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隠れマルコフモデル (HMM)に基づき，任意の入力テキストから実画像に近い唇動画像を生成する
システムを提案する．我々がこれまでに提案してきたHMMに基づく音声合成法により，高品質なテキスト音声
合成システムが実現されているが，これと同一の枠組みを，ピクセルベースの唇画像生成に適用する．音素単位
でモデル化された唇動画像HMMを連結し，尤度最大化基準によりHMMの各状態から最適な画像系列を求める．
この際，静的特徴量 (唇の形状)のみでなく，動的特徴量 (唇の動き)を考慮することにより，なめらかに変化する
唇動画像を合成することができる．本研究では，新たに作成した日本語連続文章による大規模な唇動画像データ
ベースを用いて，唇動画像合成システムを構築した．任意の入力テキストから合成された唇動画像では，実写画
像に近い唇の動きを確認することができた．
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This paper describes a pixel-based approach for synthesizing lip image sequence from an arbitrarily
given text using Hidden Markov Model (HMM). In the training stage, context-dependent lip HMMs are trained
and a decisioin tree based clustering technique is applied to them. To synthesize a lip movement, a sentence
HMM is constructed by concatenating HMMs corresponding to the transcription for the given text. Then
an optimun lip image sequence is obtained from the sentence HMM by using a maximum likeifood criterion.
Experimental results show that the synthetic lip image sequence is smooth and realistic.
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1. まえがき

近年，人間と計算機との間のインタラクションをより
豊かにするための研究がさまざまな領域で行なわれてき
ている．そのなかで，音声などの聴覚情報だけでなく，画
像による視覚情報を同時に取り扱う，バイモーダルイン
タフェースに関する研究が盛んに行なわれている [1][2]．
このようなバイモーダルインタフェースは，人間同士

のコミュニケーションにより近づいた手段として期待さ
れるが，利用者にとって，モダリティはお互いに独立し
た情報ではなく，両者は強い相関をもつといわれている．
例えば音声と画像の同期がとれていない場合などは，利
用者に不自然な感覚を与えるだけでなく，誤った知覚を
生じさせ，かえってインタフェースとしての品質を損な
うことになる [3]．
これまでに，音声と画像の同期に関してさまざまな研
究が報告されているが，それらはいくつかのアプローチに
まとめることができる [2]．与えられた音声を元に，音声
の各セグメントごとに対応する画像を生成する音声駆動
型 (speech driven)，またテキストを元にして，各単位ご
とに対応する音声と画像を生成するテキスト駆動型 (tex-
t driven)，さらにはテキスト ·音声駆動 (text-and-speech
driven)や画像 ·音声駆動 (image-and-speech driven)によ
るハイブリッド型に分類することができる．
音声駆動型では，音声認識やパターンマッチングによ

り得られたセグメントに対して，あらかじめ学習によって
求めておいた画像を割り当てることで，音声と画像の同
期を取ることができる．音声から画像へ変換する手法と
しては，ベクトル量子化 (VQ)[4]，ニューラルネットワー
ク (NN)[5]，隠れマルコフモデル (HMM)[6][7]等が用いら
れる．またテキスト駆動型では入力されたテキストに基
づいて音声と画像を合成するもので，一般にトーキング
ヘッドとして実現されている [8][9]．テキスト駆動は音声
駆動よりも一般的なアプローチと言えるが，合成音声の
品質がそれほど良くないといった問題が残る．
ところで，HMMは，音声をモデル化する有効な手法

として，主に音声認識の分野で広く用いられてきている．
我々は，HMMのパラメータから動的特徴量を利用した，
なめらかに変化する音声のスペクトル系列を生成するパ
ラメータ生成アルゴリズムと [10]，これに基づいた高品
質なテキスト音声合成を提案してきた [11]．また，音声信
号だけでなく，動画像のような2次元の時系列信号をモ
デル化することも可能であり，唇の形状を特徴パラメー
タとしたモデルベース法による唇動画像合成システムを
提案した [12]．唇動画像をモデル化する別の手法として，
フレーム毎の画素値を元にパラメータを作成するピクセ
ルベースによる手法もあり，このアプローチでは，デー
タサイズが増加するため，何らかのデータ圧縮を適用す
る必要があるものの，実画像に近い画像を容易に得るこ
とができる利点がある．
そこで本研究では，実験に必要な日本語連続文章の唇

動画像データベースを構築し，HMMに基づく音声合成
法と同一の枠組で，ピクセルベースの唇動画像システム
を構成した．実験では，与えられたテキストに対応する
音素列に従って各唇動画像HMMを連結し，状態継続長
分布から各状態の継続長を求め，パラメータ生成アルゴ
リズムにより唇画像列を生成する．合成動画像からは，実
際の発声の動きに近いなめらかな唇画像の変化を確認す
ることができた．
また，音声認識によるセグメンテーションなどによっ

て，実際の音声の音素継続長や状態継続長を求めること
ができる場合，その認識結果に従ってHMMを連結し，同
様の手法でパラメータ生成を行なうことにより，実際の
音声に同期した唇動画像を得ることができる．このよう
な音声駆動による唇動画像合成においても良好な結果が
得られることを確認した．
以下，2.では動画像生成システムにおけるパラメータ

生成アルゴリズム，コンテキストを考慮したモデルの作
成，3.では本研究で構成した唇動画像合成システムにつ
いて述べ，4.で唇動画像の合成実験とその結果を示し，最
後に 5.で結論を述べる．

2. HMMに基づく動画像合成

HMMに基づく唇動画像生成法のブロック図を，図1に
示す．このシステムでは，大きく学習と合成の 2つに分
けることができる．
学習部では，音声 ·唇動画像データベースからコンテキ
スト依存の唇動画像HMMを学習し，2分木に基づくコン
テキストクラスタリングによりコンテキスト依存HMM
の各状態をクラスタリングして共有化する [13]．さらに，
コンテキスト依存HMMの連結学習を行うとともに,連結
学習の際のトレリス上で計算される状態継続長から，各
状態の状態継続長分布をガウス分布でモデル化し，同様
にクラスタリングすることでコンテキスト依存の状態継
続長モデルを作成する [14]．
合成部では，任意のテキストを入力として，コンテキ
ストに基づいた音素ラベル列に変換し，このラベル列に
従って学習部で得られたHMMを連結する．このHMM
から状態継続長分布に従って各状態の状態継続長を決定
し，得られた状態継続長に基づいて各状態からパラメー
タ生成アルゴリズムにより唇の画像フレーム列に相当す
るパラメータ系列を生成する．このようにして得られた
パラメータから唇動画像を合成することができる．以下，
HMMに基づくパラメータ生成アルゴリズム，決定木に
基づくコンテキストクラスタリングについて説明する．

2.1 パラメータ生成アルゴリズム

連続出力分布型HMMを λで表し，λからある状態系
列にそって，長さTの出力ベクトル系列 {o1, o2, · · · , oT }
を生成することを考える．HMMの各状態は，状態 qが
dq回継続する確率をガウス分布によりモデル化した状態
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継続長分布pd(dq)を持つものとする．また，簡単のため，
HMMは単一出力分布型の left-to-rightモデルを仮定して
いる．
HMMの状態遷移系列q = {q1, q2, · · · , qT }にそって

出力されるパラメータ系列からなるベクトルを o =
[o′

1, o
′
2, · · · , o′

T ]
′ としたとき，与えられたHMM λに対

し，出力ベクトル oと状態遷移系列qの同時生起確率
P (q, o|λ, T )の対数は

logP (q, o|λ, T )

= ad logP (q|λ, T ) + logP (o|q, λ, T ) (1)

と表すことができる．但し，重みadは，状態遷移確率
P (q|λ, T ) と出力確率P (o|q, λ, T ) が全体の確率に及ぼ
す影響を制御するパラメータである．
ここで，HMMは left-to-rightであるという仮定から，
状態遷移確率P (q|λ, T )は状態継続長分布 pq(dq) のみに
より決定され，Tフレーム中にK個の状態を遷移すると
すると，

logP (q|o, λ, T )

= ad

K∑
k=1

log pqk
(dqk

)− 1
2
log |U |

−1
2
(o − µ)′U−1(o − µ)− Const (2)

となる．ここで

µ = [µ′
q1

, µ′
q2

, · · · , µ′
qT
]′ (3)

U = diag[U q1 , U q2 , · · · , U qT ] (4)

であり，µqt
およびU qtは，それぞれ状態 qtの平均およ

び共分散である．dqk
は，k番目の状態の継続長を表し，∑K

k=1 dqk
= Tとなる．

qが与えられたとき，P (o|q, λ, T )を最大化するoは，
o = µとなる．すなわち，個々のフレームにおける出力
は，前後のフレームの出力とは独立に，そのフレームに
対応する状態における分布の平均となるため，次の状態
へ遷移する部分で不連続が生じる．
これを避けるため，フレーム毎に独立な静的特徴量

ctと，前後のいくつかのフレームの静的特徴量の線形
結合で表される動的特徴量∆ct,∆2ct を導入し，ot =
[c′t,∆c′t,∆

2c′t]
′ とすることを考える．∆ct,∆2ct はデル

タおよびデルタデルタパラメータと呼ばれ，音声認識で
有効なパラメータであることが知られている．これらの
特徴量を一般的に

∆(n)ct =
L+(n)∑

i=−L−(n)

w(n)(i)ct+i, n = 0, 1, 2 (5)

と表すことにする．ただし，L−(0) = L+(0) = 0, w(0) = 1
とする．このとき，静的なパラメータ系列からなるベクト
ル c = [c′1, c

′
2, · · · , c′T ]′に関するP (o|q, λ, T )の最大化は，

∂ logP (o|q, λ, T )
∂c

= 0TM (6)

として与えられた線形方程式を解くことにより求められ
る．ただし 0TMは，ctの次元をMとして，T×M次の零
ベクトルとする．さらに，式 (1)の状態遷移確率の重み ad

に十分大きな値を仮定すれば，状態継続長{dqk
}K

k=1が，
出力確率P (o|q, λ, T )とは独立に状態遷移確率P (q|λ, T )
のみにより決定される．このとき，与えられた全体のフ
レーム長Tに対し，個々の状態の継続長{dqk

}K
k=1は，次

式によって求められる．

dk = mk + ρσ2
qk

(7)

ρ =

(
T −

N∑
k=1

mqk

)/ N∑
k=1

σ2
qk

(8)

ここで，mqk
, σ2

qk
はそれぞれ状態 qkの状態継続長分布の,

平均と分散である．従って，最適なパラメータ系列は，式
(7)，(8)によって定まる状態系列に従って，式 (6)から得
られる線形方程式を解くことにより，一意に求めること
ができる．

2.2 コンテキスト依存モデル

音声や唇の動作に影響を与える要因 (ここではコンテ
キストと呼ぶ)として，前後の音素環境のほかにもアクセ
ント型,構文情報などのさまざまな組み合わせが考えられ
る．これらのコンテキストを考慮したモデルを構築する
ことで，より精度の高いモデルを得ることが期待できる．
しかしコンテキストの種類の増大により，それらの組
み合わせは指数的に増加し，モデル当りの学習データが
著しく減少することから，モデルパラメータの推定精度



の低下は免れない．また可能なすべてのコンテキストの
組み合わせを網羅する学習データを用意することは，現
実的に不可能であることから，生成時に学習データ中に
存在しないコンテキストの組み合わせが必要となった場
合に，対応するモデルを用意できず，パラメータを生成
することができなくなるという問題が生じる．
この問題を解決するために，決定木を用いたHMMの
状態のコンテキストクラスタリングを導入する．決定木
は二分木であり，それぞれの節 (node)ごとにコンテキス
トを 2つに分割する質問が用意されている．すべてのコ
ンテキストは根 (root)からそれぞれの節の質問に従って
木を下り，葉 (leaf)のうちのいずれかに達するため，一
旦決定木を構築すれば，学習データに存在しないコンテ
キストの組み合わせにも対応するモデルが一意に決定さ
れる．

1. 全てのコンテキストを 1つにまとめ，根とする

2. 現在存在するすべての葉に対して，用意されている
全ての質問を適用し，分割の前後で最も尤度が増加
する葉と質問のセットを選ぶ．尤度変化の最大値が
閾値以下であれば終了する．

3. 手順2で選ばれた葉を 2つに分割し，新たな葉を 2つ
作る．古い葉は節となって手順2で選ばれた質問を
保持し，新しくつくられた葉に枝を伸ばす．

4. 手順2に戻る

この手順においては，用意する質問が多いほどより多
くの分割を考慮することになる．また，尤度の増加が多
い質問から順に選択されていくため効率的なクラスタリ
ングが期待できる．

3. 唇動画像合成システムの構築

本研究において，図1で示されるようなシステムを構築
する上での具体的な要素として，HMMによる唇動画像
のモデル化，学習用データベースの作成，特徴パラメー
タ，唇動画像の合成について説明する．

3.1 HMMによる唇動画像のモデル化

発声に伴って変化する唇の視覚的な形状を分類したも
のに口形素 (Viseme)と呼ばれるものがある．これは，聴
覚的な分類である音素よりも数が少なく，これを用いて
唇動画像をモデル化することも考えられる．
しかし，音素をベースとした音声合成システムの枠組
において唇動画像を生成する際には，同じように各音素
ごとに対応する唇動画像モデルを作成すると都合がよい．
そこで，音素を単位として唇動画像をモデル化した．

3.2 音声 ·唇動画像データベース
一般にHMMの学習には，大量の学習用データが必要

となるが，本研究で必要とされるような日本語連続文章

による大規模な唇動画像データベースには，現在入手で
きるもので標準的なものが存在しない．そこで，実験に
先立って男性話者1名による音声 ·唇動画像データベース
を構築した．
発話内容はATR日本語連続音韻バランス文503文章，

唇画像は，鼻から顎にかけての唇周辺を家庭用ディジタ
ルVTRを用いて話者の正面から撮影したものである．ま
た，同時にDATを用いて音声を収録し，ディジタルVTR
の音声と同期を取ることで，高品質な音声データを得る
ことができる．収録されたデータは，計算機上に取り込
み，動画像の口の開閉を基準に 1文章づつ切出した．
音声データベースには，発話されている音声のラベル

情報が必要となる．しかし，音素レベルのラベリングを行
う場合，音声のスペクトルを元に，人手で音素境界を判別
することも可能ではあるが，一定の基準で大量の文章を
ラべリングすることは大変困難である．そこで本研究で
は，同じ発話内容の他の音声データベースによりトレー
ニングしたHMMを用いて，今回収録された音声データ
のセグメンテーションを行い，その結果に基づき音素境
界を決定した．
以上の手順により，サンプリングレート 48kHzの音声

データ，フレームレート 29.97fps，720×480画素，RGB
各色8bitのカラー動画像による音声 ·唇動画像データベー
スを得た．非圧縮時の全データサイズは約91Gbyteとなっ
た．なお，画像フレームがインターレース処理されてい
ることを利用して，スキャンライン方向に分割すること
で動画像の時間解像度を 2倍にすることも可能である．

3.3 特徴パラメータ

ピクセルベースにより唇動画像をモデルする際，唇画
像を表す特徴パラメータは，PCAなどの分析を施すこ
とで画像の特徴を効率的に圧縮し，特徴パラメータの次
元削減を行うことが一般的である．しかし，本研究では
HMMに基づいた音声合成法を唇動画像合成へ適用する
ことの有効性を評価するため，今回は特徴パラメータに
ついては分析を行わず，画素値をそのまま特徴パラメー
タとして用いることにする．
データベースの画像は輝度や位置のずれなどの変動が
あり，これらをあらかじめ正規化する．まず，位置の正
規化では，位置や形状の変化が比較的少ないと思われる
鼻の位置を基準として，1フレーム毎に調整する．調整
の方法としては，輝度成分を取り出したモノクロ画像に
sobelフィルタリングを施した，連続する 2つのフレーム
の 鼻を中心とする矩形領域に注目し，フレーム間の相関
を最小化する方向に後続するフレームの位置を調節して
いる．そして，正規化された鼻の位置情報をもとに，唇
の動き全体をカバーする口元周辺画像 (192×144画素)を
切り出す．また輝度の正規化については，切り出したフ
レーム全体の平均値を求めて調整した．
さらに各フレームを 4×4ブロックのサブサンプリング



を行ない，48×36画素の画像とし，ラスタスキャンした
1フレームの画素全体を，1728次元の静的特徴量とする．
これに∆パラメータを付加した合計3456次元のパラメー
タベクトルを唇動画像モデルの特徴パラメータとした．
なお，音素単位の唇動画像の学習は音声の音素ラベル

に従って行うが，音素区間の短い場合にも十分な学習フ
レーム数を確保するため，インターレース処理された画
像を 2つに分割することにより 2倍のフレームレート (約
60fps)の動画像データとして学習に用いた．

3.4 唇動画像合成

唇動画像生成では，合成するテキストを音素列に変換
して，これに従って音素単位のHMMを連結し，入力文
章に対応する 1つの文HMMを構成する．学習時に得ら
れた状態継続長モデルにより各音素内の状態継続長を求
め，尤度最大化基準に基づいたパラメータ生成アルゴリ
ズムにより，文HMMの各状態から画像フレーム列に相
当するパラメータ系列が出力される．
また，状態継続長が与えられる場合，たとえば，HMM

による音声認識などで実際の音声の音素列と状態継続長
が求められる場合には，テキストからの合成と同様にし
て，そのラベル情報を用いて連結した文HMMからパラ
メータ生成を行うことにより，実際の音声に同期した唇
動画像を合成することができる．このようにして，音声
または音声 ·テキスト駆動による唇動画像合成への応用
も可能である．

4. 動画像合成実験

作成したデータベースの全503文章のうち，前半450
文章を学習用データとして，残りをテスト文章として用
いた．
輝度と位置の正規化が施された 48×36画素のフレーム

から求めた動的特徴を含む3456次元の特徴パラメータベ
クトルを用いて，音素ごとに唇動画像HMMの学習を行
う．HMMは 3状態のスキップなし left-to-right triphone
モデルとし，各状態は対角共分散単一ガウス分布をもつ
ものとした．
さらに先行,当該,後続音素を考慮したコンテキストクラ
スタラリングを行い，コンテキスト依存の唇動画像HMM
を作成した．また，HMMの連結学習時に 3次元ガウス分
布の状態継続長モデルを求め，同様にコンテキストクラ
スタリングを行うことでコンテキスト依存の状態継続長
モデルを作成した．
クラスタリングの際，分割を制御する閾値を変化させ

ることで，モデル内のパラメータの共有の度合いを調節
したところ，唇動画像および状態継続長モデルの持つ状態
の数は表1のように変化した．なおコンテキストクラスタ
リングを行う前の総状態数は唇動画像モデルでは 10698，
状態継続長モデルは 3566である．
唇動画像合成では，学習に使用しなかった 53文章を使

No. of states (%)
threshold lip HMM duration model

1 5591 (52.3) 2299 (64.5)

10 704 (6.6) 561 (15.7)

100 70 (0.7) 58 (1.6)

Table.1 Comparison of clustering results with diffrent
threshold

表 1 コンテキストクラスタリングによる状態数の変化

用し，各文章に対応した唇動画像を合成した．クラスタ
リングによる共有の度合いを高くし，状態数を少なくし
た場合には，唇の動きははっきりしなくなり，全体的に
品質が低下した．逆に，状態数を大きくし過ぎた場合に
は，唇の動きの明瞭さは向上するが，若干の不連続なフ
レームがみられた．
図2に示す2つの画像フレーム列は，「都会では，出会
う人のほとんどが見知らぬ人である」という文中にある
/t-o-k-a-i-d-e-w-a/ の区間に対応するデータベース
中の実画像 (図2(a))と，合成された動画像 (図 2(b)，ク
ラスタリング時の閾値はともに 10，数字はモデルの各状
態に対応)を 1フレームずつ並べたものである (フレーム
周期は約16.7msec)．これより，実画像と良く似た唇の動
きが，前後の音素環境に応じてなめらかに変化している
様子が確認できる1．

5. むすび

HMMに基づいた音声合成手法と同じ枠組みで，ピク
セルベースによる唇動画像生成システムを構築し，実写
画像に近い高品質な唇動画像生成が可能であることを確
かめた．また，そのために必要な日本語連続文章による
音声 ·唇動画像データベースを構築した．
今回は，唇動画像モデルの特徴パラメータの次元数が

画像のサイズに相当するため，モデルの作成や合成時の
計算機資源の制約を大きく受けることになった．より現
実的な唇動画像合成を行うためには，動画像の特徴をよ
り少ない次元で取り扱う必要がある．今後の課題として，
特徴パラメータの次元削減の検討や，音声合成システム
を統合した，テキストからの音声 ·唇動画像生成システム
の実現などが挙げられる．
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/t/ /o/ /k/ /a/

/i/ /d/ /e/ /w/

/a/
(a) natural lip movements

/t/ /o/ /k/
1 2 3 1 2 3 1 2

/a/ /i/ /d/

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

/e/ /w/ /a/

1 2

3 1 2 3 1 2 3

(b) generated lip movements

Figure.2 Natural and generated lip movements of the sentence “/t-o-k-a-i-d-e-w-a/”

図 2 「都会では」の実際の動画像と，合成した動画像 (1,2,3はHMMの各状態の継続する区間)
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