の評価者が選択した音声を示している．
本実験の結果より，F0 波形の上書きのみでも
ある程度は特定人物の音声を模倣することが可
能であることが示された．さらに，モーラによ
って区間分割し，区間ごとに F0 波形を処理する
ことでより高性能な音声模倣が実現できる可能
性を示唆する結果が得られた．
表1

文４．
文５．
文６．
文７．
文８．
文９．
文１０．

4.

評価実験の結果

評価者 1
A
A
A
A
A
A
A

評価者 2
A
A
A
A
B
B
A

ノイズなどの環境音によって特定人物の音声を
判別しやすくなったという意見もあった．この
ような意見から同一の環境で録音した音声を用
いた場合はさらに高性能な音声模倣が可能にな
ると考えられる．
本稿は図 1 のシステムを構築するための基礎シ
ステムについて報告したものであり，全体シス
テムを構築する上で，下記に示すように様々な
課題を解決することが必要である．
1. 分割した区間の関連性を考慮した F0 処理
2. F0 波形以外の音声情報の転写
1.について，これまでは音声全体の F0 波形を用
いたが，区間に分割する際は，区間同士のつな
がりを考慮した上で F0 を処理する必要がある．
2.については音声情報に含まれる他のパラ言語情
報も転写することでより高性能な音声模倣が可
能になると考えられる．
5.

おわりに

本稿では特定人物の音声模倣を実現するため，
音声信号のF0波形を他の音声信号に転写するこ
とによる模倣性能を評価した．音声信号をモー
ラに区間分割してF0波形を転写するシステムの
基礎実験として構築した．評価実験の結果，特
定人物のF0波形を転写した音声を特定人物の音
声と混同することがあることが示された．今後
はモーラ単位で区間に分割し，各区間のF0を処
理することでより精度の高い音声模倣を実現す
ることを目指す．
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