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はじめに

いて，標準モデル (Normal) および早口モデル (Fast)
の話者モデルを構築した．早口モデルを用いること

多くの視覚障害者はスクリーンリーダなどの音声

で標準モデルの約 1.6 倍の話速の合成音声を生成でき

化ソフトを使用し，合成音声によって情報を得てい

る．なお，2 つの話者モデルはパワーの平均値が同じ

る．このような環境では，短い時間で効率よく情報を

になるように補正している．

得ることが重要である．肉声を伸縮変換して作った早
口音声を視覚障害者に聴取させた実験 [1] によると，
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聴取率による評価実験

上級者の最適速度（十分な文理解が得られる速度）は

1100-1170 モーラ／分，最高速度（文理解率 50%程度
が得られる速度）は 1400-1500 モーラ／分とされる．
しかし，このような早口に対応していない音声合成
エンジンは多く，音声合成研究の立場からは早口音声
合成について十分に検討されているとは言えない．

本実験では「番号は 1234（イチニーサンヨン）で
す」のように 4 桁の数字をさまざまな話速で聴取さ
せる．聞き取れない桁があった場合は「1?34」のよう
に「?」を用いて回答させた．被験者が回答した数字
を，桁ごとの一致・不一致に基づいて集計した．

我々は HMM 音声合成を用いて，早口コーパスから

実験は 3 週間にわたって行った．第 1 週の実験に

学習した話者モデル（早口モデル）により 1500 モー

は被験者 19 人が参加した．そのうち 5 人は第 2 週お

ラ／分（25 モーラ／秒）以上の話速を実現し，4 桁の

よび第 3 週にも引き続き実験に参加した．データ採

数字を聴取する予備評価実験を行った [2]．特に，聴

取時の不具合などを考慮し，第 1 週では 16 人分，第

取者の慣れの効果に関して，3 人の被験者が短時間で

本報告では，この予備評価実験を踏まえて，実験の

2 週および第 3 週では 4 人分のデータを分析対象とし
た．全員，HMM 音声合成の評価の経験がなく，晴眼
者でかつ健聴者であり，日本語を母国語とする大学生
および大学院生（女性）である．

規模を拡大し，慣れの効果に関する詳細な検討を行

実験には 1 人 1 台のノート PC (Microsoft Windows

う．また，複数の話者モデルを聴取率の観点から比較

XP) とヘッドフォン (Panasonic RP-H750-S) を使用
し，ウェブブラウザで音声を提示して回答をキーボー
ドで入力させた．

早口合成音声に慣れており，その効果は 3 日後の実
験においても持続する，ということを確認した．

する手法を提案し，特に早口モデルの有効性につい
て検討する．

各週の実験の構成は，試行 T1（200 課題）に続い
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早口合成音声の作成

て，訓練（25 課題）を行い，試行 T2（200 課題）を
行う．試行 T1 は実際には 50 種類の音声（数字・話

本 研 究 で は 音 声 合 成 エ ン ジ ン と し て ，Galatea

Project [3] および音声対話技術コンソーシアム
(ISTC) [4] で開発が進められている GalateaTalk と
HTS (HMM-Based Speech Synthesis System) [5] を
使用する．各音素は 5 状態の HMM（隠れマルコフモ
デル）で構成される．GalateaTalk からの主な変更点
として，フレームシフトを 5ms から 2ms に変更した．
また，発話速度が早い音声コーパスから話者モデ
ルを構築すれば自然な早口音声を合成できると考え，

ATR 音素バランス 503 文のうち，短くて発話が容易
な 100 文を選び，この同一の文セットの読み上げ音
声として，プロの男性ナレーター 1 名の標準的な速
度の音声（標準コーパス）とその約 2 倍の速さで発話
させた音声（早口コーパス）を収集した．これらを用
∗

速・話者モデルの出現回数のバランスを考慮）を 4 回
反復し，試行 T2 では同じ課題を逆順で 4 回反復する．
標準モデルおよび早口モデルを用いて課題用の音声
ファイル 50 個を作成した．早口モデルのデフォルト
の発話時間の 0.7-0.3 程度を話速の目標値とした．し
かし，各状態のフレーム数が 1 以上になるように制限
を設けたため，話速の目標値と実現値が一致しない．
後述する評価においては，話速の実現値と聴取率の
関係を検討する．
訓練では提示する音声は試行と同じく「番号は

XXXX です」という文型であるが，被験者が回答を行
った後に，一定のゆっくりした速度で「答えは XXXX
です」という音声を提示し，フィードバックを行う．
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Fig. 1 第 1 週の各課題セットにおける聴取率

Fig. 2

第 1 週の最初と最後の課題セットにおける話

者モデルごとの話速と聴取率
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実験結果
Fig. 1 に，第 1 週の実験において同一の課題セット

を 8 回行った間の聴取率の変化を示す．課題セットは

50 個の 4 桁数字の聴取であり，前半に 4 セット (T11T14)，前述した訓練を挟んで後半 4 セット (T21-T24)
である．聴取率は 4 桁を個別に集計した被験者 16 人
の平均値である．特に最初の段階での慣れの効果が
大きく，また，T14 と T21 の間で行った訓練にも効
果が認められ，訓練後は成績が安定している．
Fig. 2 に，第 1 週における話者モデルごとの話
速と聴取率（被験者 16 人の平均値）の関係を示す．
Fast1/Fast2 はそれぞれ T11（最初の課題セット）お
よび T24 （最後の課題セット）における早口モデル
での聴取率であり，Normal1/Normal2 は標準モデル
での聴取率である．50 種類の課題を話速に応じて 6
群に分割し，話者モデルごとの各群の平均話速値と平
均聴取率を求めた．この結果によると，早口モデルと
標準モデルの両者において，慣れの効果により聴取
率が上昇している．また，慣れる前 (T11) および慣
れた後 (T24) のいずれの場合でも早口モデルは標準
モデルと比較して，同じ話速における聴取率が高く，
早口モデルの有効性が認められる．
Fig. 3 に，第 1 週 (W1) から第 3 週 (W3) までの各
試行 (T1, T2) の聴取率を示す．聴取率は被験者 4 人
の平均値である．試行 T1 は前半の 4 課題セット (T11-

T14) を，試行 T2 は後半の 4 課題セット (T21-T24)
をそれぞれ平均した．この結果によると，聴取率は 3
週間にわたって上昇し続けている．また，W1T2 と
W2T1 の間のように，1 週間をおいて実験を行った場
合でも，聴取率は低下せず，逆に高まっている．この
ことから慣れの効果が長期間にわたって持続するこ
とが伺える．

Fig. 3 第 1 週から第 3 週までの聴取率の変化
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まとめ
HMM 方式による早口音声合成の検討を行い，聴取

率による評価を試みた．その結果，聴取者の慣れによ
る効果の大きさや持続性，早口話者モデルの有効性
などが確認された．今後は聴取率に影響を与える要
因についてさらに詳細な検討を行いたい．また，数字
聴取以外のタスクでの評価を行いたい．
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