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話者の匿名性の確保を目的とした声道長の制御を模した声質変換の評価*

内 田 照 久∗1

［要旨］ 話者の匿名性確保を目的とした声質変換の応用可能性を検証した。スペクトル周波数軸の伸縮に

よって声道長操作を模した変換音声を評価した。(1) 声の自然性は声道長に対して放物線状に変化した。男

声・女声ごとに最も自然に感じる声道長の存在可能性と共に，変換範囲の周縁部での品質低下が指摘された。

また，声道長に比例する形で大柄な話者が想起された。なお，F0 は同一でも，声道長が長いと声は低く認知

された。(2) 声道長を変えると別の人の声として認識され，逆に別人の声でも声道長を揃えると混同された。

(3) 変換音声による英語リスニングテストの成績は，標準的なテストの成績とほぼ遜色ないが，更なる品質

向上が求められる。
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1. は じ め に

音声は，言語情報に留まらず，話し手自身の特徴も

伝達している。しかし，特定の状況下では，言語情報

はそのまま維持しつつ，話者の匿名性を確保するため

に個人性を秘匿しなければならない場合がある [1]。

受験者の処遇を左右するハイ・ステイクスな試験で

は，問題内容の秘匿が重要である。そこにリスニング

テストが含まれる場合，そこで使われている音声が誰

の声であるか知れてしまうと，問題内容の漏洩に繋が

る可能性が生ずる。そこでは，声の自然性や明瞭性，発

話内容の了解性は維持したままで，話者の匿名性の確

保が求められる [2]。

また，報道番組などでは情報提供者のプライバシー

保護のために，加工処理した声を使用することがある。

しかし，極端な加工のため音声が聞き取れず，字幕が

ないと内容が理解できないものもある。それに対して

は，視覚障碍者から改善要望もある。ここでも話者の

匿名性の確保と言語情報の維持の両立が求められる。

この話者の匿名化（speaker de-identification）のた

めの技術は，商品の問い合わせや苦情の受付を行うコー

ルセンターでの対話の収録音声や，医療現場での診療

の音声記録などを研修などで利用する際，顧客や患者
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のプライバシーを保護する上で，今後，更に必要とな

る。また，電話やネットワークなどの通信回線上で，金

融取引を行うような音声アプリケーションの利用が拡

大する状況では，話者の匿名化は不可欠である [3]。

これまでに，話者の匿名化を図る変換技術としては，

Gaussian Mixture Model（GMM）に基づく話者変換

の技術を援用した方法が提案されている [3–6]。GMM

による話者変換は，任意の原話者の声を，特定の目的

話者の声になるように変換する技術である。この技術

を応用することにより，話者の匿名化が図られている。

GMM による話者変換では，原話者と目的話者が，

同一のテキストを発話した音声データが，学習のため

のパラレルデータとして事前に必要となる。そこから，

スペクトル包絡に代表される声道特徴量，声の高さに

係わる基本周波数，かすれに係わる非周期成分，声の

大きさに係わるパワーといった音源特徴量をはじめ，

各種の音声特徴量の時系列データを抽出する。そして，

時間フレームを対応づけた上で，両話者間の音声特徴

量の違いを対応づけるための変換関数を学習によって

求める。その変換関数を原話者の音声に適用すること

で，目的話者の声質への変換を実現する [7, 8]。

話者の匿名化の研究では，GMMで匿名化を図った

変換音声が，原話者でない別の話者の声になっている

か評価するため，話者認識システムの判定結果を利用

するケースが多い。原話者や目的話者をはじめ，複数

の話者の同定ができるデータベースを備えた話者認識

システムによって，匿名化音声が，誰の声と判定され

るかを通じて，どのくらい別人になったかを評価する。

この匿名化を目的とする話者変換では，様々な工夫

が試みられている。[4, 5]は，原話者の声をより大きく
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変容させるために，単に目的の話者に近づける変換に

留まらず，その変換の方向を更に延伸させて，変換パ

ラメータを外挿した関数を適用する方法を試みている。

また，[3]は，話者の識別性を重視し，複数話者の認

識システムの判定結果を利用している。そして，匿名

化音声では原話者と判定されることが最少となるよう

に，かつ，原話者以外の話者との混同が最大になるよ

うな基準を提案した。更に，話者の復元性にも着目し，

匿名化音声を逆変換した疑似原音声が，原話者として

判定されることも匿名化技術には求められるとした。

更に，匿名化したい原話者の学習用の音声を事前に

入手することは現実には困難であることから，[6] は

次善策を提案している。そこでは，既存の複数話者の

データを基に，任意の目的話者への各話者からの変換

関数を求める。そして，新規の原話者の声が，既存デー

タのどの話者に近いかを評価した上で，一番近い話者

用の変換関数を新規の原話者の声に適用している。

しかし，いずれにしても，GMMに基づく話者変換

では，変換関数を求めるために，何等かの学習用のデー

タが必要である。これは実際の運用を考えた場合には

制約が大きい。また，GMMでは学習によるモデル化

の結果として，原音声のスペクトル包絡と比べると，

変換後の包絡形状が過剰に平滑化されてしまうため，

品質劣化が生じ，肉声感が失われる。匿名化音声でも，

ボコーダ声や buzzy音が感じられる課題が指摘されて

いる。更に，匿名化音声の成否の判断については，人

間による主観評価が最終的に必要である。

話者の匿名化を目的とする声質変換では，変換後の

音声は，オリジナル話者以外の者の声として聞こえれ

ばよいため，目標とする話者を設定する必要はない。

また，学習用データなどの準備の必要がなく，変換方

式はより簡便な方が望ましい。むしろ，言語情報や音

声品質の維持の方がより重要となる。

そこで本研究では，話者の匿名化のための声質変換

を行うにあたって，高い品質で分析変換合成が可能な

TANDEM-STRAIGHT [9–12]を用いる。そして，声

道長（Vocal Tract Length: VTL）の縮小・拡大を模

した，スペクトル包絡の周波数軸の伸長・圧縮による

声質変換を適用する。これは発声器官のサイズを変更

することで異なる話者の声に変換するという発想なの

で，事前の音声データの収集の必要がなく，汎用性が

高い。

声質変換音声を利用する場合，変換に伴う声の質感

や話者の印象への影響を，主観評価によって把握して

おく必要がある。本研究では，(1)声道長の操作を模し

た変換が，声の自然性，話者の体格印象，声の質感に

及ぼす影響を検証する。そして，(2) 声質変換によっ

て，話者の匿名性確保が本当に可能か確認する。その

上で，(3) 声質変換音声による英語リスニングテスト

を実施し，声質変換の応用可能性を検討する。

2. 実験 1 声質変換音声の主観評価

声道長の操作を模した声質変換音声から，聞き手が

どのような印象を受けるかを明らかにするため，主観

評価による実験を行った。操作の対象となる声道長を

段階的に変化させて，その声質変換の影響について，

声の自然性，話者の体格印象，声質表現語による質感，

の三つの観点で評価した。

2.1 方 法

2.1.1 原 音 声

日本音響学会の新聞記事読み上げ音声コーパス [13,

14] に収録されているニュース文の音声データ（NP）

から，男声と女声の各 8 名の発話による 16 種類の音

声選んで原音声とした。データ属性を表–1に示す。

選定にあたっては，事前の声道長推定のために必要

な音声の時間長を確保でき，声の質感や話者の印象を

安定して評価できるようにするため，文長区分が long

のものを採用した。一例として，M1のスクリプトは，

「東京株式市場の手数料は高く，規制も多いことから，

多くの外国企業はシンガポールなど，他のアジアの国

の市場で資金調達をするようになった。」である。

更に音声のバリエーションができる限り広くなるよ

うに，話者の年齢も多様になるように留意し，複数の

収録箇所のデータを用いた。

2.1.2 スペクトル周波数軸の伸縮によって声道長の

操作を模した声質変換

原音声のスペクトル周波数軸を伸縮して，任意の声

道長となるような声質変換音声を生成した。この声

道長の操作に相当するスペクトル周波数軸の伸縮に

は，TANDEM-STRAIGHTを用いた。なお，音声の

分析フェイズでは，処理の高速化のために C言語版の

STRAIGHT Library [15]を使用した。

ターゲットとなる声道長として，12～19 cmの範囲

で，対数軸上で等間隔となる 7段階を設定した（12.0,

12.96, 13.99, 15.1, 16.3, 17.6, 19.0 cm）。その中で，

女声は短めの 12.0～16.3 cmの 5段階，男声は長めの

13.99～19.0 cm の 5 段階を採用した。Kawahara, et

al. [16] は，日本語五母音の音声データベースと声道

MRI画像データの分析に基づいて，任意の音声から声

道長を推定する方法を提案している。今回，実験で設

定したターゲットの声道長になるような変換音声を生

成するために，この推定法を利用した。

この推定法では，基本周波数（F0）が含まれる低域

や高次ホルマントの影響を回避するために，音声分析
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表–1 実験音声の生成に使用した原音声の属性

原音声 ID 年齢 収録 モーラ 時間長 (s)

M1: NM007014 30–39 can 81 9.8

M2: NM010090 20–29 kit 83 10.7

M3: NM026056 20–29 chi 67 10.4

M4: NM042090 20–29 tyo 88 10.2

M5: NM071090 30–39 ecl 76 9.7

M6: NM084089 40–49 fuj 70 10.2

M7: NM086013 20–29 mat 80 10.7

M8: NM092056 30–39 mit 70 10.4

F1: NF005072 30–39 mds 78 10.2

F2: NF008052 20–29 mds 74 10.2

F3: NF017058 20–29 sin 85 10.8

F4: NF018051 40–49 sin 80 10.6

F5: NF023053 50–59 san 59 10.2

F6: NF027086 30–39 can 75 10.0

F7: NF028089 30–39 can 67 10.5

F8: NF051088 30–39 ric 73 10.5

音声データは 16 kHz サンプリング，16 bit 量子化

時に帯域制限を行った後，声道長の推定を行っている。

それもあって，スペクトル周波数軸の伸縮率の逆数が，

変換音声の推定声道長の伸縮率と必ずしも一致しない。

そこで原音声ごとに，スペクトル周波数軸の伸縮率と

推定声道長の関係式を求めた。まず，原音声のスペクト

ル周波数軸の伸縮率を 1.234（1/0.92），1.111（1/0.9），

1.0，0.9，0.81（0.92）倍の 5段階に変換した音声を生

成した。そして，各変換音声の声道長を推定し，推定

声道長と周波数軸の伸縮率の間の回帰予測式を求めた。

原音声ごとに得られた予測式で，変換音声を目的の

声道長にするためのスペクトル周波数軸の伸縮率を算

出した。得られた変換倍率を個々に適用して，原音声

を男声・女声ごとの 5条件で変換し，（男声 8名× 5段

階）＋（女声 8名 × 5段階）の計 80の実験音声を生成

した。

変換例を図–1に示す。左図は原音声の周波数軸を伸

長したもので，右図の圧縮と比べるとホルマントの位

置が全般に高域に移動しているのが分かる。これは，

音響管としての声道長の縮小に相当する。

図–2の下図に，原音声の推定声道長の分布を示す。

この原音声から各 5段階の実験音声を生成した。ター

ゲット声道長に対する実験音声の推定声道長の分布を，

図–2の上図に示す。両者の間の修正済みR2は 0.99897

で，ほぼ意図どおりの推定声道長が得られた。

2.1.3 実験参加者

日常生活の聴力に支障のない東京都内の五つの国立

大学（東京大学，東京学芸大学，一橋大学，東京工業

大学，電気通信大学）の 1年生 137名（男性：121名，

女性：16名; 18～23歳）が参加した。参加者を 10グ

図–1 スペクトル周波数軸の伸縮によって声道長（VTL）
の制御を模した声質変換音声のスペクトログラム，レベ
ル，F0 パターン（M1の変換音声の例 “東京株式市場の”
の部分）

図–2 原音声から推定された話者の声道長（VTL）の分布
（下図）とターゲットの声道長が得られるようにスペクト
ル周波数軸を変換した実験音声の推定声道長の分布と回
帰直線（上図）

ループに分割し，実験音声も 10 分割して八つずつを

各グループに割り当てて，評価実験を行った。

2.1.4 主観評価の評定項目

実験音声の評定では，声の自然性に関する尺度項

目 [17]，話者の体格に関する尺度項目 [18]，声質表現

語による評定項目 [19–22]，に基づく評定項目を使用

した。表–2 に評価実験で用いた双極型の評定項目を

示す。
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表–2 声道長の制御を模した変換音声の主観評価に使用し
た評定項目

評定項目対

声
の
自
然
性

自然な — 不自然な
分かり易い — 分かりにくい
はっきりした — 不明瞭な
聞き取り易い — 聞き取りにくい

話
者
の
体
格

体の大きい — 体の小さい
背の高い — 背の低い
太った — やせた
がっしりした — 華奢な

声
質
表
現
語

高い声 — 低い声
男性的な声 — 女声的な声
かすれた声 — 澄んだ声
落ち着いた声 — 落ち着きのない声
迫力のある声 — 弱々しい声
若い感じの声 — 老けた感じの声
太い声 — 細い声
張りのある声 — 張りがない声
鼻声 — 鼻声でない声
うら声 — 地声

2.1.5 実験手続き

参加者は，携帯型のCDプレーヤ（Sony: D-EJ002）

からステレオ・イヤホンで提示される実験音声を 1回

だけ聞いた。そして，その音声の印象が，評定項目対

のどちらにより近いか 10 段階で評定した。一つの実

験音声につき 18項目の評定の制限時間は 60秒であっ

た。実験音声を 44.1 kHzにアップ・サンプリングした

上で，10 種類の CD-R を準備し，グループ別に全員

に配付し，一斉に実施した。1グループは 12～15名で

あった。

2.2 主観評価実験の結果

2.2.1 評価観点ごとの評価指標と尺度得点

一つ一つの実験音声について，各グループの参加者

が 18 項目の観点で評価したデータが得られた。そし

て，それぞれの参加者による評定項目別の評定値の平

均を，各音声の観点ごとの評価指標とした。

「声の自然性」に係わる，“自然な”，“分かり易い”，

“はっきりした”，“聞き取り易い”の四つの項目は，尺

度として一つの評価次元として扱う。そこで，この 4

項目の評価指標について，更にその平均を求め，音声

ごとに 1～10点で表現される尺度得点とした。

また，「話者の体格」についても，“体の大きい”，“背

の高い”，“太った”，“がっしりした”の 4項目を一つ

の評価次元にまとめ，尺度得点を求めた。

声質表現語については，評定項目の開発の経緯から，

各項目を独立した評価次元とした。そこで，項目ごと

の参加者の評定値平均を，そのまま評価指標とした。

図–3 操作した声道長（VTL）に対する「声の自然性」，「話
者の体格」，「声の高さ」，「声の太さ」に関する尺度得点・
評価指標の平均（男声・女声ごとの各 8実験音声，エラー
バーは標準偏差）

2.2.2 尺度得点・評価指標の分散分析

操作した声道長に対する，「声の自然性」，「話者の体

格」，「声の高さ」，「声の太さ」の尺度得点，及び評価

指標の平均を，男声と女声別に図–3に示す。

なお，「声の高さ」，「声の太さ」は声質の評価次元で
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あるが，声質変換時に操作した音響的物理量との対応

関係が予測されることから，ここでまとめて扱う。

声道長操作が，尺度得点や評価指標に影響を与えて

いるか検討するために，分散分析を行った。そこでは

評価次元ごとに，男声・女声別に，声道長の要因（5変

換段階）と話者要因（8話者）の 2要因の分析を行った。

その結果，声道長要因は，各評価次元の男声・女声とも，

いずれも 5%水準以下で有意であった。従って，声道長

の操作は，それぞれの評価次元の評価に影響を及ぼして

いることが見出された［自然性: 男声（F(4,28) = 16.66,

p < 0.0001）・女声（F(4,28) = 3.18, p < 0.05），体格:

男声（F(4,28) = 99.61, p < 0.0001）・女声（F(4,28) =

29.87, p < 0.0001），高さ: 男声（F(4,28) = 39.02,

p < 0.0001）・女声（F(4,28) = 6.96, p < 0.001），

太さ: 男声（F(4,28) = 39.49, p < 0.0001）・女声

（F(4,28) = 5.12, p < 0.01）］。

話者要因については，自然性では男声が，体格では男

声と女声が有意であった。また，声の高さと太さでは，

男声と女声とも有意であった。これは原音声の話者の

声質や話し方が，個性として主観印象に系統的な影響

を与えていると解釈でき，全般として常識的な結果と言

える［自然性: 男声（F(7,28) = 3.52, p < 0.01）・女声

（F(7,28) = 0.40, n.s.），体格: 男声（F(7,28) = 5.89, p <

0.001）・女声（F(7,28) = 10.01, p < 0.0001），高さ: 男声

（F(7,28) = 26.65, p < 0.0001）・女声（F(7,28) = 3.33,

p < 0.05），太さ: 男声（F(7,28) = 6.26, p < 0.001）・

女声（F(7,28) = 2.76, p < 0.05）]。

2.2.3 評価次元ごとの声道長の操作の影響

声の自然性 操作した声道長の長さに対し，自然性

の評価得点は，放物線状の曲線的な変化を示していた。

1次から 3次の多項式で近似したモデルをAIC情報量

規準で比較すると，2次の近似式モデルのあてはまり

が最もよかった。

図–3の最上図を見ると，男声では 16 cm強，女声は

14 cm辺りに，評価が最も高くなるピークが見られる。

従って，男声と女声では，最も自然な声に感じる声道

長が異なっていると考えられる。しかし，今回の変換

では固定したままの F0 の布置との相対的な関係の中

で，自然性の評価が定まっている可能性もある。

また，操作した声道長の両端部分で自然性の評価が

低下していることから，より操作量の大きい変換処理

によって生ずる品質の劣化が，評価の低下を引き起こ

している可能性もある。

話者の体格 体格の印象に関しては，声道長の拡大

に伴って，より大柄な話者を想起していた。図–3の中

上図を見ると，体格の評価は，男声・女声の区別もな

く，声道長に対して線形に上昇する特徴が見られた。

図–4 操作した声道長（VTL）に対する自然性評価に関す
る個別項目ごとの評価指標の平均（男声・女声ごと各 8
実験音声，エラーバーは標準偏差）

実験音声の原音声は男声と女声で，元々の素性は異

なっており，F0 平均なども男女間で系統的に異なる。

それにもかかわらず，変換音声から想起される話者の

体格は，そのカテゴリカルな違いの影響をほとんど受け

ず，同一の線形関数に添うような形で認知されていた。

声の高さ 図–3の中下図の結果から，声の高さは，

声道長が拡大すると，より低く感じることが示された。

実験音声の F0 は，原音声の F0 軌跡を固定したまま

のものである。従って，変換音声は，同じ高さに聞こ

えることを想定していた。しかし，実験結果では，F0

が同じにもかかわらず，声道長が短いと高く，長くな

ると低い声と認知された。

なお，この声の高さの評定では，男声の線形な下降

に対し，女声の一部で反転上昇が見られた。それが生

じた声道長条件（16.3 cm）の音声について，アドホッ

クに音響分析を行った。その結果，元々 F0 と第 1ホ

ルマント（F1）が接近していた箇所で，スペクトル周

波数軸の圧縮によって，固定されている F0 を F1 が下

回ってしまうところが見られた。基本周波数が共鳴点

よりも上になったために，低域の不足が生じ，その結

果，高い声と評価されたのではないかと考えられる。

声の太さ スペクトル周波数軸の伸縮による声道長

の操作は，聴感上は声の太さの操作と称されることが

ある。図–3の最下図を見ると，声道長の拡大に対応し

て，男声・女声を問わず，より太い声と評価されてい

ることが分かる。この声の太さの評価は，先の体格と

同じように，男声と女声の系統的な違いを越えて，声

道長に対する単一の関数で近似できると考えられる。

なお，声の太さでも，女声の一部で逸脱傾向が見ら

れた。これは，前述の F0 と F1 の逆転に伴う低域不足
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によって，声が細いと評価されたためと考えられる。

自然性評価に係わる個別項目 合成音声の評価では，

音声の明瞭性や了解性が重要となる。そこで，より詳

細な検討を行うため，自然性に関する評価項目ごとの

結果について個々に示す（図–4)。

自然性に係わる評価項目では，いずれもよく似た形

状で曲線的な変化をしていることが分かる。声質変換

量が大きい両端部で，明瞭性や了解性の低下が見られ

るが，特に声が自然かどうかの評価で，その影響がよ

り著しい様子が伺える。

声質表現語の評価次元 他の声質表現語による評価

次元の結果について，図–5にまとめて示す。

“男声性”の評価は，原音声の影響が色濃く見られ，

男声系列と女声系列の実験音声の間では，その布置が

大きく離れていた。“若さ”に関しては，全般に声道長

が短い方が，若いと評価される傾向が見られた。また，

“迫力”と “張り”の評価は，声の太さと似た変化の様

子を示した。

“落ち着き”は，自然性の評価パターンに近かった。

また，“かすれ”，“鼻声”，“うら声”は，自然性の評価

パターンを上下に反転した形に近い。これは変換量が

大きくなる両端部で，通常の発声とは異なる発話様式

を感じていることを意味しており，変換に伴う声質の

変化を反映しているとも考えられる。

2.3 主観評価実験の考察

(1) 自然性の評価は，声道長に対し放物線状に変化

した。そこで，男声・女声ごとに，最も自然に感じる

声道長が存在する可能性が指摘された。なお，声質変

換の応用を考えた場合には，変換に伴う品質の劣化も

想定されるため，操作範囲や変換目標とする声道長に

ついては，自然性の評価ができるだけ高い範囲に限定

することが肝要となる。

(2) 話者の体格は，声道長に比例して大柄に感じる

という特徴が見られた。そして，男声女声を区別する

ことなく，単一の関数による近似も可能と見られる。

Irino and Patterson [23] や Smith, et al. [24] は，人

の初期聴覚系には，聞こえた声から，その発声器官の

寸法に相当する声道長の情報と，形状に当たる声道の

断面積関数の情報を分離して抽出する機能がある，と

いう仮説を提案している。その仮説に即して考えると，

実験音声を聞いた初期の段階に，まず声道長の寸法が

知覚される。それが，話者の体の大きさと関連づけら

れて認知されて，評価に結び付いたと考えられる。

しかし現実には，実際の声道長と話者の身長には，

相関がほとんどないことが分かってきた [25]。幼児か

ら成人に至るまでの広範囲を対象とすれば別であるが，

少なくとも発声器官の成長が完了している成人では，

図–5 操作した声道長（VTL）に対する声質表現語による
観点別の評価指標の平均（男声・女声ごと各 8実験音声，
エラーバーは標準偏差）

両者の間に明確な関係は見られない。

すると，声を聞いたときに想起される仮想的な話者

のイメージ形成段階には，声道長が長い話者は，身長

も高く大柄な体格であるはずだという，暗黙裡の仮定

に基づく認知的推論がなされていると考えざるを得な

い。そして，そのステレオタイプの規範に則って印象

形成が行われていると考えるのが穏当であろう。

(3) 声の高さについては，予想が覆される結果であっ

た。F0 軌跡は同一にもかかわらず，声道長が長いと，

低い声と評価されていた。すなわち，声色が変わると，

声の高さが違って聞こえるという，認知的なバイアス

が見出された。今後，声のピッチ感への声質の影響に

ついては，より詳細な検証が期待される。

なお，女声では，スペクトル周波数軸の圧縮時に，

F0 と F1 の逆転が生じてしまう場合があり，声の高さ

や太さの評価に影響を及ぼすので，変換にあたっては，

留意が必要である。
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(4) 声の太さは，他の声質表現語と比べても声道長

との対応がよいことが示された。そして，声の太さは，

男声・女声の違いを問わず，声道長の操作に伴う声質

の変化を表現するための用語として有効と考えてよい。

3. 実験 2 声質変換音声の話者の同定課題

声道長の操作に相当する声質変換によって，話者の

匿名性確保のための個人性の変換が可能か検討する。

まず，変換音声から想起される話者が，オリジナル

話者ではなく，別の異なる話者として認識されるかに

ついて，話者の同定課題を通じて検証する。更に，記

銘話者とは別の話者の音声を，記銘話者の声と同じ声

道長となる声に変換し，両者の間に混同が生ずるかに

ついても検討した。

3.1 方 法

3.1.1 原 音 声

新聞記事読み上げ音声コーパスの中から，男声 3名

の発話による 6 種類のスクリプト，計 18 の音声デー

タを選んで原音声とした。

収録音声の系統的な音質の違いが，話者同定のため

の手がかりにならないように，(1)収録機器の系が共通

の同一収録サイトであること，(2) 声質の経年変化に

留意し，話者の年齢も近いもの，を選定した。具体的

には，富士通研究所（fuj）収録の，20～29歳の男性話

者を採用した。これらの原音声の属性を表–3に示す。

スクリプトは，上記の話者が発話しているATR音素

バランス 503文のテキストセット（PB）の中のBセッ

トから選定した。これらのスクリプトは，28～39mora

で，実音声時間長は 3.45～4.82 sである。S1: B04の

例を示すと，「わずかな収入をやりくりして現金でサー

ビスを利用している。」といったスクリプトである。

3.1.2 同定課題の実験デザイン

同定課題では，二つの実験条件を設定した。両条件

に共通する同定課題の実施手順は，次のとおりである。

はじめにターゲットとなる記銘用の実験音声が 1回

提示される。参加者はその音声から想起される話者を

記憶する。その後，選択肢の形で，五つの実験音声が

順に提示される。参加者は，記銘話者の音声だと思っ

たものをその中から選んで回答する。選択肢のスクリ

プトは，記銘用音声のものとは異なるが，選択肢間で

は同一である。実験デザインの詳細を表–4に示す。

実験条件 1: 声道長変換音声と他者音声の提示条件

話者 MA による原音声のスペクトル周波数軸を，

1.111（1/0.9）倍（声道長縮小：VS），無変換 1.0 倍

（原声道長：VO），0.9倍（声道長拡大：VE）の 3段

階に伸縮した変換音声を生成し，それらを記銘用ター

ゲットとする三つの課題（a, b, c）を設定した。なお，

表–3 話者の同定課題に使用した原音声の属性

話者 ID 年齢 収録 セット スクリプト ID†

MA: BM083 20–29 fuj B
(
S1: B04, S2: B31,
S3: B10, S4: B24,
S5: B19, S6: B20.

)
MB: BM082 20–29 fuj B

MC: BM081 20–29 fuj B

† スクリプトは全話者で共通

伸縮率は [1]に準じた。

話者同定用の選択肢としては，MAによる別の音声

を同じ 3条件で変換した三つの音声に加え，他話者で

あるMBとMCの音声も配置した。

聞き手は変換音声から想起される話者を，原話者と

は別の話者として識別するか，そして同じ変換条件の

音声同士は，その架空の同一話者による声として認識

するか，が問われる。また，他の話者との聞き分けも

同時に問われる。

実験条件 2: 他者音声による該当声道長の代替条件

条件 2では，記銘音声の声道長に対応する選択肢と

しては，同じ記銘話者による変換音声は提示しない。

その代わりに，記銘音声と同じ声道長になるように変

換した別の話者の音声を提示した。

この条件 2 では，MB を記銘音声の原話者とした。

そして，条件 1 と同じ 3 段階で変換した音声をター

ゲットとする 3課題（α, β, γ）を設定した。また，ス

クリプトも条件 1と同じになるように配置した。

選択肢には，そのMBによる音声を，同じ 3条件で

変換した三つの中から，ターゲットと同じ変換条件の

ものを意図的に取り除き，残りの二つを配置した。

次に，他話者のMAの音声から，新たに三つの実験

音声を生成した。そこでは事前に，先にターゲットと

したMB由来の三つの変換音声について，それぞれの

声道長を推定した。そして今度は，他話者 MA の変

換音声がその声道長になるように，スペクトル周波数

軸の伸縮率を推定し，それを適用して実験音声（VS′,

VO′, VE′）を生成して選択肢として配置した。

この条件の選択肢では，ターゲットと同じ声道長と

なる音声は，他話者の音声を変換したものだけとなる。

聞き手は，声道長は異なるものの記銘話者の音声が変

換されたものを同じ話者のものと捉えるか，それとも，

他話者由来であるが声道長が同等のものを記銘音声と

同じ話者のものと判断するか，が問われる。

3.1.3 声質変換と声道長の推定

実験 1 と同様に，スペクトル周波数軸の伸縮には，

TANDEM-STRAIGHTを使用し，分析フェイズには

C言語版 STRAIGHT Libraryを用いた。声道長の推

定は，Kawahara et al.の方法を使用した。



158 日本音響学会誌 73 巻 3 号（2017）

表–4 話者の同定課題における実験条件別の実験音声の配置デザインと
推定声道長（VTL: cm）

実験条件 1: 声道長変換音声と他者音声の提示条件

課題：
Tasks

記銘対象の音声：
Targets

選択肢の音声：Options
参加者
グループ †記銘話者の変換音声 異なる話者の音声 選択肢共通

スクリプトMA-VS MA-VO MA-VE MB-VO MC-VO —

a MA-VS (S1): 15.5 15.6 17.4 19.2 15.8 16.0 — (S4) G2-1

b MA-VO (S2): 17.0 15.8 17.3 19.2 15.7 15.5 — (S5) G1-1

c MA-VE (S3): 19.2 15.9 17.5 19.2 15.9 16.1 — (S6) G1-3

実験条件 2: 他者音声による該当声道長の代替条件

課題：
Tasks

記銘対象の音声：
Targets

選択肢の音声：Options
参加者
グループ †記銘話者の変換音声 異なる話者の変換音声 選択肢共通

スクリプトMB-VS MB-VO MB-VE MA-VS′ MA-VO′ MA-VE′

α MB-VS (S1): 14.4 N.P.‡ 15.8 17.5 14.4 15.8 17.2 (S4) G1-2

β MB-VO (S2): 15.3 14.4 N.P.‡ 17.2 13.9 15.3 16.8 (S5) G2-3

γ MB-VE (S3): 17.3 14.6 15.9 N.P.‡ 14.4 15.9 17.3 (S6) G2-2

( ) はスクリプト，† 割り当てられた参加者グループと課題の提示順序 (G1: 69 名，G2: 68 名)，‡ 非提示

3.1.4 実験参加者

実験 1に参加した大学生 137名が参加した。

3.1.5 実験手続き

参加者は携帯型 CDプレーヤから，記銘音声と，そ

の後にランダムな順で示される五つの選択肢の音声を

聞いた。そして，はじめに覚えたターゲット話者と同

じ話者と判断した選択肢の音声を回答した。

二つの実験条件はスクリプトの配置が共通なので，

それらが重複しないように，かつ，両条件が必ず含まれ

るように，全体の課題を 3課題ずつに 2分割した。参

加者も 2分した。G1は 69名，G2は 68名であった。

3.2 話者の同定課題の結果

3.2.1 同定課題の対数線形モデルによる分析

実験条件別に結果をまとめた。図–6に，課題ごとの

五つの選択肢について，ターゲット音声と同じ話者の

声であると回答した参加者の人数の分布を示す。

各課題ごとに，特定の選択肢において，同じ話者と

判断される集中傾向が見られるかについて，対数線形

モデルで分析した。各課題は独立試行なので，それぞ

れを 5×1の分割表として扱い，話者の同定判断に，有

意な集中（+），又は回避（−）がみとめられるかを検定
した。有意な検定結果については，図–6の中に示す。

3.2.2 声道長変換音声から想起される仮想話者

仮想話者の識別と認識 実験条件 1で，課題ごとに

どの選択肢が選ばれているか検討する。

図–6の上図を見ると，課題 aで話者MAの声道長

縮小条件が記銘音声（MA-VS）の場合，同じMA-VS

の選択肢音声が最も多く選ばれている。また，課題 b

で，声道長が原音声のままの記銘音声（MA-VO）で

も，MA-VO が，課題 c の声道長拡大（MA-VE）の

場合も，同じMA-VE条件の音声が最も多く選ばれて

いる。

この結果から，同じ話者由来の変換音声の中でも，

ターゲットと同じ声道長となる変換条件のものだけが，

同一の話者として認識されていることが分かる。なお，

課題 aでは他話者MCと，課題 bでは同話者のMA-VS

との混同がわずかに見られるが，その割合は低い。

従って，声道長の変換音声から想起される仮想話者

は，原音声の話者とは別の話者として識別されている

ことが分かる。そして，同じ条件で変換した音声から

は，同一の仮想話者を認識しているとみてよい。

なお，MAの変換音声がターゲットのこの 3課題で

は，他話者MBやMCとの混同はほとんど見られず，

特にMBとの混同は寡少であった。

他話者由来の仮想話者との混同 実験条件 2 では，

MBの変換音声がターゲットとなる。しかし，選択肢

としては，そのターゲットと同じ変換条件のMBの変

換音声は提示されない。

図–6の下図を見ると，課題 αでは，MB由来の記銘

音声（MB-VS）に対し，他話者MAの変換音声で声

道長がターゲットと同じMA-VS′が記銘音声と同じ話

者と判断されている。また，課題 β でも，原声道長の

記銘音声（MB-VO）に対し，他話者由来でも声道長が

同等の MA-VO′ を選んだ者が多く，記銘話者由来の

MB-VS，MB-VE と拮抗している。課題 γ は，声道

長拡大（MB-VE）に対し，他話者由来のMA-VE′ が

記銘話者由来のMB-VOに次いで多く選ばれており，

この二つに回答が集中している。

先の実験条件 1では，MAとMBは，混同されるこ

とはほとんどなかった。しかし，実験条件 2で，MA
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図–6 記銘音声の話者と同一話者の音声と判断した選択肢
音声の回答者の人数分布（上図：実験条件 1，下図：実
験条件 2）及び対数線形モデルの分析結果（* p < 0.05,
**p < 0.01,*** p < 0.001, **** p < 0.0001; N.P.：非
提示）

の音声の声道長を，MB系統の音声に揃えるように変

換したところ，話者の混同傾向が生じた。

このような話者の混同が発生するということは，元々

は全く別の話者であっても，声道長を揃えると聴感上，

かなり似た声に感じたことを意味する。

3.3 話者の同定課題の考察

(1) 声道長変換音声からは，オリジナルの話者とは

別の仮想的話者が想起され，区別して識別されること

が示された。そして，同じ声道長に変換された音声か

らは，同一の仮想話者が認識されることが分かった。

更に，原話者が別の話者同士であっても，同じ声道長

の変換音声になると，同じ話者の声として混同される

ことが示された。

これは，声道長が変わると，別の人の声に聞こえ，逆

に元は別の人の声でも，その声道長を揃えると同じ人

に聞こえる，ということである。しかるに，声道長に

係わる音響属性は，個人性の情報を内包しており，話

者認知に係わる役割も担っていると考えられる。

(2) 話者の個人性に着目した音声生成モデルでは，下

咽頭腔（喉頭腔と梨状窩）と主声道の二つが，声道で

独立したフィルタとして働いているとされる [26, 27]。

下咽頭腔は発話時も形状変化が小さく，フィルタ特性

はあまり変化しないため，その形状の個人差が 2.5 kHz

以上の高周波数領域での声の個人性に寄与している。

一方，主声道フィルタの特性は，音韻の違いによって

変化するが，主声道の長さと形状の個人差が，スペク

トルの全体的なシフトと低次ホルマントの特徴として，

個人性を感じさせる役割を担っているとされる。

今回の実験での変換は，スペクトル周波数軸全体の

一様な伸縮であるので，下咽頭腔に起因する高域と，

主声道に起因する中域の影響について厳密に分離して

扱っている訳ではない。しかし，声道長の推定では，高

次ホルマントの帯域を制限し，主声道に起因する中域

信号から声道長を推定していることから，実質的に主

声道に重きをおいたキャリブレーションを行っている

ことになる。従って，主声道フィルタの影響と個人性

の関係について，間接的に評価したものとして捉える

こともできる。

(3) 北村ら [28]は，声から知覚される話者間の類似

度の計測を試みている。そして，話者間の類似度の距

離に対応する可能性のある特徴量として，平均 F0，対

数スペクトル包絡距離，発話時間長，ポーズ時間長と，

話者年齢を求め，その関係を分析した。その結果，対

数スペクトル包絡距離以外の指標で，男声・女声のい

ずれかでの関連性を見出している。

しかし，スペクトルに関連する指標では，明示的な関

係は示されていない。とはいえ，声色に係わる音声ス

ペクトルと，話者の類似性には何等かの関係が想定さ

れる [29]。今回の実験の結果をふまえて考えると，中

域スペクトルの特徴量としては，声道長の推定値が話

者の類似性の指標として有効な可能性がある。計算手

続きや定義の面では未整備なところもあるが，検討す

る余地があると考える。

4. 実験3 声質変換音声による英語リスニング
テスト

英語リスニングテストにおける話者の匿名性の確保

を目的として，声質変換音声の応用可能性を検討した。

この用途では，変換音声での言語情報の品質の維持が

最も重要となる。声質変換音声の適用によって，試験

成績の低下などが生じないことが望まれる。
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実験の素材としては，大学入試センター試験の英語

リスニングテストを用いた。複数回分のテストを併用

した比較実験を行い，その試験成績を分析して，声質

変換の影響を検証した。

4.1 方 法

4.1.1 実験参加者

東京都内の五つの国立大学 1 年生 268 名が参加し

た。その内の 137名は，実験 1と 2の参加者である。

4.1.2 実施リスニングテスト

2015年度のセンター試験の英語リスニングテストの

本試験と追試験，更に，その前年度にあたる 2014 年

度の追試験の三つのテストを使用した。いずれも解答

時間は 30分で，50点満点である [30–32]。

2015年度センター試験の本試験と追試験の当日に，全

国の試験より開始時間を遅らせてテストを行った [33]。

センター試験で使用されている ICプレーヤを使って，

参加者全員が同じ条件で受験した [34]。この二つの試

験（以降，規準テスト）の合計点が参加者のリスニン

グテストの規準得点となる。

くわえて，2014年度の追試験のリスニングテストも

実施した。参加者は 2014 年度の本試験を受験して大

学に入学しているので，その後の追試験の内容は知ら

ず，参加者にとっては初出の試験問題である。

この試験の原音声から，声質変換リスニングテスト

を作成した。変換条件別に作成したテストを，参加者

を分割した実験グループに割り当てて解答させた。

4.1.3 声質変換した実験テストと参加者の割当て

2014年度の追試験のマスター音源の原音声（44.1 kHz

サンプリング，16 bit量子化）を基に，実験テスト用

の声道長変換音声を生成した。実験条件は次のとおり

である。

統制条件 センター試験の IC プレーヤをそのまま

使用する無変換の条件を，統制条件（Control）とした。

131名の参加者が割り当てられた。

変換音声条件 実験 2と同様に，スペクトル周波数

軸を 1.111（1/0.9）倍した声道長縮小条件（VS）と，

0.9倍した声道長拡大条件（VE）の，二つの条件を設定

した。これらの変換音声については，英語教員免許の

保有者を含む複数の教員が試聴し，変換音声から異な

る話者が想起されることを確認した。そして，VS条件

に 69名，VE条件に 68名の参加者が割り当てられた。

なお，参加者は，大学ごとに文系・理系別に層化し

た上で，各条件にランダムに割り当てた。

4.1.4 実験手続き

規準テストの二つの試験では，センター試験用の IC

プレーヤでステレオ・イヤホンから音声を聞いて，全

員が同じ条件で受験した。

図–7 英語リスニングテストの規準得点（2015年度本試験
と追試験の合計点）と実験テスト得点（2014年度追試験
の得点）の実験条件別の散布図と回帰直線

表–5 実験条件別の試験成績の平均点と基本統計量

統制条件：
Control

変換音声条件：
VS 条件 VE 条件

受験者数 131 名 69 名 68 名

規準得点：
Criterion score

82.3 (14.3) 80.8 (14.0) 84.9 (13.0)

実験得点：
Experiment score

36.6 (9.7) 35.4 (9.0) 37.7 (8.8)

相関係数 ‡ 0.806∗∗∗∗ 0.868∗∗∗∗ 0.809∗∗∗∗

( ) は標準偏差，‡ 無相関検定の結果（∗∗∗∗p < 0.0001）

実験テストでは，統制条件グループはセンター試験

の ICプレーヤで受験し，変換音声条件グループは，携

帯型 CDプレーヤで受験した。

4.2 声質変換リスニングテストの結果

4.2.1 声質変換リスニングテストの試験成績

参加者が同じ条件で受験した規準テストの合計点を，

各参加者のリスニング規準得点とした。そして，その

規準得点と実験テストの得点の散布図を図–7に示す。

更に，規準得点や実験得点について，実験条件別の平

均点や相関などの統計量を表–5にまとめた。

規準得点の平均は，高い方から VE条件，統制条件，

VS条件となっており，実験得点も同じ順であった。各

条件のグループは，参加者の大学などの属性で層化し

て割当てたが，VE条件に高得点者，VS条件に低得点

者がわずかに偏った可能性もある。なお，規準得点と

実験得点の相関係数は，いずれも 0.8を上回っており，

規準テストと実験テストの試験成績の対応関係は良好

であった。

4.2.2 実験得点の共分散分析

実験条件グループ間での参加者の成績の偏りなどを
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図–8 実験条件別のリスニング規準得点の平均点と実験得
点の平均点及び共分散分析に基づく実験得点の修正平均
点の布置

補正した上で，声質変換音声の試験成績への影響を検

討するため，リスニング規準得点を共変量とした共分

散分析を行った。

事前に傾きの等質性の検討を行ったところ，共変量の

規準得点と実験要因（統制条件・VS条件・VE条件）の間

に交互作用は見られなかった（F(2,262) = 0.02, n.s.）。

そこで SASの Type IIIの平方和による共分散分析

を行った。検定の結果，実験得点について，実験要因

に有意な差は見られず（F(2,264) = 0.20, n.s.），統制条

件や二つの変換音声条件の間で，有意な試験成績の違

いは検出されなかった。

更に規準得点で補正した実験テストの修正平均点に

ついて，規準得点と実験得点の単純平均と合わせて図–8

に示す。実験得点の条件別の単純平均は 35～37 点台

に分布していたが，修正平均ではいずれも 36点台に収

まっており，グループ間の偏りが補正されたと考えら

れる。しかし，細かく見ると，修正平均では統制条件

が最も高く，変換音声条件の VE条件と VS条件は相

対的に低くなっていた。この順位の入れ替わりは，声

質の変換に伴う品質劣化によって，成績の低下傾向が

生じている可能性もあり，注意が必要である。

4.3 声質変換リスニングテストの考察

声質変換音声によるリスニングテストを行った結果，

その試験成績は，規準となるテストの成績とも良好な

対応関係を示し，有意な成績の違いも見られなかった。

しかし，声質変換の影響を詳細に見ると，わずかだ

が，変換音声で試験成績の低下傾向が見られる。また，

実験後のアンケートでは，リスニングテストの音声で

合成音声が使われていると感じた，とする内省報告が

散見された。従って，イヤホンを使用するような厳し

い受聴環境で行われるリスニングテストなどでは，更

に最適な声質変換量の精査も含んだ，品質面での向上

をめざしていく必要がある。

5. ま と め

5.1 声道長の操作を模した変換音声の主観評価

声の自然性は，声道長に対して放物線状に変化した。

男声・女声ごとに最も自然に感じる声道長が存在する

可能性がある。なお，変換による品質劣化も想定され

るため，操作範囲には留意する必要がある。

話者の体格は，男女の区別なく，声道長に比例して

大柄に感じられた。音声を聞いた初期段階に，聴覚系

では声道長の寸法が知覚される。そして，声道長が長

い話者は，背が高く大柄な体格であるはずだ，といっ

たステレオタイプな規範に基づく認知的推論が暗黙裡

になされ，この結果に結び付いているとされた。

声の高さについては，F0 が同じでも，声道長が長く

なると低い声と評価された。これは声色がピッチ感に

認知的なバイアスを与えることを意味しており，今後

の探究が待たれる。なお，女声では，スペクトル周波数

軸の圧縮時の F0 と F1 の逆転にも留意が必要である。

声の太さの評価は，声道長との対応がよく，男声・

女声の違いを問わず，声道長の操作に伴う声質変化を

表現する語として有効である。

5.2 声質変換音声から想起される話者の同定

声道長変換音声からは，原話者とは別の仮想話者が

想起された。更に，原話者同士は異なる話者でも，同

じ声道長になるように変換された音声は，同じ仮想話

者の声として混同された。

これは，声道長が変わると，別の人の声に聞こえ，ま

た，元は別人の声でも，声道長を揃えると似た人に聞

こえるということであり，声道長に係わる音響属性に

は，個人性の情報も含まれているとされた。

5.3 声質変換音声を適用したリスニングテスト

声質変換音声を用いた英語リスニングテストを実施

した結果，その試験成績は，標準的なテストの成績と

遜色なく，今後，その応用への可能性が期待できる。

しかし，詳細に見ると，変換音声でわずかに成績の

低下が見られたり，合成音声が使われていると感じる

者がいた。イヤホンなどを利用するシビアな受聴環境

では，変換音声の品質面の更なる向上が課題である。
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