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概要 

近年、音声認識・音声合成分野におけるビッグデータを用いた研究が盛んに行われており、歌声合成分野においてもビッ

グデータの時代が到来することが予見される。その際に、これまで用いられてきた歌声合成手法では、学習データ量の爆

発的な増加により性能の頭打ちが予想される。そこで、ビッグデータを歌声合成に有効活用するために、深層構造を持つ

ニューラルネットワーク（DNN）による歌声合成技術の実現に向けて検討を行った。 
ビッグデータを学習対象とした場合の演算量は通常想定される演算量をはるかに超える可能性があるため、DNN に基づ

く歌声合成システムを構築し、学習データ量に応じた演算量を調査した。そして、合成時の演算量が実用化への障壁とな

っている現状を打破するため、合成音声の品質を維持したまま大幅に高速化する手法を提案し、合成時の演算量を 20%
以下に削減しつつ合成音声の自然性を改善できることを確認した。 
 
１．まえがき 
歌声合成とは、入力された楽譜に対し、明瞭で自然な歌声

を出力する技術である。歌声合成の研究は長い歴史があり、

これまで様々な方式が提案されてきた。最近ではヤマハ社

の VOCALOID 等の歌声合成ソフトウェアが販売され、広

く利用されるようになってきている。そのため、YouTube
やニコニコ動画等の動画投稿サイトへの楽曲投稿も多く、

一般の人々の認知度も高まってきている。 
そんな中で、申請者らのグループは、特定の歌唱スタイル・

歌い回し等を含む歌声波形全体を統計学習に基づいてモ

デル化する統計的パラメトリック歌声合成技術を開発し

てきた。特定の歌唱者による曲単位の歌声の波形と、それ

に対応する歌詞付きの楽譜の関係をあらかじめ学習して

おくことで、ユーザーは歌詞付きの楽譜を与えるだけで、

その歌唱者の声質・歌唱スタイルを再現した合成歌声を得

ることができる。この手法は既に JOYSOUND の「ボー

カルアシスト」や CeVIO プロジェクトの「CeVIO 
Creative Studio」等で実用化されているが、より高い自然

性を持ち、多種多様な声質・歌唱スタイルを再現できる歌

声合成技術が求められている。 
特定の歌唱者の声質・歌唱スタイルを再現する歌声合成シ

ステムを構築する場合、その歌唱者の歌唱音声データベー

スが必要になるが、収録環境の用意、収録前の練習や収録

時の歌い直し、収録後の音声のチェック・ラベリング等の

作業が必要となる。そのため、高品質な歌声を合成可能に

するために必要となる大規模データベースの構築には大

きなコストがかかる。そこで、近年では、インターネット

上に既に存在する大量の音声データを利用して音声合成

システムを構築する手法が検討されている。歌声合成分野

に関しても、例えば nanamusic 社は、伴奏や歌などを一

般ユーザーが収録・アップロードすることができるスマー

トフォンアプリを配布しており、最近では 200 万人以上

のユーザーにより一日 5 万件以上のデータがアップロー

ドされ続けている。増え続ける累計 1,500 万件以上のデー

タはまさにビッグデータと呼ぶにふさわしく、このような

ビッグデータを前提とした歌声合成技術の開発が求めら

れている。 
本研究開発では、大量の歌声と楽譜のデータが存在する場

合に、それらを用いて、より自然性の高い歌声を合成可能

な歌声合成システムを開発する。品質を保ちつつ高速化す

るための新たな手法を導入することで、高性能な GPU を

搭載していない一般的な PC でも実時間で合成可能な歌

声合成システムの構築を目指す。 

２．研究開発内容及び成果 
■課題 1：高度な統計モデリング及び学習リソースの調査 

学習データ量に応じた演算量を調査するため、DNN に基

づく歌声合成手法を構築した。モデル構造は、これまで

DNN 歌声合成で一般的に用いられている Feed-Forward 
Neural Network（FFNN）とした。構築した DNN 歌声

合成手法の性能を受聴試験による主観評価実験により検

証したところ、合成音声の自然性に関する 5 段階 MOS
（Mean Opinion Score）試験において、DNN 歌声合成シ

ステムは、従来の隠れマルコフモデル（Hidden Markov 
Model; HMM）に基づく歌声合成システムと比較して

MOS を 1.86 改善しており、有意水準 5%を大きく超える

有意差が得られ、自然性の大幅な向上が確認できた。 
また、学習データ量と計算量の関係を調査し、エポック数

（学習データ全体を何度学習に用いたか）とステップ数

（DNN を何度更新したか）が学習誤差に与える影響を明

らかにし、学習の高速化が必要な際の指針を示した。 
■課題 2：ランタイムの高速化 

合成音声の自然性を維持しつつ、合成時の演算量を削減す

る手法を提案した。従来手法と提案手法の構成を図 1 に示

す。従来手法は課題 1 の FFNN とし、5 ミリ秒を 1 フレ

ームとしたフレーム単位で楽譜特徴量を音響特徴量に変

換する。また、FFNN を用いた手法では、合成時にフレー

ム間で音響特徴量が不連続になることを防ぐため、DNN
から静的特徴量に加えて 1 次、2 次の動的特徴量（音響特

徴量の変化速度、加速度に相当）も出力し、パラメータ生

成アルゴリズム（ Maximum Likelihood Parameter 
Generation; MLPG）を用いて滑らかな音響特徴量系列を

得る。 
一方で、提案手法では、HMM 歌声合成におけるモデル化

の区間（状態）を参考に、合成対象となる歌声を可変長の

複数の区間に分割し、区間毎に平均的な音声パラメータを

1 つだけ生成することで、演算量を大幅に削減する。図で
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は音素を 3 状態に分割し、各状態につき一度だけ FFNN
を駆動する構成となっている。ただし、これだけでは生成

される音響特徴量が平滑化され、合成音声の自然性が低下

する。そのため、FFNN の出力から複雑なパラメータ系列

を復元するために、フレーム単位で駆動する小さな畳み込

みニューラルネットワーク（Convolutional Neural 
Network; CNN）を上段に配置することで、高い自然性を

持つ歌声を合成する。CNN によって近隣フレームとの関

係もモデル化されることで、MLPG を用いることなく滑

らかな音響特徴量系列を生成することができるため、

MLPG にかかる計算時間も削減することが可能である。 
実験では、比較手法として HMM と FFNN を用いた。

FFNN の処理時間と、その後の MLPG の処理時間をあら

かじめ計測しておき、FFNN の処理時間の 20%程度の処

理時間になるようにチューニングした提案手法（CNN1）
と、FFNN・MLPG の両方にかかる時間の合計に対して

20%程度の処理時間になるようにチューニングした提案

手法（CNN2）を用意した。図 2に、J-POPの 5曲を CNN1、
CNN2 を用いて合成するのに要した時間を示す。2 本の赤

色の破線のうち、上の破線は従来手法の FFNN（MLPG
の処理を含む）にかかる時間の 20%の値を指しており、提

案手法はこの線を下回ることが目標となる。下の破線は

MLPG の処理を含まない場合の値を指しており、参考値

として示している。グラフの青い部分は、モデル構造の下

段となる状態単位の FFNN 部分の処理にかかった時間を、

オレンジの部分はモデル構造の上段となるフレーム単位

の CNN 部分の処理にかかった時間をそれぞれ表してい

る。図より、CNN1 と CNN2 の処理時間は共に目標とす

る時間（上の赤色破線）より短くなっており、大幅に高速

化されたことがわかる。次に、合成音声の自然性を評価す

るために、上記の 4 種類の音声に対して、自然性に関する

5 段階の MOS 試験を行った。被験者は 6 人であり、各被

験者はテストデータ（各 5 曲）からランダムに選択された

各 10 フレーズを評価した。図 3 より、提案手法の合成音

声は、CNN1、CNN2 のいずれにおいても従来手法の

HMM や FFNN を上回る自然性を示した。よって、提案

手法は、合成時の計算量を 20%程度に削減しながらも、従

来手法の自然性を大幅に改善したと言える。 
３．今後の研究開発成果の展開及び波及効果創出へ

の取組 

本研究開発において提案・検証された高品質かつ高速な歌

声合成手法は、テキストを元に音声を合成するテキスト音

声合成にも容易に適用可能である。株式会社テクノスピー

チは、これまでにも、AI キャラクター立体サイネージ

infoloid 等に音声合成機能を、カラオケ機器 JOYSOUND
のボーカルアシスト、ロボット Pepper、楽譜ソフトのス

コアメーカー等に歌声合成機能を、音声創作ソフトウェア

「CeVIO Creative Studio」にそれら両方を提供してきた。

これらを始めとした様々な製品・サービスに本手法を導入

することにより、合成音声の品質を大きく改善し、事業拡

大に貢献していく。スマートスピーカーの普及やロボット

の日常生活への導入をはじめ、近年では Vertual 
YouTuber（VTuber）と呼ばれるバーチャルキャラクター

による活動も盛んに行われるようになり、機械音声ではな

く人に近い高品質な合成音声に対する需要は、かつて無い

ほどに高まっている。今後は、国内はもちろん、海外にも

積極的に事業展開を行っていき、世の中で生まれる様々な

新技術に高い品質の「声」を与えるという役割を果たして

いく。 
また、本研究開発で提案した高速化の枠組みは、多くの研

究機関で利用されている Recurrent Neural Network
（RNN）を用いた音声合成手法等にも適用することが可

能であり、演算量の大幅な削減が見込まれる。そのため、

本枠組みを様々な DNN 音声合成手法に適用していくこ

とで、DNN 音声合成技術の実用化が進むと期待される。 

４．むすび 
本研究開発では、ビックデータの時代に有効な深層学習に

基づく歌声合成技術において、学習データ量に応じた演算

量を調査し、合成音声の品質を維持しつつ合成時の演算量

を大幅に削減する手法を提案した。実験により、合成時の

演算量を 20%以下に削減しつつ、合成音声の自然性を改

善できることを確認した。 
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図 1：従来手法と提案手法の構成 

図 2：合成時に要する時間の比較 
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