音楽情報処理
最前線 !

第１9 回
未来の音楽の楽しみ方、作り方はどう変わるのか ?
コンピュータは音楽を理解できるようになるのか ?
コンピュータを使って音楽を研究する
「音楽情報処理」
という研究分野が、世界的に注目を集めています。
本連載では、そうした最先端の研究事例を紹介していきます。

声質・歌い方を自動で学習・再現できる新しい歌声合成システム〜Sinsy〜
思い通りに歌わせるための調整作業は難しすぎる…好き
な曲を好きな人の声で自在に歌わせたい！ そんな望み
をかなえる新しい歌声合成システムSinsyを紹介します。

HMM 歌声合成システムSinsyとは？
任意のテキストから音声を合成することを
「テキスト音声合成」
あるいは簡単に
「音声合成」
と呼びます。Sinsyは、音声合成方式

高まる歌声合成への期待と課題

のひとつである
「HMM 音声合成」
を歌声の合成に応用したもので
す。ちなみに
「HMM」は、隠れマルコフモデル (hidden Markov

歌声の合成の研究に関しては長い歴史があり、様々な方式が検

model) の略称です。HMMは、時系列を統計的にモデル化するこ

討されてきました。最近では、VOCALID の技術を用いた歌声合

とのできる確率モデルの一種で、音声の特徴パラメータ系列のモ

成ソフトウェアが市販され、広く利用されるようになってきました。

デル化手法として音声認識等でも広く利用されています。

一般の人々の認知度も高くなっており、それにともない、自分の
声で、あるいは好きな歌い手の声で、好きな曲を簡単に歌わせた

図 2 に HMM 歌 声合 成システム Sinsy の概 略図を示します。
Sinsyでは、HMMを利用することにより、楽譜とそれに対応した

いという要請が高まっているものと思われます。実際、UTAU 等

歌声との関係をモデル化します。図では、簡単のため省略されて

の歌声合成のためのフリーソフトウェアにおいては、ユーザーが

いますが、ビブラートの周期と振幅を表す特徴パラメータ、音符

作成した多くの歌手ライブラリ
「UTAU音源」
が公開されています。

の楽譜から計算される絶対的な時間と実際の発声とのずれ等も同

また、自然に歌わせるための調整作業
（いわゆる
「調教」
）
は、作品

時にモデル化されています。声の質を表わすスペクトル情報、声

制作の上で創造的な部分ではありますが、一般ユーザには敷居

の高さを表す基本周波数情報、タイミング等を表す時間情報をす

が高すぎるとの声もあり、自ら歌うことにより調整を行う
「ぼかり

べて同時にモデル化する方式となっており、声質や音量は元より、

す」
等の開発が行われました。このような流れの中で、歌声合成シ

基本周波数の変化パターンによって表わされるプレパレーション、

ステムSinsy のオンラインデモを公開しました
（図１）
。本稿では、

オーバーシュート、ビブラート等に関する特徴だけでなく、音符

Sinsy が採用している歌声合成方式の概要とその特徴をまとめた

に対するタイミングも自動学習しますので、前ノリ、後ノリ等の歌

上で、このようなサイトを公開するに至った契機についても触れ

唱スタイルさえも自動学習によりモデル化・再現することができ

たいと思います。

る枠組みとなっています。
現在、一般に用いられている音声合成システムは、単位選択型
あるいは素片連結型と呼ばれる方式を採用しています。これは、
蓄積された音声波形データを接続することにより、任意のテキス
トに対応する音声を合成するもので、VOCALOID 等の歌声合成
図 1 Sinsy オ ン ラ イ ン デ モ
ページ (http://www.sinsy.jp/)
MusicXML で記 述された歌 詞
付きの楽譜をアップロードする
ことにより、自動合成された歌
声をダウンロードすることがで
きる。短い曲ならば、数秒から
数十秒で合成が完了する。

システムでも同様の手法が用いられています。HMM 音声合成方
式には、素片連結型にはない以下のような特徴があり、これらは、
HMM歌声合成システムにも共通するものとなっています。
（1）
与えられた音声データに基づいてモデルを自動学習するこ
とにより、元話者の声の特徴を再現する合成音声を得るこ
とができる。
（2）
比較的少ない量の学習データで高品質な合成音声を得るこ
とができる。
（3）
学習用の音声データをランタイムのシステムに蓄積する必
要がない。
（4）HMM のモデルパラメータを適切に変更することにより、
様々な声の合成音声を得ることができる。

図 2 HMM 歌声合成システム Sinsy の概要
学習時：楽譜と歌声との対応関係を隠れマルコフモデル (HMM) によりモデ
ル化する。同じ楽譜でも歌い手が異なれば、歌声も異なり、それぞれの声質・
歌い方などの個性を自動学習することができる。
合成時：学習部で楽譜と歌声との対応関係を学習した隠れマルコフモデル
(HMM) を用いて、新たに与えられた楽譜に対する歌声を生成する。学習用
の歌声提供者の声質・歌い方をよく再現する歌声が得られる。
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「音楽情報科学研究会」
へ
参加してみませんか ?
情報処理学会 音楽情報科学研究会
（SIGMUS）
は、コンピュータと音楽とが関わり合うあらゆ
る場面を活動対象とする学際的研究会で、年 5
回の研究発表会を開催しています。研究会に会
員登録すると、研究発表会の参加費が無料にな
るだけでなく、過去の全研究発表会の論文のダ
ウンロードなどの特典があります。研究会の登
録方法や研究発表会の開催に関する最新情報な
どは http://www.sigmus.jp/ をご覧ください。

特に(4)は他の手法では実現困難な特長であり、実際に
「声を真

式に変換するためのツールが複数制作されたり、ツール自体から

似る」
、
「声を混ぜる」
、
「声をつくる」
等の手法が開発されていま

MusicXML 形式のファイルを出力する機能が追加されたりしたよ

す。例えば、
「声を真似る」
手法を用いれば、VOCALOID の初音ミ

うです。Sinsy のリリースが、このような
「CGM的」
あるいは
「オー

クの合成音声数曲分を用いて、初音ミクそっくりに歌う歌声モデ

プンソース的」
なアクティビティ活性化の一助となっているとすれ

ルをつくることも可能です。

ば大変喜ばしいところです。今後、Sinsyオンラインデモページを
利用した楽曲が動画サイト等に多く投稿され、二次創作の輪が更

Sinsyオンラインデモ

に広がることを期待しています。
MusicXML で記述された楽譜とそれに対応した歌声データの

Sinsyオンラインデモページ
（図１）
では、MusicXML 形式で記述

セットが、数十曲分あれば、Sinsy の歌声モデルの学習は、ほぼ

された歌詞付きの楽譜をアップロードすることにより、歌声合成

自動で行うことができます。近い将来、Sinsyユーザの方々が、独

音声を得ることができます。図３に楽譜と対応するMusicXML の

自の歌声データをアップロードすると、それに基づいて自動学習

例を示します。楽譜の表現にMusicXMLを採用したのは、オープ

した歌声モデルが、Sinsy オンラインデモページに追加されると

ンなフォーマットであること、楽譜を正確に表現することができる

いう機能を実現したいと考えています。次々と歌声モデルが増え、

こと等によります。MusicXMLを人手で直接、書くのは手間がか

楽曲を創作する方が好みの歌声モデルを自由に選べるようになれ

かり簡単ではありませんが、Finale NotePad 等、MusicXMLファ

ばと夢を膨らませています。

イルのエクスポート機能をもった楽譜編集ツールを用いることに
より、容易にMusicXMLファイルを作成することができます。
Sinsyは、オンラインデモおよびその他の実装においても、スコ

図 3 MusicXML による歌詞付き楽譜の表記
measure, note, pitch, duration, Lyric, それぞれが、小節、音符、音高、音長、歌詞
に対応する。f（フォルテ）
、p（ピアノ）
などの強弱記号等も記述することができる。

ア編集機能および合成音声の調整機能等のユーザインタフェース
を含みません。これは、1) Finale NotePad, Cubase 等のよく普及
したツールによりMusicXML 形式の楽譜を容易に作成できる、2)
合成された歌声を調整をすることなく自然な音声を得ることがで
きる、等の理由によります。なお、図 2にある通り、音声波形を
生成する直前には、歌声はスペクトル情報、基本周波数情報等で
表現されていますので、必要があれば、この段階で調整を行うこ
とは比較的簡単です。
Sinsyオンラインデモページには、ニコニコ動画にアップされた
デモ動画へのリンクもありますので、興味のある方はご視聴いた
だければと思います。

オープンソースによるシステム構成
Sinsy は、HTS (http://hts.sp.nitech.ac.jp/) お よ び hts̲engine
(http://hts-engine.sourceforge.net/)を軸としながら、STRAIGHT
(http://www.wakayama-u.ac.jp/˜kawahara/STRAIGHTadv/),
CrestMuseXML Toolkit (http://www.crestmuse.jp/cmx/) 等 の
オープンソースソフトウェアを利用して構築されていることもその
特徴のひとつです。従って、歌声合成システムを独自に構築・改
良したり、他のソフトウェアツールの一部として組み込んだりする
ことが比較的容易に行えます。

今後の展開
Sinsy のリリースをきっかけにUTAU, VOCALOID, Cadencii等
のスコア編集機能をもったツールのファイル形式をMusicXML 形
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※ Sinsy の企画は、産業技術総合研究所後藤真孝氏の示唆によるものです。
記して感謝いたします。また、その実行は、著者他、名古屋工業大学武藤聡、
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