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あらまし 現在、発声器官の障害により音声コミュニケーションが困難な構音障害者は、手話や筆談のほか、単語を絵

や記号で表したコミュニケーションボード、入力した文字を読みあげるVOCA (Voice Output Communication Aids)

などを用いてコミュニケーションを行っている。しかしこれらの方法ではリアルタイムに自由な会話をすることが難

しく、構音障害者が会話の主導権を握れないといった問題が指摘されている [1]。これは構音障害者を支援する機器の

多くが、文字や記号を介して情報を伝達しているためと考えられる。本研究では、構音障害者のリアルタイムで自由

な音声コミュニケーションの実現を目標として、文字や記号を介さない音声生成として、障害者自身の構音器官以外

の身体運動から直接音声を生成するシステムを検討している。近年、声質変換の分野で用いられるようになった、統

計的に空間写像を構築する手法が用いられている [4]。本研究ではその手法を応用し、身体運動の特徴量空間から音声

の特徴量空間への写像を考えることで、音声生成を実現する。本稿では空間写像の考え方に基づき、手の動きの特徴

量から日本語５母音を生成した。声質変換とは異なり、手の形と音は任意に対応づけることができるため、これらの

対応の「尤もらしさ」について何らかの評価を行う必要があった。しかしそれぞれのメディアが異なるため、その定

量的評価は難しい。これらの評価には異メディアの情報を比較できるメディア不変の尺度が必要となる。本稿ではこ

のような尺度として、近年峯松らが提案した構造的表象 [7]を利用することを検討した。
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Abstract Now, individuals with speaking disabilities, dysarthria, communicate messages in sign language, by

means of writing, via Communication Board on which drawn signs or pictures, via VOCA (Voice Output Commu-

nication Aids) etc. However these method limit freedom of conversation, dysarthria lose the initiative in conversa-

tion [1]. That is because that many of present tools for dysarthria convey information using characters. It is the

aim of this study that to realize real-time free speech communication system for dysarthria. In this paper, speech

generation system from body movements of dysarthria without characters is investigated.

　 Recently, the method that builds space mapping by statistical way are used to convert speaker. In this study,

applying that method, we generated Japanese 5 vowels from the hand motion. Different from speaker conversion,

we can map between any hand gestures and speech. Though it is need to evaluate the plausibility of that, it is

difficult to compare between different media. So media invariant scale is needed. In this paper, we use the structural

representation suggested by Minematsu et.al.??
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1. は じ め に

現在、発声器官の障害により音声コミュニケーションが困難

な構音障害者は、手話や筆談のほか、単語を絵や記号で表した

コミュニケーションボード、入力した文字を読みあげるVOCA

(Voice Output Communication Aids) などを用いてコミュニ

ケーションを行っている。しかしこれらの方法ではリアルタイ

ムに自由な会話をすることが難しく、構音障害者が会話の主導

権を握れないといった問題が指摘されている [1]。 これは構音

障害者を支援する機器の多くが、文字や記号を介して情報を

伝達しているためと考えられる。本研究では、構音障害者のリ

アルタイムで自由な音声コミュニケーションの実現を目標とし

て、文字や記号を介さない音声生成として、障害者自身の構音

器官以外の身体運動から直接音声を生成するシステムを検討し

ている。

身体運動から直接音声を生成する研究としては、構音障害者

自身によるペンタブレットを使った音声合成器や [2]、ヒューマ

ンインターフェースの一例として提案されたGloveTalkII [3]な

どが挙げられる。これらは入力機器によってフォルマント、基

本周波数、音量などを制御するものである。そのため個々の障

害者への適応は容易ではない。本研究では身体運動から音声を

生成する過程を異メディア間の情報変換としてとらえる。近年、

声質変換をある話者の音響空間から別の話者への音響空間への

写像ととらえ、統計的に空間写像を構築する手法が用いられて

いる [4]。本研究ではその手法を応用し、身体運動の特徴量空間

から音声の特徴量空間への写像を考えることで、音声生成を実

現する。

本稿では空間写像の考え方に基づき、手の動きの特徴量から

日本語５母音を生成した。一般に写像関数の構築には変換元と

変換先の特徴点間の対応がとれた学習データを必要とする。声

質変換の場合、音響空間同士の変換であるから、DPマッチン

グなどの手法によって 1 対 1 の対応をとることは比較的容易

である。一方、本研究の場合、手の形と音は任意に対応づける

ことができる。そのため、これらの対応の「尤もらしさ」につ

いて何らかの評価を行う必要があるが、それぞれのメディアが

異なるため、その定量的評価は難しい。これらの評価には異メ

ディアの情報を比較できるメディア不変の尺度が必要となる。

本稿ではこのような尺度として、近年峯松らが提案した構造的

表象 [7]を利用することを検討した。

以下 2章で空間写像に基づくメディア変換の手法について説

明したあと、3章でその枠組みに基づいて行った予備実験につ

いて報告する。次に 4章で予備実験で指摘された問題点とそれ

を解決するためのデザインについて述べ、5章で構造的表象を

用いてそのデザインを評価する。そして最後にまとめと今後の

課題について述べる。

2. 空間写像に基づくメディア変換

2. 1 方 針

空間写像に基づくメディア変換の枠組を図 1に示す。

ある時刻の手の形がm次元の特徴量ベクトルaで表されると

図 1 空間写像に基づくメディア変換の枠組

Fig. 1 The framework of media conversion based on space map-

ping

する。これは手の形を表す m 次元空間（以下ジェスチャー空

間と呼ぶ）の中の１点に対応する。同様に、ある時刻における

音声が n次元の特徴量ベクトルbで表されるとすると、これは

n次元音響特徴量空間の中の１点に対応することになる。この

２つの空間の間の単射な写像関数を求めることで、任意の手の

形に対して、対応する音声の特徴量ベクトルを求めることがで

きる。

2. 2 写像関数の計算

この写像関数は Stylianou らによって提案された手法 [4] に

よって求めることができる。その手順を以下に述べる。まず対

応関係のわかっているジェスチャー空間の特徴量ベクトルaと

音響空間のケプストラムベクトルbから、結合ベクトルz=[a, b]

をつくる。この結合ベクトルの分布を混合正規分布 (Gaussian

Mixture Model：GMM)によってモデル化する。

　結合ベクトルの確率密度関数はGMMによって以下のように

定義される。

p(z) =

q∑
i=1

ωiN(z; µi,Σi) (1)

q∑
i=1

ωi = 1, ωi >= 0 (2)

µi =

[
µA

i

µB
i

]
(3)

Σi =

[
ΣAA

i ΣAB
i

ΣBA
i ΣBB

i

]
(4)

ここで N(z; µi,Σi)は平均 µi, 分散 Σi の正規分布を表し、q

は混合数、ωi は重みを表す。変換関数 f(a)は、これらのパラ

メータを使って、各正規分布で定義された写像関数の重み付け

和で表される。

f(a) =

q∑
i=1

h(i|a)[µB
i + ΣBA

i ΣAA−1
i (a − µA

i )] (5)

ただし i番目の正規分布における事後確率 h(i|a)は以下の式で

与えられる。
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図 2 日本語５母音に対応する手の形

Fig. 2 Hand gestures for Japanese 5 vowels

h(i|a) =
ωiN(a; µA

i ,ΣAA
i )∑q

j=1
ωjN(a; µA

j ,ΣAA
j )

(6)

時刻 tにおけるジャスチャー空間上のベクトル a(t)に対応する

音声の特徴量ベクトル b(t)は、この写像関数 f(a(t))を使って

b(t) = f(a(t))と近似される。

3. 予 備 検 討

3. 1 実 験

提案するシステムの予備検討として、日本語５母音に対する

連続音声を対象に手の動きから音声へのメディア変換を実装し

た。５母音に相当する手の形は図 2のように設定した。この際、

別の母音への遷移途中に形が重複しないように配慮した。次に

学習データとして、Immersion製データグローブ CyberGlove

を装着し「あ」「い」「う」「え」「お」および２母音間の遷移

5P2 = 20組を各々3回、計 (5+20)×3 = 75個のデータを記録

した。センサの数は 18個, サンプリング周期は 10～20 msであ

る。また成人男性１名から収録した「あ」「い」「う」「え」「お」

および２母音間の遷移 20組を各々5回、計 (5 + 20)× 5 = 125

個の音声データから、STRAIGHT [5] を用いて分析をおこな

い、ケプストラム係数 0-17次を抽出した。フレーム長は 40 ms,

フレームシフトは 1 msとした。そしてデータグローブのデー

タ３セット、音声データ５セットから結合ベクトルをつくるた

めに、3× 5 = 15組全ての組み合わせにおいて、データグロー

ブから得られたデータ時系列を、対応するケプストラム時系列

の時間長に合わせて線形的に伸縮した後、ケプストラム時系列

に対応するようにデータを線形補完した。こうして得られた結

合ベクトルの分布を正規分布でモデル化した。

3. 2 結 果

「あ」から「い」への遷移について提案手法により音声を生

成した。図 3に結果を示す。(a)は「あ」から「い」への遷移

の分析再合成音、(b)は「あ」「い」「う」「え」「お」および２

母音間の遷移 20組、計 5 + 20 = 25個を学習データとして用

いたモデルに、学習データ内の「あ」から「い」への手の形の

遷移を入力した場合の合成音、(c),(d)は上記のモデルに、学習

データに含まれていない「あ」から「い」への手の形の遷移を

入力した場合の合成音の例である。ケプストラム時系列からの

再合成には STRAIGHTを用い、F0はすべて 140 Hzとした。

予備的な聴取実験によってこの手法の有効性を確認できたが、

同時に「い」「う」「お」の不明瞭さが指摘された。

(a) 分析再合成音

(b) 入力データが学習データに含まれる場合

(c) 入力データが学習データに含まれていない場合 1

(d) 入力データが学習データに含まれていない場合 2

図 3 「あ」から「い」への遷移に対応する合成音

Fig. 3 Resynthesized sound for the transition from ”a” to ”i”

4. ジェスチャーのデザイン

4. 1 ジェスチャー空間における５母音の位置

予備実験の結果において、手法の有効性は確認されたものの、

合成音において「い」「お」「う」の不明瞭さが指摘された。す

なわちケプストラム空間において、これらの音声を表すベクト

ルが近傍に配置されていることを意味する。その一つの原因と

して、ジェスチャー空間においても「い」「お」「う」の位置が

近接している可能性が考えられる。そこでジェスチャー空間に

おけるそれぞれの手の形の位置関係について調査した。

Ying Wuらは画像認識における論文 [6]の中で、基本的な 28

個の手の形を図 4のように定めている。これは、五指それぞれ

の曲げのばしの組み合わせ 25 = 32 個から、薬指だけを立て

るもの、薬指と人差し指を立てるもの、薬指と親指を立てるも

の、薬指、人差し指と親指を立てるもの、の実現不可能な４種

類を差し引いたものである。この 28個をそれぞれ２回ずつ計

2 × 28 = 56個のデータをデータグローブで記録し、その全て

のデータを用いて PCA を行い、18 次元のデータグローブの

データを 2次元に圧縮した。予備検討で用いた「あいうえお」

の手の形の遷移は図 5のようになった。丸で示した部分はそれ

ぞれの母音に相当する手の形がこの空間で占めるおおよその位

置を、５母音に相当する手の形をそれぞれ 4回ずつ計測した計

4 × 5 = 20 個のデータから推定したものである。合成音で不

明瞭だった「い」「お」「う」は、ジェスチャー空間においても

「い」「お」「う」が近傍に配置されていたことが分かった。この

ことから合成音において明瞭な音質を実現するためには、ジェ

スチャー空間においても５母音の位置を明確化しなくてはなら
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図 4 基本的な 28 種類の手の形

Fig. 4 The 28 basis configurations

図 5 予備検討で用いたモデルによる「あいうえお」の遷移

Fig. 5 The transition of aiueo synthesized by the first model

ない可能性があると考えられる。

4. 2 5母音のデザイン

そこで次のような方法で、ジェスチャー空間における５母音

の明確な配置を得る。まず図 4に示される手の形を、前節と同

様のデータを用いて PCA によって２次元平面上に表現する。

その結果を図 6に示す。数字は図.4のそれぞれの手の形の位置

を示している。中央の領域は、実現可能であるものの、指に負

担のかかったり、同じ姿勢を持続させるのが困難なものなどで

ある。それらを除くと、図に示すように５つのグループに分類

されることがわかる。今回は右下のグループから No.1を選ん

で「お」とし、残りの４グループからはそれぞれ形作るのが容

易な２つのジェスチャーを選んだ。５グループは図 7に示され

る収録音声の母音図の並びと対応させた。このようにして考え

られる 16通りの組み合わせを表 1に示す。この評価には峯松

らの提案する構造的表象 [7]に基づく手法を用いた。

5. 構造的表象

5. 1 音声の構造的表象

前節で述べた 16種類のデザインを比較するために導入する

図 6 28 種類の手の形の分類

Fig. 6 The classification of 28 configurations

図 7 収録音声の母音図

Fig. 7 The vowel chart for recorded speech

構造的表象について簡単に述べる。音声には、言語情報だけで

なく、音響機器の特性、周囲の環境による雑音、話者の声道長

の形状特性といった様々な歪みや雑音が混入しており、これら

が音声認識率を下げる要因となっている。近年、これらの要因

に影響を受けない、音声に内在する音響的に不変な構造を用い

た音声認識の枠組が提案されている [8], [9]. ここでは、個々の

音を絶対的な特徴量では捉えず、音と音の関係（距離）をスカ

ラー量として捉える。

5. 2 音声に内在する不変的な音響構造

音響事象空間において、音声の特徴量は時系列的にケプスト

ラムの点軌跡で表される。HMMの学習アルゴリズムを用い、

連続かつ類似したフレームをマージすることで、この軌跡を N

個の分布へと変換する。そして NC2 存在するこの分布間距離

（距離行列）を求めれば、音響構造が一意に定められる。その

枠組みを Fig.8に示す。分布間距離尺度としては変換不変性を

有するバタチャリア距離を用いる。距離行列の上三角部分を抽

出したものを構造ベクトルと呼ぶ。この特徴量は音の実体を表

し、音と音の距離（配置関係）だけを表象したパラメータとな

る。そのため構造的表象を用いた音声認識は音響機器特性や声
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表 1 16 種類のデザイン

Table 1 16 designs

No. あ い う え お

1 8 14 2 11 1

2 8 14 2 13 1

3 8 14 16 11 1

4 8 14 16 13 1

5 8 28 2 11 1

6 8 28 2 13 1

7 8 28 16 11 1

8 8 28 16 13 1

9 22 14 2 11 1

10 22 14 2 13 1

11 22 14 16 11 1

12 22 14 16 13 1

13 22 28 2 11 1

14 22 28 2 13 1

15 22 28 16 11 1

16 22 28 16 13 1

図 8 音と音のコントラストだけを用いた音声表象

Fig. 8 The speech structure only using contrasts between speech

図 9 回転とシフトを通した構造の照合

Fig. 9 The verification by rotations and shifts

道形状に頑健であることが示されている。

5. 3 手の動きと音声の構造比較

構造ベクトルには音響機器の特性、周囲の環境による雑音、

話者の声道長の形状特性や話者性といった情報がそぎ落とされ

ていて、不変的な音響構造だけが格納されている。ゆえにメディ

アが異なっていても、その本質に注目するならば、同様の考え

方が応用できるはずである。いまユークリッド空間に N × N

の距離行列対で表象される２つの N角形が存在したとき、これ

ら２つの構造ベクトルのユークリッド距離は、両構造を回転、

シフトさせて近づけたときの対応する２点間距離の総和の最小

値の近似値を与える。その様子を Fig.9に示す。そこでジェス

チャー空間における５母音の構造ベクトルとケプストラム空間

の５母音の構造ベクトルのサイズをそろえてユークリッド距離

を求めることで、この二つの構造の類似性の指標とする。

図 10 回転とシフトを通した構造の照合

平均値は 16 個のモデルの構造ベクトル間距離の平均値、

model10 は 16 個のモデルの中で構造ベクトル間距離が最

も短かったモデル、予備実験モデルは 2 のモデル
Fig. 10 The verification by rotations and shifts

図 11 16 種類のデザインの中で最適となったモデル 10 のデザイン

Fig. 11 The best design of 16 designs

5. 4 最適なデザイン

表 1 と収録音声の構造ベクトル間距離を求めた結果を図 12

に示す。16種類のデザインのうち最も構造ベクトル間距離が小

さかったのはモデル 10であった。モデル 10で５母音に相当す

る手の形を図 11に示す。このモデルが予備実験で用いたモデ

ルよりも優れていることを確認するために、モデル 10を用い

て予備実験と同様の実験を行った。モデル 10で得られたモデ

ルに「あいうえお」に相当する手の形を入力した場合のスペク

トログラムと、予備実験で得られたモデルに「あいうえお」に

相当する手の形を入力した場合のスペクトログラムをを図??に

示す。予備実験のモデルから合成した場合と比べて、モデル 10

から合成した場合はそれぞれの母音の境界がはっきりと現れて

いる。これより、デザインを比較する尺度として、構造ベクト

ル間距離が有効であることが分かった。

6. ま と め

本稿では空間写像に基づいて手の動きを入力とする音声生成

系を構築した。その際、手の形と音の対応の「尤もらしさ」に

ついては、峯松らが提案した構造的表象 [7]が有効であること

を確認し、合成音の音質の改善に成功した。今後はより多彩な

デザインについて検討を進めるとともに、音素の増加について

も考えていくつもりである。
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