
(57)【要約】
【課題】  歌詞データに基づき、より自然な歌唱音を合
成する。
【解決手段】  楽曲情報記憶部５に格納されたメロディ
ーデータに対応して歌詞データを読出し、声質制御情報
記憶部６から前記歌詞データの音韻に対応する音韻フォ
ルマントデータと音韻調音結合制御データとからなるボ
イスパラメータを読出し、発音ボイスパラメータ供給制
御部により、各パラメータを補間して所定時間毎にフォ
ルマント波形発生部８１～８ｍに供給して、歌詞に対応
する歌唱音を合成出力する。音程の上昇時におけるピッ
チ変化の速度を下降時の速度よりも遅くする。また、無
声音の発声時にはピッチを保持し、有声音の発音時にピ
ッチの変更を開始する。子音母音子音のときは、母音の
フォルマント周波数の目標値を変更する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】    歌詞データとメロディデータとを記憶
し、該メロディデータの読み出しに対応して前記歌詞デ
ータを読み出し、該歌詞データに対応した音韻を発音さ
せて当該歌詞を歌唱させるように構成された歌唱音合成
装置において、
発音させる音韻のピッチを上昇させるときのピッチ変化
速度が、発音させる音韻のピッチを下降させるときのピ
ッチ変化速度よりも遅い速度とされていることを特徴と
する歌唱音合成装置。
【請求項２】    歌詞データとメロディデータとを記憶
し、該メロディデータの読み出しに対応して前記歌詞デ
ータを読み出し、該歌詞データに対応した音韻を発音さ
せて当該歌詞を歌唱させるように構成された歌唱音合成
装置において、
有声音、無声音、有声音の順に発音させる場合において
発音する音韻のピッチを変化させるときには、前記無声
音の発音期間は先行する前記有声音のピッチデータを保
持し、後続する前記有声音の発音開始時から当該ピッチ
の変化を開始するようになされていることを特徴とする
歌唱音合成装置。
【請求項３】    歌詞データとメロディデータとを記憶
し、該メロディデータの読み出しに対応して前記歌詞デ
ータを読み出し、該歌詞データに対応した音韻を発音さ
せて当該歌詞を歌唱させるように構成された歌唱音合成
装置において、
子音、母音、子音の順に発音させる場合において前記母
音を発音させるときは、そのフォルマント中心周波数が
当該母音を単独で発音させる場合のフォルマント中心周
波数に達しないうちに、後続する前記子音のフォルマン
ト中心周波数に戻すようになされていることを特徴とす
る歌唱音合成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、歌詞データに基づ
いて対応する音韻を発音し、当該歌詞を人声音で歌唱す
るようになされた歌唱音合成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】音声合成技術の一つとして、フォルマン
ト合成による音声合成方式が知られている。この方式
は、時系列的に変化するフォルマントに関するパラメー
タデータを複数ステップにわたって予め記憶している記
憶手段と、音声を発声すべきときに前記記憶手段から前
記パラメータデータを複数ステップにわたって時系列的
に読み出す読出手段と、読み出されたパラメータデータ
が入力され、該パラメータデータに応じて決定されるフ
ォルマント特性を持つ楽音信号を合成するフォルマント
合成手段とを備え、音声信号のフォルマントを時系列的
に変化させるものである。
【０００３】最近では、このような音声合成技術を音楽

に適用し、歌詞データに基づいて自然な歌唱音を合成出
力する歌唱音合成装置（シンギングシンセサイザ）が提
案されている（特開平９－５０２８７号公報を参照され
たい）。この歌唱音合成装置は、歌詞データとメロディ
ーデータとを記憶し、該メロディーデータの読出に対応
して前記歌詞データを読み出し、当該歌詞データに対応
した音韻を発音させて当該歌詞を歌唱させるように構成
されている。そして、一つの音符を発音する時間内に複
数の音節データを発音することができるようにし、ま
た、子音の発音時間は設定された時間とし、母音の発音
時間は音符長により変化させるようにして、自然な歌唱
音を合成出力することができるようになされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、自然な
歌声に聞こえるためには、上記した以外にも歌唱特有の
問題がある。例えば、歌唱においては音程が変化するた
め、ピッチ変化が当然に現われる。図７の（ａ）は、ａ
という音を音程を変えつつ発音したときのピッチ周波数
の変化の様子を実測した図である。この図に示すよう
に、低い音程から高い音程に上げたときと高い音程から
低い音程へ下げたときでは、ピッチ変化の傾きが異なっ
ている。すなわち、高い音程に上がるときのピッチ変化
の傾きは、低い音程に下がるときの傾きよりも緩やかな
ものとなっている。音程の上下は声帯にある筋肉の緊
張、弛緩により行なわれるが、その力学的特性に起因す
るものと考えられる。
【０００５】従来の歌唱音合成装置においては、図７の
（ｂ）に示すように、ピッチの変化をピッチの上昇時下
降時のいずれにおいても同様に行なっていた。したがっ
て、特にピッチの下降時に自然の発声によるものではな
い違和感があった。したがって、図７の（ｃ）に示すよ
うに、ピッチの上昇時と下降時においてピッチ変化の傾
きを変更させることが、人間の聴覚上違和感のないもの
とするために必要となる。
【０００６】また、図８は、有声音（voiced sound）Ｖ
の後にピッチの異なる無声音（unvoiced sound）Ｕと有
声音Ｖからなる音節を発音させるときのピッチの変化の
様子を説明する図である。同図（ａ）に示すように、こ
のような場合には無声音Ｕの発音開始時からピッチ変化
を生じさせるのが通常であるが、無声音Ｕにはピッチ成
分がないため、無声音Ｕの発音期間においてはピッチ変
化が出力されない。したがって、図８の（ｂ）に示すよ
うに、当該音節の母音Ｖの発音期間になってから、いき
なりピッチが跳んだ母音Ｖが発生されることとなる。し
たがって、ピッチのつながりが不連続な不自然な発音と
なってしまう。そこで、このような不自然さがなく、図
８の（ｃ）に示すように、自然なピッチのつながりを有
する音声出力が望まれる。
【０００７】さらに、実際の人間の発音においては、子
音Ｃ（consonant）、母音Ｖ（vowel）、子音Ｃというよ
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うに子音の間に母音が挟まれているときには、その母音
の本来のフォルマント中心周波数に達することなく次の
子音のフォルマント中心周波数に変化していくこと（い
わゆる、アンダーシュート）が発生する。図９はこの様
子を示す図である。例えば母音ｕを単独で発音した場合
には、図９の（ａ）に示すような第１フォルマント中心
周波数ＦＦ１および第２フォルマント中心周波数ＦＦ２
となっている。しかしながら、ｄ－ｕ－ｄと発音した場
合には、図９の（ｂ）に示すように、母音ｕの第２フォ
ルマント中心周波数ＦＦ２は、同図（ａ）に示したＦＦ
２の周波数まで達することなく、次のｄの第２フォルマ
ント周波数に遷移している。このように、子音で挟まれ
た母音は、実際には、単独で発音されたときのフォルマ
ント中心周波数とは異なるフォルマント中心周波数で発
音されている。
【０００８】そこで、本発明は、上述のような実際の人
間による発音に現われる特徴を取り込むことにより、よ
り自然な歌声を発声することができる歌唱音合成装置を
提供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の歌唱音合成装置は、歌詞データとメロディ
データとを記憶し、該メロディデータの読み出しに対応
して前記歌詞データを読み出し、該歌詞データに対応し
た音韻を発音させて当該歌詞を歌唱させるように構成さ
れた歌唱音合成装置において、発音させる音韻のピッチ
を上昇させるときのピッチ変化速度が、発音させる音韻
のピッチを下降させるときのピッチ変化速度よりも遅い
速度とされているものである。これにより、人間による
発声の場合と同様の音程の変化を実現でき、自然な歌唱
音を発声させることができる。
【００１０】また、本発明の他の歌唱音合成装置は、歌
詞データとメロディデータとを記憶し、該メロディデー
タの読み出しに対応して前記歌詞データを読み出し、該
歌詞データに対応した音韻を発音させて当該歌詞を歌唱
させるように構成された歌唱音合成装置において、有声
音、無声音、有声音の順に発音させる場合において発音
する音韻のピッチを変化させるときには、前記無声音の
発音期間は先行する前記有声音のピッチデータを保持
し、後続する前記有声音の発音開始時から当該ピッチの
変化を開始するようになされているものである。これに
より、ピッチのつながりがスムーズになり、自然な発音
となる。
【００１１】さらに、本発明のさらに他の歌唱音合成装
置は、歌詞データとメロディデータとを記憶し、該メロ
ディデータの読み出しに対応して前記歌詞データを読み
出し、該歌詞データに対応した音韻を発音させて当該歌
詞を歌唱させるように構成された歌唱音合成装置におい
て、子音、母音、子音の順に発音させる場合において前
記母音を発音させるときは、そのフォルマント中心周波

数が当該母音を単独で発音させる場合のフォルマント中
心周波数に達しないうちに、後続する前記子音のフォル
マント中心周波数に戻すようになされているものであ
る。これにより、人間による発生と同様の音韻を発声す
ることができ、自然な歌唱音を合成することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の歌唱音合成装置
のシステム構成の一例を示す図である。この図におい
て、１は装置全体の制御を行う制御部であり、ＣＰＵお
よび各種フラグや各種変数領域、バッファ等として使用
されるＲＡＭなどが設けられている。２は制御プログラ
ムなどが格納されているプログラム記憶装置PRGMEMであ
る。なお、このプログラム記憶装置２は、ネットワーク
等を介して制御プログラムを前記制御部１に供給するプ
ログラム供給装置であってもよい。３は機器の動作状態
や入力データおよび操作者に対するメッセージなどを表
示するための表示部、操作つまみや操作ボタンなどの各
種設定操作子などが設けられた操作設定部である。４は
ＭＩＤＩインターフェース部であり、外部のＭＩＤＩ機
器やネットワーク等に接続されており、ＭＩＤＩデータ
の入出力を行なう。５はメロディーデータおよび歌詞デ
ータからなる歌唱データや伴奏データからなる楽曲情報
が格納される楽曲情報記憶部SONGMEMであり、半導体メ
モリのほか、フロッピーディスク装置、ハードディスク
装置、ＭＯディスク装置、ＩＣメモリカードなどの各種
メディアを使用することができる。
【００１３】また、６は声質制御情報記憶部PHONEMEMで
あり、この声質制御情報記憶部PHONEMEM６内には、音韻
フォルマントデータPHFRMTDATAおよび音韻調音結合制御
データPHCOMBDATAが格納されているボイスパラメータメ
モリPMEMが設けられている。このボイスパラメータメモ
リPMEMは、発生する音声の種類、例えば、男声、女声、
あるいは特定の歌手等ごとにそれぞれ設けられており、
操作者は、発声させたい声質に応じて使用するボイスパ
ラメータメモリPMEMを選択することができるようになさ
れている。前記音韻フォルマントデータPHFRMTDATAは、
各音韻をフォルマント合成するためのパラメータであ
り、各音韻対応に、その音韻を発生するための各フォル
マントの形状を指定するデータ（FShape 1～m）、各フ
ォルマントの中心周波数をそれぞれ指定するデータ（FF
req 1～m）、各フォルマントの出力レベルデータ（FLev
el 1～m）等のデータからなっている。また、前記音韻
調音結合制御データPHCOMBDATAはある音韻から他の音韻
に移行する際の調音結合（特に、フォルマント周波数遷
移）を行なうための各種パラメータであり、前記音韻フ
ォルマントデータPHFRMTDATA中の各データに対する補間
レートや該補間レートを補正するための定数等からなっ
ている。
【００１４】７は発音ボイスパラメータ供給制御部であ
り、前記楽曲情報記憶部SONGMEM５から当該楽曲のメロ
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ディデータおよび歌詞データを読み出し、歌詞データに
対応する音韻フォルマントデータPHFRMTDATAおよび音韻
調音結合制御データPHCOMBDATAを前記声質制御情報発生
部PHONEMEMのボイスパラメータメモリPMEMから読み出し
て補間演算を実行し、所定時間毎にフォルマント波形発
生部８１～８ｍに発音制御パラメータとして供給する。
【００１５】８１～８ｍはフォルマント波形発生部FGen
 1～mであり、前記制御部１の発音ボイスパラメータ供
給制御部７から所定時間毎に供給される発音制御パラメ
ータ、すなわち、フォルマント中心周波数FFreq 1～m、
フォルマント振幅レベルFLevel 1～m、フォルマント形
状情報FShape 1～mおよび音高情報PITCHに基づいてそれ
ぞれ対応する次数のフォルマント波形を発生するもので
ある。図示するように、各フォルマント波形発生部FGen
 1～mには、それぞれ、無声音の発生を受け持つ無声音
音源ユニットUNVOICED TG UNIT９と有声音の発生を受け
持つ有声音音源ユニットVOICED TG UNIT１０とが設けら
れており、各音源ユニット９および１０の出力は加算さ
れて、当該フォルマント波形発生部FGen n（ｎ＝１～
ｍ）の出力FORMANT_OUT n（ｎ＝１～ｍ）として出力さ
れる。なお、このような音声合成装置は本出願人により
既に提案されている（特開平３－２００２９９号公
報）。また、前記各フォルマント波形発生部８１～８ｍ
は楽音の発生も行うことができ、音声のための発音チャ
ンネルとして割り当てられていない音源は、楽音の発生
に割り当てることができる。
【００１６】１１は信号合成部であり、前記ｍ個のフォ
ルマント波形発生部８１～８ｍから出力される出力信号
FORMANT_OUT 1～mを制御部１から供給される制御信号MI
XCONTに応じて加算して出力する信号合成部である。
【００１７】このように構成された本発明の歌唱音合成
装置の動作について説明する。図２は、制御部１におい
て実行されるメインルーチンの動作フローチャートであ
る。さて、動作が開始されると、まず、ステップＳ１０
においてシステムの初期化が行われる。続いて、ステッ
プＳ２０の操作イベント検出処理に進み、前記操作設定
部３において操作イベントが発生したか否かが判定され
る。次に、ステップＳ３０に進み、前記操作イベント検
出処理Ｓ２０において検出した操作イベントが演奏する
楽曲および歌唱の選択イベントである場合には、対応す
る楽曲および歌唱に対応するデータ（伴奏データ、メロ
ディーデータおよび歌詞データ）を前記楽曲情報記憶部
SONGMEM５から読み出す。なお、このメロディーデータ
は、ＭＩＤＩのシーケンスデータと同様のデータとされ
ており、KEYON、KEYOFF、音高[PITCH]、音長[NOTELENGT
H]、タッチ[TOUCH]等のデータが含まれている。また、
歌詞データは、例えば、音符と歌詞との関連を持たせる
ために音符の区切りを示す区切り符号が付加された、歌
詞に対応する音韻が記載されたデータである。さらに、
伴奏データは、ＭＩＤＩのシーケンスデータとされてい

る。
【００１８】続いて、ステップＳ４０に進み、前記ステ
ップＳ３０において読み出された選択された楽曲の伴奏
データの演奏処理が行われる。これは、通常の楽音発生
処理と同一の処理であり、伴奏用の楽音が前記音源部７
により発生される。続いて、ステップＳ５０に進み、当
該楽曲の歌唱音制御処理が行われる。この処理により、
前記メロディーデータおよび歌詞データに対応した歌唱
音が前記フォルマント波形発生部FGen 1～mにおいて発
生され、前記信号合成部１１において合成されて出力さ
れることとなる。なお、この歌唱音制御処理Ｓ５０の詳
細については後述する。続いて、ステップＳ６０に進
み、前記ステップＳ２０において検出された処理が前記
楽曲・歌唱選択処理以外の処理である場合におけるその
操作に対応する処理や表示制御処理を行う。そして、前
記ステップＳ２０に戻り、再び、上述した処理を繰り返
し順次実行する。
【００１９】次に、前記Ｓ５０の歌唱音制御処理につい
て説明する。図３は、この歌唱音制御処理の動作フロー
チャートである。なお、このフローチャートにおいて
は、説明を簡単にするため、発生する歌唱音の振幅の制
御については省略してある。この歌唱音制御処理が起動
されると、まず、ステップＳ３０１において、歌唱音発
生処理中であるか否かが判定される。この歌唱音発生処
理中であるか否かは、前記制御部１におけるＲＡＭ上に
設定されたフラグSINGING_STARTが「１」であるか否か
により判定される。このフラグSINGING_STARTが「０」
のときは歌唱音発生処理中でないと判断され、ステップ
Ｓ３０２に進む。そして、前記操作設定部３において歌
唱音発生開始指示イベントが発生したか否かを判定す
る。その結果、歌唱音発生開始指示イベントが発生して
いなかったときは、この歌唱音制御処理Ｓ５０を終了
し、前記ステップＳ６０のその他処理に進む。
【００２０】また、歌唱音発生開始指示イベントが発生
していたときには、前記Ｓ３０２の判定結果がＹＥＳと
なり、歌唱音発生処理初期化処理Ｓ３０３が行われ、前
記歌詞データから読み出す音韻のシーケンスポインタｉ
に初期値「１」がセットされる。次に、ステップＳ３０
４に進み、前記フラグSINGING_STARTに「１」をセット
して、この回の歌唱音制御処理を終了する。
【００２１】さて、フラグSINGING_STARTが「１」にセ
ットされている状態（歌唱音発生処理中の状態）で、こ
の歌唱音制御処理Ｓ５０が開始されたときは、前記ステ
ップＳ３０１の判定結果がＮＯとなりステップＳ３０５
に進む。そして、このステップＳ３０５において、歌唱
音発生終了指示イベントが発生したか否かを判定する。
この判定の結果がＹＥＳのときは、ステップＳ３０６に
おいて前記フラグSINGING_STARTを「０」にリセットし
て歌唱音発生処理終了処理を行い、歌唱音制御処理を終
了する。
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【００２２】また、前記ステップＳ３０５の判定結果が
ＮＯのときは、ステップＳ３０７に進み、第ｉ番目の音
韻を発音を開始すべきタイミングになったか否か、すな
わち、前記メロディーデータのノートオンイベントのタ
イミングとなったか否かを判定する。このステップＳ３
０７の判定の結果がＹＥＳのときは、この音韻ｉを発生
するための準備処理が実行される。まず、ステップＳ３
０８において、メロディーおよび歌詞イベントの分析が
行われる。具体的には、前記メロディーデータのノート
オンイベントに含まれている音高情報KCPITCH、現在発
音中の音韻（ｉ－１）、その音高（ｉ－１）、その発音
時間（ｉ－１）と、いま発音開始タイミングとなった音
韻ｉ、その音高ｉ、その発音時間ｉの分析が行われる。
ここで、前記音韻ｉの音高ｉは、有声音、無声音を問わ
ず、すべてノートの音高情報KC PITCHに対応する周波数
とする。また、前記発音時間ｉは、当該音韻の発音時間
設定とメロディーイベントのKEYON、KEYOFF情報などに
より決定される。一般に、日本語の歌唱においては、主
に先行する子音が所定時間発音され、後続する母音が次
のメロディーノートのキーオンまで継続するように前記
発音時間ｉを決定する。
【００２３】次に、ステップＳ３０９に進み、前記声質
制御情報記憶部PHONEMEM６のボイスパラメータメモリPM
EMから、先行する音韻（ｉ－１）後続する音韻ｉに対応
する音韻調音結合制御データPHCOMBDATAxを読み出す。
次に、ステップＳ３１０において、前記ボイスパラメー
タメモリPMEMから発音を開始すべき音韻ｉに対応する音
韻フォルマントデータPHFRMNTDATAyを読み出す。そし
て、ステップＳ３１１に進み、音韻ｉの発音処理中フラ
グをセットするとともに、音韻ｉの発音開始処理を行
う。また、必要に応じて、先行する音韻（ｉ－１）の発
音の終了処理も行う。このステップＳ３１１が終了後こ
の回の歌唱音制御処理を終了する。前記音韻ｉの発音開
始処理の詳細については後述する。
【００２４】なお、ｉ＝１のとき、すなわち、当該歌詞
の最初の音韻の発音開始処理を行うときには、前記ステ
ップＳ３０８における先行する音韻（ｉ－１）が存在し
ない。また、この実施の形態においては、休符や歌唱中
に発生する息継ぎの場合に無音区間が発生することとな
るが、これらについても音韻として扱うようにしてい
る。したがって、休符や息継ぎの後においては、上記最
初の音韻の発音の場合と同様に先行する音韻（ｉ－１）
が存在しないこととなる。このような場合に対応するた
めに、歌い始めあるいは発音の立上りの遷移状態を示す
データを前記音韻調音結合制御データPHCOMBDATA中に格
納しておき、このデータを前記音韻（ｉ－１）、音高
（ｉ－１）として使用するようにしている。
【００２５】さて、音韻ｉの発音開始タイミングではな
く、前記ステップＳ３０７の判断結果がＮＯとなったと
きには、ステップＳ３１２に進み、音韻ｉの発音処理中

であるか否かが判定される。音韻ｉ発音処理中フラグが
セットされており、音韻ｉの発音処理中であるときに
は、この判定結果がＹＥＳとなり、ステップＳ３１３の
発音ボイスパラメータ発生制御処理が行われる。この処
理は、前記フォルマント波形発生部８１～８ｍに対して
所定時間毎に発音制御パラメータを出力する処理であ
り、これにより前記フォルマント波形発生部８１～８ｍ
により実際に歌唱音が出力される処理である。この処理
の詳細については後述する。
【００２６】次にステップＳ３１４に進み、音韻ｉの発
音時間（発音時間ｉ）をチェックし、次の音韻（ｉ＋
１）の発音開始タイミングに達したか否かを判定する
（ステップＳ３１５）。この判定の結果がＮＯのとき
は、この回の歌唱音制御処理Ｓ５０を終了し、前記Ｓ６
０のその他処理に進む。一方、次の音韻（ｉ＋１）の発
音開始タイミングとなったときには、ステップＳ３１６
に進み、（ｉ＋１）を前記発音中の音韻シーケンス番号
ｉとして、前記ステップＳ３０８に進む。以下、前記ス
テップＳ３０８～Ｓ３１１を新しい音韻シーケンス番号
ｉについて実行する。これにより、その音韻ｉの発音の
準備処理が行われる。
【００２７】図４は、前記Ｓ３１１の音韻ｉ発音開始処
理を説明するためのフローチャートである。この音韻ｉ
発音開始処理が開始されると、まず、ステップＳ４０１
において、この音韻ｉが無音状態から発音される音韻で
あるか否かが判定される。この判定の結果がＹＥＳのと
きは、直前の音韻の音高がないので、ステップＳ４０２
に進み、その音韻ｉに対応するメロディーの音高KCPITC
H iを音韻ｉのピッチデータPITCH iおよび音韻ｉに先行
する音韻（ｉ－１）のピッチデータPITCH i-1にセット
する。このときには、音高ｉから音韻ｉが立ち上げられ
ることとなる。なお、このステップＳ４０２のようにピ
ッチデータを設定する代わりに、例えば、PITCH i-1と
して、０あるいは他の所定値を設定することもできる。
この場合は、その設定された値を初期値として音韻ｉの
音高ｉに立ち上がっていくこととなる。
【００２８】また、先行して発音される音韻があり、前
記ステップＳ４０１の判定結果がＮＯとなったときは、
ステップＳ４０７に進み、その音韻ｉが無声音であるか
否かを判定する。音韻ｉが無声音でありこの判定結果が
ＹＥＳのときは、ステップＳ４０８に進み、先行する音
韻（ｉ－１）のピッチデータPITCH i-1を無声音である
音韻ｉのピッチデータPITCH iとする。これにより、無
声音のときに先行する音韻の音高PITCHを保持すること
ができる。また、先行する音韻（ｉ－１）が無声音では
ないときにはその音韻ｉの音高ｉをそのままPITCH iと
する。
【００２９】さて、上述したようにして音韻ｉおよび
（ｉ－１）のピッチデータPITCH iおよびPITCH i-1が設
定された後、ステップＳ４０３において、PITCH iとPIT
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CH i-1とが比較される。この結果、PITCH i＞PITCH i-1
であるとき、すなわち、音韻ｉの音高ｉが先行して発音
される音韻（ｉ－１）の音高（ｉ－１）よりも高いとき
には、ステップＳ４０４に進む。このステップＳ４０４
においては、前記ボイスパラメータメモリPMEMに格納さ
れている音韻フォルマントデータPHFRMNTDATA中に含ま
れている当該音韻ｉのピッチの補間レートRpitch iに対
し、係数Ｋｕを乗算して、補間演算において使用するピ
ッチ補間レートR'pitch iとする。また、PITCH i≦PITC
H i-1でピッチが下降するときにはＳ４０３の判定結果
がＮＯとなり、ステップＳ４０９において、音韻ｉの補
間レートRpitch iに対し係数Ｋｄを乗算して、ピッチ補
間レートR'pitch iとする。
【００３０】ここで、０＜Ｋｕ＜Ｋｄとされており、ピ
ッチ上昇時のピッチ補間レートは、ピッチ下降時の補間
レートよりも小さく設定されている。なお、前記係数Ｋ
ｄ＝１とし、ピッチの変化無しのときおよびピッチが下
降するときの補間レートとして、前記音韻フォルマント
データPHFRMNTDATA中に含まれている補間レートRpitch 
iをそのまま用いるようにすればよい。このようにし
て、ピッチが上昇するときと下降するときとでピッチの
遷移レートを変更することができる。
【００３１】なお、前記係数ＫｕおよびＫｄを、音高差
や音高によって異なる値に設定しても良い。例えば、高
い音から更に高い音に変化するときに補間レートが異な
るようにしてもよい。このようにすることにより、より
自然な歌唱音とすることが可能となる。次にステップＳ
４０５に進み、フォルマント中心周波数の補正演算処理
が実行され、次にステップＳ４０６において、音韻ｉの
発音開始指示処理が行われる。この処理は、前記音韻ｉ
発音処理中フラグをセットする処理である。
【００３２】図５は、前記ステップＳ４０５のFFreq補
正演算処理のフローチャートである。この処理は、発音
する音韻が子音（Ｃ）母音（Ｖ）子音（Ｃ）であるとき
に、子音に挟まれて発音される母音のフォルマント中心
周波数を制御する処理である。この処理が開始される
と、まず、ステップＳ５０１において、前記歌詞データ
をチェックし、先行する音韻（ｉ－１）、発音開始タイ
ミングとなった音韻ｉおよび後続する音韻（ｉ＋１）が
母音（Ｖ）あるいは子音（Ｃ）のいずれであるかをチェ
ックする。この結果、ＣＶＣの連続発音となっている場
合には、ステップＳ５０２の判定結果がＹＥＳとなり、
ステップＳ５０３に進む。このステップＳ５０３におい
て、フォルマントの次数を示す変数ｊに初期値「１」を
代入し、以下、ステップＳ５０４～Ｓ５０５、Ｓ５０
７、Ｓ５０６およびＳ５０９のループにより、各フォル
マント中心周波数の目標値の修正を行う。
【００３３】すなわち、まず、ステップＳ５０４におい
て、音韻ｉの第ｊフォルマントの目標中心周波数FFreq 
ijと先行する音韻（ｉ－１）の第ｊフォルマントの目標

中心周波数FFreq (i-1)jとを比較する。この結果、音韻
ｉの第ｊフォルマントの目標中心周波数FFreq ijが先行
する音韻（ｉ－１）の第ｊフォルマントの目標中心周波
数FFreq (i-1)jよりも低い周波数であるときには、ステ
ップＳ５０５において、音韻ｉの第ｊフォルマントの目
標中心周波数FFreq ijに係数Ｈj1（０＜Ｈj1＜１）を乗
算して、低く設定された新たな第ｊフォルマントの目標
中心周波数FFreq' ijとする。
【００３４】一方、音韻ｉの第ｊフォルマントの目標中
心周波数FFreq ijが先行する音韻（ｉ－１）の第ｊフォ
ルマントの目標中心周波数FFreq (i-1)jよりも高い周波
数であるときには、ステップＳ５０７において、音韻ｉ
の第ｊフォルマントの目標中心周波数FFreq ijに係数Ｈ
j2（１≦Ｈj2）を乗算して、高く設定された新たな第ｊ
フォルマントの目標中心周波数FFreq' ijとする。な
お、音韻ｉの第ｊフォルマントの目標中心周波数FFreq 
ijと先行する音韻（ｉ－１）の第ｊフォルマントの目標
中心周波数FFreq (i-1)jとが一致しているときは、前記
Ｈj2＝１とし、目標中心周波数の修正を行わないように
する。
【００３５】次に、ステップＳ５０６に進み、すべての
フォルマントについての処理が終了した否かを判定し、
終了していないときは、変数ｊをインクリメントして
（Ｓ５０９）、前記ステップＳ５０４からの処理を繰り
返す。また、すべてのフォルマントについての処理が終
了したときには、このFFreq補正演算処理を終了する。
【００３６】また、前記ステップＳ５０２の判定がＮＯ
となったとき、すなわち、ＣＶＣの連続発音となってい
ないときには、フォルマントの目標中心周波数を変更す
る必要がないのであるから、音韻ｉに対応する各フォル
マントの目標中心周波数[FFreq] iをそのまま目標中心
周波数[FFreq'] iとして、このFFreq補正演算処理を終
了する。以上が、前記ステップＳ３１１の音韻ｉ発音開
始処理の内容である。このようにして、前記図３におい
て音韻ｉの発音開始タイミングとなったときの発音準備
処理が終了する。
【００３７】次に、前記ステップＳ３１３の発音ボイス
パラメータ発生制御処理について、図６のフローチャー
トを参照して説明する。前述したように、このステップ
Ｓ３１３は音韻ｉの発音処理中に実行される処理であ
り、前記フォルマント波形発生部８１～８ｍに対し所定
時間毎に各パラメータを供給して、所定の音韻を発生さ
せる処理である。
【００３８】この処理においては、まず、ステップＳ６
０１において、先行する音韻（ｉ－１）が有声音である
か否かが判定される。先行する音韻（ｉ－１）が有声音
の場合にはこの判定結果がＹＥＳとなり、次に、ステッ
プＳ６０２において発音処理中の音韻ｉが有声音である
か否かが判定される。また、先行する音韻（ｉ－１）が
無声音のときにはステップＳ６０６に進み、当該音韻ｉ
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が無声音であるか否かが判定される。
【００３９】そして、前記ステップＳ６０２の判定結果
がＹＥＳのとき、すなわち、先行する音韻（ｉ－１）が
有声音で当該音韻ｉが有声音であり有声音の発音が連続
するとき、および、前記ステップＳ６０６の判定結果が
ＮＯのとき、すなわち、先行する音韻（ｉ－１）が無声
音で当該音韻ｉが有声音のときには、ステップＳ６０３
の処理が実行される。このステップＳ６０３は、先行す
る音韻（ｉ－１）のピッチPITCH i-1と現在発音してい
る音韻ｉのピッチPITCH iとの間を前記ステップＳ４０
４あるいはＳ４０９において設定した補間レートR'pitc
h iで補間し、その結果を所定時間（例えば数ｍｓｅ
ｃ）毎に、前記フォルマント波形発生部８１～８ｍにPI
TCHデータとして出力する処理である。これにより、各
フォルマント波形発生部８１～８ｍにおいて生成される
音韻のピッチが設定されたレートで変更される。
【００４０】また、前記ステップＳ６０２の判定結果が
ＮＯのとき、すなわち、先行する音韻（ｉ－１）が有声
音で後続する音韻ｉが無声音のとき、および、前記ステ
ップＳ６０６の判定結果がＹＥＳのとき、すなわち、先
行する音韻（ｉ－１）が無声音で後続する音韻ｉが無声
音のときは、ステップＳ６０７が実行される。このステ
ップＳ６０７においては、その時点のピッチPITCHを保
持したまま、すなわち、補間演算処理を行うことなく、
所定時間毎にPITCHデータとして、前記フォルマント波
形発生部８１～８ｍへ出力する。これにより、無声音の
ときはピッチPITCHが保持されることとなる。
【００４１】上記ステップＳ６０３あるいはＳ６０４に
おいてピッチデータの送出を実行した後は、ステップＳ
６０４に進み、各フォルマント周波数の制御データの送
出が行われる。この処理においては、先行する音韻（ｉ
－１）と当該音韻ｉとの間の音韻調音結合制御データPH
COMBDATAxに応じた調音結合特性で、各フォルマント周
波数について、[FFreq] i-1～[FFreq'] iの間で補間演
算し、所定時間毎に補間値を出力する。ここで、[FFre
q] i-1は先行する音韻（ｉ－１）の各フォルマントの中
心周波数であり、[FFreq'] iは、前記FFreq補正演算処
理Ｓ４０５において演算された当該音韻ｉの各フォルマ
ントの目標中心周波数である。
【００４２】次に、ステップＳ６０５に進み、他の発音
ボイスパラメータ、FShape、FLevel等についても、同様
に補間演算処理を行い、所定時間毎に、前記フォルマン
ト波形発生部８１～８ｍに出力する。このようにして、
所定時間（例えば、数ｍｓｅｃ）毎に、各フォルマント
波形発生部８１～８ｍに発音ボイスパラメータが送出さ
れ、各フォルマント波形発生部８１～８ｍにおいて前述
のようにして当該音韻の対応するフォルマント波形が生
成される。各フォルマント波形発生部８１～８ｍから出
力される各フォルマントに対応する出力は信号合成部１
１において加算され、当該歌詞に対応した合成された音

韻が発音されることとなる。
【００４３】なお、以上の説明においては、フォルマン
ト中心周波数、フォルマントレベル、フォルマント帯域
幅およびピッチ周波数などの各パラメータを、前記制御
部１から所定時間間隔で（例えば、数ミリ秒程度の間隔
で）逐次送出して制御するようにしていたが、この時間
間隔をより長くして、各フォルマント波形発生部８１～
８ｍに含まれているエンベロープジェネレータにより前
記各パラメータを逐次制御させるようにしてもよい。
【００４４】また、上記においては、前記声質制御情報
記憶部PHONEMEM６中に複数種類の音韻フォルマントデー
タPHFRMNTDATAおよび音韻調音結合制御データPHCOMBDAT
Aを記憶し、発生させたい声質に応じてそれらを選択す
るようにしていたが、記憶されている複数種類のデータ
（例えば、男声、女声あるいは個人の声を分析して得た
各個人に対応するデータ）のうちのいくつかを選択し
て、それらを任意に組み合わせ、補間処理を行うことに
より、それらの中間的な特性あるいは新規な特性を有す
る音韻フォルマントデータあるいは音韻調音結合制御デ
ータを生成し、そのデータを用いて発音制御するように
することもできる。例えば、男声と女声の２種類のデー
タから音韻フォルマントデータを生成し、該データを発
音制御に用いることにより、男女２者の中間的な声質を
持った音韻を発生させることが可能となる。
【００４５】本発明の歌唱音合成装置の適用分野として
特に好適な例を挙げれば、歌唱音が出力可能な電子楽器
やコンピュータシステム、音声応答装置、あるいはゲー
ムマシンやカラオケなどのアミューズメント機器などが
考えられる。また、本発明の歌唱音合成装置は、パソコ
ンに代表されるコンピュータシステムのソフトウエアと
いう形態で実施することも可能である。その際、音声波
形合成までＣＰＵにより実行するようにしてもよいし、
あるいは図１に示したように別途音源を設けてもよい。
【００４６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の歌唱音合
成装置によれば、音程が変化するときにおけるピッチの
変化速度を音程の上昇時は遅くし下降時は早くしている
ために、音程が変化するときにおいても自然な歌唱音を
発声することができる。また、音程が変化するときにお
けるピッチのつながりがスムーズになり、自然な発音と
なる。さらに、子音、母音、子音の順に発音させるとき
に、母音のフォルマント中心周波数を、単独で発音させ
る場合のフォルマント中心周波数に達しないうちに後続
の子音のフォルマント中心周波数に戻すようにしている
ために、違和感のない歌唱音を出力することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の歌唱音合成装置のシステム構成の一
例を示すブロック図である。
【図２】  本発明の歌唱音合成措置におけるメインルー
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チンを示すフローチャートである。
【図３】  歌唱音制御処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図４】  音韻ｉ発音開始処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図５】  FFReq補正演算処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図６】  発音ボイスパラメータ発生制御処理を説明す
るためのフローチャートである。
【図７】  音高の上昇、下降時の状態を説明するための
図である。

【図８】  音高が変化したときの無声音と有声音出力を
説明するための図である。
【図９】  子音母音子音の発音時のフォルマント周波数
の変動を説明するための図である。
【符号の説明】
１  制御部、２  プログラム記憶装置、３  操作設定
部、４  ＭＩＤＩインターフェース、５  楽曲情報記憶
部、６  声質制御情報記憶部、７  発音ボイスパラメー
タ供給制御部、８１～８ｍ  フォルマント波形発生部、
９  無声音音源部、１０  有声音音源部、１１  信号合
成部、１２  伴奏用音源部

【図２】 【図７】
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【図１】
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【図３】
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【図４】
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【図６】
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【図８】
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