
 
 

 
 

中国語テキスト音声合成における 
高品質韻律生成 

High Quality Prosody Generation in Mandarin Text-to-Speech System 

あらまし  

テキスト音声合成（TTS）装置は，コンピュータ上で扱われるテキストデータを自動的

に音声で読み上げるシステムである。富士通では，最先端技術を用いた標準中国語TTSシス

テムの研究開発を行っている。TTSシステムにおいて，了解性や自然性の高い合成音声を生

成するためには，合成するテキストの韻律構造を正しく解析する必要がある。 
本稿では，韻律構造の最低単位である韻律語を予測するための「全体確率推定法」を提

案する。実験の結果，本方法は極めて有望であり，その精度とメモリコストの点で，著者ら

がこれまでに開発した韻律バイナリツリー法よりも優れていることが確認できた。 

Abstract 

A text-to-speech (TTS) synthesizer is a computer-based system that can automatically read 
text aloud.  Fujitsu is developing a Mandarin TTS system using state-of-the-art technologies.  
The prosodic structure of synthesized text provides important information for making 
synthetic speech produced by a TTS system more natural and understandable.  This paper 
describes a global probability estimation method for predicting prosodic words, which are the 
lowest constituent in the prosodic structure.  Experimental results for this method are very 
promising.  They are better than those for our previous binary prosodic tree method in 
terms of both accuracy and memory cost. 
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ま え が き 

 テキスト音声合成（TTS）装置は，コンピュータ

上で扱われるテキストデータを自動的に音声で読み

上げるシステムである。紙面に印刷されたテキスト

であっても，光学式文字認識（OCR）と組み合わ

せれば読み上げることが可能である。TTSは，情報

通信サービス，言語教育，音声によるモニタ作業，

マルチメディアなどの多くの領域に適用できるほか，

障がいのある方の補助装置としても有用である。こ

の20年の間で，中国語TTSの研究は目覚ましく進

展し，現在，多くの高品質な中国語TTSシステムが

商用化されている。 
 大規模音声データベースを使用する波形接続型音

声合成は，高度な検索アルゴリズムを用いて，各文

章を合成するために最適な音声ユニットの組合せを

データベースから選択する方式である。従来の単純

な方式に比べて，文脈を考慮した音声ユニットを合

成に用いることができるため高品質化が可能であり，

近年よく利用されている。 
 音声合成の処理では，入力テキストはまず発音記

号列に変換される。この発音記号列には，予測韻律

を表す記号も含まれている。つぎに，合成する発音

記号列および予測韻律に類似した環境の音声ユニッ

トをデータベースから検索する。最後に，PSOLA
（Pitch-Synchronous Overlap-Add）などのピッ

チ・継続時間長変換アルゴリズムを適用することに

より，検索された音声ユニットの韻律を予測韻律に

変換し，さらに，変換された波形を接続することに

よって合成音声を生成する。 
 音声のリズムは，TTSシステムで合成される音声

の自然性，了解性を向上するために重要な要素の一

つである。これまでの研究から，中国語音声には，

そのリズムを形成する階層的な韻律構造があること

が分かっている。(1) 韻律単位の境界は，ポーズ（音声

の休止），ピッチ変化，または境界音節の継続時間

長の変化によって識別することができる。TTSシス

テムでは，韻律生成モデルにより合成音声の韻律を

生成するが，韻律構造はこのモデルを制御するため

に重要な情報である。 
 これまでに，韻律を構成する様々な階層構造につ

いて論じた報告は多いが，総じて，中国語音声の韻

律の主な構成要素は，韻律語，韻律句，およびイン

トネーション句であると言える。韻律語は，音声に

おいて，中断なく連続してまとまって発声される音

節のグループである。また韻律語は，韻律階層構造

の最低の構成要素であり，そこに韻律の境界がある

ことを人が知覚できるものである。よって，韻律語

を正確にグルーピングすることは，合成音声の自然

性を向上するために重要である。 
 しかし，現在の自動韻律生成処理では，高品質な

韻律を生成することは難しい。韻律の自動生成が難

しい要因の一つに，韻律階層構造の要素をテキスト

から自動的に識別することが困難な点がある。韻律

構造の要素は，見掛け上の構文の構成要素と必ずし

も一致していないことが，多くの実験によって証明

されている。韻律と構文との関係は，十分には解明

されていない。 
 本稿では，韻律語境界を予測するための「全体確

率推定法」を提案する。本方式は，各単語（語彙）

が韻律語の中でどの位置にあるかを示す位置分類に

基づいて，韻律語の境界を予測するものである。 
 本稿ではまず，富士通中国語TTSシステムの枠組

みを簡単に紹介する。つぎに，著者らの研究で使用

した音声データベースを簡単に紹介し，さらに提案

する韻律語グルーピングのための全体確率推定法の

詳細を説明する。その後，実験結果と考察を示し，

最後に結論を述べる。 

富士通中国語TTSシステムの概要 

 富士通中国語TTSシステムは，ユニット選択を

ベースとする最先端の波形接続型音声合成システム

である。中国語TTSシステムの枠組みを図-1に示す。

システムには3個の主要モジュール，すなわち，テ

キスト解析モジュール，韻律生成モジュールおよび

波形合成モジュールがある。テキスト解析モジュー

ルでは，テキスト正規化，数字・記号の読み推定，

単語分割と品詞タグ付与，発音解析，同形異義語の

読み分け，声調変化処理および韻律構造予測が行わ

れる。韻律生成モジュールには，継続時間長予測部

とピッチ予測部がある。また，波形合成モジュール

は，音声ユニット選択部，音声変換部および波形接

続部で構成される。 
 継続時間長は，合成音声の自然性に影響する重要

な韻律特性の一つである。継続時間長の変化は，音

声らしさを表す手がかりであり，連続した音声を単
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・継続時間長予測

・ ピッチ予測

・音声ユニット選択

・音声変換

（PSOLAアルゴリズム）

・波形接続

・テキスト正規化

・数字・記号の読み推定

・単語分割と品詞タグ付与

・発音解析

・同形異義語の読み分け

・声調変化処理

・韻律構造予測

発音
記号列

音声
パラメタテキスト 合成音声

テキスト解析
モジュール

韻律生成
モジュール

波形合成
モジュール

 
図-1 富士通中国語TTSシステムの枠組み 

Fig.1- Framework of Fujitsu Mandarin TTS system. 
 

8月 20日 清晨，一支满载 锅碗瓢盆， 桌椅，调料，发电机 等家当的流动支前车队从郑州 出发了。

韻律語（PW）

マイナーフレーズ
（MIP）

メジャーフレーズ
（MAP）

イントネーション
グループ（IG）  

図-2 中国語の韻律構造の例 
Fig.2-Example of Chinese prosody structure. 

 

語や語句に分割して，自然性と了解性を確保する役

割がある。ピッチパターンもまた，合成音声の品質

に影響を与える重要なパラメタの一つである。中国

語などの声調言語では，ピッチの変化によって音節

を区別するため，テキスト音声合成システムにおい

て，ピッチ予測は，発話の自然性だけでなく，了解

性のためにも重要である。 
 富士通中国語TTSシステムでは，決定木をベース

にした継続時間長モデリング法，および統計的ピッ

チパターン予測法(2)を使用する。韻律の評価におい

て，著者らの開発した韻律生成モジュールによって

生成される韻律は，ほかの2種類の有名な中国語

TTSシステムの韻律より，はるかに良いことが示さ

れた。 
 前述のように，継続時間長予測モデルおよびピッ

チパターン予測モデルの性能は，韻律の階層構造を

テキストから自動的に予測する際の精度に大きく依

存している。次章以降では，著者らの研究で使用し

た音声データベースについて説明し，全体確率推定

法に基づいた新しい韻律語グルーピング法について

論じる。 

全体確率推定法による韻律語グルーピング 

● 音声データベース 
 著者らが開発した音声データベースのもとになっ

たテキストは，中国人民日報1998年コーパスであ

る。これは，自然言語処理への活用を目的として，

単語分割と品詞タグ付与が施された中国の新聞記事

のテキストである。本テキストコーパスから，

Greedyアルゴリズムを使用して，合計で約20万個

の文字から成る3360文章を選択した。 
 本稿で使用する韻律構造は，韻律語（PW），マ

イナーフレーズ（MIP），メジャーフレーズ

（MAP）およびイントネーショングループ（IG）

の4層(1)で構成される。韻律構造の一例を図-2に示

す。PWは，一つの語強勢を持つ語調グループであ

る。MIPは，一つまたは複数のPWを含み，一つの

句強勢を持つ。MIPの境界で知覚される中断は，

PWの境界の中断よりも長い。MAPもMIPと同様

に，一つまたは複数のPWを含み，一つの句強勢を

持つが，MAPの境界で知覚される中断はMIPの境

界での中断より長い。これらの韻律構造をラベリン
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グする際の基準は，聴感に基づいている。MAPは，

ピッチが十分に下降しない（不完全なピッチのリ

セットの）場合であり，テキスト上ではコンマで示

される箇所が多い。一方でIGは，ピッチが十分に

下降する（完全なピッチのリセットの）場合で，ピ

リオド，引用符，またはセミコロンによって示され

る場合が多い。 
 さらに，3段階の強勢，すなわち，「強勢あり」

「標準」および「強勢なし」が定義されている。 
 音声コーパス中の1文の記述例を以下に示す。こ

の記述の中で，「|」，「||」，「|||」および「@」は，

それぞれPW ，MIP，MAPおよび IG を示す。

「_H」を付与された音節は，強勢ありの音節である

こと，「_L」を付与された音節は，強勢なしの音節

であることを意味する。 
 8月（ba1 yve4_H）/t | 20日（er4 sh％2_H r％

4_H）/t | 清晨（qing1_H chen2）/t ，||| 一

（yi1）/m 支（zh％1_H）/q 满载（man3 zai4_H）/v 

|| 锅碗瓢盆（guo1_H wan3 piao2_H pen2）/l ，|| 

桌椅（ zhuo1_H yi3） /n ， || 调料（ tiao2_H 

liao4）/n ，|| 发电机（fa1 dian4 ji1_H）/n || 

等（ deng3） /u | 家当（ jia1 dang4_H） /n 的

（de5_L）/u || 流动（liu2 dong4_H）/vn | 支前

（zh％1_H qian2）/vn 车队（che1_H dui4）/n || 

从（cong2_H）/p 郑州（zheng4 zhou1_H）/ns | 出

发（chu1 fa1_H）/v 了（le5_L）/y 。@ 

● 新しい韻律語グルーピング法 
 まず，各単語について，その単語が属するPW内

での位置に従って，4種類の位置タイプを定義する。

4種類の位置タイプは， ， ，1B 2B M および I に
よって示され， はその単語が属しているPWの先

頭にあること， はその単語が属しているPWの

2番目にあること，

1B

2B
M はその単語が属しているPW

の3番目以降の位置にあること， I はその単語が，

単語1個のみからなるPWに属することを意味する。 
 例えば，学習用文章セットの1文： 
 晚饭/n 后/f ||| 我们/r | 决定/v | 先/d 去/v 

逛逛/v || 张家港/ns 的/u | 市容/n 。@ 

は，以下のようなフォーマットで簡単に表記するこ

とができる。 
 晚饭/n/B1 后/f/B2 ||| 我们/r/I | 决定/v/I | 先/ 

d/B1 去/v/B2 逛逛/v/M || 张家港/ns/B1 的/u/B2 

| 市容/n/I 。@ 

 単語に分割された1文は，つぎのように単語の連

続によって表すことができる。 
 nn wwwwW 121 −= L  
 は，単語 の品詞を示す。 niposi ,,2,1=, L iw
 この文に対して，起こり得るPWグルーピングの

結果 の一例は，つぎのように記述することが

できる。 
PW

 nnn wswswswPW 112211 −−= L  
 （ここで， ， ） },,,{∈ 21 IMBBsi ni ,,2,1= L

 PWグルーピングが目的とするのは，起こり得る

すべてのパスの中から，最適なPWグルーピング

を見つけることである。 *PW

    …（1） )(max* 112211,,, 121
nnnsss
wswswswPPW

n
−−

−

= L
L

 これは下式によって，おおよそ推定することがで

きる。 

 

)},|,(),|,(

),|,()|()({max

)(max*

112211

1122111,,,

112211,,,

121

121

−−−−−−

−−

−

−

≈

=

nnnnnnnn

sss

nnnsss

posspossPposspossP

posspossPpossPposP

wswswswPPW

n

n

L

L

L

L

 

 …（2） 
 ここで， は定数値であるので，上式は次

のように簡略化することができる。 
)( 1posP

 

)},|,(),|,(

),|,()|({max

)(max*

112211

112211,,,

112211,,,

121

121

−−−−−−

−−

−

−

≈

=

nnnnnnnn

sss

nnnsss

posspossPposspossP

posspossPpossP

wswswswPPW

n

n

L

L

L

L

 

 …（3） 
 上式を計算するためには，学習コーパスから以下

に示す5種類の確率を推定する必要がある。 
（1） その単語の品詞が，1単語から成るPWの品詞

である確率 

 

)_=,=(+)_=,=(
)_=,=(

=

)_=|=(

1 iposposBsCiposposIsC
iposposIsC

iposposIsP
 

（2） その単語が属するPWが少なくとも2個の単語

を含む場合に，その単語の品詞がPWの先頭単語

の品詞である確率 

 

)_=,=(+)_=,=(
)_=,=(

=

)_=|=(

1

1

1

iposposBsCiposposIsC
iposposBsC

iposposBsP
 

（3） 一つのPW内での，位置 から位置 への遷

移確率 
1B 2B
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図-3 韻律語の長さのヒストグラム 
Fig.3-Length histogram of prosodic words. 

 
表-1 韻律グルーピングの性能評価結果 

方 式 名 正解率

（％） 
再現率

（％） 
単語分割と品詞タグ

付与をマニュアルで

行った場合 
89.56 84.37 

提案

方式

全体確率 
推定法 単語分割と品詞タグ

付与を自動処理した

場合 
87.52 82.84 

従来

方式
韻律バイナリツリー法 85.91 

)_=,=(
)_=,=,_=,=(

=

)_=,=|_=,=(

1

21

12

iposposBsC
jposposBsiposposBsC
iposposBsjposposBsP

prevprev

prevprev

prevprev

 

（4） 位置 または位置2B M から，位置M への遷移

確率 

)_=,=(
)_=,=,_=,=(

=

)_=,=|_=,=(

2

2

2

iposposorMBsC
jposposMsiposposorMBsC
iposposorMBsjposposMsP

prevprev

prevprev

prevprev
 

（5） PW境界になる（つぎのPWへ移行する）確率 

)_=,_=(
)_=,=,_=,=(

=

)_=,=|_=,=(=

)_=|_=(

12

21

jposposiposposC
jposposorIBsiposposorMorIBsC
iposposorMorIBsjposposorIBsP

iposposjposposP

prev

prevprev

prevprev

prevjump  

79.38 

 PWグルーピングのための全体確率は，その文に

起こり得る様々なグルーピングのパスの中から，上

述の5個の確率を用いて，動的プログラミング法に

よって計算され，最大の確率を持つパスが，最適な

PWグルーピングと判定される。 

実験結果および考察 

● 試験セット 
 試験セットとして，学習コーパスとは異なる文章

を中国人民日報1998年コーパスから選択して，実

験に使用した。試験セットは400文あり，1文あた

りの平均文字数は約37文字，1文に含まれる平均単

語数は約23個であった。これらの数字は，実際の

状況とほぼ一致している。韻律構造は，十分に訓練

された作業者が，テキストにラベル付けしたのち，

同テキストの録音音声を聴取しながら修正した。こ

の録音音声は，中国文学を専攻する女性の大学院生

が読み上げたものである。最終的に，試験セットに

ラベルされたPW境界の個数は5113個となった。 
 試験セット400文に含まれるPWの長さのヒスト

グラムを図-3に示す。試験セットのPWの平均文字

数は約2.8文字であった。著者らのデータは，先行

研究(3)のものとはかなり異なっている。先行研究で

は，PWは主として2音節または3音節から成ると仮

定しているのに対し，著者らの試験セットでは，

4音節以上の比較的長いPWが存在する。これらの

多くは，とくに「宽阔明亮」や「筹措资金」など

の二つの単語から成るユニットで，著者らの試験

セットにおいては，聴取による判定に基づいて1個

のPWとしてラベル付けされている。試験セットの

ラベル例を以下に示す。 
 他们/r | 着意/d  揣摩/v | 专家/n 意图/n ，/w 

||| 反复/d 征求/v | 专家/n 意见/n ，/w ||| 因

为/c || 只有/c 专家/n | 满意/v 了/y ， /w ||| 

作品/n || 才/c 有/v 希望/n | 获奖/v 。/w@ 

● 結果および考察 
 正解率および再現率を統計的に求めることにより，

PWグルーピングの性能を評価した。正解率および

再現率はそれぞれ下式によって算出される。 

正解率 ＝
自動判定された韻律句境界の総数 

正しく判定された韻律句境界の数 

再現率 ＝

 

正しく判定された韻律句境界の数 

マニュアルで付与された韻律句境界の総数

 提案した全体確率推定法を用いたPWグルーピン

グと，従来の韻律バイナリツリー法(4)によるPWグ

ルーピングの評価結果を表-1に示す。全体確率推定

法については，自動単語分割および自動品詞タグ付

与モジュールを適用した場合の結果も合わせて示
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表-2 リソースの比較 

方式名 ROM RAM 

提案方式 全体確率推定法 1 Mバイト 1 Mバイト 

従来方式 韻律バイナリ 
ツリー法 35 Mバイト 30 Mバイト

す。評価の結果，提案方式は，従来方式よりも

約2％優れていることが確認できた。 
 前節で説明したように，比較的長いユニットの多

く，とくに「宽阔明亮」や「筹措资金」などの2個
の単語から成るユニットは，聴取による判定に基づ

いて1個のPWとしてラベル付けされている。した

がって，本モジュールは，この種類のPWグルーピ

ングも適切に判定しなければならない。判定誤りと

なった韻律境界をすべて調査したところ，それらの

約半数は，例えば，「宽阔 | 明亮」や「这位 | 导

演」などの，比較的長いPWの中で発生するPW境

界挿入エラーに関するものであった。合成音声によ

る知覚実験によると，この種の語句は1個のPWに

グルーピングする方がより良いが，たとえグルーピ

ングされていなくても許容できるという結果が出て

いる。実際，その語句を強調する目的や，詩歌的な

発話スタイルでは，2個のPWとして扱う場合も

ある。 
 提案方法と従来方法のリソースの比較を表-2に示

す。本表より，提案方法のROMおよびRAMはそれ

ぞれ，従来方法の1/35，1/30となっており，はるか

に少ないことが分かる。TTSシステムのROMや

RAMを削減することは，コールセンタ向けや組込

み向けなどのアプリケーションにとって極めて重要

である。コールセンタ向けアプリケーションでは多

回線プロセスをサポートする必要があり，組込み向

けデバイスではリソースが限られるためである。 

む  す  び 

 本稿では，各単語が韻律語の中でどの位置にある

かを示す位置分類に基づいて，韻律語の境界を予測

する全体確率推定法を提案した。文の韻律語グルー

ピングを最適に行うためのパスは，動的プログラミ

ング法によって得られる。実験の結果，本方法は極

めて有望であり，その精度とメモリコストの点で，

著者らがこれまでに開発した韻律バイナリツリー法

よりも優れていることが確認できた。 
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