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1. はじめに
HMM よりスペクトル列や基本周波数パターンな
どの音声パラメータ列を生成し, 音声波形を合成する
HMM 音声合成システム [1] を提案した. HMM 音声
合成システムを構築するためのツール群は, HTK[2]
のツール群の拡張として開発されている. 本稿では,
この HMM 音声合成ツールキットの概要について述
べる.
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HMM 音声合成システム
HMM 音声合成システムの概要を図 1 に示す. シス
テムは学習部, 合成部から構成される.
学習部では, 音声データからスペクトルパラメータ
としてメルケプストラム, 基本周波数パラメータと
して対数基本周波数を求め, これらの 1 次及び 2 次

2.

の動的特徴量をフレーム毎に結合して特徴ベクトル
とする. スペクトルは通常の連続分布 HMM, 基本周
波数は多空間上の確率分布に基づいた HMM(MSDHMM)[3][4], 継続長は HMM の各モデルの状態継続
長を多次元のガウス分布 [1] でそれぞれモデル化され
る. スペクトル, 基本周波数, 継続長は音素, アクセン
ト型, 形態素など様々な要因によって変動することか
ら, モデル化の際, これらの変動要因の組み合わせ (コ
ンテキスト) 毎に別々にモデル化し, MDL 基準に基づ
く決定木によるコンテキストクラスタリング [5] を適
用して分布の共有化を行っている. この際, スペクト
ル, 基本周波数, 継続長はそれぞれ異なる変動要因に依
存すると考えられるため, 別個にクラスタリングを行
う. また, MDL 基準による Tree-based クラスタリン
グは, [1] において, MSD-HMM に対して拡張されて
いる.
合成部では, まず, 合成する文章を変動要因を考慮し
たラベル列に変換し, 得られたラベル列に従ってコン
テキスト依存 HMM を結合し, 文章に対応する HMM
を構成する. 次に継続長分布に従って各状態の継続長
を決定し, メルケプストラム列及び基本周波数パター
ンをパラメータ生成アルゴリズム ([6] の case 1) に
より生成し, MLSA フィルタ [7] を用いて波形を合成
する.
この手法の利点としては, HMM のパラメータを適
切に変化させることにより, 合成音の声質を容易に変
化させることができる点である. 話者補間 [8], 話者適
応 [9], 固有声 [10] などの手法が適用され, 声質が変化
することを確認している.

HMM 音声合成ツールキット
HMM 音声合成ツールキットは, HTK[2] の機能追
加版として提供される. 追加された主要な機能につい
て以下に示す.
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図 1．HMM-based speech synthesis system

MDL 基準による Tree-based クラスタリング
ML 基準に基づく Tree-based クラスタリングは,
HMM のパラメータを共有する際に広く用いられて
いる. しかし, 分割停止条件を内包していないため, 分
割による尤度変化量の閾値をヒューリスティックに
与える必要がある. これに対して, MDL 基準に基づ
く Tree-based クラスタリング [5] では, 学習データ量
に応じて尤度変化量の閾値が自動的に設定される. 本
ツールキットでは, Tree-based クラスタリングの際の
基準を ML 基準, MDL 基準のどちらかを選択できる.
各ストリーム毎の Tree-based クラスタリング
HMM 音声合成システムでは, スペクトルと励振源
の情報を合わせた特徴ベクトルを利用する. スペク
トルと励振源は異なる変動要因により変化すると考
えられるが, HMM の状態単位での Tree-based クラス
タリングでは, それぞれに異なる決定木を構築できな
い. 本ツールキットでは, 別のストリームでモデル化
したスペクトル, 励振源情報に対してストリーム毎に
Tree-based クラスタリングを適用することができる.
多空間確率分布による出力分布
基本周波数パターンは, 有声区間では 1 次元の連
続値, 無声区間では無声を表す離散シンボルとして観
測されるため, 通常の連続 HMM や離散 HMM では
モデル化できない. そこで, 基本周波数パターンを有
声を表す N 次元空間からの出力と無声を表す 0 次元
空間からの出力が時間的に混在した系列としてとら
え, 多空間上の確率分布に基づく HMM を用いてモデ
ル化する. 本ツールキットでは, 若干の制約はあるが,
HMM の出力分布を多空間確率分布を用いてモデル化
できる.
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HMM からのパラメータ生成
HMM 音声合成システムでは, 音声パラメータを
HMM から生成し, 音声波形を合成する. パラメータ生
成アルゴリズムには幾つかの種類があるが [6], 本ツー
ルキットでは, コレスキー分解による高速なパラメー
タ生成アルゴリズムが実装されている.
多次元ガウス分布による状態継続長のモデル化
HMM 音声合成では継続時間長を制御するために,
多次元ガウス分布やガンマ分布を用いて HMM の各
状態の継続長をモデル化している. 次元数は HMM の
状態数に等しく, n 次元目は HMM の第 n 状態継続
長分布に対応している. 状態継続長モデルの学習は,
HMM に状態継続長を含めて行う方法があるが, 計算
時間が非常にかかり効率が悪い. 本ツールキットでは,
状態継続長モデルを含まない HMM の連結学習の際
に構築されるトレリス上の状態滞在確率を用いて, 状
態継続長分布を計算している.

4. 応用
HMM 音声合成ツールキットと他のツールキットや
その応用の概念図を図 2 に示す. HMM 音声合成ツー
ルキットは, HMM 音声合成システムの構築を行うだ
けでなく, 次にあげるような利用法が考えられる.
擬人化音声対話エージェント
HMM 音声合成は, 擬人化音声対話エージェント
[11] の音声合成部 [12] における波形生成エンジンと
して利用されている. 本ツールキットを用いて, 対話
エージェントで利用できる音響モデルを容易に構築で
きる.

Festival Speech Synthesis System
音声合成における代表的なフレームワークの一つ
である Festival speech synthesis system[13] の波形生
成エンジンとして HMM 音声合成システムを組み込
むことができる. 文献 [14] において, 言語解析部に
Festival より提供されているものを用い, 波形生成部
に HMM 音声合成を使用した英語 TTS が開発されて
いる.
音声認識
HMM 音声合成ツールキットで提供される機能の幾
つかは, 音声合成だけでなく, 音声認識においても有用
であると考えられる. ストリーム単位の Tree-based ク
ラスタリングは, 現在広く利用されている状態単位の
共有構造を持つ HMM と異なるトポロジーの HMM
を構築できる. また, [15] では, パラメータ生成アル
ゴリズムにより得られた系列を音声認識に利用して
いる.
単位選択型音声合成
HMM を音声合成に利用する試みは, これまで数多
く行われている. 単位選択型音声合成方式では, ユニッ
ト選択の際のコスト関数をどのように与えるかが重要
な問題となってくる. 文献 [16] では, HMM 音声合成
システムで用いる統計量を単位選択に用いている.

5. まとめ
本稿では, HMM 音声合成システムツールキットの
概要について述べた. 本ツールキットは, [17] におい
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図 2．Relation for other toolkits

て, 公開する予定である. 今後は, HMM 音声合成シス
テムの開発で有益と思われた機能を順次統合し, 公開
する予定である.
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