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来場者の声の特徴を反映する映像エンタテインメント
システムのための台詞音声生成システム
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視聴者の顔を CG で再現し，CG キャラクタとして映画に登場させる Future Cast
System（FCS）を改良し，視聴者から収録した少量の音声サンプルを用いて，視聴
者に似た台詞音声を生成するため複数手法を統合し，生成された台詞音声をシーンに
合わせて同期再生することで，視聴者の声の特徴をキャラクタに反映させるシステム
を提案する．話者データベースから視聴者と声が似た話者を選択する手法（類似話者
選択技術）と，複数話者音声を混合することで視聴者の声に似た音声を生成する手法
（音声モーフィング技術）を組み合わせたシステムを構築し，複数処理を並列化する
ことで，上映準備時間の要求条件を満たした．実環境を想定して BGM/SE を重畳し
た音声によって，従来手法である類似話者選択技術より得られる音声と，提案法で導
入した音声モーフィング技術より得られる音声を主観評価実験により評価した結果，
Preference Score で 56.5%のモーフィング音声が目標話者の音声に似ていると判断
され，音声モーフィングを組み合わせることでシステムが出力する台詞音声の話者類
似性を改善できることを示した．

the CG character’s movement. We constructed the speech synchronization system using a voice actor database with 60 diﬀerent kinds of voices. Our system
achieved higher voice similarity than conventional systems; the preference score
of our system was 56.5% over other conventional systems.

1. は じ め に
Future Cast System（FCS）1) は，2005 年日本国際博覧会において初めて公開された，誰
もが簡単に映画に登場することのできる世界初のエンタテインメントシステムである．FCS
は視聴者の顔画像・顔形状を取り込み，視聴者の CG キャラクタを作成，映画への出演を
短時間で実現することができる．視聴者の顔の特徴を反映させたキャラクタが即座に映画に
登場し，表情豊かに演技を行う新しい視聴者参加型エンタテインメントシステムとして注目
されている．しかしながら，FCS で反映される視聴者の特徴は，顔のみであった．

FCS の拡張として足立ら2) は，視聴者の声の特徴を映画のキャラクタの台詞音声へ反映
させ，登場キャラクタの顔と声の一致度を向上させるシステムを提案した．あらかじめ構築
した話者データベースから視聴者の知覚的類似話者を選出し，登場キャラクタに割り当てる
ことで，登場キャラクタの顔と声の一致度の高い台詞音声を同期出力する．演技の品質や音
質・話者性については，話者データベースに依存し，短い処理時間で安定した台詞音声を出
力できるという利点がある．一方で，十分な話者性を確保するためには話者データベース構
築に多くの時間・コストを必要とする．関連する研究としては，音声合成や声質変換の研究
はさまざま行われており3)–5) ，人間の声と聞き比べても遜色のない自然性が確保されている
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character to the audience, the system produces voices in synchronization with
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ものもある6) ．これらの技術は限られた話者データベースから多様な話者・発話内容の音声
を生成する技術として多方面への応用が期待されるが，映像作品に使われた例はほとんどな
い．特に，エンターテインメントシステムとして音声合成や声質変換技術を運用するうえ
で，最終的な出力となる台詞音声の音質を保証することが重要である．
そこで本研究では，先行研究の短い処理時間で安定した音質を確保できる足立ら2) のシ
ステムを拡張し，限られた話者データベースを用いて，視聴者の声の特徴を映画のキャラク
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タの台詞音声へ反映させるための複数手法の統合システムを提案する．視聴者から収録した

話者につき 111 音声サンプル」×「60 名分の仮想的な話者」= 合計 6,660 音声サンプル）

少量の音声から，短時間で複数手法の処理を並列に実行し，得られた複数手法の結果を統合

を収録したものである．

することで，提案システムの出力する台詞音声の話者類似性の改善を目指す．

類似話者選択用の文章については，個人の特徴を効率的に獲得するために，音素がバラン

2. システム設計

ス良く含まれていることが望ましい．特に音声の個人性は，子音よりも母音に多く現れると

映像作品としては，1 つの要因の品質低下が全体の品質に大きく影響するため，映像品質

男女さまざまであり，音声の収録対象文章としては，複雑な文章や長い文章は避け，簡単で

に見合う音質が確保されていることが必須である．また，映像と音のずれは視聴者に違和感

誰もが発話しやすい文章であることが望ましい．そこで本システムでは日本語の母音をバ

を感じさせることがあるため，台詞音声は映像と同期して出力されるべきである．エンター

ランス良く含み，多くの人になじみのある文章「あめんぼあかいなあいうえお」を採用し

テインメントシステムとしては，視聴者への負担が極力少ないことが重要である．特に音声

た．また，追加手法の音声の収録対象文章についても共通化することで，収録作業の軽減を

収録作業に慣れていない視聴者にとっては，長時間の収録は負担となるため，収録時間や内

図った．

いわれているため，特に母音のバランスは重要と考える．さらに，想定される視聴者は老若

容についても十分配慮する必要がある．また，対象とする作品が変わったときに，台詞数や

映像内のキャラクタの口の動きが見てとれるようなシーンにおいては，口の動きと台詞音

登場人物数に対応できるシステムの柔軟性や，視聴者から収録した音声が少量であってもシ

声との同期（リップシンク）が映像作品の自然性に大きく影響する．そのため，映像と背景

ステムを安定して運用できる頑健性も重要である．さらに，視聴者が作品を鑑賞するまで

・効果音（SE）との同期だけではなく，台詞音声との同期も実現する必要がある．
音（BGM）

の待ち時間も極力短いことが望ましい．従来 FCS では上映までの準備時間が 15 分以内で

そこで映像作品 “Grand Odyssey” の台詞のうち，口の動きが見てとれるシーンの台詞を中

あり，本システムにおいてもこの条件を満たすべきである．FCS のように視聴者の誰もが

心にリップシンク実現のための音素および音素継続長情報を新たに整備した．整備手順は，

簡単に映画に登場人物として参加できるエンターテインメントシステムを構築するうえで，

まず整備対象となる台詞音声を音声認識ソフトウェアで音素アラインメントを行い，得ら

視聴者の声の特徴を反映させた台詞音声の出力には，1) 映像作品に期待される音質を確保

れた音素および音素継続長よりテストアニメーションを生成した結果を目視で検査を行い，

し，2) 視聴者の収録などの負担を極力軽減し，3) 短い待ち時間で，4) 映像に合わせて台詞

不具合のあったアニメーションの音素および音素継続長を修正した．本研究では，音声認識

音声を同期出力する，5) 頑健性・柔軟性を有するシステムであることが重要である．

ソフトウェアとして ATR 音声言語コミュニケーション研究所で開発された ATRASR 7) を
2)

の

用いた．ATRASR は，認識処理において大人用音響モデルと子供用音響モデルの両方を用

システムに新たな手法を追加し，結果を統合することで，話者類似性の改善を目指す．本章

いたパラレルデコーディング8) を行い，リップシンクアニメーションへの応用実績9) のあ

では，上記要求条件を満たすためのシステム拡張，および手法選択について論じる．

るソフトウェアであることから，多様な声質を含む話者データベースの音素アラインメント

本論文において，声の特徴の反映をより積極的に行うため，先行研究である足立ら

2.1 話者データベースの整備

処理に有効であると考えられる．キャラクタの口の動きが見てとれるようなシーンの発話

話者データベースの整備は，出力する映像作品の品質に深く関係するため，重要である．

2,220 音声サンプルについて，発話アニメーションの目視検査でリップシンクの精度を確認

特に，映像内のキャラクタの演技にマッチする台詞音声を発話することは，声優など経験者
以外には困難である．本論文では，足立ら2) のシステムに使用した話者データベースを基

し，セグメンテーション結果の修正を必要とした発話は 27 音声サンプル（1.2%）であった．

2.2 音声モーフィングに基づく新たな手法の導入

に，音声サンプルの分割位置を調整したものを用いた．本データベースは，2005 年日本国

通常の映像作品では，台詞音声は収録スタジオで収録した音声に BGM やエフェクトを

際博覧会において公開された FCS 用の映像作品 “Grand Odyssey” の全 89 台詞の台詞音

加えて出力するため，本論文で提案するシステムの出力する台詞音声も同様に高品質である

声（110 音声サンプル），および類似話者選択用の 1 文章の読み上げ音声（1 音声サンプル）

必要がある．しかし，視聴者の音声を収録する環境は，必ずしも収録スタジオのように環

からなる 111 音声サンプルについて，1 名の声優につき 2 名の異なる話者を想定した声で演

境の整った場所ではなく，環境雑音が混入することもある．このような雑音環境下において

技してもらうことで，30 名の声優から 60 名分の仮想的な話者の音声（「1 名分の仮想的な

も，混入した雑音が音質に影響しにくい手法であることが望ましい．
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であり，音質劣化の少ない台詞音声の出力が期待できる．また，視聴者の音声から推定
するパラメータは音声モーフィングのための少数のモーフィング率のみであり，少量の
音声からでも安定してモーフィング率を推定できる．さらに，事前に準備した雑音のな
い話者データベース内の音声からモーフィング音声を生成するため，直接的に音声スペ
クトルを操作する手法と比べ，視聴者の音声に雑音が混入している場合でも，出力され
る台詞音声は安定した音質を確保できる．
安定したリップシンク精度 話者データベースの台詞音声に対して事前に音素および音素継
続長が付与されているため，音声モーフィングによって得られる台詞音声の音素および
音素継続長は，重みつき線形和の計算により容易に算出することが可能である．また，
事前に発話アニメーションの目視検査により整備された音素および音素継続長情報を基

Fig. 1

図 1 音声モーフィングに基づく台詞生成システム
Dialogue generation system based on auditory morphing.

礎とする安定したリップシンク精度を実現できる．

2.3 処理の並列化
視聴者にとって映像を見るまでの待ち時間は，サービスの印象に大きく影響する．特に，

音声収録に慣れていない人にとっては，音声収録作業は負担となる可能性があるため，そ

安定したサービスとして提供することを考える場合，映像の上映開始は時間厳守であり，指

の作業は極力短時間にする必要がある．このため，視聴者から収録した少量の音声に対して

定時間に確実に上映できることが必須である．このため，視聴者の音声収録時間などにより

安定して動作する手法であることが必要である．

処理時間が変動する状況下でも，限られた時間内で得られる最良の結果を確実に提供する

また，生成される台詞音声に対しても，リップシンクが実現されるべきである．

システム設計が重要である．また，複数の視聴者の音声に対して，複数の手法を適用する

つまり，視聴者から収録した少量の音声に対して安定して動作し，雑音環境下でも安定し

場合は，必要とする処理が並行に処理されるよう，システムを設計することが重要である．

た音質を確保でき，リップシンクのための情報を効率的に取得できる手法が必要である．そ

さらに，処理に使用できる PC の台数の増加にともない，処理時間を短縮できるようなス

こで本論文では，STRAIGHT に基づく音声モーフィング10) による特定話者音声生成技術

ケーラビリティのあるシステム設計であることが望ましい．

11)

を新たに開発した．音声モーフィング

とは入力された 2 つの音声から得られるパラメー

そこで，音声収録処理，音声分析・合成処理，音声出力処理が独立して動作するように設

タを任意の配分で混合することより，中間的な特徴を持った合成音声を生成する手法である．

計した．音声分析・合成処理については，音声サンプルごと，手法ごとに複数の PC で並列

Kawahara らが提案した STRAIGHT 6) に基づく音声モーフィングでは，音声パラメータ

に動作する独立したサーバとして処理単位を設計することで，PC の台数増加にともない処

として，STRAIGHT スペクトル，非周期性指標，F 0，を用い，時間軸，および周波数軸

理時間が短縮できるようなシステム設計を行った．さらに音声分析処理を共通化すること

とともに，STRAIGHT スペクトログラム上に付与した特徴点に基づいて共通のモーフィン

で，処理の効率化を行った．図 2 に音声収録と音声分析合成システムの構成を示す．

グ率により 2 つの音声間のモーフィングを実現する．図 1 に本システムにおける提案手法

2.4 映像同期音声出力

の概要図を示す．提案手法ではまず目標話者の音声から学習用 DB 内の音声に対するモー

先行研究である Maejima らの従来システム 1（性別推定に基づく音声選択システム）1) ，

フィング率を推定する．次に推定されたモーフィング率に基づき台詞 DB 内の音声をモー

足立らの従来システム 2（類似話者選択に基づく音声選択システム）2) と提案システムの音

フィングすることで目標話者の声質の台詞音声を生成する．提案手法の詳細は 4 章におい

声出力方法を図 3 に示す．

て述べる．本手法は以下のような特徴を有する．
安定した音質確保 高品質の分析合成系として定評のある STRAIGHT を基礎とする手法
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従来システム 1 1) では，事前準備としてすべての台詞に対して男女の標準音声を準備し，
視聴者から取得した顔画像データから性別推定を行うことで，視聴者に割り当てられたキャ
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図 2 音声収録と音声分析合成システム
Fig. 2 Voice recording and analysis/synthesis system.

ラクタに男女どちらの音声を割り当てるかを決定する．従来システム 2 2) では，事前準備と
してすべての話者がすべてのキャラクタの台詞音声を収録した話者データベース，および台
詞音声ファイルの再生のタイミング情報が書かれた再生リストを準備しておく．システム利
用時には，最初に視聴者から音声を収録する．この音声を用いてデータベースから，最も類
似する音声の話者を選択する．選択された話者の音声から，視聴者に割り当てられたキャラ
クタに必要な台詞音声のみを抽出する．映像上映時には BGM，SE と，絶対時間情報を表
す LTC（longitudinal time code）信号を再生する．この LTC 信号が再生リストに書かれ
た時間に達したときに台詞音声が再生される．これにより台詞ごとに映像と同期させるこ
とが可能である．再生リストを用いることにより，上映と並行して音声処理が可能であり，
かつ発話単位での分散処理が可能となる．これにより上映までの準備時間を短縮することが
図 3 音声出力システムの比較
Fig. 3 Comparison of sound output systems.

できる．
提案システムでは，さらに従来システム 2

2)

における類似話者選択処理と並行して，音声

モーフィング処理を行う．また，従来システム 1 1) で用いていた顔画像による性別推定も行
う．従来システム 1

1)

タベースを修正した．並列に処理された類似話者選択，音声モーフィング，顔画像による性

における手法を，本システムの枠組みに統合するために，台詞音声を

別推定の結果を，事前に設定した手法の優先順位をもとに統合し，最終的な台詞音声を決定

発話単位に切り出し，各発話のタイミングを統一するよう従来システム 1 の標準音声デー

する．最終的に決定された台詞音声に付随するリップシンクのための情報も結果統合時に確
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定し，映像出力処理へ情報を提供する．

2.5 結果統合による処理の安定化

提案システムの枠組みは非常にシンプルであり，容易に拡張可能である．音声モーフィン
グ以外の手法についても，入力（視聴者の音声，キャラクタ情報など）と出力（発話ごとに

本論文では，事前に各手法の優先順位を設定し，以下の手順で結果統合を行う．

切り出され，発話タイミングが統一された台詞音声一式）の仕様を一致させ，Step.3 にお

Step.1 各手法から得られた台詞音声を取得

ける優先順位，Step.2 における音質評価方法を決定することで，他の手法も同様に統合す

Step.2 取得した各手法の台詞音声について音質を評価し，音質が十分でない台詞音声を

ることができる．

破棄

Step.3 Step.2 の処理において破棄されなかった各台詞音声について

3. 知覚的類似話者の選択

Step.3.1 優先順位 1 位の手法の台詞音声が存在すれば，その手法の台詞音声を出力

3.1 知覚的類似度の推定式

Step.3.2 優先順位 1 位の手法の台詞音声が存在せず，2 位の手法の台詞音声が存在

知覚的類似話者を選択するためには，1 種類の音響特徴量より複数の音響特徴量を用いた

すれば，優先順位 2 位の手法の台詞音声を出力

Step.3.3 すべての手法の台詞音声が存在しなければ，あらかじめ設定した標準音声

方が，精度良く推定できると報告されている12) ．そこでこの文献 12) の手法に従い，個人
性が関係する音響特徴量の距離を線形結合し，知覚的類似度を推定する．なお，類似話者選
択精度に関しては文献 12) で検討が行われている．

を出力

Step.1 は上映前の任意の時間において，現時点での処理結果を確定させるために実行す

知覚的類似度 s の推定式を式 (1) で表す．

る．上映直前の決められた時間に，その時点での最良な結果を最終的な音声として確定させ
ることで，上映時間の安定化を図った．音声が収録されていない状態や処理結果が得られて

s=−

n


いない状態での上映に対応するため，標準音声を設定した．本論文では，Maejima らのシ
ステム1) で得られる台詞音声を標準音声として用いた．
本手法では Step.2 において音質に関する評価を実施することで，最終的に出力される台

αi xi

(1)

i=1

n は結合する音響特徴量の数，xi は i 番目の音響特徴量における距離，αi は線形結合の係
数である．

詞音声の音質を保証する．理想的には，音質評価も自動で行われることが望ましいが，現状

3.2 音響特徴量

では実運用に耐えうる確実な手法は見当たらない．そこで本論文では確実性を重視し，音声

音響特徴量の距離算出には，個人性の知覚に関係があると報告されている 8 種類の音響

モーフィングに基づく新たな手法から得られる台詞音声については，人手で聴取により音

特徴量を用いた．以下で説明する音響特徴量はすべて，サンプリング周波数 16 kHz，分析

質を確認した．この聴取検査をスムーズに行うために，手法ごとに出力先を分け，聴取検査

窓長 25 ms（400 点），フレーム周期 10 ms（160 点）で求める．

対象音声を明示するようにシステムを設計した．なお，Maejima らのシステムで用いた手

MFCC MFCC（Mel Frequency Cepstral Coeﬃcient）は雑音環境に頑健であり，音声

法（性別推定に基づく手法）1) ，足立らのシステムで用いた手法（類似話者選択に基づく手

認識や話者認識に用いられている13) ．本研究の MFCC は，MFCC 12 次元，ΔMFCC 12

法）2) はともに，視聴者にあった台詞音声を事前に整備したデータベースから選択する処理
であり，結果として得られる台詞音声の音質劣化はないと判断し，Step.2 における音質評

源の周波数特性の傾斜が，個人性知覚に影響を与えることを示している14) ．そこでこの

価処理を省いた．
本手法では Step.3 では各手法の優先順位を決定する必要がある．本論文では，Step.2 に
おいて最終的に出力される台詞音声の音質を保証することを前提としているため，出力音声
の話者性を基準として優先順位を決定する．類似話者選択に基づく手法，および新規に追加
した音声モーフィングに基づく手法に関する話者性の評価結果については，5.2 節で述べる．
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次元，Δ パワー 1 次元の合計 25 次元の特徴量ベクトルを用いる．

STRAIGHT Cepstrums 北村らは高次ケプストラムに現れる声帯音源の情報と声帯音
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ときの音響特徴量である対数 STRAIGHT 6) スペクトルをフーリエ変換して求めたケプ
ストラムの 35 次以上と，そのケプストラムの 1 次を用いる．
スペクトル 高次のスペクトルもまた音声の個人性と強い関係がある15) ．そこで報告され
た 2.6 kHz 以上の高次スペクトルを用いる．
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STRAIGHT-Ap 齊 藤 ら は STRAIGHT の 分 析 パ ラ メ ー タ で あ る 非 周 期 性 指 標

実現できると考え，類似度による順位を評価基準として用いた．知覚的類似度による順位と

STRAIGHT-Ap が，個人性の知覚に影響があることを示した16) ．そこで 2 kHz 以下の

その推定順位の相関は，式 (2) で示される Spearman の順位相関係数 ρ で評価した22) ．

帯域の STRAIGHT-Ap を用いる．
本周波数（F0）も音響特徴量の 1 つとして用いる．基本周波数は STRAIGHT の分析の

(ai − bi )2
(2)
−N
a は被験者によって並べられた知覚的類似度の順列における順位，b は音響特徴量によって

一部である STRAIGHT-Tempo によって抽出する．

並べられた順列における順位，N は順列の長さを示す．本実験では順列の長さ N は 36 で

17)

基本周波数 橋本らは，基本周波数は個人性に影響があることを示している

．そこで基

フォルマントとスペクトル傾斜 声質は音声の類似度の判定に主要な音響特徴量である．木
18),19)

戸らはフォルマントとスペクトル傾斜は声質の表現に必要な特徴量であるとしている

．

そこで 1 次から 4 次のフォルマントと 3 kHz 以下の対数スペクトルの傾斜を用いる．なお

ρ=1−

6

N

i=1
N3

ある．
本手法の知覚的類似度に関する評価によると，人手により類似度の順列を 2 回再現する
実験における Spearman の順位相関係数が 0.72 であるのに対し，本手法によって類似度の

本研究において，スペクトル傾斜は STRAIGHT-Spectrum の 0〜3 kHz に対する単回帰

順列を推定したものと，人手により類似度の順列を与えたものとの Spearman の順位相関

直線を最小二乗法により求め，その直線の傾きを用いた．また，フォルマントは 16 次の

係数は 0.66 であった12) ．

線形予測分析（LPC; Linear Predictive Coding）により得られる多項式の根を求め，そ
の多項式の根に対応する周波数を用いた20) ．

4. 音声モーフィングによる特定話者音声生成

3.3 距 離 尺 度

4.1 複数話者を用いた音声モーフィング

音響特徴量の距離尺度には，人による類似度判定を考慮し，イントネーションのような大

高橋らは従来の STRAIGHT モーフィングを拡張し，複数話者を用いたモーフィングの

局的な音響特徴量の時間変化を扱う DTW 距離21) を用いる．特徴ベクトル間の距離はユー

手法を提案している23) ．複数話者を用いたモーフィングの手順は従来の手法とほぼ同じで

クリッド距離とした．また，DTW 距離は発話時間（時系列長）によって正規化した．

ある．図 4 に 2 話者を用いた場合のモーフィングの手順を示す．まず，モーフィングに用

3.4 結合係数 αi の最適化

いるすべての音声に対して，モーフィング時の音韻の時間情報およびフォルマント位置が一

式 (1) により得られる知覚的類似度の推定値と，人による知覚的類似度の相関が高くな

致するようにいくつかの特徴点を付与する．モーフィング率 r に基づき，モーフィング後の

るように，結合係数 αi の最適化を行う．最適化には女性話者 36 名が「あらゆる現実をす

特徴点の位置を決定し，特徴点以外の点を特徴点間において区分線形補間を行うことで，時

べて自分の方へねじまげたのだ」と発話した，文献 12) と同一の音声を用いた．また知覚

間軸および周波数軸を伸縮させる．そして，各特徴量を各話者に与えられたモーフィング率

的類似度は，類似度の評価基準を一定に保つため，話者と面識のない正常聴力を有する 20

に基づいて次式のように複数の音声特徴量を線形結合することでモーフィング音声を得る．

代男性 1 名によって与えられた．最適化方法は，まず話者データベースから 1 名の目標話
者を抽出し，残りの 35 名を人手で目標話者との類似度順にクイックソートのアルゴリズム
で並べる．この人手による類似度付与作業を 36 名から目標話者を選択するすべての組合せ
（36 通り）について行う．次に順列で表現された知覚的類似度の順位を，最も精度良く再現
できるように結合係数 αi を，最急降下法により求める．クイックソートでの類似度の判定

xmrp =

S


rs xs

(3)

s=1

ここで，rs は s 番目の話者に付与されるモーフィング率，xs は s 番目の話者の時間周波数
に対して伸縮した特徴量を表す．

には，声質やイントネーション，発話速度といった 1 つの特徴に注目せず，全体的な印象に

4.2 STRAIGHT モーフィングによる特定話者音声の生成

よって類似度の判断を行った．人手による類似度付与の際に「話者 X と話者 A はどの程度

高橋らが提案した複数話者の音声を用いた STRAIGHT モーフィング23) は，話者間の中

似ているか」といった絶対的な類似度の付与より，「話者 X は話者 A と話者 B のどちらに

間的な音声を生成することを目的とする手法であり，手動で任意のモーフィング率を与える

似ているか」といった比較結果から相対的な類似度による順位を付与する方が高い再現性を

ことでさまざまな声質を容易に生成できる．したがって，ある一定のモーフィング率を与え
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び 4.2.2 項において述べる．次に，4.2.3 項において，本システムで用いる多量の音声デー
タに対して，ある程度自動的に特徴点を付与する手法について述べる．

4.2.1 制約なしモーフィング率推定
本論文では，複数話者の音声を用いた STRAIGHT モーフィングを拡張し，ある目標話
者の声質になるようなモーフィング率の推定法を考える．本論文では，以下の式を満たすよ
うにモーフィング率を決定する．

r̂ = arg min |y − x̂mrp |2
r


2
S





= arg min y −
rs xs 
r 

s=1
 (1) (2)


(S)

r= r

,r

(4)

,···,r

(5)

ここで，y は目標話者の特徴量ベクトル，r̂ は推定されたモーフィング率ベクトルである．
図 4 2 話者を用いた音声モーフィング
Fig. 4 Auditory morphing using 2 speakers.

また， は転置を表す．この手法において，以下の式を最小とするように推定する．
T̃ (r )
F



(r) =
ることで，特定話者の声質を生成することが可能であると考えられる．しかし，従来法では
手動によりモーフィング率を決定するため，特定話者の声質を表すモーフィング率を設定す
ることは困難である．

yt̃ (f ) − xt̃ (f˜)r

2

(6)

f,f˜=1 t̃=1

ここで，yt̃ (f ) は t̃ 番目の時間特徴点上の目標話者の特徴量であり，F は標本化した際の最大
(1)
(2)
(S)
周波数（ナイキスト周波数）を表す点である．また，x (f˜) = x (f˜), x (f˜), · · · , x (f˜)
t̃

t̃

t̃

t̃

筆者らは，話者データベースから複数話者音声を抽出し，それらの音声を混合すること

はモーフィングに用いる S 人の参照話者の特徴量ベクトルである．ただし，f˜ は特徴点と

で，話者データベースに含まれない新たな話者の音声を生成することを目的とし，音声の混

モーフィング率 r̂ に基づいて伸縮した周波数成分である．また，T̃ (r) は時間伸縮後の発話

合手法としての高橋らの手法を拡張し，特定話者音声生成を複数話者の STRAIGHT モー

区間フレーム長であり，以下の式により表される．

フィングにおけるモーフィング率最適化問題として解く手法を提案する．提案手法では，あ
る発話で推定したモーフィング率を別の発話に適用することで，データベースに事前に準備
したさまざまな発話文章に対する特定話者音声を生成する．
本システムにおける STRAIGHT モーフィングを用いた特定話者音声生成は次の手順に
より行われる．

T̃ (r) =

S


rs Ts

(7)

s=1

ただし，Ts は s 番目の参照話者の発話区間フレーム長である．

STRAIGHT に基づく音声モーフィングでは，音声特徴量，およびモーフィング後の時間

(1)

DB 内のモーフィングに用いる参照話者へ特徴点付与を事前に行う．

周波数平面を同一のモーフィング率で制御するため，式 (6) における勾配は非線形であり，

(2)

目標話者の声質を表すモーフィング率を推定する．

解析的に解くことが困難である．そこで，次式によりモーフィング率を逐次的に求める．

(3)

( 2 ) で求めたモーフィング率に基づき，台詞 DB 内の参照話者に対してモーフィン

r̂ n+1 = r̂ n − αEn

(8)

グを行い，目標話者の声質の台詞を生成する．
これらの手順のうち，最も重要な要素であるモーフィング率推定について，4.2.1 項およ
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−1

∂ 2 ´(r̂ n )
∂r̂ 2n

En =



= X̃ n X̃ n

−1

 

∂´
(r̂ n )
∂r̂ n


r̂ n+1 = L+ Q



X̃ n Ỹ n − X̃ n r̂ n





(9)

ここで，´(r̂) は時間成分および周波数成分にかかるモーフィング率 r̂ n を定数として，式

(6) と同様の計算で得られる誤差である．また，X̃ =



X
1 , X 2 , · · · , X T̃ (r̂ n )



Ēn = X̄ n X̄ n

を持つ特徴量であり，Ỹ =



は n 回目

L+ [a] =





は時間方向の特徴点情報を持つ特徴量

である．ただし，

X t̃n =
(s)

xt̃

n

b=Q

(1)
(2)
(S)
xt̃ , xt̃ , · · · , xt̃
n
n
n
(s)

(s)

(s)

(1)

n

n

n

n





Q r=



(11)



y t̃n = yt̃n (1), yt̃n (2), · · · , yt̃n (f˜n ), · · · , yt̃n (F )


0
Ē n
(1)

Ỹ n+1 − x̄(1) r̄n+1 X̄ n − r̄ n



if a ≥ 0

0,

otherwise

(15)


(16)

r̄

である．なお，本システムでは STRAIGHT スペクトルのみを用いてモーフィング率を推

(1)

=

(17)

(18)

0
r̄(1)



r̄

X̃ Q = x̄(1) , X̄

(12)

定し，得られたモーフィング率をほかの特徴量のモーフィングの際に適用している．



X̄ n


r̄ n − α

Ē n

a,



R



(10)

= xt̃ (1), xt̃ (2), · · · , xt̃ (f˜n ), · · · , xt̃ (F )



ただし，

の更新で得られたモーフィング率 r̂ n により時間周波数伸縮を行った時間方向の特徴点情報


y
1 , y 2 , · · · , y T̃ (r̂ n )

−1

(1)

r̄n+1

(19)



(20)

R−1
1×1

(21)

である．ここで，Q および R は b を QR 分解することで得られる直交行列，上三角行列で

4.2.2 制約ありモーフィング率推定

あり，r̄(1) ，x̄(1) は行列 Q をかけることで得られる 1 番目の参照話者のモーフィング率お

予備検討においてモーフィング率の合計を 1 以上および 1 未満に設定したときに生成さ

よび特徴量，r̄，X̄ は行列 Q をかけることで得られる 2 番目から S 番目の参照話者のモー

れるモーフィング音声が劣化することが確認されている．また，文献 24) において，モー

フィング率および特徴量である．また，更新されたモーフィング率 r̂ n は NNLS により負

フィング率を補外に設定した場合，音質が劣化することが報告されている．したがって，シ

値となった場合，その値を 0 に置き換えて，和が 1 になるように正規化している．

ステムを運営するうえで STRAIGHT 音声モーフィングではモーフィング率の和が 1 でな

4.2.3 動的計画法による特徴点付与

い場合，著しく音質が劣化する可能性がある．そのため，制約なしによるモーフィング率推

本システムでは多数の台詞発話を生成するために，複数の話者と大量の台詞発話で構成さ

定では音質が保証されないため，本システムに適用するのは難しい．そこで，以下のような

れた DB を用いる．STRAIGHT 音声モーフィングでは新たな声質を生成するために音声

制約をつけて，式 (4) を解く．

特徴量に特徴点を付与する必要があり，限られた期間内ですべての特徴点を手動で付与する

b r = 1

(13)

rs ≥ 0

(14)

ことは難しい．そこで，これを解決するため，本システムでは動的計画法を用いての特徴点
付与を次の手順により行った．

(1)



ここで b = [1, 1, · · · , 1] である．式 (4) および式 (13) を満たすため，Equality Constrained
25)

26)

Least Squares（ECLS） および Non-Negative Least Squares（NNLS） を導入し，以

徴点付与を行う．

(2)
(3)

Vol. 51

自動特徴点付与を行う対象の話者の特徴量と基準話者の特徴量の間で DP マッチン
グを行い，対象話者に対して時間方向の特徴点の情報を付与する．

下のように更新する．
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者の時間方向の特徴点を付与されたフレームとの間で DP マッチングを行い，対象
話者に対して周波数方向の特徴点情報を付与する．

5. 評 価 実 験
5.1 音質に関する評価
システムの生成する台詞音声の音質を評価するために，主観評価実験を行った．被験者
は，正常な聴力を有する成人男女 40 名（男女各 20 名）である．6 名の目標話者（男女 3 名
ずつ）に対する出力結果を，1 つの音声あたり 20 名の被験者が評価するように割り当てた．
被験者は，目標話者の音声と各手法により得られた音声とを比較し，5 段階の劣化評定尺度
（DMOS）で評定値を付与する（0：劣化がまったく認められない，1：劣化が認められるが
気にならない，2：劣化がわずかに気になる，3：劣化が気になる，4：劣化が非常に気にな
る）．なお，本評価実験における検知限の評定値を 0.5，許容限の評定値を 1.5 として評価を
行う．つまり，評定値が 0.5 以下であれば検知限内，1.5 以下であれば許容限内であると判
断する．提示した音声はサンプリング周波数 48 kHz，量子化ビット数 16 bit であり，発話
内容は以下の 3 種類である．

SENT ATR 音声データベース B セットの 503 文中ランダムに選択した 16 文の音声
FCSwoBGM 2005 年日本国際博覧会において公開された FCS 用の映像作品 “Grand
Odyssey” の全 89 台詞から切り出した 39 音声サンプル
FCS 前述の発話内容 FCSwoBGM に，劇中の BGM/SE を重畳したもの
各手法に使用した話者データベースは 2.1 節に示したものを使用した．なお，音声モー

図 5 音質の主観評価実験結果
Fig. 5 Subjective evaluation result of voice quality.

フィング手法を用いた発話内容 FCS の音声を生成する際には，BGM/SE 重畳前の音声に
対して手法を適用しモーフィング音声を生成したのち，BGM/SE を重畳した．
目標話者の音声に対する，目標話者の音声の STRAIGHT 分析合成音（ANASYN），類
似話者選択結果音声（SELECT），モーフィング結果音声（MORPH）の平均評定値，およ

ング音声の品質は，発話によってバラツキがあり，許容限内の音声も存在する．以上より，
現状のモーフィング音声の品質では，上映前の音質検査が必須であることが確認された．

5.2 話者性に関する評価

び 95%信頼区間を図 5 に示す．STRAIGHT 分析合成音については，BGM/SE のない発

5.2.1 客観評価実験

話内容 SENT，FCSwoBGM では許容限内の音質を確保し，発話内容 FCS では検知限内の

本論文で提案する STRAIGHT モーフィングを用いた特定話者音声生成手法の性能を評

音質を確保している．これにより，STRAIGHT 分析合成は本システムへの応用として十分

価するため，ケプストラム距離による客観評価を行った．本評価実験では，男性話者 13 名，

な品質を有していることが確認できる．類似話者選択結果音声は，音質劣化の要因となるよ

および女性話者 17 名，各 2 種類の合計 60 種類の声質で発声された同一発話内容の音声を

うな音声加工を施していないため，原音声と比べても，検知限内の音質を確保できている．

用いる．60 種類の音声のうち，1 つを目標話者の音声とし，残りの音声から，同一話者を

目標話者の音声に対するモーフィング結果音声（MORPH）の評定値については，より詳
細に分析するため，台詞ごとの平均評定値，および 95%信頼区間を図 6 に示す．モーフィ
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除く目標話者の音声とのスペクトル距離が小さい音声を 2〜32 種類選び，これらをモーフィ
ングに用いる参照話者の音声とする．目標話者の音声としては 60 種類すべて用いる．
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図 7 客観評価実験結果
Fig. 7 Result of objective evaluation.

5.2.2 主観評価実験
システムの生成する 2 手法（類似話者選択技術と音声モーフィング技術）の台詞音声の
話者性を評価するために，主観評価実験を行った．被験者は，正常な聴力を有する成人男女

Fig. 6

図 6 発話ごとの音質の主観評価実験結果（モーフィング音声）
Subjective evaluation result of voice quality by utterances (speech morphing).

40 名（男女各 20 名）である．被験者は，目標話者の音声と 2 手法から得られる音声を提
示し，どちらの手法の音声が目標話者の音声に似ているかを評価した．6 名の目標話者（男
女 3 名ずつ）に対する出力結果を，2 グループ各 20 名の被験者が評価するように割り当て，

モーフィング率推定に用いた文は 1 文である．評価には同一の 1 文を用いる．モーフィン

一方のグループと他方のグループとで 2 手法から得られる音声の提示順序を逆にすること

グする際に必要となる特徴点はすべて手動で付与し，モーフィング率は 4.2.2 項に示した制

でカウンタバランスをとった．提示した音声はサンプリング周波数 48 kHz，量子化ビット

約あり推定を用いて求める．また，モーフィング率の更新におけるステップサイズは α = 1

数 16 bit であり，発話内容は以下の 2 種類である．

とし，更新回数は 20 回として行う．

SENT ATR 音声データベース B セットの 503 文中ランダムに選択した 16 文の音声

図 7 に客観評価実験結果を示す．図中の “Nearest speaker” は目標話者特徴量と距離が
小さい参照話者特徴量とのケプストラム距離を表し，“Morphed speaker” は目標話者特徴

FCS 2005 年日本国際博覧会において公開された FCS 用の映像作品 “Grand Odyssey”
の全 89 台詞から切り出した 39 音声サンプルに，劇中の BGM/SE を重畳したもの

量とモーフィング特徴量とのケプストラム距離を表す．図からモーフィング音声は話者選択

各手法に使用した話者データベースは 2.1 節に示したものを使用した．なお，音声モー

を行う従来手法に比べ，目標話者とのケプストラム距離が近いことが分かる．また，モー

フィング手法を用いた発話内容 FCS の音声を生成する際には，BGM/SE 重畳前の音声に

フィングの際の参照話者人数を増やすことによりさらに近くなることが分かる．これによ

対して手法を適用しモーフィング音声を生成したのち，BGM/SE を重畳した．

り，話者選択の場合と比較して，声質が目標話者により近いと考えられる．

類似話者選択結果音声（SELECT）とモーフィング結果音声（MORPH）との話者性を
比較した Preference Score，および 95%信頼区間を図 8 に示す．図 8 より，モーフィング
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図 8 話者性の主観評価実験結果
Fig. 8 Subjective evaluation result of speaker similarity.

図 9 処理時間
Fig. 9 Processing time.

結果音声の方が明らかに目標話者に似ており，結果統合の際にモーフィング音声結果を優先

音声収録に際しては，音声モーフィング対象キャラクタを割り当てられた体験者から優先的

することにより，システムの出力する台詞音声の話者類似性を改善できることを確認した．

に収録した．つまり，体験者を同時音声収録可能人数（音声収録ノート PC 台数）である 5

以上の結果より，提案システムにおける結果統合の優先順位として，1 位を音声モーフィ

名ずつ，2 グループに分けて収録を行い，最初の 5 名の収録に音声モーフィング対象キャラ

ングに基づく手法，2 位を話者類似性評価に基づく手法とした．

5.3 システム統合に関する評価

クタを割り当てられた 4 名の体験者が含まれるようにした．

2009 年 3 月 22 日の 10 回の上映（参加者延べ 100 名）について，体験者から収録した

日本未来科学館において，2009 年 3 月 20 日から 22 日まで，本システムを導入した FCS

音声（平均収録時間 273 秒，平均音声継続長 2.99 秒）の音声分析開始から各処理（ANA：

を展示した．主な体験者は親子づれの参加者で，3 日間で延べ 290 名以上に対する音声を生

音声分析，SELECT：類似音声選択，MORPH：音声モーフィング）の終了までの経過時

成した．体験は最大 10 名が同時に参加することができるように設計し，音声収録ノート PC

間を計測し，平均処理時間を算出した結果を図 9 に示す．各処理終了までの平均時間が音

5 台，音声分析サーバ 3 台，類似音声選択サーバ 3 台，音声モーフィングサーバ 6 台，ファ

声分析終了 69.14 秒，話者選択終了 91.61 秒，モーフィング終了 287.55 秒であった．また，

イルサーバ 1 台を準備した．音声モーフィングサーバのうち 1 台の PC はキュー管理サー

2.5 節に示した結果統合処理は上映 2 分前の時点で実行し，その処理時間は 1 名の聴取者に

バとして兼用した．処理時間算出に関連のある音声分析サーバ，類似音声選択サーバ，音声

よるモーフィング音声の音質評価時間も含め，2 分以内であった．以上より，FCS の準備時

モーフィングサーバについては，CPU：AMD Phenom X4 9950（Quad-Core，2.6 GHz），

間の条件 15 分以内に処理できていることが確認できる．同時体験者数や音声モーフィング

メモリ：4 GB のものを使用した．なお，2005 年日本国際博覧会において公開された FCS

処理対象キャラクタ数の増加については，音声収録や処理に用いる PC の増加，および聴取

用の映像作品 “Grand Odyssey” の登場キャラクタは 20 名（110 音声サンプル）であるた

による音質確認を行う人員の増加により，15 分以内に処理できると考えられる．

め，本システムでは半分のキャラクタ 10 名（61 音声サンプル）を処理対象とし，残り半分

結果統合の評価として，2009 年 3 月 22 日の 10 回の上映について，モーフィング音声，

のキャラクタ 10 名（49 音声サンプル）については体験者の音声が与えられないものとして

類似話者選択音声，標準音声がそれぞれどれくらい選択されたかを調査した．その結果，標

標準音声を用いた．音声モーフィング処理については，処理時間・処理 PC 台数の観点から，

準音声は平均 49.0 音声サンプル，類似話者選択音声は平均 57.7 音声サンプル，モーフィン

対象キャラクタを 4 名（17 音声サンプル），モーフィングに用いる参照話者の人数を 8 名

グ音声は平均 3.3 音声サンプルであった．類似話者選択対象であった 61 音声サンプルにつ

とし，モーフィング率推定処理とモーフィング音声生成処理は並列に実行した．体験者の音

いては，時間内に処理が完了しており，標準音声が選択されることはなかった．また，類似

声収録は，極力雑音の混入を避けるため，簡易の収録室内でヘッドセットマイクを用いた．

話者選択対象であり，かつ音声モーフィング処理対象であった 17 音声サンプルのうち，音
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声モーフィングが採用されたのは平均 3.3 音声サンプルであることから，音声収録ノート

では，文中のポーズの位置や有声・無声のパターンが一致していることを仮定した手法と

PC，および各種サーバを増加し，すべての台詞に対して音声モーフィングを適用した場合

なっている．ポーズの位置や有声・無声のパターンの不一致が，特徴点付与における精度低

は，足立らの従来システム

2)

と比べ 19.4%（3.3/17）話者類似性を改善できると考えられ

下の要因やモーフィング音声の音質劣化の要因となりうるため，音声モーフィングに使用す

る．本手法がなければ，それら 17 音声サンプルはすべて類似話者選択音声が選択されるが，

る話者データベースはこれらの情報が一致するように整備しなければならない．一方で，効

それよりも話者性の観点から良いものが選ばれたのだから，システム全体として品質向上

率的に音声モーフィングのための話者データベースを整備するには，ポーズの位置や有声・

の可能性があるといえる．さらに，類似話者選択対象であり，かつ音声モーフィング処理対

無声のパターンの一致といった収録上の制約は少ない方が望ましい．音声モーフィング技術

象であった 17 音声サンプルのうち，音声モーフィングが採用されなかったもののほとんど

に関するこれらの制約を緩和することが，今後の課題としてあげられる．

は，音質確認の時点で劣化が認められるものが破棄されたためであり，音声モーフィングの
音質改善により，システム全体の話者性改善が期待できる．

6. 議

類似話者選択技術における結合係数の最適化は，現状のシステムでは成人女性 36 名の
データに付与された順位をもとに行われている．一方，本システムの利用者としては，成人
男女や子供の利用も想定されるが，成人女性のデータで最適化した結合係数が成人男性や

論

子供においても有効であるかどうかは実験されていない．また，被験者の負担の制限から，

音声モーフィングでは，特徴点がモーフィング時の対応点となるため，特徴点付与の精度

評価対象話者数や発話文章数，順位付与被験者数など小規模な実験による技術評価にとど

が音質に大きく影響する．今回は，多数の台詞音声の効率的な整備を行うため，動的計画

まっている．しかし足立らの報告にあるように，本技術を導入したシステムは，応用事例と

法を利用して，基準話者以外の台詞音声に対する特徴点を自動付与した．しかし，基準話

しては有効であることが示されている2) ．今後は，性別や年齢に関する依存性や文章依存性

者とその他の話者との個人差などから，局所的な特徴点のずれを生じさせる可能性がある．

などの観点から，より詳細に結合係数最適化の頑健性やシステムとしての影響に関する調査

モーフィング率と音質の関係については，文献 24) において，補間であれば十分な音質が

を進めることが課題である．

得られることが報告されている．したがって，本論文の制約付き重み推定を用いることで音

話者データベース以外はコンテンツに依存していないため，話者データベースをコンテン

質の劣化は抑えられると考えられる．一方，特徴点付与においては，モーフィングに用いる

ツに合わせて差し替え，データを整備することで，他のコンテンツに応用することも可能で

すべての参照話者の音声に対して特徴点の持つフォルマント情報や音素情報を一致させる必

ある．同時体験人数についても，処理対象となる音声は増加するが，同様の枠組みで対応で

要がある．したがって，特徴点情報が一致していない参照話者を用いてモーフィングを行う

きる．さらに，複数来場者の音声は並列に処理可能であるため，処理用 PC を増加すること

場合，音素環境やフォルマント位置の不一致によりモーフィング音声の音質は劣化すると考

で，準備時間を維持しつつより体験人数の多い作品への対応も可能である．

えられる．また，特徴点付与は重み推定にも影響を与えると考えられる．つまり，特徴点情

現状のシステム運用においては，人手による音声モーフィング出力の音質検査によって音

報が一致していない参照話者を用いて重み推定を行う場合，得られる重みは目標話者の声質

質の保障を行っている．本システムで対象とした音声の音質評価時間は，統合処理を含めて

を正しく反映できないと考えられる．以上の点から，特徴点付与の精度は音質により大き

も 2 分以下であり，少ない作業コストでシステムが出力する台詞音声の話者類似性が改善で

く影響すると考えられる．理想的には，システム構築にかけられる時間・コストに応じて，

きる利点は大きいと考えられる．しかし，システムの拡張にともない，音質検査対象の手法

今回の特徴点自動付与結果をベースに手作業で特徴点を調整することが望ましい．手作業に

や音声が増えるにともない検査作業時間も増加する．複数人数で検査作業を分担することも

よる特徴点付与作業は非常に時間と手間のかかる作業であるため，特徴点付与作業を支援す

できるが，将来的には作業効率化のため音質評価も自動化されることが望ましい．

る技術・環境の整備や，特徴点自動付与技術の高精度化が今後の課題としてあげられる．
話者により文末表現の「です」「ます」における母音/u/の無声化がみられるように，一
般には同じ文章を発話しても話者により音素ごとの有声・無声のパターンは異なる．また，
文中のポーズの位置も異なる．現状の音声モーフィング手法では，同一文章を発話した音声
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7. ま と め
視聴者から収録した少量の音声を用いて，視聴者の声に似た台詞音声を生成するため複数
手法を統合し，生成された台詞音声をシーンに合わせて同期再生することで，視聴者の声
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の特徴をキャラクタに反映させるシステムを提案した．提案システムは，エンターテインメ
ントシステムでの使用を想定し，映像作品に期待される音質を確保し，視聴者の収録など
の負担を極力軽減し，短い待ち時間で，映像に合わせて台詞音声を同期出力する，頑健性・
柔軟性を有するシステムを設計した．FCS において，話者データベースから視聴者と声が
似た話者を選択する手法（類似話者選択技術）と，複数話者音声を混合することで視聴者
の声に似た音声を生成する手法（音声モーフィング技術）を組み合わせたシステムを開発
し，複数処理を並列化することで，上映準備時間の要求条件を満たした．実環境を想定して

BGM/SE を重畳した音声で，従来手法である類似話者選択技術より得られる音声と，提案
法で導入した音声モーフィング技術より得られる音声を主観評価実験により評価した結果，

Preference Score で 56.5%のモーフィング音声が目標話者の音声に似ていると判断され，音
声モーフィングを組み合わせることでシステムが出力する台詞音声の話者類似性を改善でき
ることを示した．
謝辞 本研究は文部科学省の科学技術振興調整費「新映像技術ダイブイントゥザムービー
の研究」の助成を受けた．
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