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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号から、各時刻で最も優勢な調波構造を持つ優
勢音の基本周波数を推定し、前記基本周波数に基づいて前記歌声の調波構造を抽出し且つ
前記歌声が無いときには前記伴奏音から最も優勢な調波構造を持つ優勢音の調波構造を抽
出し、前記調波構造を再合成して前記伴奏音を抑制した優勢音音響信号を抽出する優勢音
音響信号抽出手段と、
　前記各時刻における前記優勢音音響信号から前記歌声が含まれている歌声区間と前記歌
声が含まれていない非歌声区間とを推定するために利用可能な歌声区間推定用特徴量を抽
出する歌声区間推定用特徴量抽出手段と、
　複数の前記歌声区間推定用特徴量に基づいて、前記歌声区間と前記非歌声区間を推定し
て、前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を出力する歌声区間推定手段と、
　各時刻における前記優勢音音響信号から、前記歌声の歌詞と前記音楽音響信号との間の
時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴量を抽出する時間的対応付け用特徴
量抽出手段と、
　前記音楽音響信号に対応する楽曲の歌詞に関して複数の音素とショートポーズとによっ
て構成された音素ネットワークを記憶する音素ネットワーク記憶手段と、
　前記時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量に対応する音素を推
定する歌声用音響モデルを備え、前記音素ネットワーク中の複数の音素と前記優勢音音響
信号とを時間的に対応付けるアラインメント動作を実行するアラインメント手段とを備え
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、前記アラインメント手段は、前記時間的対応付け用特徴量抽出手段から出力される前記
時間的対応付け用特徴量と、前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報と、前記音素ネ
ットワークとを入力として、少なくとも前記非歌声区間には音素が存在しないという条件
の下で、前記アラインメント動作を実行することを特徴とする音楽音響信号と歌詞の時間
的対応付けを自動で行うシステム。
【請求項２】
　前記歌声区間推定手段は、予め複数の学習用楽曲に基づいて学習により得られた歌声と
非歌声の複数の混合ガウス分布を記憶するガウス分布記憶手段を備え、
　前記歌声区間推定手段は、複数の前記歌声区間推定用特徴量と前記複数の混合ガウス分
布とに基づいて、前記歌声区間と前記非歌声区間を推定するように構成されている特徴と
する請求項１に記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム。
【請求項３】
　前記歌声区間推定手段は、
　前記各時刻における前記歌声区間推定用特徴量と前記混合ガウス分布とに基づいて、前
記各時刻における歌声対数尤度と非歌声対数尤度とを計算する対数尤度計算手段と、
　前記各時刻における前記歌声対数尤度と前記非歌声対数尤度との対数尤度差を計算する
対数尤度差計算手段と、
　前記音楽音響信号の全期間から得られる複数の前記対数尤度差に関するヒストグラムを
作成するヒストグラム作成手段と、
　前記ヒストグラムを、前記楽曲に依存した、歌声区間における前記対数尤度差のクラス
と非歌声区間における対数尤度差のクラスに２分割する場合に、クラス間分散を最大とす
るような閾値を決定し、該閾値を楽曲依存のバイアス調整値と定めるバイアス調整値決定
手段と、
　前記バイアス調整値を補正するために、前記バイアス調整値にタスク依存値を加算して
歌声区間を推定する際に用いる推定用パラメータを決定する推定用パラメータ決定手段と
、
　前記各時刻における前記歌声対数尤度及び前記非歌声対数尤度を前記推定用パラメータ
を用いて重み付けを行う重み付け手段と、
　前記音楽音響信号の全期間から得られる、重み付けされた複数の前記歌声対数尤度及び
重み付けされた複数の前記非歌声対数尤度を、それぞれ隠れマルコフモデルの歌声状態（
ｓＶ）の出力確率及び非歌声状態（ｓＮ）の出力確率とみなして、前記音楽音響信号の全
期間における前記歌声状態と前記非歌声状態の最尤経路を計算し、前記最尤経路から前記
音楽音響信号の全期間における前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を決定する最
尤経路計算手段とを備えている請求項２に記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを
自動で行うシステム。
【請求項４】
　前記重み付け手段は、前記歌声状態（ｓＶ）の出力確率ｌｏｇｐ（ｘ｜ｓＶ）及び前記
非歌声状態（ｓＮ）の出力確率ｌｏｇｐ（ｘ｜sＮ）を下記の式で近似し、
【数１】

【数２】

　上記式において、ＮGMM（ｘ；θＶ）は歌声の混合ガウス分布（ＧＭＭ）の確率密度関
数を表し、ＮGMM（ｘ；θＮ）は非歌声の混合ガウス分布（ＧＭＭ）の確率密度関数を表
し、θＶ及びθＮは前記複数の学習用楽曲に基づいて予め学習により定められたパラメー
タであり、ηは前記推定用パラメータであり、
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　前記最尤経路計算手段は、前記最尤経路を下記の式を用いて計算し、
【数３】

　上記式において、ｐ（ｘ｜sｔ）は状態sｔの出力確率を表し、ｐ（sｔ＋１｜sｔ）は、
状態sｔから状態sｔ＋１への遷移確率を表している請求項３に記載の音楽音響信号と歌詞
の時間的対応付けを自動で行うシステム。
【請求項５】
　前記アラインメント手段は、ビタビアラインメントを用いて前記アラインメント動作を
実行するように構成され、
　前記ビタビアラインメントの実行において、前記非歌声区間には音素が存在しないとい
う条件として、少なくとも前記非歌声区間をショートポーズとする条件を定め、前記ショ
ートポーズにおいては、他の音素の尤度をゼロとして、前記アラインメント動作を実行す
ることを特徴とする請求項１に記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行う
システム。
【請求項６】
　前記歌声用音響モデルは、話し声用の音響モデルのパラメータを、歌声と伴奏音を含む
楽曲中の前記歌声の音素を認識できるように再推定して得た音響モデルである請求項１に
記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム。
【請求項７】
　前記音響モデルは、歌声だけを含む単独歌唱の適応用音楽音響信号と、該適応用音楽音
響信号に対する適応用音素ラベルとを用いて、前記話し声用音響モデルのパラメータを、
前記適応用音楽音響信号から前記歌声の音素を認識できるように再推定して得た単独歌唱
用の音響モデルである請求項６に記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行
うシステム。
【請求項８】
　前記音響モデルは、
　歌声だけを含む単独歌唱の適応用音楽音響信号と、該適応用音楽音響信号に対する適応
用音素ラベルとを用いて、前記話し声用音響モデルのパラメータを、前記適応用音楽音響
信号から前記歌声の音素を認識できるように再推定して得た単独歌唱用の音響モデルを用
意し、
　前記歌声に加えて伴奏音を含む適応用音楽音響信号から抽出した前記歌声を含む最も優
勢な音の優勢音音響信号と、該優勢音音響信号に対する適応用音素ラベルとを用いて、前
記単独歌唱用の音響モデルのパラメータを、前記優勢音音響信号から前記歌声の音素を認
識できるように再推定して得た分離歌声用の音響モデルである請求項６に記載の音楽音響
信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム。
【請求項９】
　前記音響モデルは、
　歌声だけを含む単独歌唱の適応用音楽音響信号と、該適応用音楽音響信号に対する適応
用音素ラベルとを用いて、前記話し声用音響モデルのパラメータを、前記適応用音楽音響
信号から前記歌声の音素を認識できるように再推定して得た単独歌唱用の音響モデルを用
意し、
　次に前記歌声に加えて伴奏音を含む適応用音楽音響信号から抽出した前記歌声を含む最
も優勢な音の優勢音音響信号と、該優勢音音響信号に対する適応用音素ラベルとを用いて
、前記単独歌唱用の音響モデルのパラメータを、前記優勢音音響信号から前記歌声の音素
を認識できるように再推定して得た分離歌声用の音響モデルを用意し、
　次に前記時間的対応付け用特徴量記憶手段に記憶されている前記複数の時間的対応付け
用特徴量と前記音素ネットワークに記憶されている前記音素ネットワークとを用いて、前
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記分離歌声用の音響モデルのパラメータを前記優勢音音響信号抽出手段に入力された前記
音楽音響信号の前記楽曲を歌う特定の歌手の音素を認識できるように推定して得た特定歌
手用の音響モデルである請求項６に記載の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で
行うシステム。
【請求項１０】
　歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号から、各時刻で最も優勢な調波構造を持つ優
勢音の基本周波数を推定し、前記基本周波数に基づいて前記歌声の調波構造を抽出し且つ
前記歌声が無いときには前記伴奏音から最も優勢な調波構造を持つ優勢音の調波構造を抽
出し、前記調波構造を再合成して前記伴奏音を抑制した優勢音音響信号を優勢音音響信号
抽出手段が抽出する優勢音音響信号抽出ステップと、
　前記各時刻における前記優勢音音響信号から前記歌声が含まれている歌声区間と前記歌
声が含まれていない非歌声区間とを推定するために利用可能な歌声区間推定用特徴量を歌
声区間推定用特徴量抽出手段が抽出する歌声区間推定用特徴量抽出ステップと、
　複数の前記歌声区間推定用特徴量に基づいて、前記歌声区間と前記非歌声区間を歌声区
間推定手段推定して、前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を出力する歌声区間推
定ステップと、
　各時刻における前記優勢音音響信号から、前記歌声の歌詞と前記音楽音響信号との間の
時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴量を時間的対応付け用特徴量抽出手
段が抽出する時間的対応付け用特徴量抽出ステップと、
　前記音楽音響信号に対応する楽曲の歌詞に関して複数の音素とショートポーズとによっ
て構成された音素ネットワークを音素ネットワーク記憶手段に記憶する記憶ステップと、
　前記時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量に対応する音素を推
定する歌声用音響モデルを備え、前記音素ネットワーク中の複数の音素と前記優勢音音響
信号とを時間的に対応付けるアラインメント動作をアラインメント手段が実行するアライ
ンメントステップとからなり、
　前記アラインメントステップでは、アラインメント手段が、前記時間的対応付け用特徴
量抽出ステップで得られる前記時間的対応付け用特徴量と、前記歌声区間と前記非歌声区
間に関する情報と、前記音素ネットワークとを入力として、少なくとも前記非歌声区間に
は音素が存在しないという条件の下で、前記アラインメント動作を実行することを特徴と
する音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行う方法。
【請求項１１】
　歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを行うためにコンピ
ュータを、
　前記音楽音響信号から、各時刻で最も優勢な調波構造を持つ優勢音の基本周波数を推定
し、前記基本周波数に基づいて前記歌声の調波構造を抽出し且つ前記歌声が無いときには
前記伴奏音から最も優勢な調波構造を持つ優勢音の調波構造を抽出し、前記調波構造を再
合成して前記伴奏音を抑制した優勢音音響信号を抽出する優勢音音響信号抽出手段と、
　前記各時刻における前記優勢音音響信号から前記歌声が含まれている歌声区間と前記歌
声が含まれていない非歌声区間とを推定するために利用可能な歌声区間推定用特徴量を抽
出する歌声区間推定用特徴量抽出手段と、
　複数の前記歌声区間推定用特徴量に基づいて、前記歌声区間と前記非歌声区間を推定し
て、前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を出力する歌声区間推定手段と、
　各時刻における前記優勢音音響信号から、前記歌声の歌詞と前記優勢音音響信号との間
の時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴量を抽出する時間的対応付け用特
徴量抽出手段と、
　前記音楽音響信号に対応する楽曲の歌詞に関して複数の音素とショートポーズとによっ
て構成された音素ネットワークを記憶する音素ネットワーク記憶手段と、
　前記時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量に対応する音素を推
定する歌声用音響モデルを備え、前記音素ネットワーク中の複数の音素と前記優勢音音響
信号とを時間的に対応付けるアラインメント動作を実行するアラインメント手段として機
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能させ、
　前記アラインメント手段に、前記時間的対応付け用特徴量抽出手段から出力される前記
時間的対応付け用特徴量と、前記歌声区間と前記非歌声区間に関する情報と、前記音素ネ
ットワークとを入力として、少なくとも前記非歌声区間には音素が存在しないという条件
の下で、前記アラインメント動作を実行させるための音楽音響信号と歌詞の時間的対応付
け用プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号と歌詞との時間的対応付け（アラ
インメント）を自動で行うシステム及び方法並びに該システムで用いるプログラムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンパクトディスク（ＣＤ）などの記録媒体に記録されたディジタル音楽データ（音楽
音響信号）のうち、特に、人の音声（例えば歌声）と人の音声以外の音（例えば伴奏音）
とで構成されるディジタル音楽データを再生する際に、人の音声の発話内容（すなわち歌
詞）を伴奏音と時間的に同期させながら視覚的に表示させる技術は、いわゆるカラオケ装
置などでよく使用されている。
【０００３】
　しかし、従来のカラオケ装置の場合、伴奏音とその歌手の歌声とは正確に同期しておら
ず、その音楽の歌詞が楽譜上で予定されているテンポで順次画面上に表示されているにす
ぎない。そのため、実際の発話のタイミングと画面上の表示とが大きくずれることも多い
。しかも、伴奏音と歌声の同期作業は、人間の手を介して行われるものであり、かなりの
人的労力を必要とする。
【０００４】
　ところで、いわゆる音声認識技術に代表されるように、人の発話内容を解析する技術が
知られている。この技術は、伴奏音がない歌声（これを「単独歌唱」という。）のディジ
タル音楽データからその発話内容（歌詞）を認識するというものである。これについては
いくつかの研究結果が報告されている。しかしながら、伴奏音の影響を一切考慮しない音
声認識技術を、市販のコンパクトディスク（ＣＤ）またはインターネット等の電気通信回
線を通じて配信されるディジタル音楽データにそのまま適用することは極めて困難である
。
【０００５】
　伴奏音を含む歌唱に関する研究としては、各音素の持続する時間長を学習し、歌声を複
数の区間に割り振るものが知られている（下記非特許文献１参照）。この技術は、ビート
トラッキングやさび部分の検出など高次の情報を利用する。しかしながら、この技術は音
韻的な特徴（例えば、母音や子音など）を全く考慮していない。そのため、正解率がそれ
ほど高くないという問題がある。また、拍子やテンポなどについての制約が大きいため、
多くの種類の楽曲に適用することができないという問題もある。
【０００６】
　また特開２００１－１１７５８２号公報（特許文献１）には、カラオケ装置において、
歌唱者（入力者）の歌声の音素列と特定の歌手の歌声の音素列とをアラインメント手段を
利用して対応付けする技術が開示されている。しかしながらこの公報には、音楽音響信号
と歌詞とを時間的に対応付ける技術は何も開示されていない。
【０００７】
　また特開２００１－１２５５６２号公報（特許文献２）には、歌声と伴奏音とを含む混
合音の音楽音響信号から、各時刻において歌声を含む最も優勢な音高の音高推定を行って
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優勢音音響信号を抽出する技術が開示されている。この技術を用いると、音楽音響信号か
ら伴奏音を抑制した優勢音音響信号を抽出することができる。
【０００８】
　そして藤原弘将、奥乃博、後藤真孝他が、「伴奏音抑制と高信頼度フレーム選択に基づ
く楽曲の歌手名同定手法」と題する論文［情報処理学会論文誌Vol.47 No.6（発表：2006.
6）］（非特許文献２）にも、特許文献２に示された伴奏音を抑制する技術が開示されて
いる。またこの論文には、歌声と非歌声を学習させた２つの混合ガウス分布（GMM）を用
いて、優勢音音響信号から歌声区間と非歌声区間を検出する技術が開示されている。さら
にこの論文には、歌声に関する特徴量としてLPCメルケプストラムを用いることが開示さ
れている。
【非特許文献１】Ye Wang, et al.; LyricAlly: Automatic Synchronization of Acousti
c Musical Signals and Textual Lyrics,　Proceeding of the 12th ACM International 
Conference on Multimedia, October 10-15, 2004.
【非特許文献２】藤原弘将、奥乃博、後藤真孝他著の「伴奏音抑制と高信頼度フレーム選
択に基づく楽曲の歌手名同定手法」と題する論文［情報処理学会論文誌Vol.47 No.6（発
表：2006.6）］
【特許文献１】特開２００１－１１７５８２号公報
【特許文献２】特開２００１－１２５５６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　人の音声（例えば歌声）と人の音声以外の音（例えば伴奏音）とで構成される音楽音響
信号及び歌詞情報から、伴奏音と忠実に同期して歌詞を表示させるためには、時間情報を
含む歌詞、換言すると、演奏の開始時刻から何秒後にその歌詞が発話されるのかという時
間情報（本明細書ではこれを「時間タグ情報」という。）を伴う歌詞を得ることが必要と
なる。
【００１０】
　歌詞自体はテキストデータ（テキスト形式のディジタル情報）として容易に入手するこ
とはできる。この「歌詞のテキストデータ」と、「その歌詞を発声する歌声を伴う音楽音
響信号（ディジタル音楽データ）」とを用いて、「時間タグ付きの歌詞」を生成すること
を、実用可能な程度の精度（正解率）で完全自動化させる技術が切望されている。
【００１１】
　伴奏音を含む音楽音響信号と歌詞とを時間的に対応させる上で音声認識技術は有用な技
術である。しかしながら歌声が全く存在しない区間（本明細書ではこれを「無発声区間」
または「非歌声区間」という。）の影響が、時間的対応付けの精度（正解率）を極端に低
下させることが本件発明者らの研究により明らかとなった。
【００１２】
　本発明の目的は、非歌声区間の影響により、時間的対応付けの精度が低下するのを抑制
することができる音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム及び方法、
並びにシステムに用いるプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステムは、優勢音音響信
号抽出手段と、歌声区間推定用特徴量抽出手段と、歌声区間推定手段と、時間的対応付け
用特徴量抽出手段と、音素ネットワーク記憶手段と、アラインメント手段とを有する。
【００１４】
　優勢音音響信号抽出手段は、歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号から、各時刻（
例えば１０ｍsec毎)において歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号を抽出する。なお
この優勢音音響信号の抽出技術は、前述の特許文献２及び非特許文献２において使用され
ている抽出技術と同じである。
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【００１５】
　歌声区間推定用特徴量抽出手段は、各時刻（例えば１０ｍsec毎)における優勢音音響信
号から歌声が含まれている歌声区間と歌声が含まれていない非歌声区間とを推定するため
に利用可能な歌声区間推定用特徴量を抽出する。ここで利用可能な歌声区間推定用特徴量
は、具体的な実施の形態では、１３次元の特徴量である。より具体的には、歌声状態と非
歌声状態の識別のためのスペクトル特徴量として、ＬＰＣメルケプストラム及び基本周波
数のＦ０の微分係数ΔＦ０を用いることができる。
【００１６】
　歌声区間推定手段は、複数の歌声区間推定用特徴量に基づいて、歌声区間と非歌声区間
を推定して、歌声区間と非歌声区間に関する情報を出力する。
【００１７】
　また時間的対応付け用特徴量抽出手段は、各時刻における優勢音音響信号から、歌声の
歌詞と前記優勢音音響信号との間の時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴
量を抽出する。具体的な実施の形態では、時間的対応付け用特徴量として、音素の共鳴特
性等の２５次元の特徴量を抽出する。
【００１８】
　なお歌声区間推定用特徴量抽出手段及び時間的対応付け用特徴量抽出手段により抽出し
た結果は、それぞれの手段に記憶部を設けておき、少なくとも１曲分を記憶部に記憶して
おき、後の処理の際に利用するようにしてもよい。
【００１９】
　音素ネットワーク記憶手段は、音楽音響信号に対応する楽曲の歌詞に関して複数の音素
とショートポーズとによって構成された音素ネットワークを記憶する。このような音素ネ
ットワークは、例えば、歌詞を音素列に変換し、その後、フレーズの境界を複数個のショ
ートポーズに変換し、単語の境界を１個のショートポーズに変換することにより、日本語
の歌詞であれば母音とショートポーズのみからなる音素列を用いて構成するのが好ましい
。また英語の歌詞であれば、英語の音素とショートポーズのみからなる音素列を用いて音
素ネットワークを構成するのが好ましい。
【００２０】
　アラインメント手段は、時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量
に対応する音素を推定する歌声用音響モデルを備えている。そしてアラインメント手段は
、音素ネットワーク中の複数の音素と優勢音音響信号とを時間的に対応付けるアラインメ
ント動作を実行する。具体的には、アラインメント手段は、時間的対応付け用特徴量抽出
手段から出力される時間的対応付け用特徴量と、歌声区間と非歌声区間に関する情報と、
音素ネットワークとを入力として、歌声用音響モデルを用いて、少なくとも非歌声区間に
は音素が存在しないという条件の下で、アラインメントを実行して、音楽音響信号と歌詞
の時間的対応付けを自動で行う。
【００２１】
　本発明によれば、歌声区間及び非歌声区間の推定に用いるのに適した特徴量（歌声区間
推定用特徴量）と、歌詞との時間的対応付けに用いるのに適した特徴量（時間的対応付け
用特徴量）とを、優勢音音響信号からそれぞれ別個に抽出しているので、歌声区間及び非
歌声区間の推定精度及び時間的対応付け精度を高くすることができる。特に、本発明によ
れば、アラインメント手段では、話し声用音響モデルを使用せずに、時間的対応付け用特
徴量に対応する音素を推定する歌声用音響モデルを使用しているので、話し声とは異なる
歌声の特徴を考慮したより精度の高い音素の推定を行うことができる。さらにアラインメ
ント手段は、少なくとも非歌声区間には音素が存在しないという条件の下で、アラインメ
ント動作を実行するので、非歌声区間の影響を極力排除した状態で、音素ネットワーク中
の複数の音素と各時刻における優勢音音響信号とを時間的に対応付けることができる。し
たがって本発明によれば、アラインメント手段の出力を用いて、音楽音響信号に同期した
時間タグ付きの歌詞データを自動で得ることができる。
【００２２】
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　歌声区間推定手段の構成は、推定精度が高いものであれば、どのような構成のものでも
任意である。例えば、歌声区間推定手段に、予め複数の学習用楽曲に基づいて学習により
得られた歌声と非歌声の複数の混合ガウス分布を記憶するガウス分布記憶手段を設ける。
そして、音楽音響信号から得た複数の歌声区間推定用特徴量と複数の混合ガウス分布とに
基づいて、歌声区間と非歌声区間を推定するように、歌声区間推定手段を構成することが
できる。このように事前の学習により得られた混合ガウス分布に基づいて、歌声区間と非
歌声区間とを推定すると、高い精度で歌声区間と非歌声区間とを推定することができ、ア
ラインメント手段におけるアラインメント精度を高くすることができる。
【００２３】
　このような歌声区間推定手段は、対数尤度計算手段と、対数尤度差計算手段と、ヒスト
グラム作成手段と、バイアス調整値決定手段と、推定用パラメータ決定手段と、重み付け
手段と、最尤経路計算手段とから構成することができる。対数尤度計算手段は、音楽音響
信号の最初から最後までの期間中の各時刻における歌声区間推定用特徴量と事前に記憶し
た混合ガウス分布とに基づいて、各時刻における歌声対数尤度と非歌声対数尤度とを計算
する。そして対数尤度差計算手段は、各時刻における歌声対数尤度と非歌声対数尤度との
対数尤度差を計算する。ヒストグラム作成手段は、推定に先立つ前処理において、優勢音
音響信号の全期間から得られる複数の対数尤度差に関するヒストグラムを作成する。そし
てバイアス調整値決定手段は、作成したヒストグラムを、楽曲に依存した、歌声区間にお
ける対数尤度差のクラスと非歌声区間における対数尤度差のクラスに２分割する場合に、
クラス間分散を最大とするような閾値を決定し、この閾値を楽曲依存のバイアス調整値と
定める。また推定用パラメータ決定手段は、バイアス調整値を補正するため（アラインメ
ントの精度を高めるため又は歌声区間を広げる調整のため）に、バイアス調整値にタスク
依存値を加算して歌声区間を推定する際に用いる推定用パラメータを決定する。そして重
み付け手段は、各時刻における歌声対数尤度及び非歌声対数尤度を推定用パラメータを用
いて重み付けを行う。なおこの際に使用する歌声対数尤度及び非歌声対数尤度は、前処理
の際に求めたものを使用してもよいが、あらたに計算をしてもよいのは勿論である。なお
前処理の計算結果を利用する場合には、対数尤度計算手段に記憶機能を持たせておけばよ
い。最尤経路計算手段は、音楽音響信号の全期間から得られる、重み付けされた複数の歌
声対数尤度及び重み付けされた複数の非歌声対数尤度を、それぞれ隠れマルコフモデルの
歌声状態（ＳＶ）の出力確率及び非歌声状態（ＳＮ）の出力確率とみなす。そして最尤経
路計算手段は、音楽音響信号の全期間における歌声状態と非歌声状態の最尤経路を計算し
、最尤経路から音楽音響信号の全期間における歌声区間と非歌声区間に関する情報を決定
する。なお対数尤度差決定手段、ヒストグラム作成手段、バイアス調整値決定手段及び推
定用パラメータ決定手段は、本発明のシステムで歌声区間を推定する前の前処理において
、音楽音響信号に対して使用される。前処理により得た推定用パラメータを用いた重み付
け手段による重み付けを、各時刻における歌声対数尤度及び非歌声対数尤度に対して行う
と、後の最尤経路計算手段における歌声区間と非歌声区間の境界部の調整を、適切に調整
することができる。なお推定動作時においては、歌声区間推定用特徴量抽出手段から各時
刻において出力される歌声区間推定用特徴量から、対数尤度計算手段が計算した歌声対数
尤度及び非歌声対数尤度に、直接重み付けを行って、最尤経路を計算することになる。こ
のような前処理によって対数尤度差のヒストグラムを利用して、歌声対数尤度及び非歌声
対数尤度のバイアス調整値（閾値）を決定すると、音楽音響信号に合ったバイアス調整値
を決定することができる。このバイアス調整値（閾値）は、歌声状態と非歌声状態との境
界部を決定する。そしてバイアス調整値により定めた推定用パラメータを用いて重み付け
を行うと、楽曲ごとの音楽音響信号の音響的特性の違いによって現れる歌声区間推定用特
徴量の傾向に合わせて、歌声状態と非歌声状態との境界部を中心にして歌声対数尤度及び
非歌声対数尤度を調整することができ、歌声区間及び非歌声区間の境界を、個々の楽曲に
合わせて適切に設定することができる。
【００２４】
　なお最尤経路計算手段においては、以下のようにして、最尤経路を計算することができ
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る。すなわち歌声状態（ｓＶ）の出力確率ｌｏｇｐ（ｘ｜ｓＶ）及び非歌声状態（ｓＮ）
の出力確率ｌｏｇｐ（ｘ｜ｓＮ）を下記の式で近似する。
【数１】

【数２】

【００２５】
　上記式において、ＮGMM（ｘ；θＶ）は歌声の混合ガウス分布（ＧＭＭ）の確率密度関
数を表し、ＮGMM（ｘ；θＮ）は非歌声の混合ガウス分布（ＧＭＭ）の確率密度関数を表
す。またθＶ及びθＮは複数の学習用楽曲に基づいて予め学習により定められたパラメー
タであり、ηは推定用パラメータである。最尤経路を下記の式を用いて計算すればよい。

【数３】

【００２６】
　上記式において、ｐ（ｘ｜ｓｔ）は状態Ｓｔの出力確率を表す。そしてｐ（ｓｔ＋１｜
ｓｔ）は、状態ｓｔから状態ｓｔ＋１への遷移確率を表している。
【００２７】
　上記式を用いて最尤経路を計算すれば、音楽音響信号の全期間における歌声区間と非歌
声区間に関するより正確な情報を得ることができる。
【００２８】
　アラインメント手段は、ビタビアラインメントを用いてアラインメント動作を実行する
ように構成されたものを用いることができる。ここで「ビタビアラインメント」とは、音
声認識の技術分野において知られるもので、音響信号と文法（アラインメント用の音素列
）の間の最尤経路を探索するビタビアルゴリズムを用いた最適解探索手法の一つである。
ビタビアラインメントの実行においては、「非歌声区間には音素が存在しないという条件
」として、少なくとも非歌声区間をショートポーズとする条件を定める。そしてショート
ポーズにおいては、他の音素の尤度をゼロとして、アラインメント動作を実行する。この
ようにするとショートポーズの区間においては、他の音素の尤度がゼロになるため、歌声
区間情報を利用することができ、精度の高いアラインメントを行うことができる。
【００２９】
　また使用する歌声用音響モデルとして、話し声用の音響モデルのパラメータを、歌声と
伴奏音を含む楽曲中の歌声の音素を認識できるように再推定して（学習して）得た音響モ
デルを用いることができる。歌声用音響モデルとしては、歌声の発話内容（歌詞）に対し
てアラインメントを行うため、大量の歌声のデータから学習されたモデルを使用すること
が理想的である。しかしながら、現段階ではそのようなデータベースは構築されていない
。そこで話し声用の音響モデルのパラメータを、歌声と伴奏音を含む楽曲中の歌声の音素
を認識できるように再推定して（学習して）得た音響モデルを用いれば、話し声用の音響
モデルを使用する場合よりも、高い精度で歌声の音素を認識することが可能になる。
【００３０】
　なおこのような歌声用音響モデルとしては、歌声だけを含む単独歌唱の適応用音楽音響
信号と、該適応用音楽音響信号に対する適応用音素ラベルとを用いて、話し声用音響モデ
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ルのパラメータを、適応用音楽音響信号から歌声の音素を認識できるように再推定して得
た単独歌唱用の音響モデルを用いることができる。この音響モデルでは、伴奏音が無いか
または伴奏音が歌声に比べて小さい場合に適している。
【００３１】
　また歌声用音響モデルとしては、歌声に加えて伴奏音を含む適応用音楽音響信号から抽
出した歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号と、該優勢音音響信号に対する適応用音
素ラベルとを用いて、前述の単独歌唱用の音響モデルのパラメータを、優勢音音響信号か
らの音素を認識できるように再推定して得た分離歌声用の音響モデルを用いることができ
る。このような分離歌声用の音響モデルは、歌声と同様に伴奏音が大きい場合に適してい
る。
【００３２】
　さらに歌声用音響モデルとしては、時間的対応付け用特徴量記憶手段に記憶されている
複数の時間的対応付け用特徴量と音素ネットワークに記憶されている音素ネットワークと
を用いて、前述の分離歌声用の音響モデルのパラメータを優勢音音響信号抽出手段に入力
された音楽音響信号の楽曲を歌う特定の歌手の音素を認識できるように推定して得た特定
歌手用の音響モデルを用いることができる。この特定歌手用の音響モデルは、歌手を特定
した音響モデルであるため、アラインメントの精度を最も高くすることができる。
【００３３】
　なお音楽音響信号に時間的に対応付けられた歌詞を、表示画面上に表示させながら音楽
音響信号を再生する音楽音響信号再生装置において、本発明のシステムを用いて音楽音響
信号に時間的に対応付けられた歌詞を表示画面に表示させると、再生される音楽と画面に
表示される歌詞とを同期させて表示画面に表示することができる。
【００３４】
　本発明の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行う方法では、次のようにして
、時間的対応付けを行う。まず歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号から、各時刻に
おいて歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号を優勢音音響信号抽出手段が抽出する（
優勢音音響信号抽出ステップ）。次に各時刻における優勢音音響信号から歌声が含まれて
いる歌声区間と歌声が含まれていない非歌声区間とを推定するために利用可能な歌声区間
推定用特徴量を歌声区間推定用特徴量抽出手段が抽出する（歌声区間推定用特徴量抽出ス
テップ）。そして複数の歌声区間推定用特徴量に基づいて、歌声区間と非歌声区間を歌声
区間推定手段が推定して、歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を出力する（歌声区間
推定ステップ）。また各時刻における優勢音音響信号から、歌声の歌詞と音楽音響信号と
の間の時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴量を時間的対応付け用特徴量
抽出手段が抽出する（時間的対応付け用特徴量抽出ステップ）。さらに音楽音響信号に対
応する楽曲の歌詞の複数の音素が、該複数の音素の隣りあう二つの音素の時間的間隔が調
整可能に繋がって構成された音素ネットワークを音素ネットワーク記憶手段に記憶する（
記憶ステップ）。そして時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量に
対応する音素を推定する歌声用音響モデルを備え、音素ネットワーク中の複数の音素と優
勢音音響信号とを時間的に対応付けるアラインメント動作をアラインメント手段が実行す
る（アラインメントステップ）。このアラインメントステップでは、アラインメント手段
が、時間的対応付け用特徴量抽出ステップで得られる時間的対応付け用特徴量と、歌声区
間と非歌声区間に関する情報と、音素ネットワークとを入力として、歌声用音響モデルを
用いて、少なくとも非歌声区間には音素が存在しないという条件の下で、アラインメント
動作を実行する。
【００３５】
　また本発明は、歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを行
うためにコンピュータを利用する場合において、コンピュータを前述の優勢音音響信号抽
出手段と、歌声区間推定用特徴量抽出手段と、歌声区間推定手段と、時間的対応付け用特
徴量抽出手段と、音素ネットワーク記憶手段と、アラインメント手段として機能させるプ
ログラムとして特定することができる。なおこのプログラムは、コンピュータ読み取り可
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能な記録媒体に記録されていてもよいのは勿論である。
【００３６】
　なお表示画面上に歌詞を表示させながら音楽ディジタルデータを再生するための音楽音
響信号再生装置において、本発明に係る音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けプログラム
を実行させることができる。この場合には、予め時間情報を伴う歌詞を生成した後で表示
画面上に歌詞を表示させる。そして表示画面上に歌詞を表示させた状態で、表示された歌
詞の表示部分をポインタにより選択する。このようにすると、選択された歌詞の一部に相
当する時間情報を元に、その部分から音楽音響信号の再生を行うように構成してもよい。
また事前に本発明のシステムで予め生成した時間情報を伴う歌詞を音楽音響信号再生装置
に設けたハードディスク等の記憶手段に記憶させておいてもよく、またネットワーク上の
サーバーに記憶させておいてもよい。そして音楽音響信号再生装置による音楽ディジタル
データの再生と同期させて、記憶手段に記憶したまたはネットワーク上のサーバーから取
得した時間情報を伴う歌詞を表示画面上に表示するようにしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下図面を参照して、本発明の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシス
テム及びその方法の実施の形態の一例について詳細に説明する。図１は、音楽音響信号と
歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム１の実施の形態をコンピュータを用いて実現
する場合に、コンピュータ内に実現される機能実現手段の構成を示すブロックである。ま
た図２は、図１の実施の形態をプログラムをコンピュータで実行することにより実施する
場合のステップを示すフローチャートである。このシステム１は、音楽音響信号記憶手段
３と、優勢音音響信号抽出手段５と、歌声区間推定用特徴量抽出手段７と、歌声区間推定
手段９と、時間的対応付け用特徴量抽出手段１１と、音素ネットワーク記憶手段１３と、
歌声用音響モデル１５を備えたアラインメント手段１７とを備えている。
【００３８】
　本発明は上記技術的課題を効果的に達成するための基本的なアプローチとして、大きく
以下の３つのステップを実行する。
【００３９】
　ステップ１：伴奏音抑制
　ステップ２：歌声区間検出
　ステップ３：アラインメント（時間的対応付け）
　ステップ１を実行するために、音楽音響信号記憶手段３には、対象とする歌声と伴奏音
とを含む複数の楽曲の音楽音響信号が記憶されている。優勢音音響信号抽出手段５は、図
３に示すフローチャートに従って、歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号Ｓ１から、
各時刻（具体的には１０ｍsec毎)において歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号Ｓ２
を抽出する。本実施の形態においては、優勢音音響信号とは、伴奏音が抑制された信号と
見ることができる。優勢音音響信号の抽出技術は、前述の特開２００１－１２５５６２号
公報（特許文献２）及び非特許文献２に示された抽出技術と同じである。歌声と伴奏音と
を含む楽曲の音楽音響信号Ｓ１の信号波形は、例えば図４（Ａ）に示すような信号波形で
あり、優勢音音響信号抽出手段５が出力する伴奏音が抑制された優勢音音響信号Ｓ２の信
号波形は、図４（Ｄ）に示すよう信号波形である。以下優勢音音響信号の抽出方法につい
て説明する。
【００４０】
　まず歌声と伴奏音とを含む楽曲（混合音）の音楽音響信号から、後述する歌声区間推定
用特徴量及び時間的対応付け用特徴量［メロディ（歌声）の音韻的特徴を表す特徴量等］
を抽出するためには、音楽音響信号から伴奏音の影響を低減させた優勢音音響信号を得る
ことが必要である。そこで優勢音音響信号抽出手段５では、図３に示す以下の３つのステ
ップを実行する。
【００４１】
　ＳＴ１：メロディ（歌声）の基本周波数Ｆ０を推定する。
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【００４２】
　ＳＴ２：推定された基本周波数に基づいて、メロディ（歌声）の調波構造を抽出する。
【００４３】
　ＳＴ３：抽出された調波構造を優勢音音響信号に再合成する。
【００４４】
　なお、優勢音音響信号には、間奏などの区間では歌声以外の音響信号（伴奏音や無音）
を含んでいる場合がある。したがって本実施の形態では、伴奏音の「除去」ではなく伴奏
音の「低減」と表現する。以下ステップＳＴ１乃至ＳＴ３について説明する。
【００４５】
（ＳＴ１：Ｆ０推定処理について）
　メロディ（歌声）の基本周波数の推定方法には種々の方法が知られている。例えば、音
源数を仮定しない音高推定手法（PreFEst）により、基本周波数を推定する方法を用いる
ことができる（例えば、後藤 真孝著 "音楽音響信号を対象としたメロディとベースの音
高推定"、電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J84-D-II, No.1, pp.12-22, January 2001
.参照）。ここで、PreFEstはメロディとベースの基本周波数Ｆ０を推定する手法として知
られている。制限された周波数帯域において、各時刻で最も優勢な調波構造（つまり、最
も大きな音）を持つ優勢音の基本周波数Ｆ０を推定する手法である。この音高推定手法（
PreFEst）では、調波構造の形状を表す確率分布をあらゆる音高（基本周波数）に対して
用意する。そして、それらの混合分布（加重混合＝重み付き和）として入力の周波数成分
をモデル化する。
【００４６】
　メロディ（歌声）は中高域の周波数帯域において、各時刻で最も優勢な調波構造を持つ
場合が多い。そこで周波数帯域を適切に制限することで、メロディ（歌声）の基本周波数
Ｆ０を推定することができる。以下、PreFEstの概要について説明する。なお、以下の説
明で用いられるｘはcentの単位で表される対数周波数軸上の周波数であり、（ｔ）は時間
を表すものとする。また、centは、本来は音高差（音程）を表す尺度であるが、本明細書
では、４４０×２｛(3/12)-5｝ ［Ｈｚ］を基準として、次式のように絶対的な音高を表
す単位として用いる。

【数４】

【００４７】
　パワースペクトルΨp

(t)（ｘ）に対して、メロディの周波数成分の多くが通過するよう
に設計された帯域通過フィルタ（Band Pass Filter）を用いる。例えば、4800cent以上の
成分を通過させるフィルタを用いるのが好ましい。フィルタを通過後の周波数成分は、
　　ＢＰＦ（ｘ）・Ψp

(t)（ｘ）
と表される。但し、ＢＰＦ（ｘ）はフィルタの周波数応答である。以後の確率的処理を可
能にするため、フィルタを通過後の周波数成分を確率密度関数（ＰＤＦ）として、以下の
ように表現する。
【数５】

【００４８】
　その後、周波数成分の確率密度関数ＰＤＦが、全ての可能な基本周波数Ｆ０に対応する
音モデル（確率分布）の重み付き和からなる確率モデル：
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【数６】

【００４９】
から生成されたと考える。
【００５０】
　ここで、ｐ（ｘ｜Ｆ）は、それぞれのＦ０についての音モデルであり、Ｆｈは取りうる
Ｆ０の上限値を表し、Ｆｌは取りうるＦ０の下限値を表すものとする。また、ｗ(t)（Ｆ
）は音モデルの重みであり、
【数７】

【００５１】
を満たす。すなわち、音モデルとは典型的な調波構造を表現した確率分布である。そして
、ＥＭ（Expectation Maximization）アルゴリズムを用いてｗ(t)（Ｆ）を推定し、推定
したｗ(t)（Ｆ）を基本周波数Ｆ０の確率密度関数（ＰＤＦ）と解釈する。最終的に、ｗ(

t)（Ｆ）の中の優勢なピークの軌跡をマルチエージェントモデルを用いて追跡することで
、メロディ（歌声）のＦ０系列（Ｆ０　Estimation）を得る。図４は、このようにして取
得したＦ０系列（Ｆ０　Estimation）を示している。
【００５２】
（ＳＴ２：調波構造抽出）
　このようにして推定された基本周波数Ｆ０に基づいて、メロディの調波構造の各倍音成
分のパワーを抽出する。各周波数成分の抽出には、前後ｒcentずつの誤差を許容し、この
範囲で最もパワーの大きなピークを抽出する。ｌ次倍音（ｌ＝１，・・・，Ｌ）のパワー
Ａlと周波数Ｆlは、以下のように表される。

【数８】

【００５３】
　ここで、Ｓ（Ｆ）はスペクトルを表し、Ｆの上部にバー（－）のある記号は、PreFEst
によって推定された基本周波数Ｆ０を表す。本願発明者らの実験では、ｒの値として２０
を用いて調波構造の抽出を実施し、後述のとおりその効果を確認した。図４（Ｃ）は、抽
出した各周波数成分の調波構造を示している。
【００５４】
（ＳＴ３：再合成）
　抽出された調波構造を正弦波重畳モデルに基づいて再合成することで、各時刻において
歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号を得る。ここで時刻ｔにおけるｌ次倍音の周波
数をＦl

(t)とし、振幅をＡl
(t)と表す。各フレーム間（時刻ｔと時刻ｔ＋１との間）の周

波数が線形に変化するように、位相の変化を２次関数で近似する。また、各フレーム間の
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振幅の変化は１次関数で近似する。再合成された優勢音音響信号ｓ（ｋ）は、以下のよう
に表される。なお以下の式でθl（ｋ）は、ｌ次倍音の時刻ｋにおける位相であり、ｓl（
ｋ）は、ｌ次倍音の時刻ｋにおける波形である。
【数９】

【００５５】
　ここで、ｋは時間（単位：秒）を表し、時刻ｔにおいてｋ＝０とする。また、Ｋは（ｔ
）と（ｔ＋１）の時間の差、つまりフレームシフトを秒の単位で表す。
【００５６】
　θl,0

(t)は、位相の初期値を表し、入力信号の先頭のフレームでは、θl,0
(t)＝０とす

る。以後のフレームでは、θl,0
(t)は、前フレームのｌ次倍音の周波数Ｆl

(t-1)と、初期
位相θl,0

(t-1)とを用いて
【数１０】

【００５７】
で与えられる。
【００５８】
　図１に戻って、歌声区間推定用特徴量抽出手段７は、各時刻（具体的には、１０ｍsec
毎)における優勢音音響信号から歌声が含まれている歌声区間と歌声が含まれていない非
歌声区間とを推定するために利用可能な歌声区間推定用特徴量を抽出する。本実施の形態
では、１２次元のＬＰＣメルケプストラム（ＬＰＭＣＣ）と１次元の基本周波数Ｆ０の微
分係数（ΔＦ０）をここで利用可能な歌声区間推定用特徴量として用いる。本実施の形態
では、歌声区間推定用特徴量抽出手段７は、歌声と非歌声を識別するために、歌声区間推
定用特徴量（スペクトル特徴量）として、下記の二種類の特徴量を抽出する。
【００５９】
　・ＬＰＣメルケプストラム（ＬＰＭＣＣ）
　第１の種類のスペクトル特徴量として、１２次元のＬＰＣメルケプストラム（ＬＰＭＣ
Ｃ）を用いる。ＬＰＭＣＣはＬＰＣスペクトルから計算されたメルケプストラム係数であ
る。本願発明者らの実験によると、この特徴量は、メル周波数ケプストラム係数（ＭＦＣ
Ｃ）と比べて、歌声の特徴をよく表現することを確認している。本実施の形態では、ＬＰ
Ｃスペクトルからメル周波数ケプストラム係数ＭＦＣＣを計算することでＬＰＣメルケプ
ストラムＬＰＭＣＣを抽出するものとした。
【００６０】
　・ΔＦ０s

　第２の種類のスペクトル特徴量として、基本周波数Ｆ０の微分係数（ΔＦ０）を用いる
。これは、歌声の動的な性質を表現するのに役立つ。歌声は他の楽曲と比較して、ビブラ
ートなどに起因する時間変動が多いので、基本周波数Ｆ０の軌跡の傾きを表す微分係数Δ
Ｆ０は、歌声と非歌声の識別に適していると考えられるからである。
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【００６１】
　ΔＦ０の計算には、次式のように５フレーム間の回帰係数を用いた。
【数１１】

【００６２】
　ここで、ｆ［ｔ］は、時刻ｔにおける周波数（単位：cent）である。
【００６３】
　そして前述のステップ２を実行するために、歌声区間推定手段９は、各時刻で抽出した
複数の歌声区間推定用特徴量に基づいて、歌声区間と非歌声区間を推定して、歌声区間と
非歌声区間に関する情報を出力する。本実施の形態の歌声区間推定手段９は、図５に示す
構成を有している。図５に示した歌声区間推定手段９では、図２に示すように、予め複数
の学習用楽曲８に基づいて学習により得られた歌声と非歌声の複数の混合ガウス分布を記
憶するガウス分布記憶手段９１を備えている。歌声区間推定手段９は、１曲の音楽音響信
号Ｓ１の全期間において、複数の歌声区間推定用特徴量と複数の混合ガウス分布とに基づ
いて、歌声区間と非歌声区間を推定し、その情報を出力する。そこでこの歌声区間推定手
段９は、さらに対数尤度計算手段９２と、対数尤度差計算手段９３と、ヒストグラム作成
手段９４と、バイアス調整値決定手段９５と、推定用パラメータ決定手段９６と、重み付
け手段９７と、最尤経路計算手段９８とを備えている。対数尤度差計算手段９３と、ヒス
トグラム作成手段９４と、バイアス調整値決定手段９５と、推定用パラメータ決定手段９
６とは、歌声区間の推定を行う前の前処理において使用される。図６は、図５に示した歌
声区間推定手段９をプログラムによりコンピュータで実現する場合のフローチャートを示
している。また図７には、歌声区間の検出をプログラムで実現する際のフローチャートを
示している。図７は、図６のステップＳＴ１１とステップＳＴ１６の詳細に相当する。
【００６４】
　対数尤度計算手段９２は、音楽音響信号Ｓ１の最初から最後までの期間中の各時刻にい
て、歌声区間推定用特徴量抽出手段７が抽出した歌声区間推定用特徴量（ステップＳＴ１
１）と、事前に前処理によりガウス分布記憶手段９１に記憶した混合ガウス分布とに基づ
いて、各時刻における歌声対数尤度と非歌声対数尤度とを計算する。
【００６５】
　そして対数尤度差計算手段９３は、各時刻における歌声対数尤度と非歌声対数尤度との
対数尤度差を計算する（ステップＳＴ１２）。この計算は、入力された音楽音響信号から
抽出された歌声区間推定用特徴量（特徴ベクトル列）に対して、次式のように歌声対数尤
度と非歌声対数尤度の対数尤度差ｌ（ｘ）を計算する。
【数１２】

【００６６】
　上記式の前方の関数が歌声対数尤度を示し、後者の関数が非歌声関数尤度を示す。ヒス
トグラム作成手段９４は、音楽音響信号の全期間から抽出した優勢音音響信号から得られ
る複数の対数尤度差に関するヒストグラムを作成する（ステップＳＴ１３）。図６には、
ヒストグラム作成手段９４が作成したヒストグラムの例が例示してある。
【００６７】
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　そしてバイアス調整値決定手段９５は、作成したヒストグラムを、楽曲に依存した、歌
声区間における対数尤度差のクラスと非歌声区間における対数尤度差のクラスに２分割す
る場合に、クラス間分散を最大とするような閾値を決定し、この閾値を楽曲依存のバイア
ス調整値ηdyn.と定める（ステップＳＴ１４）。図６には、この閾値を図示してある。ま
た推定用パラメータ決定手段９６は、バイアス調整値ηdyn.を補正するため（アラインメ
ントの精度を高めるため又は歌声区間を広げる調整のため）に、バイアス調整値ηdyn.に
タスク依存値ηfixedを加算して歌声区間を推定する際に用いる推定用パラメータη（＝
ηdyn.＋ηfixed）を決定する（ステップＳＴ１５）。混合ガウス分布（ＧＭＭ）の尤度
には、楽曲によってバイアスがかかるため、全ての楽曲に適切な推定用パラメータηを定
めるのは困難である。そこで、本実施の形態では、推定用パラメータηをバイアス調整値
ηdyn.とタスク依存値ηfixedとに分割することとした。なおこのタスク依存値ηfixedは
、楽曲の種別等を考慮して予め手動で設定する。一方、バイアス調整値ηdyn.は前述のス
テップを経てまたは公知の閾値自動設定法を用いて楽曲毎に自動的に設定してもよいし、
楽曲の種別に応じて、代表的な学習用音楽音響信号に基づいて予め設定してもよい。
【００６８】
　そして重み付け手段９７は、各時刻における歌声対数尤度及び非歌声対数尤度を推定用
パラメータηを用いて重み付けを行う（図７のステップＳＴ１６Ａ）。なおこの例では、
ここで使用する歌声対数尤度及び非歌声対数尤度として前処理の際に計算したものを用い
る。すなわち重み付け手段９７は、歌声対数尤度及び非歌声対数尤度の出力確率を、次式
のように近似する。
【数１３】

【数１４】

【００６９】
　ここで、ＮGMM（ｘ；θ）は混合ガウス分布（ＧＭＭ）の確率密度関数を表す。また、
ηは正解率と棄却率の関係を調整する推定用パラメータである。歌声ＧＭＭのパラメータ
θvと非歌声ＧＭＭのパラメータθNはそれぞれ学習データの歌声区間と非歌声区間とを用
いて学習する。本願発明者らの実験では、混合数６４のＧＭＭを用いて実施し後述のとお
りその効果を確認した。
【００７０】
　最尤経路計算手段９８は、音楽音響信号の全期間から得られる、重み付けされた複数の
歌声対数尤度及び重み付けされた複数の非歌声対数尤度を、それぞれ隠れマルコフモデル
の歌声状態（ＳＶ）の出力確率及び非歌声状態（ＳＮ）の出力確率とみなす（図のステッ
プＳＴ１６Ｂ）。そして最尤経路計算手段９８は、音楽音響信号の全期間における歌声状
態と非歌声状態の最尤経路を計算し（図７のステップＳＴ１６Ｃ）、最尤経路から音楽音
響信号の全期間における歌声区間と非歌声区間に関する情報を決定する。すなわち歌声の
検出には、図８に示すように、歌声状態（Ｓv）と非歌声状態（ＳN）を行き来する隠れマ
ルコフモデル（ＨＭＭ）を用いることとする。歌声状態とは、文字通り「歌声が存在する
状態」を表し、「非歌声状態」は歌声が存在しない状態を表している。最尤経路計算手段
９８は、次式のように、入力音響信号から抽出された特徴ベクトル列に対して、歌声・非
歌声状態の最尤経路
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【数１５】

【００７１】
を検索する。
【数１６】

【００７２】
　上記式において、ｐ（ｘ｜ｓｔ）は状態の出力確率を表し、ｐ（ｓｔ＋１｜ｓｔ）は状
態ｓｔ＋１から状態ｓｔへの遷移確率を表している。
【００７３】
　この歌声区間推定手段９では、前処理以外の通常の推定動作時においては、歌声区間推
定用特徴量抽出手段７から各時刻において出力される歌声区間推定用特徴量から、対数尤
度計算手段９２が計算した歌声対数尤度及び非歌声対数尤度に、直接重み付けを行って、
最尤経路を計算することになる。このような前処理によって対数尤度差のヒストグラムを
利用して、歌声対数尤度及び非歌声対数尤度のバイアス調整値ηdyn（閾値）を決定する
と、音楽音響信号に合ったバイアス調整値ηdynを決定することができる。そしてバイア
ス調整値ηdynにより定めた推定用パラメータηを用いて重み付けを行うと、楽曲ごとの
音楽音響信号の音響的特性の違いによって現れる歌声区間推定用特徴量の傾向に合わせて
、歌声状態と非歌声状態との境界部を中心にして歌声対数尤度及び非歌声対数尤度を調整
することができ、歌声区間及び非歌声区間の境界を、楽曲に合わせて適切に調整すること
ができる。
【００７４】
　図１に戻って、時間的対応付け用特徴量抽出手段１１は、各時刻における優勢音音響信
号から、歌声の歌詞と優勢音音響信号との間の時間的対応を付けるのに適した時間的対応
付け用特徴量を抽出する。具体的な実施の形態では、時間的対応付け用特徴量として、音
素の共鳴特性等の２５次元の特徴量を抽出する。この処理は、次のアラインメント処理に
おいて必要な前処理に当たる。詳細については図９に示すビタビアラインメントの分析条
件を参照して後述するが、本実施の形態で抽出する特徴量は、１２次元ＭＦＣＣ、１２次
元ΔＭＦＣＣ及びΔパワーの２５次元とする。
【００７５】
　音素ネットワーク記憶手段１３は、音楽音響信号に対応する楽曲の歌詞に関して複数の
音素によって構成された音素ネットワークＳＮを記憶する。このような音素ネットワーク
ＳＮは、例えば、日本語の歌詞であれば、歌詞を音素列に変換し、その後、フレーズの境
界を複数個のショートポーズに変換し、単語の境界を１個のショートポーズに変換するこ
とにより、母音とショートポーズのみからなる音素列を用いて構成するのが好ましい。与
えられた歌詞のテキストデータを元に、アラインメントに用いる文法（これを「アライン
メント用の音素列」と定義する。）を作成する。
【００７６】
　日本語の歌詞のためのアラインメント用の音素列は、ショートポーズ（sp）すなわち空
白と母音と子音のみから構成される。これは、無声子音は調波構造を持たず、伴奏音抑制
手法で抽出できないこと、有声子音も発声長が短いため安定して基本周波数Ｆ０を推定す
るのが難しいことなどがその理由である。具体的な処理としては、まず歌詞をそのまま音
素列に変換（実質的には、歌詞を音読したものをローマ字に変換する作業に等しい）し、
その後、以下の２つの規則（日本語用の文法）に従って、アラインメント用の音素列に変
換する。
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【００７７】
　ルール１：歌詞中の文やフレーズの境界を複数回のショートポーズ（sp）に変換する。
【００７８】
　ルール２：単語の境界を一回のショートポーズに変換する。
【００７９】
　図１０は、日本語の歌詞からアラインメント用の音素列（音素ネットワーク）への変換
の例を示している。まずオリジナルの歌詞のフレーズを表すテキストデータＡが音素列（
Sequence of the phonemes）Ｂに変換される。音素列Ｂに上記「文法」を当てはめること
により、母音と子音とショートポーズ（sp）のみから構成される「アラインメント用の音
素列」Ｃに変換される。
【００８０】
　この例では、日本語の歌詞「立ち止まる時　また　ふと　振り返る」という歌詞Ａが、
「tachidomaru toki　mata futo furikaeru」という音素列Ｂに変換され、さらに、母音
と子音とを含む音素とショートポーズ（sp）からなるアラインメント用の音素列Ｃに変換
される様子が示されている。このアラインメント用の音素列Ｃが、音素ネットワークＳＮ
である。
【００８１】
　図１に戻って、前述のステップ３を実行するために、アラインメント手段１７は、前述
の時間的対応付け用特徴量に基づいて該時間的対応付け用特徴量に対応する音素を推定す
る歌声用音響モデル１５を備えている。そしてアラインメント手段１７は、音素ネットワ
ーク中の複数の音素と優勢音音響信号とを時間的に対応付けるアラインメント動作を実行
する。具体的には、アラインメント手段１７は、時間的対応付け用特徴量抽出手段１１か
らの時間的対応付け用特徴量と、歌声区間推定手段９からの歌声区間と非歌声区間に関す
る情報と、音素ネットワーク記憶手段１３からの音素ネットワークとを入力として、歌声
用音響モデル１５を用いて、少なくとも非歌声区間には音素が存在しないという条件の下
で、アラインメントを実行して、音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行う。
【００８２】
　本実施の形態のアラインメント手段１７は、ビタビアラインメントを用いてアラインメ
ント動作を実行するように構成されている。ここで「ビタビアラインメント」とは、音声
認識の技術分野において知られるもので、音響信号と文法（アラインメント用の音素列す
なわち音素ネットワーク）との間の最尤経路を探索するビタビアルゴリズムを用いた最適
解探索手法の一つである。ビタビアラインメントの実行においては、非歌声区間には音素
が存在しないという条件として、少なくとも非歌声区間をショートポーズ（ｓｐ）とする
条件を定める。そしてショートポーズ（ｓｐ）においては、他の音素の尤度をゼロとして
、アラインメント動作を実行する。このようにするとショートポーズ（ｓｐ）の区間にお
いては、他の音素の尤度がゼロになるため、歌声区間情報を利用することができ、精度の
高いアラインメントを行うことができる。
【００８３】
　図１１は、「フレーム同期ビタビ探索」と呼ばれるビタビアラインメントを用いて、ア
ラインメント手段１７をプログラムによりコンピュータで実現する場合のプログラムのア
ルゴリズムを示すフローチャートである。なお以下のアラインメント動作の説明では、歌
詞が日本語の場合を例として説明する。ステップＳＴ１０１のｔ＝１は最初の時間的対応
付け用特徴量（以下図１１の説明においては、単に特徴量と言う）が入力されるフレーム
である。ステップＳＴ１０２では、スコア０で空の仮説を作成する。ここで「仮説」とは
、今の時刻までの「音素の並び」を意味する。したがって空の仮説を作成するとは、何も
音素がない状態にすることを意味する。
【００８４】
　次にステップＳＴ１０３では、ループ１として、現在持っているすべての仮説に対して
処理をする。ループ１は、前のフレームでの処理が終わった時点で持っている仮説それぞ
れについてスコアの計算処理を行うループである。例えば、「ａ－ｉ－ｓｐ－ｕ－ｅ・・
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・」という音素ネットワークとの間の時間的対応を付けると仮定する。この場合に、６フ
レーム目（６音素目）まで来たときのあり得る仮説（音素の並び）には、「ａａａａａａ
」という仮説や、「ａａａｉｉｉ」という仮説や、「ａａｉｉspｕ」という仮説等の様々
な仮説が考えられる。探索の途中では、これら複数の仮説を同時に保持して計算処理が実
行される。なおこれらの複数の仮説は、すべて自分のスコアを持っている。ここでスコア
とは、６フレームまであるとしたとき、１～６フレームまでの特徴量それぞれが、例えば
「ａａａｉｉｉ」という音素の並びであった可能性（対数尤度）を、特徴量と音響モデル
とを比較することにより計算したものである。例えば、６フレーム目（ｔ＝６）の処理が
終わり、７フレーム目の処理が始まると、現在保持しているすべての仮説に対して計算処
理が行われる。このような処理をすることがループ１の処理である。
【００８５】
　次にステップＳＴ１０４では、音素ネットワークを元に仮説を「１フレーム展開」する
。ここで「１フレーム展開」するとは、仮説の長さを１フレーム延ばすことを意味する。
そして展開した場合には、一つ次の時刻のフレームまで考慮に入れることにより、１つの
仮説に新たな音素が続いて複数の新たな仮説ができる可能性がある。次に続く可能性のあ
る音素を見つけるために、音素ネットワークが参照される。例えば、「ａａａｉｉｉ」と
いう仮説については、音素ネットワークを参照すると、次のフレームでは「ａａａｉｉｉ
ｉ」というように「ｉ」が続く場合と、「ａａａｉｉｉsp」というようにショートポーズ
spに移る場合の２通りの新しい仮説が考えられる。この場合には、１つの仮説を「１フレ
ームに展開」すると次の時刻のフレームまで考慮した新しい２つの仮説が出ることになる
。ステップＳＴ１０５では、ループ２として、すべての仮説について１フレーム展開され
て発生した新たなすべての仮説に対して、スコアを計算する。スコアの計算は、ループ１
におけるスコアの計算と同じである。ループ２は、保持しているそれぞれの仮説から新た
に幾つかの仮説が展開されるので、その新しく展開されたそれぞれの仮説についてスコア
計算の処理を行うループである。
【００８６】
　次にステップＳＴ１０６では、歌声区間推定手段９からの歌声区間情報を入力として、
ｔ番目のフレームが歌声区間であるか又は音素がショートポーズ(sp)であるか否かの判定
が行われる。例えば、７フレーム目は非歌声区間であるという歌声区間情報があるとする
。この場合に、７フレーム目で仮説を展開した時点で、「ａａａｉｉｉsp」という仮説は
あっても、「ａａａｉｉｉｉ」という仮説はあり得ないことになる。このようなあり得な
い仮説は、ステップＳＴ１０７で棄却される。このように歌声区間情報があると、ステッ
プＳＴ１０６及び１０７を経て、あり得ない仮説が棄却できるため、アラインメントが容
易になる。ステップＳＴ１０６において、Ｙｅｓの判定がなされると、ステップＳＴ１０
８へと進む。
【００８７】
　ステップＳＴ１０８では、入力された特徴量と音響モデルとを用いて、ｔ番目の特徴量
の音響スコアを計算し、仮説のスコアに加算する。すなわちｔ番目の特徴量を音響モデル
と比較して、対数尤度（スコア）を計算し、計算したスコアを仮説のスコアに加算する。
結局、スコアの計算は、特徴量と音響モデルとを比較し、特徴量が音響モデル中にある複
数の音素についての情報にどの程度似ているのかを計算していることになる。なおスコア
は対数で計算するため、全く似ていないといった場合には、その値は－∞となる。ステッ
プＳＴ１０８では、すべての仮説についてスコアの計算が行われる。ステップＳＴ１０８
での計算が終了すると、ステップＳＴ１０９へと進み、仮説とスコアとが保持される。そ
してステップＳＴ１１０ではステップＳＴ１０５に対応したループ２が終了する。ステッ
プＳＴ１１１ではステップＳＴ１０３に対応したループ１が終了する。その後、ステップ
ＳＴ１１２で、現在の処理対象時刻を１増加させ（ｔ＋１）、次のフレームに進む。そし
てステップＳＴ１１３で、フレームが入力されてくる複数の特徴量の終端であるか否かの
判断がなされる。すべての特徴量が入力されるまでは、ステップＳＴ１０３からステップ
ＳＴ１１２までの各ステップが繰り返し実行される。すべての特徴量について処理が終了
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すると、ステップＳＴ１１４へと進む。この時点では、特徴量と音響モデルとの比較は、
音素ネットワークの終端に達している。そして音素ネットワークの終端に達している複数
の仮説の中から合計スコアが最大の仮説（音素の並び）を最終決定された仮説として選ぶ
。この最終決定された仮説すなわち音素の並びは、時刻と対応している特徴量を基準にし
て定められている。すなわちこの最終決定された音素の並びは、音楽音響信号と同期した
音素の並びになっている。したがってこの最終決定された音素の並びに基づいて表示され
る歌詞のデータが、時間タグ付きの（音楽音響信号と同期するための時刻情報が付いた）
歌詞となる。
【００８８】
　図１２（Ａ）は、ビタビアラインメントを利用して、時刻において音楽音響信号から抽
出した優勢音音響信号の信号波形Ｓ′（伴奏音が抑制された音響信号の音声波形）に対し
て、音素ネットワーク（文法）を時間的に対応付けた様子を示している。アラインメント
が完了した後は、時間情報を伴ったアラインメント用の音素列（文法）から逆に歌詞に戻
すことで、最終的に、時間情報を含む「時間タグ付き歌詞データ」が得られる。図１２（
Ａ）では図示を簡単にするために母音のみを示してある。
【００８９】
　図１２（Ｂ）は、アラインメントが完了した後、音素列（文法）から歌詞に戻すことに
よって伴奏音を含む混合音の音楽音響信号Ｓと歌詞の時間的対応付けが完了した様子を示
している。ＰＡ～ＰＤは、それぞれ歌詞のフレーズである。
【００９０】
　次にアラインメント手段１７で使用する歌声用音響モデル１５について説明する。使用
する歌声用音響モデル１５としては、歌声の発話内容（歌詞）に対してアラインメントを
行うため、大量の歌声のデータから学習された音響モデルを使用することが理想的である
。しかしながら、現段階ではそのようなデータベースは構築されていない。そこで本実施
の形態では、話し声用の音響モデルのパラメータを、歌声と伴奏音を含む楽曲中の歌声の
音素を認識できるように再推定して（学習して）得た音響モデルを用いる。
【００９１】
　話し声用の音響モデルをベースにして歌声用音響モデルを作る手法（適応：adaptation
）は、以下のように３段階ある。なお事前の作業として、「話し声用の音響モデル」を準
備するステップが必要であるが、この点は公知であるので省略する。
【００９２】
　（１）話し声用の音響モデルを単独歌唱の歌声に適応させる。
【００９３】
　（２）単独歌唱用の音響モデルを伴奏音抑制手法によって抽出された分離歌声に適応さ
せる。
【００９４】
　（３）分離歌声用の音響モデルを入力楽曲中の特定楽曲（特定歌手）に適応させる。
【００９５】
　これら（１）乃至（３）段階は、いずれも図２における「学習時」の処理に対応するも
のであり、実行時よりも前に行うものである。
【００９６】
（１）段階の適応では、図２に示すように、話し声用音響モデル１０１を音素ラベル１０
２（教師情報）及び伴奏音を伴わない歌声だけのすなわち単独歌唱の歌声１０３に適応さ
せて単独歌唱用の音響モデル１０４を生成する。（２）の適応では、単独歌唱用の音響モ
デル１０４を、伴奏音抑制手法によって抽出された優勢音音響信号からなる歌声データ１
０５及び音素ラベル１０２（教師情報）に適応させて、分離歌声用の音響モデル１０６を
生成する。（３）の適応では、分離歌声用の音響モデル１０６を、入力楽曲の特定楽曲の
音素ラベル（音素ネットワーク）と特徴量とに適応させて、特定歌手用音響モデル１０７
を生成する。図２の例では、図１の歌声用音響モデル１５として、特定歌手用音響モデル
１０７を用いている。
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【００９７】
　なお、（１）乃至（３）は必ずしも全て実施する必要はなく、例えば（１）のみを実施
する場合（これを「１段階適応」という。）、（１）及び（２）を実施する場合（これを
「２段階適応」という。）、及び（１）乃至（３）を全て実施する場合（これを「３段階
適応」という。）、などのように、一つ又は複数を適宜組み合わせて、音響モデルの適応
を実施することができる。
【００９８】
　ここで、教師情報とは、各音素ごとの時間情報(音素の始端時間、終端時間)を指してい
る。従って、単独歌唱データ１０３や音素ラベル１０２のような教師情報を用いて、話し
声用の音響モデルを適応させる場合は、時間情報により正確にセグメンテーションされた
音素データを用いて適応が行われる。
【００９９】
　図１３は、時間情報を伴う日本語の歌詞の場合の適応用音素ラベル１０２の一例を示し
ている。なお、図１３の音素ラベル１０２は手動で付与した。適応時のパラメータ推定に
は、最尤線形回帰ＭＬＬＲ（Maximum Likelihood Linear Regression）と最大事後確率Ｍ
ＡＰ（Maximum a Posterior）推定を組み合わせることができる。なお、ＭＬＬＲとＭＡ
Ｐを組み合わせるということの意味は、ＭＬＬＲ適応法で得られた結果を、ＭＡＰ推定法
における事前分布（初期値のようなもの）として使用することを意味する。
【０１００】
　以下さらに音響モデルの具体的な適応技術について説明する。図１４は、前述の１段階
適応の詳細を示すフローチャートである。１段階適応では、歌声用音響モデル１５として
は、歌声だけを含む単独歌唱のデータすなわち適応用音楽音響信号１０３を、適応用音楽
音響信号１０３に対する適応用音素ラベル１０２を元に音素ごとに分割する。そして音素
ごとに分割されたデータを用いて、話し声用音響モデル１０１のパラメータを、適応用音
楽音響信号１０３から歌声の音素を認識できるように再推定して単独歌唱用の音響モデル
１０４を得る。この音響モデル１０４は、伴奏音が無いかまたは伴奏音が歌声に比べて小
さい場合に、適している。
【０１０１】
　また図１５は、前述の２段階適応の詳細を示すフローチャートである。２段階適応では
、歌声に加えて伴奏音を含む適応用音楽音響信号から抽出した歌声を含む最も優勢な音の
優勢音音響信号１０５を適応用音素ラベル１０２を元に音素ごとに分割する。そして音素
ごとに分割されたデータを用いて、単独歌唱用の音響モデル１０４のパラメータを、優勢
音音響信号１０５から歌声の音素を認識できるように再推定して得た分離歌声用の音響モ
デル１０６を得る。このような分離歌声用の音響モデル１０６は、歌声と同様に伴奏音が
大きい場合に適している。
【０１０２】
　さらに図１６は、前述の３段階適応の詳細を示すフローチャートである。３段階適応で
は、システムの実行時に入力された歌声と伴奏音とを含む音楽音響信号Ｓ１から伴奏音抑
制法により伴奏音を抑制して得た優勢音音響信号Ｓ２を用いる。そしてシステムに入力さ
れた音楽音響信号から抽出した歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号Ｓ２から時間的
対応付け用特徴量抽出手段１１によって抽出された複数の時間的対応付け用特徴量と入力
された音楽音響信号に対する音素ネットワークＳＮを用いて、分離歌声用の音響モデル１
０６のパラメータを音楽音響信号の楽曲を歌う特定の歌手の音素を認識できるように推定
して特定歌手用の音響モデル１０７を得る。この特定歌手用の音響モデル１０７は、歌手
を特定した音響モデルであるため、アラインメントの精度を最も高くすることができる。
【０１０３】
　なお音楽音響信号に時間的に対応付けられた歌詞を、表示画面上に表示させながら音楽
音響信号を再生する音楽音響信号再生装置において、本発明のシステムを用いて音楽音響
信号に時間的に対応付けられた歌詞を表示画面に表示させると、再生される音楽と画面に
表示される歌詞とが同期させて表示画面に表示することができる。
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【０１０４】
　本発明の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行う方法を、図１及び図２を用
いて説明する。まず歌声と伴奏音とを含む楽曲の音楽音響信号Ｓ１から、各時刻において
歌声を含む最も優勢な音の優勢音音響信号Ｓ２を優勢音音響信号抽出手段５が抽出する（
優勢音音響信号抽出ステップ）。次に各時刻における優勢音音響信号Ｓ２から歌声が含ま
れている歌声区間と歌声が含まれていない非歌声区間とを推定するために利用可能な歌声
区間推定用特徴量を歌声区間推定用特徴量抽出手段７が抽出する（歌声区間推定用特徴量
抽出ステップ）。そして複数の歌声区間推定用特徴量に基づいて、歌声区間と非歌声区間
を歌声区間推定手段が推定して、歌声区間と前記非歌声区間に関する情報を出力する（歌
声区間推定ステップ）。また各時刻における優勢音音響信号Ｓ２から、歌声の歌詞と音楽
音響信号との間の時間的対応を付けるのに適した時間的対応付け用特徴量を時間的対応付
け用特徴量抽出手段１１が抽出する（時間的対応付け用特徴量抽出ステップ）。さらに音
楽音響信号Ｓ１に対応する楽曲の歌詞の複数の音素が、該複数の音素の隣りあう二つの音
素の時間的間隔が調整可能に繋がって構成された音素ネットワークＳＮを音素ネットワー
ク記憶手段１３に記憶する（記憶ステップ）。そして時間的対応付け用特徴量に基づいて
該時間的対応付け用特徴量に対応する音素を推定する歌声用音響モデル１５を備え、音素
ネットワークＳＮ中の複数の音素と優勢音音響信号Ｓ２とを時間的に対応付けるアライン
メント動作をアラインメント手段１７が実行する（アラインメントステップ）。このアラ
インメントステップでは、アラインメント手段１７が、時間的対応付け用特徴量抽出ステ
ップで得られる時間的対応付け用特徴量と、歌声区間と非歌声区間に関する情報と、音素
ネットワークＳＮとを入力として、歌声用音響モデル１５を用いて、少なくとも非歌声区
間には音素が存在しないという条件の下で、アラインメント動作を実行する。
【０１０５】
　一般に、歌声の検出は、正解率（hit rate）と棄却率（correct rejection rate）によ
って評価される。但し、正解率とは実際に歌声を含む領域のうち、正しく歌声区間として
検出できた割合を指し、棄却率とは実際に歌声を含まない領域のうち、正しく非歌声区間
として棄却できた割合を指すものとする。なお、本上記実施の形態で採用した歌声区間推
定手段９は、正解率と棄却率のバランスを調整することができる仕組みとなっている。こ
のような仕組みが必要になる理由は、正解率と棄却率の基準はいわばトレードオフの関係
にあるからであり、適切な関係は例えば用途によっても異なるものだからである。歌声検
出区間の推定は、ビタビアラインメントの前処理としての意味を持つため、正解率をある
程度高く保つことによって歌声を含む可能性が少しでもあれば漏れなく検出できるように
することが一般的には望ましい。しかし、その一方で、歌手名の同定などの用途に用いる
場合は、棄却率を高く保つことによって、確実に歌声を含む部分のみを検出するべきであ
る。ちなみに、歌声の検出に関する従来技術では、正解率と棄却率のバランスを調整でき
るものはなかった。
【０１０６】
　次に本発明を適用した実施の形態の評価結果について説明する。
【０１０７】
　本発明に係る方法を実際に市販されているディジタル音楽データと歌詞データに適用し
、再生と同期した歌詞の表示を実験により確かめた。その結果、本発明に係る方法による
と、様々な伴奏音を含む実世界の音楽音響信号に対して頑健にその歌詞を時間的に対応付
けることができることが確認された。以下、評価実験の方法について説明する。
【０１０８】
（実験方法）
　公的な研究用音楽データベースの一つであるＲＷＣ研究用音楽データベースに登録され
ているポピュラー音楽データベース（ＲＷＣ－ＭＤＢ－Ｐ－２００１）から、１０歌手１
０曲（男性歌手５曲・女性歌手５曲）をランダムに抽出した。
【０１０９】
　楽曲の大半の部分は日本語で歌われているが、一部は英語で歌われている。本実験では
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、英語の音素は類似した日本語の音素の音響モデルを用いて近似した。これらの楽曲に対
して、性別毎の５ｆｏｌｄ　ｃｒｏｓｓ－ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ法で評価をした。つまり
、ある歌手によって歌われている楽曲を評価する際は、その歌手と同じ性別の歌手によっ
て歌われている他の楽曲を用いて音響モデルを適応させた。
【０１１０】
　歌声区間検出手法の学習データには、ランダムに選ばれた１１歌手からなる１９曲を用
いた。なお、これらの楽曲も“ＲＷＣ音楽データベース:ポピュラー音楽（RWC-MDB-P-200
1）”から抽出した。
【０１１１】
　また、これらの１１歌手は学習用のデータであるため、評価に用いられた１０歌手には
含まれていない。歌声区間検出手法の学習データにも、伴奏音抑制手法は適用した。また
、ηfixedの値は１５に設定した。
【０１１２】
　前述の図９は、ビタビアラインメントの分析条件を示している。初期音響モデルとして
は、ＣＳＲＣ ソフトウェア中の性別非依存モノフォンモデルを用いた。また、歌詞から
音素列の変換には、日本語形態素解析システム茶筅（ChaSen）を実行し、その際に出力さ
れる読みの情報を用いた。音響モデルの適応には、Hidden Markov Toolkit （HTK）を用
いた。
【０１１３】
　評価は、フレーズ単位のアラインメントを元に行った。本実験では、フレーズとは、元
歌詞中のスペースや改行で区切られた一節を意味するものとする。
【０１１４】
　図１７は、評価基準を説明するための図である。まず、図１７に示すように、「正解し
ていた区間」とは、正解ラベルと出力結果とが重複している時間を指し、その他を「不正
解」とする。楽曲の全体長（正解区間と不正解区間の長さの総和）に対する、正解区間の
長さの総和を「正解率」［＝正解区間の長さの総和（Length of "correct " regions)／
楽曲の全体長さ(Total length of the song）］と定義した。例えば図１０の例であれば
、「立ち止まる時」と「またふと振り返る」がそれぞれ、１フレーズを構成している。
【０１１５】
　そして、全体の評価基準として、楽曲の全体長の中で、フレーズ単位のラベルが正解し
ていた区間の割合を計算した。精度が９０％を超えていた場合に、その楽曲は正しくアラ
インメントされたと判断した。
【０１１６】
（システム全体の評価）
　提案手法全体での性能を評価するため、発明に係る方法により実験を行った。
【０１１７】
　図１８（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の効果を確認するための評価実験の結果を示してい
る。図１８（Ａ）に示すとおり、＃００７と＃０１３の２曲を除き１０曲中８曲で９０％
以上のアラインメントの正解率を達成した。また、図１８（Ｂ）はフレーズの開始時刻の
平均誤差を楽曲別に示した結果を示す一覧表である。
【０１１８】
　これらの結果は、本手法により１０曲中８曲について十分な精度で時間的対応を推定す
ることができることを示している。また、男声の精度が女性の精度に比べて高いことが見
て取れる。これは、女声は一般に男声よりも高いＦ０を持つため、ＭＦＣＣなどのスペク
トル特徴量を抽出するのが困難であるからである。代表的な誤りは、歌詞に書かれていな
いハミング等が歌われている部分で発生していた。
【０１１９】
（音響モデル適応の効果の確認）
　音響モデルを適応させた効果を確認することを目的として、以下の４つの条件でアライ
ンメント実験を行った。
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【０１２０】
　（ｉ）適応なし：音響モデル適応を行わなかった。
【０１２１】
　（ｉｉ）１段階適応：話し声用の音響モデルを直接分離歌声に適応させた。特定歌手へ
の教師なし適応は行わなかった。
【０１２２】
　（ｉｉｉ）２段階適応：まず、話し声用の音響モデルを単独歌唱音声に適応させた後、
分離歌声に適応させた。特定歌手への教師なし適応は行わなかった。
【０１２３】
　（ｉｖ）３段階適応（提案手法）：まず、話し声用の音響モデルを単独歌唱音声に適応
させた後、分離歌声に適応させた。最後に、入力音響信号の特定歌手への教師なし適応を
行った。なお、本実験では（ｉ）乃至（ｉｖ）全ての条件について伴奏音抑制（ステップ
１）と歌声区間検出（ステップ２）を適用した。
【０１２４】
　図１９（Ａ）及び（Ｂ）は、条件（ｉ）乃至（ｉｖ）とした場合の実験の結果を示して
いる。このうち、図１９（Ａ）は、各楽曲に対するアラインメントの正解率をそれぞれの
条件ごとに調べた結果を示している。また、図１９（Ｂ）は、その正解率を数値で一覧表
にまとめたものである。
【０１２５】
　これらの結果は、全ての楽曲で一定の効果があることを示している。特に、条件（ｉｖ
）が最も正解率が高いことが分かる。この意味において、条件（ｉｖ）は発明を実施する
ための最良の形態であるということができる。
【０１２６】
（歌声区間検出の評価）
　次に、ステップ２において説明した歌声区間検出の有効性を確認することを目的として
、各楽曲に対する歌声区間検出の正解率（hit rate）と棄却率（correct rejection rate
）を調べた。
【０１２７】
　また、これと共に歌声区間検出自体の性能の評価も行った。これについては歌声区間検
出を用いた場合と用いない場合の２通りの条件で実験した。本実験では、適応処理には全
て３段階（ステップ１乃至ステップ３）の適応手法を使用した。
【０１２８】
　図２０（Ａ）は、各楽曲に対する歌声区間検出の正解率（hit rate）と棄却率（correc
t rejection rate）を示している。また、図２０（Ｂ）は各楽曲に対するアラインメント
の正解率を、歌声区間検出有りの場合と無しの場合の比較を示している。
【０１２９】
　これらの結果から、平均的に見ると、歌声区間検出を適用することによってアラインメ
ントの正解率が向上したと評価できる。特に、図２０（Ｂ）の結果から明らかなように、
比較的精度が低い楽曲に歌声区間検出を適用したとき、特にアラインメントの正解率が向
上していることがわかる。但し、＃００７と＃０１３に関しては、元々精度が低い楽曲に
適用されたにもかかわらず、歌声区間検出手法の効果が薄い。この理由は、これらの楽曲
は、図２０（Ａ）に見られるように、歌声区間検出の棄却率が高くないため非歌声区間を
十分に除去できなかったからであると考えられる。
【０１３０】
　また、＃０１２や＃０３７などのように、元々アラインメントの正解率が高い楽曲に歌
声区間検出を行うと、正解率が僅かながら低下していることがわかる。これは、歌声区間
検出で誤って除去（棄却）されてしまった歌声区間は、アラインメントの際には必ず不正
解となるからと考えられる。
【０１３１】
　なお、上述の通り、本発明では、日本語歌詞の楽曲を用いて実験を行い動作を確認した



(25) JP 5131904 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

。しかし英語楽曲においては、英語の音素を発音が最も近い日本語の音素に変換して音素
ネットワークを作成することで、英語の楽曲に対しても、比較的高い精度で時間的対応付
けが推定できることを確認した。対象の楽曲の言語に応じて適切な音響モデルと音響モデ
ル適応用データを準備することができれば、英語を含む他の言語の楽曲についても、より
高い精度時間的対応付けが推定可能である。
【０１３２】
　さらに、楽曲中に含まれる部分的な繰り返し部分やテンポなどの高次の楽曲構造情報を
利用することで、より高度な音楽と歌詞の時間的対応付けが可能になると考えられる。
【０１３３】
　本発明に係る音楽音響信号と歌詞の時間的対応付け方法は、現時点では各ステップがツ
ールキットなどの形で配布されるそれぞれ独立したプログラムで構成されているが、用途
に応じて適切にプログラミングすれば、一つのコンピュータプログラムの形で実施される
ことも考えられる。その具体的な本発明の応用例としては、以下のような適用事例が考え
られる。
【０１３４】
（適用事例１）再生と同期した歌詞の表示
　再生と同期した歌詞の表示を行うという用途である。本件発明者らは、時間タグ付き歌
詞に基づき音楽の再生と時間的に同期して歌詞の色を変化させる音楽ディジタルデータ再
生用ソフトウェアを同時に開発することで、再生中の歌声と時間的に同期して歌詞の色を
変化させることに成功し、アラインメントの正解率は上記の通りであることを確認した。
【０１３５】
　なお、表示されている画面上に歌詞が表示され、歌声と共に色が変化する動作は、一見
するといわゆるカラオケのように見えるが、フレーズと歌詞の追随が極めて正確であり、
楽曲の鑑賞が一層充実するという印象を得た。しかも、人間を介することなくプログラム
によって自動的に対応付けされたものである点で、従来のものとは全く異質のものである
。
【０１３６】
（適用事例２）歌詞を用いた楽曲の頭出し
　本発明に係る方法によって歌詞に時間情報が得られる場合、予め歌詞を表示させておき
、歌詞の一部をクリックするとそこから演奏が開始されるようにプログラミングすること
も可能である。
【０１３７】
　本件発明者らは，前記の本件発明者らが開発した音楽ディジタルデータ再生用ソフトウ
ェアに機能を追加することで、歌詞をクリックすることで、そこから演奏が開始させるこ
とに成功した。この動作は、今までには実現されていなかった機能であり、ユーザの好み
の部分を能動的に選択しながら楽曲を鑑賞出来るという点で新しい音楽鑑賞方法を実現し
たと言える。
【０１３８】
　なお、上記適用事例１及び２においては，本件発明者らが独自に開発した音楽ディジタ
ルデータ再生ソフトウェアを使用しているが，これに限定されずに他の音楽ディジタルデ
ータ再生用ソフトウェアを用いてもよいのは勿論である．
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本発明は、音楽鑑賞支援技術或いは検索技術といった産業上の利用分野に適用されるこ
とが期待されるものであり、特に、近年のディジタル音楽データ配信サービスの普及に伴
い、その重要性は一層増大しているものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステムの実施の形態をコン
ピュータを用いて実現する場合に、コンピュータ内に実現される機能実現手段の構成を示
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【図２】図１の実施の形態をプログラムをコンピュータで実行することにより実施する場
合のステップを示すフローチャートである。
【図３】伴奏音抑制処理について、その処理手順を示す図である。
【図４】（Ａ）乃至（Ｄ）は、音楽音響信号から優勢音音響信号を抽出する仮定を説明す
るために用いる波形図である。
【図５】歌声区間推定手段の具体的な構成を示すブロック図である。
【図６】図５に示した歌声区間推定手段をプログラムにより実現する場合のフローチャー
トである。
【図７】歌声区間の検出をプログラムで実現する際のフローチャートである。
【図８】歌声状態（Ｓv）と非歌声状態（ＳN）を行き来する隠れマルコフモデル（ＨＭＭ
）を用いることを説明するために用いる図である。
【図９】ビタビアラインメントの分析条件を示す図である。
【図１０】歌詞からアラインメント用の音素列への変換の例を示す図である。
【図１１】アラインメント手段をプログラムによりコンピュータで実現する場合のプログ
ラムのアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１２】（Ａ）はビタビアラインメントを利用して、時刻において音楽音響信号から抽
出した優勢音音響信号の信号波形に対して、音素ネットワークを時間的に対応付けた様子
を示す図であり、（Ｂ）はアラインメントが完了した後、音素列から歌詞に戻すことによ
って伴奏音を含む混合音の音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けが完了した様子を示す図
である。
【図１３】時間情報を伴う適応用音素ラベルの一例を示す図である。
【図１４】音響モデルを作成する場合の流れを示すフローチャートである。
【図１５】音響モデルを作成する場合の流れを示すフローチャートである。
【図１６】音響モデルを作成する場合の流れを示すフローチャートである。
【図１７】評価基準を説明するための図である。
【図１８】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の効果を確認するための評価実験の結果を示して
いる。
【図１９】（Ａ）及び（Ｂ）は、条件（ｉ）乃至（ｉｖ）とした場合の実験の結果を示し
ている。このうち、図１９（Ａ）は、各楽曲に対するアラインメントの正解率をそれぞれ
の条件ごとに調べた結果を示している。図１９（Ｂ）は、その正解率を数値で一覧表にま
とめたものである。
【図２０】（Ａ）は各楽曲に対する歌声区間検出の正解率（hit rate）と棄却率（correc
t rejection rate）を示している。（Ｂ）は楽曲に対するアラインメントの正解率を、歌
声区間検出有りの場合と無しの場合の比較を示している。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　音楽音響信号と歌詞の時間的対応付けを自動で行うシステム
　３　音楽音響信号記憶手段
　５　優勢音音響信号抽出手段
　７　歌声区間推定用特徴量抽出手段
　９　歌声区間推定手段
　１１　時間的対応付け用特徴量抽出手段
　１３　音素ネットワーク記憶手段
　１５　歌声用音響モデル
　１７　アラインメント手段
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