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音素事後確率とd-vectorを用いたVariational Autoencoderによる
ノンパラレル多対多音声変換

齋藤 佑樹†,†† 井島 勇祐† 西田 京介† 高道慎之介††

† 日本電信電話株式会社 〒 239-0847 神奈川県横須賀市光の丘 1-1
†† 東京大学大学院 情報理工学系研究科 〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1

あらまし 話者コードで条件付けされた Variational AutoEncoder (VAE) を用いた従来のノンパラレル音声変換で
は，発話内容を表す潜在変数の過剰な正則化により，変換音声の品質が著しく劣化する．これに対し，本稿では，話

者コードのみならず，学習済みの音声認識モデルの予測結果として得られる音素事後確率で条件付けされたVAEの学
習法を提案する．本稿ではさらに，一対一VAE音声変換を任意話者対での変換が可能な多対多音声変換に拡張するた
めの手法として，(1) 話者コードの適応，及び (2) 話者認証において有効な d-vectorを用いた学習・変換法を比較す
る．実験的評価により，(1) 音素事後確率の導入により変換音声の品質が劇的に改善すること，及び (2) 話者コードと
d-vectorの両方がノンパラレル多対多 VAE音声変換に適用可能であることを示す．
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Abstract This paper proposes novel frameworks for non-parallel and many-to-many voice conversion (VC) using
variational autoencoders (VAEs). In conventional VAE-based VC, converted speech quality is significantly degraded
due to an over-regularization of latent variables representing phonetic contents. To overcome the issue, this paper
proposes a VAE-based non-parallel VC conditioned by not only the speaker codes but also phonetic posteriorgrams
(PPGs) predicted from pre-trained speech recognition models. This paper also extends the conventional VC to
many-to-many VC that can convert arbitrary speakers’ characteristics into another ones. We compare two meth-
ods to realize this: 1) speaker code adaptation, and 2) the use of d-vectors obtained by using pre-trained speaker
verification models. Experimental results demonstrate that 1) PPGs successfully improve converted speech quality,
and 2) both speaker codes and d-vectors can be adopted to the VAE-based non-parallel and many-to-many VC.
Key words Non-parallel voice conversion, many-to-many voice conversion, variational autoencoders, phonetic
posteriorgrams, d-vectors

1. は じ め に

音声変換 [1] とは，入力された音声の言語情報を保持しつ
つ，パラ言語・非言語情報を変換する技術である．近年，Deep
Neural Network (DNN) を用いた音声変換 [2] が提案され，従
来の Gaussian Mixture Model (GMM) [3] と比較して高精度
な音声パラメータの変換が可能となっている．変換元・変換先

話者での同一発話内容を収録したパラレルデータを用いて学習

された DNNの音声変換モデルは，音声パラメータをフレーム
毎に変換するため，高品質な音声変換を実現できる．しかし，

パラレルデータの収集は困難であることが多いため，近年では，

音声変換モデルの学習にパラレルデータを必要としないノン

パラレル音声変換の手法が研究されている．特に，Variational
AutoEncoder (VAE) [4]を用いたノンパラレル音声変換 [5]は，
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従来の restricted Boltzmann machine を用いた手法 [6] と比
較して学習が容易であることから，広く研究され始めている．

従来の VAE 音声変換 [5] では，encoder は入力された音声
パラメータから話者非依存の潜在変数を教師なしに抽出し，

decoder は潜在変数と与えられた話者表現を用いて音声パラ
メータを復元する．Encoder により抽出された潜在変数は，入
力音声の発話内容を表すことが期待されるため [5]，decoder
に入力する話者表現を変えることによって音声変換が実現され

る．しかし，潜在変数の分布が過度に単純化される過剰な正則

化 [7]により，従来の VAE音声変換の品質は，パラレルデータ
を用いて学習された DNNを用いた手法と比較して著しく劣化
する．潜在変数の事前分布として GMMを用いる手法 [8]によ
り，過剰な正則化の緩和が期待できるが，GMMの最適な混合
数の決定は容易ではないため，VAE 音声変換への適用は困難
であると予想される．

本稿では，VAE 音声変換の品質を改善させるために，話者
表現のみならず，発話内容による条件付けを用いた VAEの学
習法を提案する．提案手法では，話者非依存な音声認識モデル

を構築するための比較的大規模なコーパスが利用可能であると

仮定し，発話内容を表す潜在変数として，音声認識モデルの予

測結果として得られる音素事後確率 [9]を導入する．提案手法
における VAEの encoder は，入力された音声パラメータと音
素事後確率から潜在変数を抽出し，decoder は，潜在変数，話
者表現，そして音素事後確率を用いて音声パラメータを復元す

る．入力音声の発話内容は音素事後確率によって保持されるた

め，音韻の消失に起因する変換音声の品質劣化の改善が期待で

きる．本稿ではさらに，不特定多数の音声パラメータから話者

非依存な潜在変数を抽出可能な VAEの性質に着目し，従来の
VAE 音声変換を任意話者対での変換が可能な多対多音声変換
へと拡張する．多対多音声変換における学習データに含まれな

い未知話者の話者表現を推定する手法として，本稿では (1) 従
来の話者表現として用いられていた話者コード [10]の適応，及
び (2) 話者認証モデルの中間表現として得られる d-vector [11]
の利用を比較する．話者認証における d-vector の有効性はよ
く知られているため，任意話者の潜在変数を用いた学習・変換

が可能である．実験的評価により，(1) 音素事後確率の導入に
より，VAE音声変換の音質及び話者性が劇的に改善すること，
及び (2) 話者コードと d-vectorの両方が VAEを用いたノンパ
ラレル多対多音声変換に適用可能であることを示す．

2. 従来のVAE音声変換

2. 1 話者コードによる条件付けを用いたVAE音声変換 [5]
VAEの音声変換モデルは，音声パラメータ x が潜在変数 z

と話者表現 ys から生成される確率モデルを表現する．従来の

VAE音声変換（図 1） [5]では，話者表現として one-hot ベク
トルによる話者コード [10]を用いる．学習データに含まれる S

人のうちの i番目の話者に対する話者コードは，次式で与えら

れる．
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図 1 話者コードで条件付けされた VAE 音声変換の概略図．
Fig. 1 Conventional VAE-based VC conditioned by speaker

codes.

y(i)
s (k) =

1 if k = i

0 otherwise
(1 ≦ k ≦ S) (1)

話者表現 ys と潜在変数 z が独立であると仮定し，VAE の
学習では，ys で条件付けされた音声パラメータの周辺尤度

pθ(x|ys) =
∫

pθ(x|z, ys)pθ(z)dz を最大化するモデル（すなわ

ち，decoder）パラメータ θ を推定する．ここで，pθ(z) は潜
在変数の事前分布である．周辺尤度に含まれる積分を直接計算

することは困難であるため，VAE の学習では，話者非依存の
encoder と，話者依存の decoder の 2 つのニューラルネット
ワークを導入する．encoder qϕ(z|x) は潜在変数の真の事後確
率 pθ(z|x) を近似し，decoder は音声パラメータの真の事後確
率 pθ(x|z, ys) を近似する．ここで，ϕ は encoder のモデルパ
ラメータである．VAE の学習時に最大化される対数尤度の変
分下限は，次式で与えられる．

L (θ, ϕ; x, ys) = − DKL (qϕ (z|x) || pθ (z))

+ Eqϕ(z|x) [log pθ (x|z, ys)]
(2)

ここで，DKL(·||·)は 2つの確率分布間のKullback-Leibler (KL)
ダイバージェンスである．本稿では，式 (2) に含まれる KLダ
イバージェンスを解析的に計算するために，encoder の事前分
布 pθ(z) に多変量標準正規分布 N (z; 0, I) を仮定する．Back-
propagation 時の計算グラフの構築には，reparameterization
trick [4] を用いる．図 2(a) に話者コードで条件付けされた
VAEの有向グラフィカルモデルを示す.
学習後の VAEを用いた音声パラメータの変換時には，変換
先話者の話者コードを decoder に入力する．例えば，入力され
た音声パラメータを学習データに含まれる j 番目の話者のもの

に変換するときには，k = j のときに限り y
(j)
s (k) = 1 となる

話者コード y(j)
s を decoder に入力する．

2. 2 従来手法の問題点

話者表現との独立性の仮定に基づき，従来手法における VAE
の潜在変数は入力音声の発話内容を表すことが期待できる．し

かし，式 (2)において正則化の役割を持つ KLダイバージェン
スの過度な影響により，変換音声の発話内容が消失する傾向に

ある．この問題は潜在変数の過剰な正則化 [7] として知られて
おり，音声の発話内容が従う複雑な分布が過度に単純化される．

また，VAEはその性質上，不特定多数の話者を用いた学習によ
る潜在変数の獲得が可能だが，従来の VAE音声変換では，学
習データに含まれる話者の変換のみに限定されている．
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図 2 VAE 音声変換の有向グラフィカルモデル．(a) 話者コードで条
件付けされた VAE，(b) 話者コードと音素事後確率で条件付けさ
れた VAE，(c) 話者コードと d-vector で条件付けされた VAE．
黒矢印と赤矢印はそれぞれ潜在変数の推論過程と音声パラメー

タの生成過程を表す．
Fig. 2 Directed graphical models of VAE-based VC models; (a)

VAEs conditioned by one-hot speaker codes ys, (b) VAEs
conditioned by one-hot speaker codes ys and PPGs zp,
and (c) VAEs conditioned by d-vectors zs and PPGs zp.
Black and red arrows denote inferring latent variables and
generating speech parameters x, respectively.

3. 提案するVAE音声変換

本稿では，VAE 音声変換の品質を改善させるための学習法
を新たに提案する（3.1節）．さらに，従来の VAE音声変換を，
学習データに含まれない任意話者対の変換も可能な多対多音声

変換へ拡張する（3.2節）．
3. 1 話者コードと音素事後確率で条件付けされた VAE音

声変換

提案手法では，入力音声の発話内容を潜在変数として推定す

る代わりに，VAE学習時の補助特徴量として使用する．最も直
接的な手法は発話内容の音素系列を用いることだが，本稿では

学習済みの音声認識 (Automatic Speech Recognition: ASR)
モデル R(·) の出力として得られる音素事後確率 [9]を用いる．
zp = R(x) を音声パラメータ x から推定される音素事後確率

とすると，式 (2)に示す変分下限は次式で書き換えられる．

L (θ, ϕ; x, ys, zp) = − DKL (qϕ (z|x, zp) || pθ (z))

+ Eqϕ(z|x,zp) [log pθ (x|z, zp, ys)]
(3)

即ち，音素事後確率 zp は encoder と decoder の両方に入力さ
れ，入力音声の発話内容を保持する役割を持つ．zp は不特定

多数の話者で学習された音声認識モデルから得られるため，発

話内容を表す話者非依存な潜在変数として解釈できる．図 2(b)
に話者コードと音素事後確率で条件付けされた VAEの有向グ
ラフィカルモデルを示す．

3. 2 VAEを用いた多対多音声変換のための話者表現推定法
多対多音声変換での変換先話者が学習データに含まれない場

合，当該話者による少数の発話データを用いて話者表現を推定

する必要がある．本稿では，未知話者に対する話者表現の推定

法として (1) 話者コードを未知話者に適応させる手法，及び
(2) 話者認証 (Automatic Speaker Verification: ASV) で有効
な d-vector を話者表現の潜在変数として新たに用いる手法を
比較する．

3. 2. 1 Backpropagation を用いた話者コードの適応
DNNを用いた多人数話者のテキスト音声合成 [12] において，
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図 3 音素事後確率と d-vector で条件付けされた VAE 音声変換の概
略図．ASR と ASV のモデルは，VAE の学習時には更新され
ない．

Fig. 3 Proposed VAE-based VC conditioned with PPGs and d-
vectors. ASR and ASV models are not updated in training
for encoder and decoder networks.

話者コードを未知の話者に適応させる手法が提案されている．ま

ず，未知話者の話者コードの初期値を ŷ
(tar)
s (k) = 1/S として設

定する．次に，未知話者の音声パラメータx(tar) と，VAEにより
復元された音声パラメータ x̂(tar) の間のMean Squared Error
(MSE) LMSE(x(tar), x̂(tar)) = (x(tar)−x̂(tar))⊤(x(tar)−x̂(tar))
を計算する．ここで，x̂(tar) は pθ(x(tar)|ẑ, ŷ(tar)

s ) から抽出さ
れ，潜在変数 ẑ は qϕ(z|x(tar)) から抽出される．最後に，MSE
の話者コードでの勾配 ∂LMSE/∂ŷ(tar)

s を backpropagation に
より計算し，未知話者の話者コードを ŷ(tar)

s − η∂LMSE/∂ŷ(tar)
s

として更新する．ここで，η は更新のステップサイズである．

上記の計算を反復することで，最終的な話者コードの推定結果

を得る．

3. 2. 2 d-vector の話者表現としての利用
本稿では，学習済みの話者認証モデル V (·) のボトルネック

特徴量として得られる d-vector [11] を用いる VAE音声変換を
新たに提案する．zs = V (x) を音声パラメータ x から抽出さ

れる d-vector とすると，式 (3)に示す変分下限は次式で書き換
えられる．

L (θ, ϕ; x, zs, zp) = − DKL (qϕ (z|x, zp) || pθ (z))

+ Eqϕ(z|x,zp) [log pθ (x|z, zp, zs)]
(4)

即ち，従来の VAE 音声変換で用いられていた離散的な話者
コードは，連続的な d-vector で置き換えられる．話者認証モデ
ルの目的は話者を特定する特徴量を抽出することであるため，

d-vector は話者表現の潜在変数として解釈できる．学習時に
は，d-vector が decoder にフレーム毎に入力される．変換時に
は，変換先話者の話者表現が有声区間の d-vector の値の平均と
して推定され，decoder に入力される，これは，有声・無声の
区別をせず，全区間の d-vector の値の平均を用いる話者認証で
の利用法とは異なる．図 2(c)及び図 3にそれぞれ音素事後確
率と d-vector で条件付けされた VAE音声変換の有向グラフィ
カルモデルと提案手法の概略図を示す．

3. 3 考 察

提案手法である音素事後確率と d-vector を用いた VAE音声
変換では，ASRと ASVのモデルを構築するための比較的大規
模な音声コーパスが必要となる．ここで生じるラベル付けのコ

ストは，条件付き VAEの半教師あり学習 [13] により緩和でき
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る．また，end-to-end 音声信号処理 [14,15] の知見を用いた学
習も可能である．

4. 実験的評価

4. 1 実 験 条 件

実験的評価では，ASR及び ASVモデル学習用と，音声変換
モデル学習・評価用の 2 種類のコーパスを用いる．ASR 及び
ASVモデルの学習に用いるコーパスは，日本人話者 260名 (男
性話者 130名，女性話者 130名) による計 31時間の発話データ
を含む．音声変換モデルの学習及び評価に用いるコーパスは，

日本人話者 3名 (男性話者 2名，女性話者 1名) による 425発
話のパラレルデータを含み，400発話を学習に，25発話を評価
に用いる．ここで，ノンパラレル音声変換の評価を行うために，

1番目から 200番目までを変換元話者による発話，201番目か
ら 400番目までを変換先話者による発話とする．本稿では，男
性話者から男性話者への変換，及び，男性話者から女性話者へ

の変換を行う 2つのモデルを構築する．音声データのサンプリ
ング周波数は 22.05 kHz，フレームシフトは 5 msである．ス
ペクトル特徴量として STRAIGHTボコーダ [16] により抽出
された 0次から 39次のメルケプストラム係数，音源特徴量と
して F0，10帯域の非周期性指標を用いる．学習時には，メル
ケプストラム係数を次元毎に平均 0，分散 1に正規化する．変
換音声のメルケプストラム係数の 0 次の成分は，入力音声のも
のをそのまま使用する．F0 は線形変換し，非周期性指標は入

力音声のものを用いる．音声パラメータの生成には，最尤パラ

メータ生成 [17]を用いる．
本稿では，以下の音声変換モデルを評価する．

FFNN: パラレルデータを用いて学習された Feed-Forward
DNN
VAE-SC: 話者コードで条件付けされた VAE [5]
VAE-SC-PPG: 話者コードと音素事後確率で条件付けされた
VAE
VAE-DV-PPG: d-vector と音素事後確率で条件付けされた
VAE
まず，変換元と変換先の 2名の話者の発話のみで学習及び変換を
行う一対一音声変換で上記のモデルを評価する．VAE音声変換
モデルは，完全なノンパラレルデータで学習される．“FFNN”
は理想的な条件下でのベースラインとして用いられ，Dynamic
Time Warping (DTW) によってアライメントされた完全なパ
ラレルデータで学習される．また，本稿では，多対多音声変換

における “VAE-SC-PPG” 及び “VAE-DV-PPG” の性能も評
価する．多対多音声変換のための VAEの学習時には，ASRと
ASVのモデルの学習に用いた 260名の話者を含むコーパスを
使用し，評価に用いる 2名の話者による発話は用いない．変換
時には，3.2.1節及び 3.2.2節で述べた手法を用いて変換先話者
の話者表現を推定する．

DNNと VAEのアーキテクチャは，全て Feed-Forward 型と
する．ASRモデルは，56次元の日本語音素事後確率をフレー
ム毎に予測する．ASRモデルの隠れ層数は 4，隠れ層の素子数
は 1024である．ASVモデルは，261次元の話者事後確率 (260
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図 4 一対一音声変換におけるメルケプストラム歪み．“FFNN” のモ
デルのみが，完全なパラレルデータを用いて学習された．

Fig. 4 MCDs of converted speech in one-to-one VC. Only
“FFNN” was trained by using fully-parallel speech cor-
pora.

話者と無音区間) をフレーム毎に予測する．ASVモデルの隠れ
層数は 4，隠れ層の素子数は 256である．d-vector を抽出する
ボトルネック層の素子数は 16である．ASRモデルと ASVモ
デルの隠れ層の活性化関数は，sigmoid 関数である．VAE の
encoder の隠れ層数は 2であり，第 1層と第 2層の隠れ素子数
はそれぞれ 256，128である．隠れ層の活性化関数は Rectified
Linear Unit (ReLU) [18]である．Decoder のアーキテクチャ
は，encoder と対称である．潜在変数の次元は 64である．音声
変換の理想的なベースラインとして用いる Feed-Forward DNN
の隠れ層数は 4，隠れ層の素子数は 128，隠れ層の活性化関数
は ReLU である．最適化アルゴリズムとして，学習率を 0.01
とした AdaGrad [19] を用いる．音声変換モデル学習時の反復
回数は 25とする．

4. 2 客 観 評 価

客観評価指標として，自然音声と変換音声のメルケプストラ

ム歪み (Mel-Cepstral Distorsion: MCD) を計算する．自然音
声と変換音声のメルケプストラム係数の系列長は，DTWによ

りアライメントする．本稿では，一対一音声変換における音声

変換モデル学習時の発話数と，多対多音声変換における変換先

話者の話者表現推定時の発話数を 5, 10, 25, 50, 100, 200 と変
化させ，発話数が客観評価指標に与える影響を調査する．

図 4に一対一音声変換における評価結果を示す．学習時に完
全なノンパラレルデータを用いているのにもかかわらず，提案手

法である “VAE-SC-PPG” 及び “VAE-DV-PPG” のMCDは，
従来の “VAE-SC” と比較して大幅に改善し，完全なパラレル
データを用いて学習された “FFNN”に近づいていることが確認
できる．また，話者表現の違いに着目すると，“VAE-DV-PPG”
の MCD は “VAE-SC-PPG” と比較してわずかに改善してお
り，VAE 音声変換において連続的な話者表現である d-vector
を用いることの有効性を示唆している．

図 5に多対多音声変換における評価結果を示す．話者表現の
推定に用いた発話数に着目すると，“VAE-SC-PPG” のMCD
は，発話数を増やすことでわずかに減少する傾向にあることが

確認できる．一方で，“VAE-DV-PPG” のMCDは，発話数と
話者の性別に依らず，常に “VAE-SC-PPG” よりも低い値とな
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図 5 多対多音声変換におけるメルケプストラム歪み．

Fig. 5 MCDs of converted speech in many-to-many VC.

ることが確認できる．これらの結果は，VAE を用いたノンパ
ラレル多対多音声変換では，離散的な話者コードを適応させる

手法よりも，連続的な話者表現である d-vector の利用がより有
効であることを示唆している．

4. 3 主 観 評 価

提案手法の有効性を検証するために，評価者数を 8 名とし
た変換音声の自然性に関するMean Opinion Score (MOS) テ
スト及び話者類似度に関する Degradation MOS (DMOS) テ
ストを実施する．DMOSテストにおけるリファレンス音声は，
変換先話者による発話の分析再合成音声とする．ここでは，

“FFNN,” “VAE-SC,” “VAE-SC-PPG (one-to-one),” “VAE-
DV-PPG (one-to-one),” “VAE-SC-PPG (many-to-many),”
及び “VAE-DV-PPG (many-to-many)” の 6 手法を同時に評
価する．“FFNN” の学習には，変換元と変換先話者による 400
発話のパラレルデータを用いる．“VAE-SC,” “VAE-SC-PPG
(one-to-one),” 及び “VAE-DV-PPG (one-to-one)” の学習に
は，変換元と変換先話者による 200発話のノンパラレルデータ
（計 400発話）を用いる．多対多音声変換において話者表現の
推定に用いる発話数は 100とする．
図 6 に評価結果を示す．ここで，“FFNN” のみが完全なパ
ラレルデータで学習されており，理想条件下で音声変換モデル

を構築した際のベースラインを表している．一対一音声変換に

おける評価結果に着目すると，提案手法である “VAE-SC-PPG
(one-to-one)” 及び “VAE-DV-PPG (one-to-one)” は，従来の
“VAE-SC” と比較して自然性と話者類似度の両方に関して著
しい改善が確認できる．故に，VAE 音声変換において音素事
後確率による条件付けを用いることによる有効性が示された．

また，多対多音声変換における評価結果に着目すると，変換

元と変換先の話者による発話データが音声変換モデル学習時

のコーパスに含まれていないにもかかわらず，“VAE-SC-PPG
(many-to-many)” 及び “VAE-DV-PPG (many-to-many)” の
スコアは，一対一音声変換における提案手法のものと同程度で

あることが確認できる．また，話者表現の違いに着目すると，

d-vector は同姓話者の変換において自然性の改善に有効であ
ることが確認できる．これらの結果より，従来の VAEを用い
たノンパラレル音声変換は，効果的に推定された未知話者の話

者表現を用いることで多対多音声変換に拡張できることが示さ

れた．

(a) Naturalness
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Male-to-male
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(b) Speaker similarity
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図 6 主観評価結果．(a) 変換音声の自然性に関するMOSスコア，(b)
変換音声の話者類似度に関する DMOS スコア．エラーバーは
95%信頼区間を表す．

Fig. 6 Results of subjective evaluations in terms of (a) natural-
ness and (b) speaker similarity with 95% confidence inter-
vals.

5. お わ り に

本稿では，従来の VAEを用いたノンパラレル音声変換の品
質を改善させる手法として，学習済みの音声認識モデルの出力

として得られる音素事後確率を用いた学習法を提案した．さら

に，VAE音声変換を多対多音声変換に拡張するための効果的な
話者表現として，学習済みの話者認証モデルのボトルネック特

徴量として得られる d-vector を用いた学習・変換法も新たに提
案した．実験的評価結果より，(1) 音素事後確率の導入により，
変換音声の自然性及び話者性が劇的に改善すること，及び (2)
話者コードの適応及び d-vector の導入により，任意話者対での
変換が可能なノンパラレル多対多音声変換が実現可能となるこ

とを示した．今後は，d-vector の次元数や，音声認識・話者認
証モデルの性能が変換音声の品質に与える影響を調査する．
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