
(57)【要約】
【課題】  歌唱における特定の声質や癖等の個性まで似
せて歌唱音声を合成することのできる音声合成装置を提
供する。
【解決手段】  音声合成装置は、音声を調和成分と非調
和成分に分解する第１の分解手段と、前記調和成分のマ
グニチュード・スペクトル・エンベロープを、声帯振動
波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロープとレ
ゾナンスと前記調和成分のマグニチュード・スペクトル
・エンベロープから前記声帯振動波形のマグニチュード
・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスを減算し
た差分のスペクトル・エンベロープとに分解する第２の
分解手段と、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープと前記レゾナン
スと前記差分のスペクトル・エンベロープとを記憶する
記憶手段とを有する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  音声を調和成分と非調和成分に分解する
第１の分解手段と、
前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・エンベロ
ープを、声帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・
エンベロープとレゾナンスと前記調和成分のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープから前記声帯振動波形
のマグニチュード・スペクトル・エンベロープと前記レ
ゾナンスを減算した差分のスペクトル・エンベロープと
に分解する第２の分解手段と、
前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュード・
スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前記差分

のスペクトル・エンベロープとを記憶する記憶手段とを
有する音声分析装置。
【請求項２】  前記声帯振動波形のマグニチュード・ス
ペクトル・エンベロープは、ＥＧａｉｎとＥＳｌｏｐｅ
とＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈとの３つのパラメータで表さ
れ、
前記３つのパラメータは前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープをＥｘｃｉｔａｔｉｏ
ｎＣｕｒｖｅＭａｇ（ｆ）とすると、以下の式（１）で
表すことができる請求項１記載の音声分析装置。
【数式１】

【請求項３】  前記レゾナンスは、声道フォルマントを
表現する複数のレゾナンスと、胸部共鳴を表現するレゾ
ナンスとを含む請求項１又は２記載の音声分析装置。
【請求項４】  音声を分解して得られる調和成分のマグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープを、声帯振動波
形のマグニチュード・スペクトル・エンベロープとレゾ
ナンスと前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・
エンベロープから前記声帯振動波形のマグニチュード・
スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスを減算した
差分のスペクトル・エンベロープと、非調和成分とに分
解して記憶する記憶手段と合成する音声の情報を入力す
る入力手段と、
フラットなマグニチュード・スペクトル・エンベロープ
を発生する発生手段と、
前記入力された情報に基づき、前記記憶手段から読み出
した、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前
記差分のスペクトル・エンベロープとを前記フラットな
マグニチュード・スペクトル・エンベロープに加算する
加算手段と、
を有する音声合成装置。
【請求項５】  音声を調和成分と非調和成分に分解する
第１の分解手段と、
前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・エンベロ
ープを、声帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・
エンベロープとレゾナンスと前記調和成分のマグニチュ

ード・スペクトル・エンベロープから前記声帯振動波形
のマグニチュード・スペクトル・エンベロープと前記レ
ゾナンスを減算した差分のスペクトル・エンベロープと
に分解する第２の分解手段と、
前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュード・
スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前記差分
のスペクトル・エンベロープとを記憶する記憶手段と合
成する音声の情報を入力する入力手段と、
フラットなマグニチュード・スペクトル・エンベロープ
を発生する発生手段と、
前記入力された情報に基づき、前記記憶手段から読み出
した、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前
記差分のスペクトル・エンベロープとを前記フラットな
マグニチュード・スペクトル・エンベロープに加算する
加算手段と、
を有する音声合成装置。
【請求項６】  前記声帯振動波形のマグニチュード・ス
ペクトル・エンベロープは、ＥＧａｉｎとＥＳｌｏｐｅ
とＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈとの３つのパラメータで表さ
れ、
前記３つのパラメータは前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープをＥｘｃｉｔａｔｉｏ
ｎＣｕｒｖｅＭａｇ（ｆ）とすると、以下の式（１）で
表すことができる請求項４又は５記載の音声合成装置。
【数式２】

【請求項７】  前記レゾナンスは、声道フォルマントを
表現する複数のレゾナンスと、胸部共鳴を表現するレゾ
ナンスとを含む請求項４から６のいずれかに記載の音声
合成装置。
【請求項８】  前記記憶手段は、さらに前記３つのパラ
メータを音の大きさに従い変化させる関数を記憶し、
音の大きさの変化に応じて音色を変化させることができ
る請求項４から７のいずれかに記載の音声合成装置。

【請求項９】  前記記憶手段は、さらに前記レゾナンス
のアンプリチュードを口の開き方に従い変化させる関数
を記憶し、
口の開き方に応じて音色を変化させることができる請求
項４から８のいずれかに記載の音声合成装置。
【請求項１０】  音声を調和成分と非調和成分に分解す
る第１の分解工程と、
前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・エンベロ
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ープを、声帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・
エンベロープとレゾナンスと前記調和成分のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープから前記声帯振動波形
のマグニチュード・スペクトル・エンベロープと前記レ
ゾナンスを減算した差分のスペクトル・エンベロープと
に分解する第２の分解工程と、
前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュード・
スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前記差分
のスペクトル・エンベロープとを記憶する記憶工程とを
有する音声分析方法。
【請求項１１】  音声を分解して得られる調和成分のマ
グニチュード・スペクトル・エンベロープを、声帯振動
波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロープとレ
ゾナンスと前記調和成分のマグニチュード・スペクトル
・エンベロープから前記声帯振動波形のマグニチュード
・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスを減算し
た差分のスペクトル・エンベロープと、非調和成分とに
分解して記憶する記憶手段から前記非調和成分と前記声
帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロー
プと前記レゾナンスと前記差分のスペクトル・エンベロ
ープとを読み出す読み出し工程と合成する音声の情報を
入力する入力工程と、
フラットなマグニチュード・スペクトル・エンベロープ
を発生する発生工程と、
前記入力された情報に基づき、前記記憶工程から読み出
した、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前
記差分のスペクトル・エンベロープとを前記フラットな
マグニチュード・スペクトル・エンベロープに加算する
加算工程と、
を有する音声合成方法。
【請求項１２】  音声を調和成分と非調和成分に分解す
る第１の分解手順と、
前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・エンベロ
ープを、声帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・
エンベロープとレゾナンスと前記調和成分のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープから前記声帯振動波形
のマグニチュード・スペクトル・エンベロープと前記レ
ゾナンスを減算した差分のスペクトル・エンベロープと
に分解する第２の分解手順と、
前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュード・
スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前記差分
のスペクトル・エンベロープとを記憶する記憶手順とを
有する音声分析手順をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項１３】  音声を分解して得られる調和成分のマ
グニチュード・スペクトル・エンベロープを、声帯振動
波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロープとレ
ゾナンスと前記調和成分のマグニチュード・スペクトル
・エンベロープから前記声帯振動波形のマグニチュード

・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスを減算し
た差分のスペクトル・エンベロープと、非調和成分とに
分解して記憶する記憶手段から前記非調和成分と前記声
帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロー
プと前記レゾナンスと前記差分のスペクトル・エンベロ
ープとを読み出す読み出し手順と合成する音声の情報を
入力する入力手順と、
フラットなマグニチュード・スペクトル・エンベロープ
を発生する発生手順と、
前記入力された情報に基づき、前記記憶手順から読み出
した、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュ
ード・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前
記差分のスペクトル・エンベロープとを前記フラットな
マグニチュード・スペクトル・エンベロープに加算する
加算手順と、
を有する音声合成手順をコンピュータに実行させるため
のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、音声合成装置に関
し、より詳しくは、人間の歌唱の音声合成装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】人間の音声は、音韻（音素）により構成
され、各音韻は複数個のフォルマントにより構成されて
いる。よって、人間の歌唱音声の合成は、まず、人間が
発生することのできる全ての音韻に対して、その各音韻
を構成する全てのフォルマントを発生して合成すること
により当該音韻を生成する。次に、生成された複数の音
韻を順次つなぎ合わせ、メロディに合わせて音高を制御
することにより歌唱音声の合成を実現する。この手法
は、人間の音声に限らず、フォルマントを有する楽音、
例えば、管楽器から発声される楽音の合成にも適用でき
る。
【０００３】この手法を用いた音声合成装置は従来から
知られており、例えば、特許公報第２５０４１７２号に
は、高い音高のフォルマント音を発生するときでも、不
要なスペクトルを発生しないように構成したフォルマン
ト音発生装置が開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記フォルマ
ント音発生装置及び従来の音声合成装置では、一般的な
人間の歌唱音声を擬似的には合成できるものの、単に音
高を変化させただけでは、歌唱における特定の人間の声
質や癖等の個性を再現することはできない。
【０００５】本発明の目的は、歌唱における特定の声質
や癖等の個性まで似せて歌唱音声を合成することのでき
る音声合成装置を提供することである。
【０００６】また、本発明の他の目的は、よりリアルな
人間の歌唱音声を合成して、違和感のない自然な状態で
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歌を歌わせることが可能な音声合成装置を提供すること
である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の一観点によれ
ば、音声分析装置は、音声を調和成分と非調和成分に分
解する第１の分解手段と、前記調和成分のマグニチュー
ド・スペクトル・エンベロープを、声帯振動波形のマグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープとレゾナンスと
前記調和成分のマグニチュード・スペクトル・エンベロ
ープから前記声帯振動波形のマグニチュード・スペクト
ル・エンベロープと前記レゾナンスを減算した差分のス
ペクトル・エンベロープとに分解する第２の分解手段
と、前記非調和成分と前記声帯振動波形のマグニチュー
ド・スペクトル・エンベロープと前記レゾナンスと前記
差分のスペクトル・エンベロープとを記憶する記憶手段
とを有する。
【０００８】また、本発明の他の観点によれば、音声合
成装置は、音声を調和成分と非調和成分に分解する第１
の分解手段と、前記調和成分のマグニチュード・スペク
トル・エンベロープを、声帯振動波形のマグニチュード
・スペクトル・エンベロープとレゾナンスと前記調和成
分のマグニチュード・スペクトル・エンベロープから前
記声帯振動波形のマグニチュード・スペクトル・エンベ
ロープと前記レゾナンスを減算した差分のスペクトル・
エンベロープとに分解する第２の分解手段と、前記非調
和成分と前記声帯振動波形のマグニチュード・スペクト
ル・エンベロープと前記レゾナンスと前記差分のスペク
トル・エンベロープとを記憶する記憶手段とを有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】図１は、音声の分析を表すブロッ
ク図である。
【００１０】音声入力部１に入力される音声は、音声分
析部２に送られる。音声分析部２では、送られてきた音
声を一定周期ごとに分析する。音声分析部２は、例え
ば、入力音声をＳＭＳ（Ｓｐｅｃｔｒａｌ  Ｍｏｄｅｌ
ｉｎｇ  Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）分析などにより、調和成
分ＨＣと非調和成分ＵＣに分解する。
【００１１】調和成分ＨＣは、入力音声中、ある周波数
と大きさを持った正弦波の総和であらわすことのできる
成分である。図２中に点で示したものが調和成分ＨＣと
して求められる入力音声の周波数と大きさ（サイン成
分）である。本実施例では、これらの点を直線で結んだ
ものを調和成分ＨＣのマグニチュード・スペクトル・エ
ンベロープとしている。図２中点線で示すものがマグニ
チュード・スペクトル・エンベロープである。調和成分
ＨＣを求めることにより、同時に基本周波数Ｐｉｔｃｈ
も求まる。
【００１２】非調和成分ＵＣは、入力音声の内の調和成
分ＨＣとして表せないノイズ成分を表す。非調和成分Ｕ
Ｃは、例えば図３に示すようなものである。図中上段

は、非調和成分ＵＣの大きさ（Ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）を
示すマグニチュード・スペクトルであり、下段は、位相
（Ｐｈａｓｅ）を示すフェイズスペクトルである。本実
施例では、非調和成分ＵＣのＭａｇｎｉｔｕｄｅ及びＰ
ｈａｓｅをそのままフレーム情報ＦＬとして記録する。
【００１３】分析により抽出された調和成分ＨＣのマグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープを、あとで操作
しやすいように複数種類のＥｘｃｉｔａｔｉｏｎ  ｐｌ
ｕｓＲｅｓｏｎａｎｃｅ（ＥｐＲ）パラメータに分解す
る。
【００１４】ＥｐＲパラメータとして、本実施例では、
ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ、ＶｏｃａｌＴｒａｃ
ｔＲｅｓｏｎａｎｃｅ、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃ
ｅ、ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉ
ａｌの４種類が設けられる。なお、これ以外のＥｐＲパ
ラメータを設けるようにしてもよい。
【００１５】なお、後に詳述するが、Ｅｘｃｉｔａｔｉ
ｏｎＣｕｒｖｅは、声帯振動波形のスペクトル・エンベ
ロープを示し、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃ
ｅは、いくつかのレゾナンスを組み合わせて声道によっ
て形作られるスペクトル形状（フォルマント）を近似す
るものである。ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅは、Ｖｏ
ｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅによって形作られ
るフォルマント以外の低い周波数のフォルマント（特に
胸部による共鳴）をいくつかのレゾナンスを組み合わせ
て近似するものである。
【００１６】ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒ
ｅｎｔｉａｌは、上記３つのＥｐＲパラメータであらわ
しきれなかった成分を示すものである。すなわち、マグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープからＥｘｃｉｔ
ａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏ
ｎａｎｃｅ、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅを減算した
ものである。
【００１７】以上の非調和成分ＵＣとＥｐＲパラメータ
を１フレーム分の情報ＦＬ１～ｎとして記憶部３に記憶
する。
【００１８】図４は、声帯振動波形のスペクトル・エン
ベロープ（ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ）を表す図
である。ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅは、声帯振動
波形のマグニチュード・スペクトル・エンベロープであ
る。
【００１９】具体的には、声帯振動波形の大きさを表す
ＥＧａｉｎ［ｄＢ］と、声帯振動波形のスペクトル・エ
ンベロープの傾き具合を表すＥＳｌｏｐｅと、声帯振動
波形のスペクトル・エンベロープの最大値から最小値の
深さを表すＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈとの３つのＥｐＲパ
ラメータで構成されている。
【００２０】これらの３つのＥｐＲパラメータを用いる
と、周波数ｆHZ におけるＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖ
ｅのマグニチュード・スペクトル・エンベロープ（Ｅｘ
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ｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅＭａｇdB ）は、以下の式
（ａ）で表すことができる。

【数式３】

この式（ａ）により、ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ
のマグニチュード・スペクトル・エンベロープは、ＥＧ
ａｉｎで純粋に信号の大きさを変化させることができ、
ＥＳｌｏｐｅとＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈで、その周波数
特性（傾き具合）を制御可能なことがわかる。
【００２１】図５は、上記式（ａ）によるＥｘｃｉｔａ
ｔｉｏｎＣｕｒｖｅの変化を表す図である。Ｅｘｃｉｔ
ａｔｉｏｎＣｕｒｖｅは、周波数ｆ＝０Ｈｚで、ＥＧａ
ｉｎ［ｄＢ］からスタートし、ＥＧａｉｎ－ＥＳｌｏｐ
ｅＤｅｐｔｈ［ｄＢ］の漸近線に向かって進む。その際
の傾きは、ＥＳｌｏｐｅによって決まる。
【００２２】次に、ＥＧａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ及びＥＳ
ｌｏｐｅＤｅｐｔｈの求め方を説明する。もとの調和成
分ＨＣのマグニチュード・スペクトル・エンベロープか
らのＥｐＲパラメータの抽出は、まず上記の３つのＥｐ
Ｒパラメータから求めるようにする。
【００２３】ＥＧａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ及びＥＳｌｏｐ

ｅＤｅｐｔｈは、例えば、以下の方法で求めることがで
きる。
【００２４】まず、もとの調和成分ＨＣの成分のうち、
周波数が２５０Ｈｚ以下のものの内の最大のマグニチュ
ードのものをＭＡＸ［ｄＢ］と置き、ＭＩＮ＝－１００
［ｄＢ］とする。
【００２５】次に、もとの調和成分ＨＣの成分のうち、
周波数が１００００Ｈｚ以下のものについて、ｉ番目の
サイン成分のマグニチュード及び周波数をそれぞれＳｉ
ｎＭａｇ［ｉ］［ｄＢ］、ＳｉｎＦｒｅｑ［ｉ］［Ｈ
ｚ］とし、周波数が１００００Ｈｚ以下のサイン成分の
数をＮとして、以下の式（ｂ１）及び式（ｂ２）でそれ
ぞれの平均値を求める。ＳｉｎＦｒｅｑ［０］は１番低
いサイン成分の周波数を表す。
【００２６】
【数式４】

【数式５】

上記式（ｂ１）及び（ｂ２）を用い、 【数式６】

【数式７】

【数式８】

【数式９】

【数式１０】

と設定する。
【００２７】さらに上記式（ｂ３）から（ｂ７）より、
ＥＧａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ及びＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈ
について、下記の式（ｂ８）、（ｂ９）、（ｂ１０）が

得られる。
【００２８】
【数式１１】
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【数式１２】

【数式１３】

このようにして、ＥＧａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ及びＥＳｌ
ｏｐｅＤｅｐｔｈの各ＥｐＲパラメータを求めることが
できる。
【００２９】図６は、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎ
ａｎｃｅにより作られるスペクトル・エンベロープを表
す図である。ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅ
は、いくつかのレゾナンスを組み合わせて声道によって
形作られるスペクトル形状（フォルマント）を近似する
ものである。
【００３０】例えば、人間が「あ」や「い」といった音
韻を発音する時、その違いは、主に声道の形の変化によ
って生じるマグニチュードスペクトルエンベロープの山

の形の違いによる。この山をフォルマントと呼ぶが、い
くつか有るフォルマントは、レゾナンスをいくつか使用
することにより近似することができる。
【００３１】図６では、１１個のレゾナンスを使ってフ
ォルマントを近似している。これらのうちｉ番目のレゾ
ナンスをＲｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］と示し、このｉ番目
のレゾナンスの周波数ｆにおけるマグニチュードをＲｅ
ｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］Ｍａｇ（ｆ）と示すと、Ｖｏｃａ
ｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅによるマグニチュード
・スペクトル・エンベロープは、以下の式（ｃ１）で表
すことができる。
【数式１４】

また、このｉ番目のレゾナンスによる位相をＲｅｓｏｎ
ａｎｃｅ［ｉ］Ｐｈａｓｅ（ｆ）と示すと、Ｖｏｃａｌ
ＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅによる位相（フェイズス

ペクトル）は、以下の式（ｃ２）で表すことができる。
【００３２】
【数式１５】

一つ一つのＲｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］は、中心周波数
Ｆ、バンド幅Ｂｗ、アンプリチュードＡｍｐの３つのＥ
ｐＲパラメータで表すことができる。レゾナンスの求め
方については後述する。
【００３３】図７は、胸部共鳴波形のスペクトル・エン
ベロープ（ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅ）を表す図で
ある。ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅは、胸部共鳴によ
って生ずるものであり、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏ
ｎａｎｃｅで表すことのできない低い周波数におけるマ
グニチュードスペクトルエンベロープの山（フォルマン

ト）をいくつかのレゾナンスを使って表したものであ
る。
【００３４】胸部共鳴によるｉ番目のレゾナンスをＣＲ
ｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］と示し、このｉ番目のレゾナン
スの周波数ｆにおけるマグニチュードをＣＲｅｓｏｎａ
ｎｃｅ［ｉ］Ｍａｇ（ｆ）と示すと、ＣｈｅｓｔＲｅｓ
ｏｎａｎｃｅによるマグニチュード・スペクトル・エン
ベロープは、以下の式（ｄ）で表すことができる。
【００３５】
【数式１６】

一つ一つのＣＲｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］は、中心周波数
Ｆ、バンド幅Ｂｗ、アンプリチュードＡｍｐの３つのＥ
ｐＲパラメータで表すことができる。次にレゾナンスの
求め方については説明する。
【００３６】ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅ
及びＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅの一つ一つのレゾナ

ンス（Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］及びＣＲｅｓｏｎａｎ
ｃｅ［ｉ］）は、中心周波数Ｆ、バンド幅Ｂｗ、アンプ
リチュードＡｍｐの３つのＥｐＲパラメータで定義する
ことができる。
【００３７】中心周波数Ｆ、バンド幅Ｂｗ、を持つレゾ
ナンスのｚ領域の伝達関数は、以下の式（ｅ１）で表す
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ことができる。
【００３８】

【数式１７】

ここで、 【数式１８】

【数式１９】

【数式２０】

【数式２１】

【数式２２】

である。
【００３９】この周波数応答は、以下の式（ｅ７）で表
すことができる。

【００４０】
【数式２３】

図８は、レゾナンスの周波数特性の例を示す図である。
この例では、レゾナンスの中心周波数Ｆを１５００Ｈｚ
として、バンド幅Ｂｗ及びアンプリチュードＡｍｐを変
化させたものである。
【００４１】図に示すように振幅｜Ｔ（ｆ）｜は、ｆ＝
中心周波数Ｆで最大となり、この最大値がレゾナンスの
アンプリチュードＡｍｐとなっている。したがって、中

心周波数Ｆ、バンド幅Ｂｗ、アンプリチュードＡｍｐ
（リニア値）を持つレゾナンスのＲｅｓｏｎａｎｃｅ
（ｆ）（リニア値）を上記式（ｅ７）を用いて表すと下
記式（ｅ８）のようになる。
【００４２】
【数式２４】

よって、このレゾナンスの周波数ｆにおけるマグニチュ
ードは、下記式（ｅ９）で表すことができ、位相は下記
式（ｅ１０）で表すことができる。

【００４３】
【数式２５】

【数式２６】

図９は、ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｌの例を表す図である。ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａ
ｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌは、元の入力音声のマグ
ニチュードスペクトルエンベロープのうちのＥｘｃｉｔ
ａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏ
ｎａｎｃｅ、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅで表しきれ

なかった成分である。
【００４４】この成分をＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤ
ｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＭａｇ（ｆ）［ｄＢ］とする
と、下記式（ｆ）が成り立つ。
【数式２７】
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すなわち、ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅ
ｎｔｉａｌは、他のＥｐＲパラメータと元の調和成分と
の差分値であり、この差分値を一定の周波数間隔で算出
するものである。例えば、５０Ｈｚ間隔で差分値を取
り、そのポイント間では直線補間を行うようにする。
【００４５】また、式（ｆ）より、上記ＥｐＲパラメー
タを用いることにより、オリジナルの入力音声の調和成
分のマグニチュード・スペクトル・エンベロープを再現
することができる。
【００４６】さらに、前述の非調和成分を再現した調和
成分のマグニチュードスペクトルエンベロープに加算す
ることにより、ほぼ入力されたもとの音声に戻すことが
できる。
【００４７】図１０は、図２の調和成分ＨＣのマグニチ
ュード・スペクトル・エンベロープをＥｐＲパラメータ
に分解した図である。
【００４８】図６に示す中心周波数が２番目より高いレ
ゾナンスであるＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃ
ｅ、図７に示す１番低い中心周波数のＣｈｅｓｔＲｅｓ
ｏｎａｎｃｅ、図９に示す点線で示すＳｐｅｃｔｒａｌ
ＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌのそれぞれに、太
破線で示すＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅを適用した
ものを表す図である。
【００４９】ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃ
ｅ、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅのそれぞれのレゾナ
ンスは、ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅに加算されて
いる。また、ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒ
ｅｎｔｉａｌは、ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ上を
差分０としている。
【００５０】次に、ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅを
変化させた場合に全体のスペクトルエンベロープがどう
変化するかを説明する。
【００５１】図１１（Ａ）、（Ｂ）は、図１０に示した
ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅのＥＧａｉｎを変化さ
せた場合の全体のスペクトル・エンベロープの例であ
る。
【００５２】図１１（Ａ）に示すように、ＥＧａｉｎを
大きくすると全体のスペクトル・エンベロープのゲイン
（マグニチュード）が大きくなる。しかし、スペクトル
エンベロープの形状に変化は見られないので、音色の変
化はない。すなわち音量のみを大きくすることができ
る。
【００５３】図１１（Ｂ）に示すように、ＥＧａｉｎを
小さくすると全体のスペクトル・エンベロープのゲイン
（マグニチュード）が小さくなる。しかし、スペクトル

エンベロープの形状に変化は見られないので、音色の変
化はない。すなわち音量のみを小さくすることができ
る。
【００５４】図１２（Ａ）、（Ｂ）は、図１０に示した
ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅのＥＳｌｏｐｅを変化
させた場合の全体のスペクトル・エンベロープの例であ
る。
【００５５】図１２（Ａ）に示すように、ＥＳｌｏｐｅ
を大きくすると全体のスペクトル・エンベロープのゲイ
ン（マグニチュード）は変化しないものの、スペクトル
・エンベロープの形状は変化するので、音色が変化す
る。ＥＳｌｏｐｅを大きくした場合は、高域が抑えられ
てこもった音色にすることができる。
【００５６】図１２（Ｂ）に示すように、ＥＳｌｏｐｅ
を小さくすると全体のスペクトル・エンベロープのゲイ
ン（マグニチュード）は変化しないものの、スペクトル
・エンベロープの形状は変化するので、音色が変化す
る。ＥＳｌｏｐｅを小さくした場合は、高域が出て明る
い音色にすることができる。
【００５７】図１３（Ａ）、（Ｂ）は、図１０に示した
ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅのＥＳｌｏｐｅＤｅｐ
ｔｈを変化させた場合の全体のスペクトル・エンベロー
プの例である。
【００５８】図１３（Ａ）に示すように、ＥＳｌｏｐｅ
Ｄｅｐｔｈを大きくすると全体のスペクトル・エンベロ
ープのゲイン（マグニチュード）は変化しないものの、
スペクトル・エンベロープの形状は変化するので、音色
が変化する。ＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈを大きくした場合
は、高域が抑えられてこもった音色にすることができ
る。
【００５９】図１３（Ｂ）に示すように、ＥＳｌｏｐｅ
Ｄｅｐｔｈを小さくすると全体のスペクトル・エンベロ
ープのゲイン（マグニチュード）は変化しないものの、
スペクトル・エンベロープの形状は変化するので、音色
が変化する。ＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈを小さくした場合
は、高域が出て明るい音色にすることができる。
【００６０】以上のように、ＥＳｌｏｐｅとＥＳｌｏｐ
ｅＤｅｐｔｈの変化による効果は非常に似たものにな
る。
【００６１】次に、ＥｐＲパラメータを変化させて現実
の発声における音色の変化をシミュレートする方法を説
明する。例えば、「あ」などの有声音の音韻の１フレー
ム分のデータが、上述したＥｐＲパラメータで表されて
いる時に、Ｄｙｎａｍｉｃｓ（発声の大きさ）を変化さ
せたい場合、現実の発声における発声の大きさによる音
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色の変化をＥｐＲパラメータを変化させてシミュレート
する。なお、発声者によって異なるが、一般的には、小
さく発声した場合は、高域成分が抑えられ、大きく発声
するに従い高域成分が多くなる。
【００６２】図１４（Ａ）～（Ｃ）は、Ｄｙｎａｍｉｃ
ｓの変化にともなうＥｐＲパラメータの変化を示す図で
ある。図１４（Ａ）はＥＧａｉｎ、図１４（Ｂ）はＥＳ
ｌｏｐｅ、図１４（Ｃ）はＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈの変
化を示している。
【００６３】図１４（Ａ）～（Ｃ）のそれぞれの横軸は
０～１．０のＤｙｎａｍｉｃｓの値を表す。ここで、Ｄ
ｙｎａｍｉｃｓ値０は、一番小さく発声した時の値であ
り、Ｄｙｎａｍｉｃｓ値１．０は、一番大きく発声した
時の値とする。また、Ｄｙｎａｍｉｃｓ値０．５は、普
通の大きさで発声した時の値である。
【００６４】後述するデータベースＴｉｍｂｅｒＤＢに

は、普通の大きさで発声した時のＥＧａｉｎ、ＥＳｌｏ
ｐｅ、ＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈを保存しておき、それら
のＥｐＲパラメータを、それぞれ図１４（Ａ）～（Ｃ）
に示す関数に基づき変化させる。より具体的には、図１
４（Ａ）の関数をＦＥＧａｉｎ（Ｄｙｎａｍｉｃｓ）、
図１４（Ｂ）の関数をＦＥＳｌｏｐｅ（Ｄｙｎａｍｉｃ
ｓ）、図１４（Ｃ）の関数をＦＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈ
（Ｄｙｎａｍｉｃｓ）とした場合に、Ｄｙｎａｍｉｃｓ
パラメータが与えられたとするとそれぞれのパラメータ
は以下の式（ｇ１）から（ｇ３）で表すことができる。
ただし、ＯｒｉｇｉｎａｌＥＳｌｏｐｅ、Ｏｒｉｇｉｎ
ａｌＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈは、データベースＴｉｍｂ
ｅｒＤＢに保存されているもとのＥｐＲパラメータであ
る。
【００６５】
【数式２８】

【数式２９】

【数式３０】

図１４（Ａ）～（Ｃ）に示す関数は、それぞれ、いろい
ろな大きさ（Ｄｙｎａｍｉｃｓ）で発声された同じ音韻
のパラメータを分析することにより求められるものであ
る。この関数を用いて、ダイナミクスに応じてＥｐＲパ
ラメータを変化させる。図１４（Ａ）～（Ｃ）に示され
る変化の仕方は、音韻、発声者等によって異なると考え
られるので、音韻や発声者毎にこの関数を求めることに
より、より現実の発声に近い変化にすることができる。
【００６６】次に、図１５を参照して、同じ音韻を発声
する時に、口の開き具合（Ｏｐｅｎｉｎｇ）を変化させ
た時の音色の変化を再現するための方法を述べる。
【００６７】図１５は、Ｏｐｅｎｉｎｇを変化させた時
の周波数特性の変化を表す図である。Ｏｐｅｎｉｎｇパ
ラメータも、Ｄｙｎａｍｉｃｓと同様に、０～１．０の
値をとるものとする。
【００６８】Ｏｐｅｎｉｎｇ値０の時は、一番口をすぼ
めて発声した時（ｌｏｗ  ｏｐｅｎｉｎｇ）であり、Ｏ
ｐｅｎｉｎｇ値１．０の時は、一番口を開けて発声した
時（ｈｉｇｈ  ｏｐｅｎｉｎｇ）である。また、Ｏｐｅ
ｎｉｎｇ値０．５は、普通の口の開け方で発声した時
（ｎｏｒｍａｌ  ｏｐｅｎｉｎｇ）の値である。
【００６９】後述するデータベースＴｉｍｂｅｒＤＢに
は、普通の口の開け方で発声した時のＥｐＲパラメータ
を、保存しておき、それを所望の口の開き具合に合わせ

て図１５に示すような周波数特性をもつように変化させ
る。
【００７０】この変化を実現するためには、レゾナンス
のアンプリチュード（ＥｐＲパラメータ）を図に示すよ
うに変化させればよい。例えば、普通の口の開け方で発
声した時（ｎｏｒｍａｌ  ｏｐｅｎｉｎｇ）は、周波数
特性を変化させない。また、一番口をすぼめて発声した
時（ｌｏｗ  ｏｐｅｎｉｎｇ）は、１～５ＫＨｚの成分
のアンプリチュードを下げる。また、一番口を開けて発
声した時（ｈｉｇｈｏｐｅｎｉｎｇ）は、１～５ＫＨｚ
の成分のアンプリチュードを上げる。
【００７１】上記の変化関数をＦＯｐｅｎｉｎｇ（ｆ）
とすると、各レゾナンスのアンプリチュードを以下の式
（ｈ）で変化させることにより所望の口の開き具合の周
波数特性をもつように変化させることができる。すなわ
ち、図１５に示すような周波数特性の変化を与えること
ができる。
【００７２】関数ＦＯｐｅｎｉｎｇ（ｆ）は、いろいろ
な口の開け方で発声された同じ音韻のパラメータを分析
することにより求める。この関数を用いて、Ｏｐｅｎｉ
ｎｇ値に応じてＥｐＲパラメータを変化させる。この変
化の仕方は、音韻、発声者等によって異なると考えられ
るので、音韻や発声者毎にこの関数を求めることによ
り、より現実の発声に近い変化にすることができる。
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【００７３】なお、式（ｈ）は、ｉ番目のレゾナンスに
対応する。また、ＯｒｉｇｉｎａｌＲｅｓｏｎａｎｃｅ
［ｉ］Ａｍｐ、ＯｒｉｇｉｎａｌＲｅｓｏｎａｎｃｅ
［ｉ］Ｆｒｅｑは、データベースＴｉｍｂｅｒＤＢに保
存されているもとのレゾナンスのそれぞれアンプリチュ

ード、中心周波数（ＥｐＲパラメータ）である。また、
ＮｅｗＲｅｓｏｎａｎｃｅ［ｉ］Ａｍｐは、新しいレゾ
ナンスのアンプリチュードを示す。
【００７４】
【数式３１】

次に、いかにして歌唱合成を行うかを図１６を参照して
説明する。
【００７５】図１６は、音声合成装置の歌唱合成エンジ
ンのブロック図である。歌唱合成エンジンは、少なくと
も入力部４、パルス生成部５、窓掛け＆ＦＦＴ部６、デ
ータベース７、複数の加算部８ａ～８ｇ、ＩＦＦＴ＆Ｏ
ｖｅｒｌａｐ部９を有している。
【００７６】入力部４には、例えば、５ｍｓ等のフレー
ム時間間隔毎に、歌唱音声として合成したい歌詞メロデ
ィに応じて、ピッチ、音の強さ、音韻、その他の情報が
入力される。その他の情報とは、例えば、ビブラートな
どの情報であり、ビブラートの速さや、深さが入力され
る。この入力部４に入力された情報は、２系統に分岐し
て、パルス生成部５及びデータベース７に送られる。
【００７７】パルス生成部５では、入力部４から入力さ
れるピッチに対応するピッチ間隔のパルスを時間軸上で
生成する。このパルス生成部５で、生成するパルスのゲ
イン及びピッチの揺れを加えて、生成するパルス自体に
微妙なゲインとピッチ間隔の揺れをつけてやると、いわ
ゆるがさついた声などを発生させることができる。
【００７８】なお、現在のフレームが無声音の場合に
は、ピッチがないので、このパルス生成部５での処理は
必要がない。すなわち、パルス生成部５で行う処理は、
有声音を発生させる場合についてのみ行われる。
【００７９】窓掛け＆ＦＦＴ部６では、パルス生成部５
で発生したパルス（時間波形）を窓掛けした後に高速フ
ーリエ変換（ＦＦＴ）することにより周波数領域の情報
に変換する。ここで変換されて得られた周波数領域の情
報のマグニチュードスペクトルは、全域フラットとなっ
ている。また、窓掛け＆ＦＦＴ部６からの出力は図に示
すようにフェイズスペクトル（Ｐｈａｓｅ）と、マグニ
チュード・スペクトル（Ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）にそれぞ
れ分けられる。
【００８０】データベース７には、歌唱合成を行うにあ
たって、いくつかのデータベースが用意されている。本
実施例では、例えば、ＴｉｍｂｅｒＤＢ、Ｓｔａｔｉｏ
ｎａｒｙＤＢ、ＡｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎＤＢ、Ｎｏｔ
ｅＤＢ、及びＶｉｂｒａｔｏＤＢが用意されている。
【００８１】データベース７では、入力部４に入力され
る情報に従い、必要なデータベースを読み出して、ある
時刻において合成に必要なＥｐＲパラメータ及び非調和
成分を算出する。

【００８２】ＴｉｍｂｅｒＤＢは、有声音（母音、鼻
音、有声子音）の各音韻について、代表的な１フレーム
のＥｐＲパラメータを保持している。同じ音韻につい
て、複数のピッチのそれぞれに対応する１フレームのＥ
ｐＲパラメータを保持している。この複数のピッチを利
用して、補間することにより所望のピッチに合ったＥｐ
Ｒパラメータを求める。
【００８３】ＳｔａｔｉｏｎａｒｙＤＢは、調和成分
（ＥｐＲパラメータ）と非調和成分を含み、各音韻を延
ばして発声したものを分析して、その安定した数秒間の
分析フレームを音韻毎にそのまま保持する。例えば、フ
レーム間隔を５ｍｓとして、安定した発声をした区間が
１秒とすると、各音韻毎に２００フレーム分の情報を保
持することになる。
【００８４】このＳｔａｔｉｏｎａｒｙＤＢは、オリジ
ナルの音声を分析したＥｐＲパラメータを保持している
ので、オリジナルの音声が持つ微小な揺らぎ等を情報と
して持っている。これを利用して、ＴｉｍｂｅｒＤＢか
ら求められるＥｐＲパラメータに、微小な変化を与える
ことができ、オリジナルの音声が持つ自然なピッチ、ゲ
イン、レゾナンス等の変化を再現することができる。ま
た、非調和成分を加えることにより、さらに自然な合成
音声を実現することができる。
【００８５】ＡｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎＤＢは、調和成
分（ＥｐＲパラメータ）と非調和成分を含み、ある音韻
からある音韻へ変化する部分を分析して保持している。
ある音韻からある音韻へ変化する音声の合成時に、該変
化部分に、このＡｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎＤＢを参照し
て、ＥｐＲパラメータの変化と非調和成分をそのまま用
いることにより、自然な音韻の変化を再現することがで
きる。
【００８６】ＮｏｔｅＤＢは、ＡｔｔａｃｋＤＢ、Ｒｅ
ｌｅａｓｅＤＢ、ＮｏｔｅＴｒａｎｓｉｔｉｏｎＤＢの
３つのデータベースで構成される。それぞれ、音の出始
め、音のリリース部、音程の変わり目の部分について、
オリジナルの音声（実音声）を分析して得られるゲイン
（ＥＧａｉｎ）やピッチの変化等を情報として保持して
いる。
【００８７】例えば、音の出始めの部分について、Ａｔ
ｔａｃｋＤＢのゲインの変化（ＥＧａｉｎ）とピッチの
変化を、ＥｐＲパラメータにさらに加算すれば自然な実
音声に近い、ゲイン及びピッチの変化を合成音声に付与
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することができる。
【００８８】ＶｉｂｒａｔｏＤＢは、オリジナルの音声
（実音声）のビブラート部分を分析して得られるゲイン
（ＥＧａｉｎ）やピッチの変化等を情報として保持して
いる。
【００８９】例えば、合成音声中でビブラートをかけた
い部分があれば、その部分のＥｐＲパラメータにＶｉｂ
ｒａｔｏＤＢに保持されているゲイン（ＥＧａｉｎ）や
ピッチの変化を加算することにより、自然なゲイン及び
ピッチの変化を合成音声に付与することができる。すな
わち、自然なビブラートを再現することができる。
【００９０】なお、本実施例では、以上の５つのデータ
ベースを用意したが、歌詞とピッチ、音の大きさ、口の
開き具合の情報が与えられれば、基本的には、少なくと
もＴｉｍｂｅｒＤＢ、ＳｔａｔｉｏｎａｒｙＤＢ、Ａｒ
ｔｉｃｕｌａｔｉｏｎＤＢの３つのデータベースを使用
すれば歌唱音声の合成を行うことができる。
【００９１】さらに、歌唱音声に表情をつけるにあたっ
てＮｏｔｅＤＢ、及びＶｉｂｒａｔｏＤＢの２つのデー
タベースを適宜追加して使用することにより表現力豊か
な歌唱音声を合成することができる。また、追加するデ
ータベースは、ＮｏｔｅＤＢ、及びＶｉｂｒａｔｏＤＢ
に限らず音声の表現に関するものならどのようなもので
もよい。
【００９２】データベース７では、以上に述べたデータ
ベースを用いて算出したＥｐＲパラメータであるＥｘｃ
ｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅＥＣ、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎ
ａｎｃｅＣＲ、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎｃｅＶ
ＴＲ、ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｉａｌＳＳＤと非調和成分ＵＣを出力する。
【００９３】データベース７からは非調和成分ＵＣとし
て、例えば図３に示すようなマグニチュード・スペクト
ルとフェイズスペクトルが出力される。非調和成分ＵＣ
は、有声音については調和成分で表すことのできないオ
リジナル音声中のノイズ成分であり、無声音については
もともと調和成分で表すことができないのでこの非調和
成分ＵＣだけで表すことになる。
【００９４】このうち、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏ
ｎｃｅＶＴＲと非調和成分ＵＣについては図に示すよう
に位相（Ｐｈａｓｅ）に関するものと、マグニチュード
（Ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）に関するものにそれぞれ分けて
出力される。
【００９５】加算部８ａは、窓掛け＆ＦＦＴ部６から出
力されるフラットなマグニチュード・スペクトルに、Ｅ
ｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅＥＣを加算する。すなわ
ち、Ｅｇａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ、ＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔ
ｈを用いて、上記式（ａ）によって算出される周波数毎
のマグニチュードを加算するものである。ここで加算さ
れた結果は、後段の加算部８ｂに送られる。
【００９６】この時点で得られるマグニチュード・スペ

クトルは、例えば、図４に示す声帯振動波形のマグニチ
ュード・スペクトル・エンベロープ（Ｅｘｃｉｔａｔｉ
ｏｎＣｕｒｖｅ）である。
【００９７】また、ここで前述のＤｙｎａｍｉｃｓパラ
メータに応じてＥｇａｉｎ、ＥＳｌｏｐｅ、ＥＳｌｏｐ
ｅＤｅｐｔｈを図１４（Ａ）～（Ｃ）に示す関数に従い
変化させると、音量の変化による音色の変化を表現する
ことができる。
【００９８】さらに、音の大きさを変えたければ図１１
（Ａ）、（Ｂ）に示すようにＥＧａｉｎを変化させれば
よい。また音色を変化させたい場合は、図１２（Ａ）、
（Ｂ）に示すようにＥＳｌｏｐｅを変化させればよい。
【００９９】加算部８ｂでは、加算部８ａでＥｘｃｉｔ
ａｔｉｏｎＣｕｒｖｅＥＣを加算したマグニチュード・
スペクトルに、さらに、前述の式（ｄ）を用いてＣｈｅ
ｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅＣＲを加算して、図７に示すよ
うな胸部共鳴によるマグニチュード・スペクトルの山を
付加したマグニチュード・スペクトルを得る。ここで得
られたマグニチュード・スペクトルは、後段の加算部８
ｃに送られる。
【０１００】なお、ここでＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃ
ｅＣＲのマグニチュードを大きくすることにより、元の
声質と比べて、胸部共鳴音が大きい声に変化させること
ができる。また、ＣｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅＣＲの
周波数を低くすることによりより低い胸部共鳴音を持つ
声に変化させることができる。
【０１０１】加算部８ｃでは、加算部８ｂでＣｈｅｓｔ
ＲｅｓｏｎａｎｃｅＣＲを加算したマグニチュード・ス
ペクトルに、さらに、前述の式（ｃ１）を用いてＶｏｃ
ａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎｃｅＶＴＲを加算して、図６
に示すような声道によるマグニチュード・スペクトルの
山を付加したマグニチュード・スペクトルを得る。ここ
で得られたマグニチュード・スペクトルは、後段の加算
部８ｅに送られる。
【０１０２】ここで、ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎ
ｃｅＶＴＲを加算することによって、基本的に、
「あ」、「い」等の音韻の違いによる音色の違いを表現
することができる。
【０１０３】なお、前述の図１５を用いて説明したＯｐ
ｅｎｉｎｇパラメータに応じてレゾナンスの振幅を周波
数関数を用いて変化させると、口の開き具合による音色
の変化を再現することができる。
【０１０４】また、ここでレゾナンスの周波数やマグニ
チュード、バンド幅を変化させることにより元の声質と
は違った声質に変化させる（例えばオペラ調の声に変化
させる）ことが可能となる。さらにピッチとともに変化
させることにより、男の声を女の声にしたり、女の声を
男の声にしたりすることができる。
【０１０５】加算部８ｄは、窓掛け＆ＦＦＴ部６から出
力されるフラットなフェイズスペクトルに、前述の式
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（ｃ２）を用いてＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎ
ｃｅＶＴＲを加算する。その後、フェイズスペクトル
は、加算部８ｇに送られる。
【０１０６】加算部８ｅでは、加算部８ｃでＶｏｃａｌ
ＴｒａｃｔＲｅｓｏｎｃｅＶＴＲを加算したマグニチュ
ード・スペクトルに、さらに、前述のＳｐｅｃｔｒａｌ
ＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＭａｇdB （ｆHz ）
を加算して、より精密なマグニチュード・スペクトルを
得る。
【０１０７】加算部８ｆではデータベース７から供給さ
れる非調和成分ＵＣのマグニチュード・スペクトルと加
算部８ｅから送られるマグニチュード・スペクトルを加
算する。加算されたマグニチュード・スペクトルは後段
のＩＦＦＴ＆Ｏｖｅｒｌａｐ加算部９に送られる。
【０１０８】加算部８ｇではデータベース７から供給さ
れる非調和成分ＵＣのフェイズスペクトルと加算部８ｄ
から送られるフェイズスペクトルを加算する。加算され
たフェイズスペクトルは後段のＩＦＦＴ＆Ｏｖｅｒｌａ
ｐ加算部９に送られる。
【０１０９】ＩＦＦＴ＆Ｏｖｅｒｌａｐ加算部９では、
送られてくるマグニチュード・スペクトルとフェイズス
ペクトルをそれぞれ逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）し
て、変換された時間波形をオーバーラップ加算すること
で最終的な合成音声を生成して出力する。
【０１１０】以上、本実施例によれば、音声を調和成分
と、非調和成分に分解し、さらに分解して得られた調和
成分を声帯波形のマグニチュード・スペクトル・エンベ
ロープ、複数のレゾナンス、及びこれらを加算したもの
と元の音声との差分に分解して保持することができる。
【０１１１】また、本実施例によれば、声帯波形のマグ
ニチュード・スペクトル・エンベロープをＥＧａｉｎ、
ＥＳｌｏｐｅ、ＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈの３つのＥｐＲ
パラメータで表すことができる。
【０１１２】さらに、本実施例によれば、音量の変化に
対応するＥｐＲパラメータをあらかじめ用意した関数に
従い変化させることにより、音量の変化による自然な音
色の変化を付与した音声合成を行うことができる。
【０１１３】また、本実施例によれば、口の開け方の変
化に対応するＥｐＲパラメータをあらかじめ用意した関
数に従い変化させることにより、口の開け方の変化によ
る自然な音色の変化を付与した音声合成を行うことがで
きる。
【０１１４】さらに、上記の関数はそれぞれ、音韻や発
声者等により変える事ができるので、音韻や発声者等に
よる音色の変化の個人差を考慮した音声合成を行うこと
ができる。
【０１１５】なお、本実施例は歌唱音声合成を中心に説
明したが、歌唱音声に限られるものではなく、通常の会
話の音声や楽器音なども同様に合成することができる。
【０１１６】なお、本実施例は、本実施例に対応するコ

ンピュータプログラム等をインストールした市販のコン
ピュータ等によって、実施させるようにしてもよい。
【０１１７】その場合には、本実施例に対応するコンピ
ュータプログラム等を、ＣＤ－ＲＯＭやフロッピー（登
録商標）ディスク等の、コンピュータが読み込むことが
出来る記憶媒体に記憶させた状態で、ユーザに提供して
もよい。
【０１１８】そのコンピュータ等が、ＬＡＮ、インター
ネット、電話回線等の通信ネットワークに接続されてい
る場合には、通信ネットワークを介して、コンピュータ
プログラムや各種データ等をコンピュータ等に提供して
もよい。
【０１１９】以上実施例に沿って本発明を説明したが、
本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種
々の変更、改良、組合せ等が可能なことは当業者に自明
であろう。
【０１２０】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
歌唱における特定の声質や癖等の個性まで似せて歌唱音
声を合成することのできる音声合成装置を提供すること
ができる。
【０１２１】また、本発明によれば、よりリアルな人間
の歌唱音声を合成して、違和感のない自然な状態で歌を
歌わせることが可能な音声合成装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施例による音声の分析を表すブロ
ック図である。
【図２】  調和成分のマグニチュード・スペクトル・エ
ンベロープを表す図である。
【図３】  非調和成分のスペクトル・エンベロープを表
す図である。。
【図４】  声帯振動波形のスペクトル・エンベロープを
表す図である。
【図５】  ＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅの変化を表
す図である。
【図６】ＶｏｃａｌＴｒａｃｔＲｅｓｏｎａｎｃｅによ
り作られるスペクトル・エンベロープを表す図である。
【図７】胸部共鳴波形のスペクトル・エンベロープ（Ｃ
ｈｅｓｔＲｅｓｏｎａｎｃｅ）を表す図である。
【図８】  レゾナンスの周波数特性の例を示す図であ
る。
【図９】  ＳｐｅｃｔｒａｌＳｈａｐｅＤｉｆｆｅｒｅ
ｎｔｉａｌの例を表す図である。
【図１０】  図２の調和成分ＨＣのマグニチュード・ス
ペクトル・エンベロープをＥｐＲパラメータに分解した
図である。
【図１１】  図１０に示したＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕ
ｒｖｅのＥＧａｉｎを変化させた場合の全体のスペクト
ル・エンベロープの例である。
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【図１２】  図１０に示したＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕ
ｒｖｅのＥＳｌｏｐｅを変化させた場合の全体のスペク
トル・エンベロープの例である。
【図１３】  図１０に示したＥｘｃｉｔａｔｉｏｎＣｕ
ｒｖｅのＥＳｌｏｐｅＤｅｐｔｈを変化させた場合の全
体のスペクトル・エンベロープの例である。
【図１４】  Ｄｙｎａｍｉｃｓの変化にともなうＥｐＲ
パラメータの変化を示す図である。
【図１５】  Ｏｐｅｎｉｎｇを変化させた時の周波数特

性の変化を表す図である。
【図１６】  音声合成装置の歌唱合成エンジンのブロッ
ク図である。
【符号の説明】
１…音声入力部、２…音声分析部、３…記憶部、４…入
力部、５…パルス生成部、６…窓掛け＆ＦＦＴ部、７…
データベース、８…加算部、９…ＩＦＦＴ＆Ｏｖｅｒｌ
ａｐ加算部

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】
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