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(57)【要約】

（修正有）

【課題】教師有り適応と教師なし適応との何れのケース
にも対応可能な、ニューラルネットワーク構造を持った
未知話者のための音声合成技術を提供する。
【解決手段】テキストデータを第１のベクトルに変換す
るテキストモダリティニューラルネットワーク（テキス
トモダリティＮＮ）と、音声波形データを第２のベクト
ルに変換する音声モダリティＮＮと、第１又は第２のベ
クトルから話者空間上の話者コードベクトルに対応する
音響特徴量を生成する共通ＮＮを備え、テキストデータ
と音響特徴量で構成される第１の訓練データによりテキ
ストモダリティＮＮ及び共通ＮＮを学習し、音声波形デ
ータと音響特徴量で構成される第２の訓練データにより
音声モダリティＮＮ及び共通ＮＮを学習し、所与の話者
の第３の訓練データに応じて、テキストモダリティＮＮ
及び共通ＮＮと、音声モダリティＮＮ及び共通ＮＮとを
選択的に利用して、話者に対する話者コードベクトルを
推定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
メモリと、
プロセッサと、
を有する学習装置であって、
前記メモリは、
テキストデータを第１のベクトルに変換するテキストモダリティニューラルネットワー
クと、
音声波形データを第２のベクトルに変換する音声モダリティニューラルネットワークと
10

、
前記テキストモダリティニューラルネットワーク及び前記音声モダリティニューラルネ
ットワークに接続され、前記第１のベクトル又は前記第２のベクトルから話者空間上の話
者コードベクトルに対応する音響特徴量を生成する共通ニューラルネットワークとを格納
し、
前記プロセッサは、
テキストデータと音響特徴量とから構成される第１の訓練データによって前記テキスト
モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークを学習し、
音声波形データと音響特徴量とから構成される第２の訓練データによって前記音声モダ
リティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークを学習し、
所与の話者の第３の訓練データに応じて、前記テキストモダリティニューラルネットワ
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ーク及び前記共通ニューラルネットワークと、前記音声モダリティニューラルネットワー
ク及び前記共通ニューラルネットワークとを選択的に利用して、前記所与の話者に対する
前記話者コードベクトルを推定する学習装置。
【請求項２】
前記プロセッサは、
前記第１の訓練データのテキストデータを前記テキストモダリティニューラルネットワ
ークに入力し、前記テキストモダリティニューラルネットワークから取得した第１のベク
トルを前記共通ニューラルネットワークに入力し、前記共通ニューラルネットワークから
取得した音響特徴量と前記第１の訓練データの音響特徴量との間の第１の誤差を算出し、
前記第２の訓練データの音声波形データを前記音声モダリティニューラルネットワーク
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に入力し、前記音声モダリティニューラルネットワークから取得した第２のベクトルを前
記共通ニューラルネットワークに入力し、前記共通ニューラルネットワークから取得した
音響特徴量と前記第２の訓練データの音響特徴量との間の第２の誤差を算出し、
前記第１の誤差と前記第２の誤差との加重和に基づき、前記テキストモダリティニュー
ラルネットワーク、前記音声モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラル
ネットワークを学習する、請求項１記載の学習装置。
【請求項３】
前記プロセッサは、
前記第１の訓練データのテキストデータを前記テキストモダリティニューラルネットワ
ークに入力し、前記テキストモダリティニューラルネットワークから取得した第１のベク
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トルを前記共通ニューラルネットワークに入力し、前記共通ニューラルネットワークから
取得した音響特徴量と前記第１の訓練データの音響特徴量との間の第１の誤差を算出し、
前記第２の訓練データの音声波形データを前記音声モダリティニューラルネットワーク
に入力し、前記音声モダリティニューラルネットワークから取得した第２のベクトルを前
記共通ニューラルネットワークに入力し、前記共通ニューラルネットワークの一部のレイ
ヤから構成されるサブニューラルネットワークから第３のベクトルを取得し、前記共通ニ
ューラルネットワークに入力された第１のベクトルに対して前記サブニューラルネットワ
ークから第４のベクトルを取得し、前記第３のベクトルと前記第４のベクトルとの間の距
離に基づき第３の誤差を算出し、
前記第１の誤差と前記第３の誤差との加重和に基づき、前記テキストモダリティニュー

50

(3)

JP 2020‑27168 A 2020.2.20

ラルネットワーク、前記音声モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラル
ネットワークを学習する、請求項１又は２記載の学習装置。
【請求項４】
前記プロセッサは、
前記第３の訓練データがテキストデータと音響特徴量とから構成される場合、前記テキ
ストデータを前記テキストモダリティニューラルネットワークに入力し、前記テキストモ
ダリティニューラルネットワークから取得した第１のベクトルを前記共通ニューラルネッ
トワークに入力し、前記共通ニューラルネットワークから取得した音響特徴量と前記第３
の訓練データの音響特徴量との間の第４の誤差に基づき前記所与の話者の話者コードベク
トルを決定する、請求項１乃至３何れか一項記載の学習装置。
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【請求項５】
前記プロセッサは、
前記第３の訓練データが音声波形データと音響特徴量とから構成される場合、前記音声
波形データを前記音声モダリティニューラルネットワークに入力し、前記音声モダリティ
ニューラルネットワークから取得した第２のベクトルを前記共通ニューラルネットワーク
に入力し、前記共通ニューラルネットワークから取得した音響特徴量と前記第３の訓練デ
ータの音響特徴量との間の第５の誤差に基づき前記所与の話者の話者コードベクトルを決
定する、請求項１乃至４何れか一項記載の学習装置。
【請求項６】
メモリと、

20

プロセッサと、
を有する音声合成装置であって、
前記メモリは、
学習済みのテキストモダリティニューラルネットワークと、
所与の話者に対して学習済みの共通ニューラルネットワークと、
を格納し、
前記プロセッサは、テキストデータを取得すると、前記格納されているテキストモダリ
ティニューラルネットワーク及び共通ニューラルネットワークによって、前記テキストデ
ータから前記所与の話者に対応する音響特徴量を生成する音声合成装置。
【請求項７】
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テキストデータを取得し、前記所与の話者に対応して前記テキストデータから生成され
た音響特徴量を再生する入出力インタフェースを更に有する、請求項６記載の音声合成装
置。
【請求項８】
メモリとプロセッサとを有するコンピュータによって実現される学習方法であって、
前記メモリは、
テキストデータを第１のベクトルに変換するテキストモダリティニューラルネットワー
クと、
音声波形データを第２のベクトルに変換する音声モダリティニューラルネットワークと
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、
前記テキストモダリティニューラルネットワーク及び前記音声モダリティニューラルネ
ットワークに接続され、前記第１のベクトル又は前記第２のベクトルから話者空間上の話
者コードベクトルに対応する音響特徴量を生成する共通ニューラルネットワークとを格納
し、
前記プロセッサが、テキストデータと音響特徴量とから構成される第１の訓練データに
よって前記テキストモダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワ
ークを学習するステップと、
前記プロセッサが、音声波形データと音響特徴量とから構成される第２の訓練データに
よって前記音声モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワーク
を学習するステップと、
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前記プロセッサが、所与の話者の第３の訓練データに応じて、前記テキストモダリティ
ニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークと、前記音声モダリティニ
ューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークとを選択的に利用して、前記
所与の話者に対する前記話者コードベクトルを推定するステップと、
を有する学習方法。
【請求項９】
メモリとプロセッサとを有するコンピュータによって実現される音声合成方法であって
、
前記メモリは、
学習済みのテキストモダリティニューラルネットワークと、
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所与の話者に対して学習済みの共通ニューラルネットワークと、
を格納し、
前記プロセッサが、テキストデータを取得すると、前記格納されているテキストモダリ
ティニューラルネットワーク及び共通ニューラルネットワークによって、前記テキストデ
ータから前記所与の話者に対応する音響特徴量を生成するステップを有する音声合成方法
。
【請求項１０】
テキストデータを第１のベクトルに変換するテキストモダリティニューラルネットワー
クと、音声波形データを第２のベクトルに変換する音声モダリティニューラルネットワー
クと、前記テキストモダリティニューラルネットワーク及び前記音声モダリティニューラ

20

ルネットワークに接続され、前記第１のベクトル又は前記第２のベクトルから話者空間上
の話者コードベクトルに対応する音響特徴量を生成する共通ニューラルネットワークとを
格納したメモリに接続されるプロセッサに、
テキストデータと音響特徴量とから構成される第１の訓練データによって前記テキスト
モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークを学習させ、
音声波形データと音響特徴量とから構成される第２の訓練データによって前記音声モダ
リティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークを学習させ、
所与の話者の第３の訓練データに応じて、前記テキストモダリティニューラルネットワ
ーク及び前記共通ニューラルネットワークと、前記音声モダリティニューラルネットワー
ク及び前記共通ニューラルネットワークとを選択的に利用して、前記所与の話者に対する
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前記話者コードベクトルを推定させるプログラム。
【請求項１１】
学習済みのテキストモダリティニューラルネットワークと、所与の話者に対して学習済
みの共通ニューラルネットワークとを格納したメモリに接続されるプロセッサに、
テキストデータを取得すると、前記格納されているテキストモダリティニューラルネッ
トワーク及び共通ニューラルネットワークによって、前記テキストデータから前記所与の
話者に対応する音響特徴量を生成させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、一般に音声合成技術に関し、より詳細には、ニューラルネットワークを利用
した未知話者に対する話者適応技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年のディープラーニングの進展によって、ニューラルネットワークを利用した音声合
成システムの研究開発が進められている。
【０００３】
音声合成システムの一例として、特定話者のための音声合成システムがある。特定話者
のための音声合成システムによると、特定話者の音声データとテキストデータとのペアを
訓練データとして利用することによって、テキストデータを当該話者に対応する音声デー
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タに変換するニューラルネットワークが学習され、学習済みのニューラルネットワークを
利用して、入力されたテキストデータが当該特定話者の音声によって再生される。
【０００４】
他の例として、複数話者のための音声合成システムがある。複数話者のための音声合成
システムによると、複数話者の音声データとテキストデータとのペアを訓練データとして
利用することによって、テキストデータを複数話者の何れか指定された話者に対応する音
声データに変換するニューラルネットワークが学習され、学習済みのニューラルネットワ
ークを利用して、入力されたテキストデータが当該指定された話者の音声によって再生さ
れる。
【０００５】
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更なる他の例として、未知話者のための音声合成システムがある。典型的には、上述し
た複数話者のための音声合成システムに基づき、未知話者の音声データ及び／又はテキス
トデータを訓練データとして利用することによって、テキストデータを当該未知話者に対
応する音声データに変換するニューラルネットワークが学習される。学習済みのニューラ
ルネットワークを利用して、入力されたテキストデータが当該未知話者の音声によって再
生される。
【０００６】
未知話者のための音声合成システムとして、未知話者の音声データとテキストデータと
のペアを訓練データとして利用するもの（教師有り適応と呼ばれる）と、未知話者の音声
データのみを訓練データとして利用するもの（教師なし適応と呼ばれる）とがある。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】"Neural Voice Cloning with a Few Samples", Sercan O. Arik, et. a
l., arXiv: 1802.06006, Mar. 20, 2018.
【非特許文献２】"Fitting New Speakers Based on a Short Untranscribed Sample", El
iya Nachmani, et. al., arXiv: 1802.06984, Feb. 20, 2018.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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従来技術によると、教師有り適応に基づく未知話者のための音声合成システムと、教師
なし適応に基づく未知話者のための音声合成システムとは、それぞれ独立に設計されてお
り、教師有り適応と教師なし適応との双方に対応可能な音声合成システムは現状存在しな
い。従って、教師有り適応と教師なし適応との何れのケースにも対応可能なニューラルネ
ットワーク構造を備えた未知話者のための音声合成システムが望まれる。
【０００９】
上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、教師有り適応と教師なし適応との何れのケー
スにも対応可能なニューラルネットワーク構造を利用した未知話者のための音声合成技術
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
上記課題を解決するため、本発明の一態様は、メモリと、プロセッサとを有する学習装
置であって、前記メモリは、テキストデータを第１のベクトルに変換するテキストモダリ
ティニューラルネットワークと、音声波形データを第２のベクトルに変換する音声モダリ
ティニューラルネットワークと、前記テキストモダリティニューラルネットワーク及び前
記音声モダリティニューラルネットワークに接続され、前記第１のベクトル又は前記第２
のベクトルから話者空間上の話者コードベクトルに対応する音響特徴量を生成する共通ニ
ューラルネットワークとを格納し、前記プロセッサは、テキストデータと音響特徴量とか
ら構成される第１の訓練データによって前記テキストモダリティニューラルネットワーク
及び前記共通ニューラルネットワークを学習し、音声波形データと音響特徴量とから構成
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される第２の訓練データによって前記音声モダリティニューラルネットワーク及び前記共
通ニューラルネットワークを学習し、所与の話者の第３の訓練データに応じて、前記テキ
ストモダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークと、前記音
声モダリティニューラルネットワーク及び前記共通ニューラルネットワークとを選択的に
利用して、前記所与の話者に対する前記話者コードベクトルを推定する学習装置に関する
。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によると、教師有り適応と教師なし適応との何れのケースにも対応可能なニュー
ラルネットワーク構造を利用した未知話者のための音声合成技術を提供することができる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施例によるニューラルネットワーク構造の概略図である。
【図２】本発明の一実施例による学習装置及び音声合成装置のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。
【図３】本発明の一実施例による学習処理を示す概略図である。
【図４】本発明の一実施例による学習処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の他の実施例による学習処理を示す概略図である。
【図６】本発明の他の実施例による学習処理を示すフローチャートである。
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【図７】本発明の一実施例による未知話者適応処理を示す概略図である。
【図８】本発明の一実施例による未知話者適応処理を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施例による音声合成処理を示す概略図である。
【図１０】本発明の一実施例による音声合成処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の各種実施例による学習処理の実験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下の実施例では、教師有り適応と教師なし適応との何れのケースにも対応可能なニュ
ーラルネットワークを学習する学習装置１００と、当該ニューラルネットワークを利用し
た未知話者のための音声合成装置２００とが開示される。
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［概略］
後述される実施例を概略すると、学習装置１００は、テキストデータをベクトルに変換
するテキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声波形データをベクトルに変換
する音声モダリティニューラルネットワーク３０、及びテキストモダリティニューラルネ
ットワーク２０及び音声モダリティニューラルネットワーク３０から出力されたベクトル
から、話者空間上の所与の未知話者を示す話者コードベクトル（潜在変数）に対応する音
響特徴量を生成する共通ニューラルネットワーク４０を学習する。
【００１４】
まず、テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネ
ットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０から構成されるニューラルネットワ
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ーク構造１０に対する学習処理において、学習装置１００は、テキストデータと音響特徴
量とのペアから構成される訓練データに対して、テキストデータをテキストモダリティニ
ューラルネットワーク２０に入力し、テキストモダリティニューラルネットワーク２０か
ら出力されたベクトルを共通ニューラルネットワーク４０に入力する。一方、学習装置１
００は、音声波形データと音響特徴量とのペアから構成される訓練データに対して、音声
波形データを音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力し、音声モダリティニュ
ーラルネットワーク３０から取得されたベクトルを共通ニューラルネットワーク４０に入
力する。そして、以下の実施例において詳細に説明されるように、学習装置１００は、共
通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量と訓練データの音響特徴量とに
基づき、テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネ
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ットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０を学習する。
【００１５】
次に、未知話者適応処理において、学習装置１００は、上述した学習済みのテキストモ
ダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネットワーク３０及び
共通ニューラルネットワーク４０を利用して、話者空間上の未知話者の位置を示す話者コ
ードベクトルを推定する。すなわち、所与の話者の訓練データが与えられると、学習装置
１００は、当該訓練データがテキスト付きの音声データであるか、あるいは、音声データ
のみであるかに応じて、テキストモダリティニューラルネットワーク２０及び共通ニュー
ラルネットワーク４０と、音声モダリティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラ
ルネットワーク４０とを選択的に利用して、共通ニューラルネットワーク４０の話者空間
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上の当該話者を示す話者コードベクトル（潜在変数）を推定し、推定した潜在変数が埋め
込まれた話者毎の共通ニューラルネットワーク４０を生成する。
【００１６】
音声合成装置２００は、このようにして学習装置１００によって未知話者毎に学習され
たニューラルネットワーク構造１０における学習済みのテキストモダリティニューラルネ
ットワーク２０及び共通ニューラルネットワーク４０を利用して、所与のテキストデータ
から当該未知話者に対応する音声データを生成する。
［ニューラルネットワーク構造］
まず、図１を参照して、本発明の一実施例によるニューラルネットワーク構造１０を説
明する。図１は、本発明の一実施例によるニューラルネットワーク構造１０の概略図であ
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る。
【００１７】
図１に示されるように、ニューラルネットワーク構造１０は、テキストモダリティニュ
ーラルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラ
ルネットワーク４０を有し、テキストモダリティニューラルネットワーク２０及び音声モ
ダリティニューラルネットワーク３０はそれぞれ、共通ニューラルネットワーク４０に接
続される。
【００１８】
テキストモダリティニューラルネットワーク２０は、入力されたテキストデータ（例え
ば、言語特徴量）を共通ニューラルネットワーク４０への入力用のベクトルに変換する何
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れかのレイヤ構成を有するニューラルネットワークである。図示された実施例では、テキ
ストモダリティニューラルネットワーク２０は、Ｎ（Ｌ）層のフィードフォワードニュー
ラルネットワークであり、テキストデータのベクトルｌを入力層において取得し、取得し
たベクトルｌを隠れ層にわたす。Ｎ（Ｌ）個の隠れ層はそれぞれ、前段のレイヤからわた
されたベクトルを行列ＷＬ及びバイアスベクトルｂＬによって線形変換し、変換されたベ
クトルを活性化関数σ（例えば、シグモイド関数）に入力し、活性化関数σから出力され
たベクトルを後段のレイヤにわたす。出力層は、前段の隠れ層からわたされたベクトルを
共通ニューラルネットワーク４０の入力層にわたす。
【００１９】
形式的には、テキストデータのベクトルｌが与えられると、第１の隠れ層は、

40

ｈ１＝σ（ＷＬ，１ｌ＋ｂＬ，１）
によってベクトルｈ１を出力する。以下同様にして、各隠れ層は同様の変換処理を実行し
、第Ｎ（Ｌ）の隠れ層は、前段の隠れ層からベクトルｈＮＬ−１が与えられると、
ｈＮＬ＝σ（ＷＬ，ＮＬｈＮＬ−１＋ｂＬ，ＮＬ）
によってベクトルｈＮＬを出力し、出力層にわたす。当該ベクトル及び行列は、後述され
る学習処理において学習される。
【００２０】
音声モダリティニューラルネットワーク３０は、入力された音声データ（例えば、音声
波形）を共通ニューラルネットワーク４０への入力用のベクトルに変換する何れかのレイ
ヤ構成を有するニューラルネットワークである。図示された実施例では、音声モダリティ
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ニューラルネットワーク３０は、Ｎ（Ｓ）層のフィードフォワードニューラルネットワー
クであり、音声データのベクトルｓを入力層において取得し、取得したベクトルｓを隠れ
層にわたす。Ｎ（Ｓ）個の隠れ層はそれぞれ、前段のレイヤからわたされたベクトルを行
列ＷＳ及びバイアスベクトルｂＳによって線形変換し、変換されたベクトルを活性化関数
σ（例えば、シグモイド関数）に入力し、活性化関数σから出力されたベクトルを後段の
レイヤにわたす。出力層は、前段の隠れ層からわたされたベクトルを共通ニューラルネッ
トワーク４０の入力層にわたす。なお、各隠れ層における具体的な処理は、上述したテキ
ストモダリティニューラルネットワーク２０のものと同様であり、重複する説明は省く。
【００２１】
共通ニューラルネットワーク４０は、テキストモダリティニューラルネットワーク２０
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及び音声モダリティニューラルネットワーク３０からわたされたベクトルを音響特徴量に
変換する何れかのレイヤ構成を有するニューラルネットワークである。図示された実施例
では、共通ニューラルネットワーク４０は、Ｎ（Ｃ）層のフィードフォワードニューラル
ネットワークであり、テキストモダリティニューラルネットワーク２０及び音声モダリテ
ィニューラルネットワーク３０から入力されたベクトルを入力層において取得し、取得し
たベクトルを隠れ層にわたす。Ｎ（Ｃ）個の隠れ層はそれぞれ、前段のレイヤからわたさ
れたベクトルを行列ＷＣ及びバイアスベクトルｂＣによって線形変換し、変換されたベク
トルを活性化関数σ（例えば、シグモイド関数）に入力し、活性化関数σから出力された
ベクトルを後段のレイヤにわたす。出力層は、前段の隠れ層からわたされた音響特徴量を
20

示すベクトルを出力する。
【００２２】
また、共通ニューラルネットワーク４０は更に、後述される未知話者適応処理によって
推定された所与の話者を示す話者コードベクトル（潜在変数）を含む。換言すると、共通
ニューラルネットワーク４０は、未知話者適応処理において学習装置１００によって話者
毎に学習される。所与の話者を示す話者空間上の推定された話者コードベクトルが与えら
れた隠れ層は、前段のレイヤからわたされたベクトルと話者コードベクトルとに対して線
形変換を実行し、変換されたベクトルを活性化関数σ（例えば、シグモイド関数）に入力
し、活性化関数σから出力されたベクトルを後段のレイヤにわたす。
【００２３】
形式的には、話者コードベクトルが与えられる隠れ層は、前段のレイヤからベクトルｈ
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（ｉ）

ｎ−１と話者ｉの話者コードベクトルｄ

とが与えられると、

ｈｎ＝σ（ＷＣ，ｎｈｎ−１＋ｂＣ，ｎ＋ＷＤｄ（ｉ））
によってベクトルｈｎを取得する。ここで、ＷＤは話者コード用の重み行列である。なお
、話者コードベクトルが入力されない各隠れ層における具体的な処理は、上述したテキス
トモダリティニューラルネットワーク２０のものと同様であり、重複する説明は省く。
【００２４】
なお、図示された実施例では、話者コードベクトルは１つの隠れ層にわたされているが
、これに限定されるものでなく、共通ニューラルネットワーク４０のレイヤ構成に応じて
複数の隠れ層にわたされてもよい。
［ハードウェア構成］

40

ここで、学習装置１００及び音声合成装置２００は、例えば、図２に示されるように、
CPU (Central Processing unit)、GPU (Graphics Processing Unit)などのプロセッサ１
０１、RAM (Random Access Memory)、フラッシュメモリなどのメモリ１０２、ハードディ
スク１０３及び入出力(I/O)インタフェース１０４によるハードウェア構成を有してもよ
い。
【００２５】
プロセッサ１０１は、学習装置１００及び音声合成装置２００の各種処理を実行する。
【００２６】
メモリ１０２は、学習装置１００及び音声合成装置２００における各種データ及びプロ
グラムを格納し、特に作業用データ、実行中のプログラムなどのためのワーキングメモリ
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として機能する。具体的には、メモリ１０２は、ハードディスク１０３からロードされた
ニューラルネットワーク構造１０を実現するプログラム、各種処理を実行及び制御するた
めのプログラムなどを格納し、プロセッサ１０１によるプログラムの実行中にワーキング
メモリとして機能する。
【００２７】
ハードディスク１０３は、学習装置１００及び音声合成装置２００における各種データ
及びプログラムを格納する。
【００２８】
I/Oインタフェース１０４は、ユーザからの命令、入力データなどを受け付け、出力結
果を表示、再生などすると共に、外部装置との間でデータを入出力するためのインタフェ
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ースである。例えば、I/Oインタフェース１０４は、USB (Universal Serial Bus)、通信
回線、キーボード、マウス、ディスプレイ、マイクロフォン、スピーカなどの各種データ
を入出力するためのデバイスである。
【００２９】
しかしながら、本発明による学習装置１００及び音声合成装置２００は、上述したハー
ドウェア構成に限定されず、他の何れか適切なハードウェア構成を有してもよい。例えば
、上述した学習装置１００及び音声合成装置２００による各種処理の１つ以上は、これを
実現するよう配線化された処理回路又は電子回路により実現されてもよい。
［ニューラルネットワーク構造の第１の学習処理］
次に、図３及び４を参照して、本発明の一実施例によるニューラルネットワーク構造１
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０に対する学習処理を説明する。上述したニューラルネットワーク構造１０の内部構成か
ら理解されるように、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０がテキストデ
ータと音声データとの異なるモダリティからの入力を適切に受け付けるようにニューラル
ネットワーク構造１０を学習する必要がある。
【００３０】
図３は、本発明の一実施例による学習処理を示す概略図である。本実施例では、図３に
示されるように、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０をテキストモダリ
ティニューラルネットワーク２０と音声モダリティニューラルネットワーク３０とに共有
させ、２つの共通ニューラルネットワーク４０を同時に、すなわち、２つの共通ニューラ
ルネットワーク４０におけるパラメータ（例えば、隠れ層の重み行列）が同一となるよう
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同期的に学習する。
【００３１】
具体的には、学習装置１００は、テキストデータと音響特徴量とのペアから構成される
訓練データに対して、当該テキストデータをテキストモダリティニューラルネットワーク
２０に入力し、テキストモダリティニューラルネットワーク２０から出力されたベクトル
を取得する。そして、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネットワー
ク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を取得し、
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）を算出
する。
【００３２】
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一方、学習装置１００は、音声波形データと音響特徴量とのペアから構成される訓練デ
ータに対して、当該音声波形データを音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力
し、音声モダリティニューラルネットワーク３０から出力されたベクトルを取得する。そ
して、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネットワーク４０に入力し
、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を取得し、取得した音響特
徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差（ｌｏｓｓｓｕｂ）を算出する。
【００３３】
その後、学習装置１００は、算出した２つの誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ，ｌｏｓｓｓｕｂ
）の加重和に基づき、テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティ
ニューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０を学習する。例えば、
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学習装置１００は、
ｌｏｓｓ＝ｌｏｓｓｍａｉｎ＋αｌｏｓｓｓｕｂ
に従って（αは、スカラー値である）、テキストモダリティニューラルネットワーク２０
及び共通ニューラルネットワーク４０による誤差ｌｏｓｓｍａｉｎと、音声モダリティニ
ューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０による誤差ｌｏｓｓｓｕ
ｂとの２つの誤差の加重和（ｌｏｓｓ）を算出してもよい。

【００３４】
学習装置１００は、算出した誤差の加重和（ｌｏｓｓ）が減少するように、例えば、バ
ックプロパゲーションに従って、共有される２つの共通ニューラルネットワーク４０のパ
ラメータが同一となるように、テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モ
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ダリティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０のパラメータ
（例えば、隠れ層の重み行列）を更新する。
【００３５】
図４は、本発明の一実施例による学習処理を示すフローチャートである。当該学習処理
は、学習装置１００、具体的には、学習装置１００のプロセッサ１０１によって実行され
る。
【００３６】
図４に示されるように、ステップＳ１０１において、学習装置１００は、訓練データを
取得する。例えば、訓練データが複数の話者によるテキスト付きの音声データである場合
、学習装置１００は、前処理として、当該音声データを対応する音声波形データ及び音響
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特徴量に変換し、訓練データからテキストデータと音響特徴量とのペアと音声波形データ
と音響特徴量とのペアとを生成してもよい。
【００３７】
ステップＳ１０２において、学習装置１００は、処理対象の訓練データがテキストデー
タと音響特徴量とのペアである場合、ステップＳ１０３に進み、処理対象の訓練データが
音声波形データと音響特徴量とのペアである場合、ステップＳ１０６に進む。
【００３８】
ステップＳ１０３において、学習装置１００は、訓練データのテキストデータをテキス
トモダリティニューラルネットワーク２０に入力し、テキストモダリティニューラルネッ
トワーク２０から出力されたベクトルを取得する。
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【００３９】
ステップＳ１０４において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
ットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を
取得する。
【００４０】
ステップＳ１０５において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）を算出する
。
【００４１】
一方、ステップＳ１０６において、学習装置１００は、訓練データの音声波形データを
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音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力し、音声モダリティニューラルネット
ワーク３０から出力されたベクトルを取得する。
【００４２】
ステップＳ１０７において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
ットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を
取得する。
【００４３】
ステップＳ１０８において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との誤差（ｌｏｓｓｓｕｂ）を算出する。
【００４４】
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ステップＳ１０９において、学習装置１００は、ステップＳ１０５及びＳ１０８におい
て取得した２つの誤差の加重和（ｌｏｓｓ）を計算し、計算した加重和（ｌｏｓｓ）が減
少するように、例えば、バックプロパゲーションに従ってテキストモダリティニューラル
ネットワーク２０、音声モダリティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネッ
トワーク４０のパラメータ（例えば、隠れ層の重み行列）を更新し、具体的には、共有さ
れる２つの共通ニューラルネットワーク４０のパラメータが同一のものに更新されるよう
に、２つの共通ニューラルネットワーク４０を同期的に学習する。
【００４５】
学習装置１００は、所定の終了条件を充足するまで、各訓練データに対して上述したス
テップＳ１０１〜Ｓ１０９を繰り返す。当該所定の終了条件は、例えば、所定の回数の繰

10

り返しを終了したこと、誤差（ｌｏｓｓ）が所定の閾値以下になったこと、誤差（ｌｏｓ
ｓ）が収束したことなどであってもよい。
［ニューラルネットワーク構造の第２の学習処理］
次に、図５及び６を参照して、本発明の他の実施例によるニューラルネットワーク構造
１０に対する学習処理を説明する。上述したニューラルネットワーク構造１０から理解さ
れるように、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０がテキストデータと音
声データとの異なるモダリティからの入力を適切に受け付けるようにニューラルネットワ
ーク構造１０、特に、共通ニューラルネットワーク４０の入力層に近い下層レイヤを学習
することが求められる。
【００４６】
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図５は、本発明の他の実施例による学習処理を示す概略図である。本実施例では、図５
に示されるように、学習装置１００は、テキストモダリティニューラルネットワーク２０
及び音声モダリティニューラルネットワーク３０から入力された各ベクトルに対して、共
通ニューラルネットワーク４０における一部の隠れ層（例えば、入力層から所定番目の隠
れ層）から出力される各ベクトルの間の距離を損失又はペナルティ（ｌｏｓｓｓｕｂ）と
して利用し、上述したテキストモダリティニューラルネットワーク２０及び共通ニューラ
ルネットワーク４０における誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）と、一部の隠れ層から出力される
ベクトル間の距離（ｌｏｓｓｓｕｂ）との加重和に基づき、テキストモダリティニューラ
ルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネ
ットワーク４０を学習する。図３及び４を参照して上述した実施例による学習処理では、
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隠れ層の重み行列は共有される共通ニューラルネットワーク４０において同じとされたが
、テキストモダリティニューラルネットワーク２０及び音声モダリティニューラルネット
ワーク３０から入力された各ベクトルに対する共通ニューラルネットワーク４０の隠れ層
から出力されるベクトルが互いに近いものになることを明示的に保証するものでない。こ
のため、共通ニューラルネットワーク４０の入力層に隠れ層から出力されるベクトルが近
似したものになるよう共通ニューラルネットワーク４０を学習することによって、より精
度の高い変換が可能になると考えられる。
【００４７】
具体的には、学習装置１００は、テキストデータと音響特徴量とのペアから構成される
訓練データに対して、当該テキストデータをテキストモダリティニューラルネットワーク
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２０に入力し、テキストモダリティニューラルネットワーク２０から出力されたベクトル
を取得する。そして、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネットワー
ク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を取得し、
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）を算出
する。
【００４８】
一方、学習装置１００は、音声波形データと音響特徴量とのペアから構成される訓練デ
ータに対して、当該音声波形データを音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力
し、音声モダリティニューラルネットワーク３０から出力されたベクトルを取得する。そ
して、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネットワーク４０に入力し
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、共通ニューラルネットワーク４０の一部のレイヤ（例えば、入力層からＬ番目の隠れ層
）から構成されるサブニューラルネットワークから出力されたベクトル（ｈｌｓｕｂ）を
取得する一方、テキストモダリティニューラルネットワーク２０から共通ニューラルネッ
トワーク４０に入力されたベクトルに対して、当該サブニューラルネットワークから出力
されたベクトル（ｈｌｍａｉｎ）を取得する。
【００４９】
その後、学習装置１００は、２つのベクトル（ｈｌｍａｉｎ，ｈｌｓｕｂ）の間の距離
に基づき誤差（ｌｏｓｓｓｕｂ）を算出し、誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）と誤差（ｌｏｓｓ
ｓｕｂ）との加重和に基づきテキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダ

リティニューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０を学習する。例

10

えば、学習装置１００は、
ｌｏｓｓ＝ｌｏｓｓｍａｉｎ＋βΣｌＬｄｉｓｔａｎｃｅ（ｈｌｍａｉｎ，ｈｌｓｕｂ
）
に従って（βは、スカラー値である）、２つの誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ，ｌｏｓｓｓｕｂ
）の加重和ｌｏｓｓを算出してもよい。ここで、距離ｄｉｓｔａｎｃｅは、例えば、コサ
イン距離であってもよい。
【００５０】
学習装置１００は、算出した誤差の加重和が減少するように、例えば、バックプロパゲ
ーションに従ってテキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニュ
ーラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０のパラメータ（例えば、隠
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れ層の重み行列）を更新する。
【００５１】
図６は、本発明の他の実施例による学習処理を示すフローチャートである。当該学習処
理は、学習装置１００、具体的には、学習装置１００のプロセッサ１０１によって実行さ
れる。
【００５２】
図６に示されるように、ステップＳ２０１において、学習装置１００は、訓練データを
取得する。
【００５３】
ステップＳ２０２において、学習装置１００は、処理対象の訓練データがテキストデー
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タと音響特徴量とのペアである場合、ステップＳ２０３に進み、処理対象の訓練データが
音声波形データと音響特徴量とのペアである場合、ステップＳ２０６に進む。
【００５４】
ステップＳ２０３において、学習装置１００は、訓練データのテキストデータをテキス
トモダリティニューラルネットワーク２０に入力し、テキストモダリティニューラルネッ
トワーク２０から出力されたベクトルを取得する。
【００５５】
ステップＳ２０４において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
ットワーク４０に入力する。
【００５６】
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ステップＳ２０５において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
出力された音響特徴量を取得すると共に、共通ニューラルネットワーク４０のサブニュー
ラルネットワーク（例えば、入力層から所定番目の隠れ層）から出力されたベクトル（ｈ
ｌ

ｍａｉｎ）を取得する。

【００５７】
一方、ステップＳ２０６において、学習装置１００は、訓練データの音声波形データを
音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力し、音声モダリティニューラルネット
ワーク３０から出力されたベクトルを取得する。
【００５８】
ステップＳ２０７において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
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ットワーク４０に入力する。
【００５９】
ステップＳ２０８において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０のサ
ブニューラルネットワークから出力されたベクトル（ｈｌｓｕｂ）を取得する。
【００６０】
ステップＳ２０９において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との誤差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）と、２つの
ベクトル（ｈｌｍａｉｎ，ｈｌｓｕｂ）の間の距離（ｌｏｓｓｓｕｂ）とを算出する。
【００６１】
ステップＳ２１０において、学習装置１００は、ステップＳ２０９において算出した誤
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差（ｌｏｓｓｍａｉｎ）と距離（ｌｏｓｓｓｕｂ）との加重和（ｌｏｓｓ）を算出し、算
出した加重和（ｌｏｓｓ）が減少するように、例えば、バックプロパゲーションに従って
テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニューラルネットワー
ク３０及び共通ニューラルネットワーク４０のパラメータ（例えば、隠れ層の重み行列）
を更新する。
【００６２】
学習装置１００は、所定の終了条件を充足するまで、各訓練データに対して上述したス
テップＳ２０１〜Ｓ２１０を繰り返す。当該所定の終了条件は、例えば、所定の回数の繰
り返しを終了したこと、誤差（ｌｏｓｓ）が所定の閾値以下になったこと、誤差（ｌｏｓ
ｓ）が収束したことなどであってもよい。
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【００６３】
なお、２つのタイプのニューラルネットワーク構造の学習処理について個別に説明した
が、これら２つのタイプの学習処理が組み合わせ可能であることは当業者に理解されるで
あろう。この場合、誤差（ｌｏｓｓ）は、例えば、
ｌｏｓｓ＝ｌｏｓｓｍａｉｎ＋αｌｏｓｓｓｕｂ＋βΣｌＬｄｉｓｔａｎｃｅ（ｈｌｍ
ｌ

ａｉｎ，ｈ

ｓｕｂ）

に従って算出され、テキストモダリティニューラルネットワーク２０、音声モダリティニ
ューラルネットワーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０のパラメータが、誤差を
減少させるように更新されると共に、２つの共通ニューラルネットワーク４０のパラメー
タが同期的に学習される。
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［共通ニューラルネットワーク４０に対する話者適応処理］
次に、図７及び８を参照して、本発明の一実施例による共通ニューラルネットワーク４
０に対する話者適応処理を説明する。本実施例では、上述した学習処理に従ってニューラ
ルネットワーク構造１０を学習した後、所与の未知話者の訓練データが与えられると、学
習装置１００は、当該訓練データに応じて、テキストモダリティニューラルネットワーク
２０及び共通ニューラルネットワーク４０と、音声モダリティニューラルネットワーク及
び共通ニューラルネットワーク４０とを選択的に利用して、共通ニューラルネットワーク
４０の話者空間における当該未知話者を示す話者コードベクトルを推定する。
【００６４】
図７は、本発明の一実施例による未知話者適応処理を示す概略図である。本実施例では
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、図７に示されるように、与えられた訓練データが所与の未知話者のテキストデータと音
響特徴量とのペアである場合、学習装置１００は、テキストモダリティニューラルネット
ワーク２０及び共通ニューラルネットワーク４０を利用して、当該未知話者の話者コード
ベクトルを推定する。他方、与えられた訓練データが所与の未知話者の音声波形データと
音響特徴量とのペアである場合、学習装置１００は、音声モダリティニューラルネットワ
ーク３０及び共通ニューラルネットワーク４０を利用して、当該未知話者の話者コードベ
クトルを推定する。
【００６５】
具体的には、学習装置１００は、所与の未知話者の訓練データがテキストデータと音響
特徴量とから構成される場合、当該テキストデータをテキストモダリティニューラルネッ
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トワーク２０に入力し、テキストモダリティニューラルネットワーク２０から取得したベ
クトルを共通ニューラルネットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０か
ら取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差に基づき当該話者の話者コ
ードベクトルを決定する。他方、学習装置１００は、所与の未知話者の訓練データが音声
波形データと音響特徴量とから構成される場合、音声波形データを音声モダリティニュー
ラルネットワーク３０に入力し、音声モダリティニューラルネットワーク３０から取得し
たベクトルを共通ニューラルネットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４
０から取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差に基づき当該話者の話
者コードベクトルを決定する。
【００６６】

10

例えば、図１に示される具体例によると、話者コードベクトルｄ（ｉ）は、
ｄ（ｉ）＝ｄ（ｉ）＋εＷＤＴｆｎ−１
に従って更新される。ここで、εは所定値以下の小さな値であり、ｆは誤差伝搬のための
関数であり、
ｆＮ−１（Ｃ）＝ＷＣ，Ｎ（Ｃ），Ｔσ−１（ｅ'）
として定義され、σ−１は活性化関数によって決定される伝搬用の関数であり、ｅ'は共
通ニューラルネットワーク４０から取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間
の誤差の微分値である。なお、当該未知話者適応処理では、共通ニューラルネットワーク
４０の重み行列Ｗ及びバイアスベクトルｂは更新されない。
【００６７】
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このようにして、共通ニューラルネットワーク４０における話者コードベクトル（潜在
変数）を特定することによって、学習済みのニューラルネットワーク構造１０を特定の未
知話者に適応させることができる。
【００６８】
図８は、本発明の一実施例による未知話者適応処理を示すフローチャートである。当該
学習処理は、学習装置１００、具体的には、学習装置１００のプロセッサ１０１によって
実行される。
【００６９】
図８に示されるように、ステップＳ３０１において、学習装置１００は、所与の未知話
者の訓練データを取得する。
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【００７０】
ステップＳ３０２において、学習装置１００は、訓練データがテキストデータと音響特
徴量とのペア又は音声波形データと音響特徴量とのペアから構成されているか判断し、訓
練データがテキストデータと音響特徴量とのペアから構成されている場合、ステップＳ３
０３に進み、訓練データが音声波形データと音響特徴量とのペアから構成されている場合
、ステップＳ３０６に進む。
【００７１】
ステップＳ３０３において、学習装置１００は、訓練データのテキストデータをテキス
トモダリティニューラルネットワーク２０に入力し、テキストモダリティニューラルネッ
トワーク２０から出力されたベクトルを取得する。
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【００７２】
ステップＳ３０４において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
ットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を
取得する。
【００７３】
ステップＳ３０５において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差を算出する。
【００７４】
一方、ステップＳ３０６において、学習装置１００は、訓練データの音声波形データを
音声モダリティニューラルネットワーク３０に入力し、音声モダリティニューラルネット
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ワーク３０から出力されたベクトルを取得する。
【００７５】
ステップＳ３０７において、学習装置１００は、取得したベクトルを共通ニューラルネ
ットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された音響特徴量を
取得する。
【００７６】
ステップＳ３０８において、学習装置１００は、共通ニューラルネットワーク４０から
取得した音響特徴量と訓練データの音響特徴量との間の誤差を算出する。
【００７７】
ステップＳ３０９において、学習装置１００は、ステップＳ３０５及びＳ３０８におい

10

て算出した誤差が減少するように、例えば、上述した更新式を利用してバックプロパゲー
ションに従って共通ニューラルネットワーク４０の話者コードベクトルを更新する。
【００７８】
学習装置１００は、所定の終了条件を充足するまで、各訓練データに対して上述したス
テップＳ３０１〜Ｓ３０９を繰り返す。当該所定の終了条件は、例えば、所定の回数の繰
り返しを終了したこと、誤差が所定の閾値以下になったこと、誤差が収束したことなどで
あってもよい。
［学習済みニューラルネットワーク構造を利用した音声合成処理］
次に、図９〜１１を参照して、本発明の一実施例による音声合成処理を説明する。本実
施例では、音声合成装置２００は、上述した学習装置１００によって特定の話者に対して
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学習されたテキストモダリティニューラルネットワーク２０及び共通ニューラルネットワ
ーク４０を利用して、音声合成対象のテキストデータから当該話者に対応する音声データ
を生成及び再生する。
【００７９】
図９は、本発明の一実施例による音声合成処理を示す概略図である。本実施例では、音
声合成装置２００は、音声合成対象のテキストデータが与えられると、図９に示されるよ
うに、上述した学習装置１００によって特定の話者に対して学習されたテキストモダリテ
ィニューラルネットワーク２０及び共通ニューラルネットワーク４０を利用して、当該テ
キストデータから当該話者に対応する音響特徴量を生成する。具体的には、音声合成装置
２００は、入出力インタフェース１０４を介して、テキストデータを取得し、当該話者に
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対応するテキストデータから生成された音響特徴量を再生してもよい。
【００８０】
図１０は、本発明の一実施例による音声合成処理を示すフローチャートである。当該音
声合成処理は、音声合成装置２００、具体的には、音声合成装置２００のプロセッサ１０
１によって実行される。
【００８１】
図１０に示されるように、ステップＳ４０１において、音声合成装置２００は、音声合
成対象となるテキストデータを取得する。例えば、テキストデータは、音声合成装置２０
０の入出力インタフェース１０４を介し入力されたものであってもよい。
【００８２】
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ステップＳ４０２において、音声合成装置２００は、取得したテキストデータを学習済
みテキストモダリティニューラルネットワーク２０に入力し、テキストモダリティニュー
ラルネットワーク２０から出力されたベクトルを取得する。
【００８３】
ステップＳ４０３において、音声合成装置２００は、取得したベクトルを学習済み共通
ニューラルネットワーク４０に入力し、共通ニューラルネットワーク４０から出力された
音響特徴量を取得する。
【００８４】
ステップＳ４０４において、音声合成装置２００は、共通ニューラルネットワーク４０
から取得した特定の話者に対応する音響特徴量を何れかの音声データフォーマットに変換
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し、変換された音声データを再生する。例えば、変換された音声データは、当該話者の声
、テンポ、アクセントなどに近い音声によって入力されたテキストデータを再生したもの
となりうる。
【００８５】
図１１は、本発明の各種実施例による学習処理の実験結果を示す図である。図１１にお
いて、ＶＬ、ＳＳ、ＪＧ、ＴＬ及びＪＧ＋ＴＬは、上述した学習済みニューラルネットワ
ーク構造を利用したものを含む各種音声合成システムを表す。
【００８６】
ＶＬは、３つのニューラルネットワークから構成されるニューラルネットワーク構造１
０でなく、従来のニューラルネットワーク構造を利用したシステムである。ＳＳは、ニュ
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ーラルネットワーク構造１０の各モダリティニューラルネットワークを単純に置き換えて
学習されたシステムである。ＪＧは、図３及び４を参照して説明した学習処理により学習
されたニューラルネットワーク構造１０を利用したシステムである。ＴＬは、図５及び６
を参照して説明した学習処理により学習されたニューラルネットワーク構造１０を利用し
たシステムである。ＪＧ＋ＴＬは、ＪＧとＴＬとを組み合わせた学習処理により学習され
たニューラルネットワーク構造１０を利用したシステムである。
【００８７】
図１１では、１０、４０、１６０及び３２０個の未知話者の訓練データによって学習さ
れた場合の各音声合成システムの誤差（ＭＣＤ）のシミュレーション結果が示される。図
から理解されうるように、訓練データとして音声データとテキストデータとが与えられる
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教師有り学習と、音声データのみが与えられる教師なし学習との何れのケースでも、上述
した実施例によるＪＧ、ＴＬ及びＪＧ＋ＴＬは、ＶＬ及びＳＳに対して有意に誤差を低減
するという結果を得ることができた。
【００８８】
なお、上述した実施例では、テキストデータと音声データとが異なるモダリティとして
扱われたが、本発明は、これに限定されるものでなく、他のタイプのモダリティの組み合
わせに同様にして適用可能であることは理解されるであろう。
【００８９】
以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００９０】
１０

ニューラルネットワーク構造

２０

テキストモダリティニューラルネットワーク

３０

音声モダリティニューラルネットワーク

４０

共通ニューラルネットワーク

１００

学習装置

２００

音声合成装置
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【図３】
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【図９】
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