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あらまし 我々は既存のソースフィルタモデルに課された種々の制約を解消する，音声波形を直接モデル化可能な新
たなボコーダの実現を目指している．本研究では，最近新たに提案されたニューラルネットワークであるWaveNetを
援用し，既存のボコーダの音響特徴量をWaveNetの入力補助特徴量に用いて音声波形を合成する手法を提案する．こ
れらの特徴量は音声の生成過程を考慮して抽出されることから，補助特徴量として効果的に働くことが期待される．
特に提案法は既存のボコーダで必要とされる音源励起信号の生成を介さないことから，詳細な時間情報を回復した高
品質な音声波形の合成が期待される．実験ではメルケプストラムボコーダのパラメータを対象とし，合成音声の品質
を SNR (Signal-to-Noise Ratio) と SDR (Signal-to-Distortion Ratio) の 2つの指標によって客観的に評価した．実験
の結果，SNRについて有意な改善を得たことから，提案法の有効性が確認された．
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Abstract Our aim is to realize a new vocoder, which can resolve various constraints imposed on source-filter model
and deal with speech waveform directly. In this study, we propose a method of synthesizing speech waveforms with
WaveNet, which was a recently proposed neural network for generating audio signal waveforms, by using existing
vocoder parameters as input auxiliary features. It is expected that these parameters are effective for auxiliary
feature of waveform generation, because they are based on source-filter model. In the experiment, parameters of
mel-cepstrum vocoder were selected as target, and quality of synthesized speech was objectively evaluated by SNR
(Signal-to-Noise Ratio) and SDR (Signal-to-Distortion Ratio). From the results, it was confirmed that the sound
quality was significantly improved for SNR and proposed method was effective.
Key words WaveNet, convolutional neural network, source-filter model, mel-cepstrum, fundamental frequency.
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1. は じ め に

近年，機械による音声波形合成技術の需要が増加している．
スマートフォンやカーナビゲーション，音声翻訳やスクリーン
リーダーなどの音声インターフェースを持つアプリケーション
にとって，音声波形合成は必要不可欠な基礎技術である．安定
して聞き取りやすい音声，機械的ではなく肉声感のある音声，
話速や声質の制御，複数話者や複数言語，感情の付与など様々
な要望もまた生じている．高品質で多様な音声波形合成技術へ
の期待は今後ますます高まることが予想される．
これまでに様々な音声波形合成技術が提案されてきた．代表

的なものの一つに波形接続型合成 [1, 2]が挙げられる．これは
多数の音声波形を音素などや音節などの素片に分割してあらか
じめデータベースに蓄えておき，合成時には，与えられたテキ
ストに対して最適な素片系列を取り出して結合する．音声素片
を直接接続して用いるため，自然性と明瞭性が高い，高品質な
音声が得られることが利点である．素片の時間単位を短くすれ
ば，多様な音声波形を合成できることも利点である．しかしな
がら，素片どうしの接続しやすさを決める接続コスト関数の設
計は容易ではない．また自然な音声を柔軟に合成するためには
大量の素片を蓄えておく必要があるため，多くの記憶容量を要
する問題も存在する．
一方，音声の生成過程に着目した，分析合成型の波形合成技術

も挙げられる．音声の生成過程は音源の生成，声道による調音，
口唇もしくは鼻孔からの放射，という 3段階に大きく分けられ
る．放射を調音に含めて単純化し，音源生成と調音作用を分離
してディジタルフィルタとして実現したモデルは一般にソース
フィルタモデルと呼ばれる [3]．我々は音声を分析することで
音源と声道特性を表現する音響特徴量を抽出し，それらから元
の音声波形を再合成することができる．この一連の手続きを具
体的に実現し，波形合成を行う処理系は特にボコーダ [4]と呼
ばれる．ボコーダは現在，音声情報処理の様々な場面で活用さ
れている．例えば与えられたテキスト情報を音声に変換するテ
キスト音声合成システムの波形生成部として広く利用されてい
る [5]．またボコーダの音響特徴量を加工・変換することで，声
質変換と呼ばれる，入力話者の声質を所望の話者の声質に変換
する技術が可能となる [6]．この技術を用いて，音声対話システ
ム，医療福祉機器，娯楽など，幅広い応用が期待できる [7]．こ
れらのアプリケーションにとって，より高品質な音声を合成可
能なボコーダもまた期待されている．近年では STRAIGHT [8]
やWORLD [9]などの高品質ボコーダが提案された．
しかしながら，これまでに提案された各種のボコーダには，

音声特有の事前知識に基づく様々な仮定が課されていた．固定
分析窓長，分析窓内で時不変な線形フィルタ，定常ガウス過程
などである [10]．それらの仮定の導入は数学的な定式化を簡潔
にし，実装が容易になるという利点があるものの，合成音声に
対する制約としても働く．用いられるボコーダによって程度の
差は大きいが，音源励起信号の生成時にも位相情報が損われる．
結果的に再合成された音声は，元音声の詳細な時間的構造や位
相情報が失われるため，音質が劣化する問題があった．

(a) 従来のボコーダ [14]

(b) 提案法

図 1: 従来法と提案法の音声波形生成の違い
Fig. 1 Difference in waveform generation between conventional

vocoder and proposed method

このような関連研究の中にあって，ボコーダを用いない音声
波形合成の新たな方式として，WaveNetと呼ばれる，音声波形
を直接生成するためのニューラルネットワークが最近提案され
た [11]．その特徴の一つは適用対象となるデータの特性に依存
せず，データドリブンで波形生成モデルを構築できる点にある．
音声を対象にした場合，上で述べた音声特有の事前知識に基づ
く各種仮定を回避することができる．文献 [11]ではテキスト音
声合成 (Text-to-Speech; TTS) に応用され，TTS の最先端手
法 [12, 13]による音声の品質を大きく上回り，自然音声に迫る
高品質な音声を合成できることが示された．その際，WaveNet
への入力は，過去に自身が生成した波形サンプルを除けば，テキ
スト情報を表す言語的特徴量，基本周波数，音素継続長であっ
た．しかしながら，それら以外で実際にどのような特徴量が効
果的に働くかについて，具体的には明らかにされていない．
我々は，既存のボコーダに課された種々の制約を解消し，高
品質な音声を合成可能な新たなボコーダの実現を目指している．
そこで本研究では，WaveNet を援用し，既存のボコーダの音
響特徴量をWaveNetの補助特徴量として用いる手法を提案す
る．図 1に，従来のボコーダと提案法における音声波形生成の
違いを示す．ボコーダの音響特徴量は音声の生成過程を考慮し
て抽出されることから，音声波形の合成に効果的に働くと期待
される．特に提案法は既存のボコーダで必要とされる音源励起
信号の生成と調音フィルタの駆動を介さないことから，詳細な
時間的構造や位相情報を回復した高品質な音声波形の合成が期
待される．提案法の有効性は，元音声に対する時間領域での歪
みを表す SNR (Signal-to-Noise Ratio)と周波数領域での歪み
を表す SDR (Signal-to-Distortion Ratio)の 2つの指標で評価
した．
本研究の貢献は，以下の 2点である：
（ 1） 既存のボコーダの音響特徴量をWaveNetの補助特徴
量として用いる方法を提案したこと
（ 2） SNRに関する実験的評価から，WaveNetによる合成
音声は時間領域での歪みを改善できることを示したこと
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図 2: WaveNetのアーキテクチャ
Fig. 2 Network architecture of waveNet

2. WaveNet

図 2に本研究で用いたWaveNetのアーキテクチャの全体図を
示す．ネットワークへの入力は波形サンプルである．WaveNet
は causal convolution層と dilated causal convolution層と呼
ばれる，時間方向の 1次元畳み込み層の積み重ねで構成される．
入力はこれらの畳み込み層とゲート付き活性化関数を通り，最
終的にソフトマックス関数により波形サンプルの事後確率が出
力される．ただし事後確率の対象は µ-lawアルゴリズム [15]に
よって量子化された波形値である．ゲート付き活性化関数の計
算は次式に基づいて行われる．

z = tanh(Wf,k ∗ x) ⊙ σ(Wg,k ∗ x) (1)

ただし ∗は畳み込み演算を，⊙は要素積演算を表し，σ(·)はシ
グモイド関数，W は畳み込み重みを表す．f はフィルタ，g は
ゲートを表す添字である．k は活性化関数に関する通し番号に
相当する．
生成モデルの観点からは，波形サンプル x = {x1, x2, . . . , xT }

を確率変数とみなしたときの同時確率

P (x) =
T∏

t=1

P (xt | x1, . . . , xt−1) (2)

の計算を，(dilated) causal convolution層による過去の波形サ
ンプルを考慮した線形演算と，活性化関数による非線形演算の
繰り返しにより近似していると見なせる．実際，ネットワーク
のサイズは有限のため，無限個の波形サンプルを考慮すること
は不可能である．したがってWaveNetは上記の同時確率を次
式により近似的に計算している：

P (x) ≈
T∏

t=1

P (xt | xt−R, . . . , xt−1) (3)

ただし RはWaveNetが過去にさかのぼることができる時間幅
であり，受容野 (receptive field)と呼ばれる [11]．
音声波形の合成はWaveNetからの波形サンプリングを所望

の回数だけ繰り返すことにより行われる．その際のネットワー
クへの入力は，過去に自身が生成した波形サンプルである．最
近は Fast WaveNetアルゴリズム [16]による計算量を大幅に減

らした効率的な波形サンプリング法が提案されている．

3. 音声生成過程を考慮したWaveNetに基づく
音声波形合成

図 1(a) に示した，従来のボコーダの一連の手続きには様々
な前提と仮定がなされている．まず，音声波形の各サンプル間
には非定常な過程に従うと考えられるが，実際は分析窓内での
定常性を前提とした音声分析が行われる．調音フィルタもまた
定常性を前提とした時不変な線形フィルタとして実現されてい
る．音響特徴量によっては，音声がガウス過程に従うという仮
定に基づいて抽出されるが，その仮定が常に成り立つとは限ら
ない．これらの仮定が組み合わさり，元音声の詳細な時間構造
や位相情報が損なわれた結果，適用するボコーダによって程度
の差は大きいが，元音声と比較して自然性や明瞭性を欠いた音
声が生成される．
本研究では，図 1(b)に示した通り，WaveNetの補助特徴量
に既存のボコーダの音響特徴量を用いた新たな音声波形合成方
法を提案する．音響特徴量は音声の生成過程を考慮して抽出さ
れているため，学習の段階で音声の生成過程に関する物理的制
約をもネットワーク内部に取り込みつつ，音声波形と音響特徴
量間の対応関係がデータドリブンで自動的に構築されることが
期待される．特に提案法は音源励起信号による調音フィルタの
駆動を介さないため，各種ボコーダによって失われていた詳細
な時間情報を回復する高品質な合成音声が期待される．提案法
による合成系が実現されたあかつきには，単純に既存のボコー
ダを置き換えることで，それらボコーダを活用するアプリケー
ションの品質向上が望める．次節以降で，提案手法の具体的な
定式化について述べる．

3. 1 ネットワークの定式化
ここでは式 (2)を拡張し，補助特徴量を表す追加の変数 hに
より条件付けられた分布

P (x | h) =
T∏

t=1

P (xt | x1, . . . , xt−1, h) (4)

を新たなモデル化対象とする．そして式 (1)のゲート付き活性
化関数を次式のように修正すればよい．

z = tanh(Wf,k ∗ x + Vf,k ∗ y) ⊙ σ(Wg,k ∗ x + Vg,k ∗ y) (5)

ただし Vf,k は Vg,k は補助特徴量のための畳み込み重みであり，
Vf,k ∗ hと Vg,k ∗ hは，ともに 1× 1の畳み込み計算を表す．
また y はオリジナルの補助特徴量 hに対して入力 xと時間解
像度を揃えた時系列である．次節では本研究で採用した時間解
像度の合わせ方について述べる．

3. 2 補助特徴量作成
ボコーダの音響特徴量は窓掛けされた音声波形から抽出され，
分析窓を時間方向に一定間隔でシフトさせていくことで，一連
の特徴量ベクトル系列が得られる（図 3）．その系列長は一般
に，元の音声波形よりも短くなる．WaveNet の補助特徴量と
して用いる場合，特徴量系列と音声波形とで系列長を合わせる
必要がある．本研究では，窓のシフト量に合わせて特徴量ベク
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図 3: 音響特徴量の抽出
Fig. 3 Extraction of acoustic feature

図 4: 補助特徴量の準備
Fig. 4 Preparation of auxiliary feature

トルを時間方向に複製することで，系列長を合わせる方法を採
用した（図 4）．

4. 実 験

4. 1 実 験 条 件
本研究では，CMU-ARCTICデータベース [17]に含まれる，

女性話者 sltの発話データを用いた．発話総数は 1,132であり，
発話時間の合計は約 1 時間である．学習用に 1,082 発話を用
い，残りの 50発話を評価用として用いた．また本研究ではボ
コーダパラメータとしてメルケプストラムと基本周波数を対象
とする．発話データに対して，音声の短時間 FFTスペクトル
から直接，もしくは STRAIGHT 分析により得られる平滑化ス
ペクトルから，0 次から 24 次のメルケプストラム系列を抽出
した．また音源特徴量として，RAPTアルゴリズム [18]もし
くは STRAIGHT分析により得られる基本周波数系列を抽出し
た．ただし無声と判定された分析区間には便宜上，0 を入れた．
分析窓長は 25ms，窓シフト長は 5msとした．
実験は，有効な補助特徴量を調査するための比較と，原音声

と合成音声との歪み評価に分かれる．前者について，有効な補
助特徴量を調査するため，以下のパターンをWaveNet学習に
適用した．

• Nothing : 補助特徴量なし
• Mcep : メルケプストラムのみ

表 1: 波形合成手法
Table 1 Method of waveform synthesis

比較手法 メルケプストラムの抽出元 波形合成方法
Plain-MLSA 短時間 FFT スペクトル MLSA フィルタ
STRAIGHT STRAIGHT 分析による MLSA フィルタ

-MLSA スペクトル包絡
Plain-WaveNet 短時間 FFT スペクトル WaveNet

STRAIGHT STRAIGHT 分析による WaveNet
-WaveNet スペクトル包絡

• Mcep+F0 : メルケプストラムと基本周波数
ただし，音声の短時間 FFTスペクトルから抽出されたメルケ
プストラムと，RAPT アルゴリズムにより抽出された基本周
波数を用いた．また後者について，表 1 に示すように，メル
ケプストラムの抽出方法と波形合成方法を変えて実験した．た
だし STRAIGHT-WaveNetのためのネットワーク学習は，
Plain-WaveNet のためのネットワークを学習して得られた
パラメータを初期値にして行った．
音質の評価は，評価用音声と合成音声から計算される，次式
に示すフレーム平均 SNR（注1）およびフレーム平均 SDRに基づ
いて行った．

SNR

= 1
L

L−1∑
l=0

10 log10

( ∑N

n=1 y(n; l)2∑N

n=1 (x(n; l) − y(n; l))2

)
(6)

SDR

= 1
L

L−1∑
l=0

10 log10

( ∑F

f=1 |Y (f ; l)|2∑F

f=1 (|X(f ; l)| − |Y (f ; l)|)2

)
(7)

ただし x(n; l)と y(n; l)はそれぞれ，当該フレーム l 内の位置
nにおける，窓掛けされた合成音声と評価用音声を表す．また
X(f ; l)と Y (f ; l)はそれぞれ，当該フレーム l，周波数ビン f

における評価用音声と合成音声の短時間フーリエ変換を表す．
| · |は絶対値を取る操作を表す．Lはフレーム総数，N はフレー
ム長，F は周波数ビンの総数である．SNRと SDRのいずれに
おいても，各フレームごとに線形位相の補正処理を事前に施し
ている．すなわち，評価用音声と合成音声の間で相関が最大と
なる時間シフト幅を計算し，そのシフト幅に応じて合成音声を
シフトさせた上で計算を行う．

WaveNetネットワークの構成について，1層の dilated causal
convolution，ゲート付き活性化関数，residualを含めて 1つの
ブロックと見なしたとき，本実験では計 30ブロックで接続した．
詳しくは，10層分の dilation（穴開き）を 1,2,4,...,512とし，こ
れを 3回繰り返すことで全 30層の dilated causal convolution
層を構成している．また (dilated) causal convolution のチャ
ネル数，および residual ブロックにおける 1 × 1 畳み込みの
チャネル数は 256とした．skip-connectionから softmax層の
間にある 1× 1畳み込みのチャネル数は 2048とした．ネット
ワークの学習には Adam [20]アルゴリズムを用い，その学習率

（注1）：Segmental SNR [19] とも呼ばれる．
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は 0.001 を初期値として手動で減衰スケジュールを調整した．
ミニバッチサイズは 20,000サンプルとした．

4. 2 補助特徴量の違いが与える影響
本節では補助特徴量の違いが合成音声に与える影響を確認

する．図 5(a) と図 5(b) にそれぞれ，評価音声との間で計算
した SNR および SDR の箱ひげ図を示す．ただし各箱ひげ図
のノッチ（くぼみ）の幅は有意水順 5%の信頼区間を表す．い
ずれの図においても，Nothing, Mcep, Mcep+F0 の順に
SNR/SDRが改善されていることが分かる．さらにMcepと
Mcep+F0の差異を確かめるため，図 6に，先の図で示した
評価用音声，Mcep，Mcep+F0 の合成音声から抽出したそ
れぞれの基本周波数の軌跡を示す．図中，Test が評価用音声
を表す．Mcep+F0では第 315フレーム付近に抽出誤りがみ
られるものの，評価用音声の基本周波数軌跡と類似した軌跡を
描いている．一方，Mcepは，ところどころで評価用音声の軌
跡から大きく外れていることが図から読み取れる．したがって
Mcep+F0の SNRが最も良くなったのは，メルケプストラム
に加えて基本周波数を補助特徴量に加えることで，その発話内
の韻律がより評価用音声に近づいたためだと考えられる．以上
をふまえて，客観評価実験ではMcep+F0による合成音声を
用いる．

4. 3 客 観 評 価
本節では元音声に対する合成音声の歪みをメルケプストラ

ムボコーダによる合成音声と比較する．図 7(a)と図 7(b)に，
SNR と SDR の箱ひげ図をそれぞれ示す．まず比較評価用の
Plain-MLSAと STRAIGHT-MLSAに音質の差が現れた
のは，STRAIGHT分析による平滑化スペクトルの高い抽出精
度のためと考えられる．SNRに関して，WaveNetによる合成
音声は，Plain-MLSAと STRAIGHT-MLSAから有意に
歪みが改善されることを確認した．STRAIGHT-WaveNet
は Plain-WaveNetからさらに歪みが改善されることを確認
した．したがって，より高品質な補助特徴量を用いることで，位
相歪みが改善されることが示された．一方，SDRに関しては，
WaveNetによる合成音声は Plain-MLSAと比較して有意な
歪み改善を確認できた．しかしながら，STRAIGHT-MLSA
と比較した場合には，同有意水準での改善は確認できなかった．
以上，本実験により，WaveNetによる合成音声は時間領域での
歪み改善の影響が大きく，周波数領域での歪み改善の影響は小
さいことが分かった．

5. ま と め

本研究では，既存のボコーダの音響特徴量をWaveNetの補
助特徴量として用いることを提案した．客観評価実験ではメル
ケプストラムボコーダの音響特徴量を対象とし，自然音声に対
する合成音声の歪みを，SNRと SDRの 2つの指標により評価
した．実験結果より，高品質な音声波形合成のためにはメルケ
プストラムと基本周波数の両方を用いることが有効であること
が示された．またメルケプストラムボコーダの分析合成音と比
較して，SNRの歪みが改善されることが示された．一方 SDR
では，SNRほどの歪み改善は得られなかった．今後，話者数を

増やした上で話者依存WaveNetを学習し，SNR/SDRによる
客観評価実験，および 5段階評価スコア平均による主観評価実
験を予定している．さらに，対象とするボコーダと音響特徴量
を変えて有効性を検証することも今後の課題である．
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