
(57)【要約】
【課題】  非常にリアルなビブラートを付与することの
出来る音声合成装置を提供する。
【解決手段】  音声合成装置は、音声を分析して得られ
る第１のパラメータを記憶する第１のデータベースと、
ビブラート音声を分析して得られる第２のパラメータを
記憶する第２のデータベース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、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
第１のパラメータと第２のパラメータとを加算して第３
のパラメータを生成する加算手段と、前記第３のパラメ
ータに基づき音声を合成する音声合成手段とを有する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  音声を分析して得られる第１のパラメー
タを記憶する第１のデータベースと、ビブラート音声を
分析して得られる第２のパラメータを記憶する第２のデ
ータベース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、
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、前記第１のパラメータと第２のパラメータとを加
算して第３のパラメータを生成する加算手段と、
前記第３のパラメータに基づき音声を合成する音声合成
手段とを有する音声合成装置。
【請求項２】  前記第２のデータベースは前記第２のパ
ラメータをアタック部、ボディ部のそれぞれについて記
憶する請求項１記載の音声合成装置。
【請求項３】  前記第２のデータベースは前記第２のパ
ラメータをアタック部、ボディ部、リリース部のそれぞ
れについて記憶する請求項１記載の音声合成装置。
【請求項４】  前記第２のパラメータのボディ部の始端
と終端がパラメータの極大値である請求項１～３のいず
れか１つに記載の音声合成装置。
【請求項５】  合成する音声の情報を入力する入力工程
と、
音声を分析して得られる第１のパラメータを記憶する第
１のデータベースと、ビブラート音声を分析して得られ
る第２のパラメータを記憶する第２のデータベースとを
記憶する記憶手段から、前記入力された情報に基づき、
前記第１のパラメータと第２のパラメータを読み出す読
み出し工程と、
前記読み出した第１のパラメータと第２のパラメータと
を加算して第３のパラメータを生成する加算工程と、
前記第３のパラメータに基づき音声を合成する音声合成
工程とを有する音声合成方法。
【請求項６】  合成する音声の情報を入力する入力手順
と、
音声を分析して得られる第１のパラメータを記憶する第
１のデータベースと、ビブラート音声を分析して得られ
る第２のパラメータを記憶する第２のデータベースとを
記憶する記憶手段から、前記入力された情報に基づき、
前記第１のパラメータと第２のパラメータを読み出す読
み出し手順と、
前記読み出した第１のパラメータと第２のパラメータと
を加算して第３のパラメータを生成する加算手順と、
前記第３のパラメータに基づき音声を合成する音声合成
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、ビブラートを付加した歌唱音声を合
成することが出来る音声合成装置に関する。

【０００２】
【従来の技術】歌唱技術の１つであるビブラートは、歌
唱音声に対して、周期的なピッチ、振幅のゆれを与える
技術である。特に長い音符を歌う場合には、ビブラート
をかけないと、音の変化が貧しく、歌唱が単調になりや
すいので、これに表情を与える為にビブラートが用いら
れる。
【０００３】ビブラートは、高度な歌唱技術であり、綺
麗なビブラートを付けて歌うことは難しい。このため、
カラオケ装置として、あまりうまくない歌手が歌った歌
唱に、自動的にビブラートを付けるような装置が提案さ
れている。
【０００４】例えば、ビブラート付加技術として、特開
平９－０４４１５８号公報には、機械的に、一定の大き
さのビブラートを付加するのではなく、入力される歌唱
音声信号のピッチ、音量、同じ音の継続時間などの状態
に応じて、変調信号を生成し、この変調信号により入力
歌唱音声信号のピッチや振幅を変調することによりビブ
ラートを付加している。
【０００５】上記のビブラート付加技術は、歌唱音声合
成においても、一般的に用いられているものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来技術では、ＬＦＯ（Ｌａｗ  Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ  Ｏ
ｓｃｉｌｌａｔｏｒ）にて発生させられた正弦波や、三
角波などの合成信号をベースに変調信号を生成するの
で、現実の歌手によって歌われたビブラートの微妙なピ
ッチや振幅のゆれを再現することは出来ず、なおかつ、
音色の自然な変化をビブラートに伴わせることも出来な
い。
【０００７】また、従来技術には、正弦波などの代わり
に、現実のビブラート波形をサンプリングしたものを使
用するものもあるが、１つの波形から、全ての音声波形
に対して、自然なピッチ、振幅、音色のゆれを再現する
ことは非常に困難である。
【０００８】本発明の目的は、非常にリアルなビブラー
トを付与することの出来る音声合成装置を提供すること
である。
【０００９】本発明の他の目的は、音色の変化を伴うビ
ブラートを付与することの出来る音声合成装置を提供す
ることである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明の一観点によれ
ば、音声合成装置は、音声を分析して得られる第１のパ
ラメータを記憶する第１のデータベースと、ビブラート
音声を分析して得られる第２のパラメータを記憶する第
２のデータベース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、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、前記第１のパラ
メータと第２のパラメータとを加算して第３のパラメー
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タを生成する加算手段と、前記第３のパラメータに基づ
き音声を合成する音声合成手段とを有する。
【００１１】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の実施例による音
声合成装置１の構成を表すブロック図である。
【００１２】音声合成装置１は、データ入力部２、デー
タベース３、特徴パラメータ発生部４、ビブラート付加
部５、ＥｐＲ音声合成エンジン６、合成音声出力部７を
含んで構成される。なお、ＥｐＲについては後述する。
【００１３】データ入力部２に入力される入力データ
は、特徴パラメータ発生部４、ビブラート付加部５、及
びＥｐＲ音声合成エンジン６に送られる。入力データ
は、合成する音声のピッチ、ダイナミクス、音韻名等に
加えて、ビブラートを付加するための制御パラメータを
含んでいる。
【００１４】上記制御パラメータには、ビブラート開始
時間（ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ）、ビブラート時間長
（ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ）、ビブラートレート（Ｖｉ
ｂＲａｔｅ）、ビブラート（ピッチ）デプス（Ｖｉｂｒ
ａｔｏ（Ｐｉｔｃｈ）Ｄｅｐｔｈ）、トレモロデプス
（ＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ）が含まれる。
【００１５】データベース３は、少なくとも、音韻毎に
複数のＥｐＲパラメータを記録したＴｉｍｂｒｅデータ
ベース、ＥｐＲパラメータの時間変化分である各種テン
プレートを記録したテンプレートデータベースＴＤＢ、
及び、ビブラートデータベースＶＤＢを含んで構成され
る。
【００１６】本実施例のＥｐＲパラメータは、例えば、
励起波形スペクトルのエンベロープ、励起レゾナンス、
フォルマント、差分スペクトルの４つに分類することが
出来る。これらの４つのＥｐＲパラメータは、実際の人
間の音声等（オリジナルの音声）を分析して得られる調
和成分のスペクトルエンベロープ（オリジナルのスペク
トル）を分解することにより得られるものである。
【００１７】励起波形スペクトルのエンベロープ（Ｅｘ
ｃｉｔａｔｉｏｎＣｕｒｖｅ）は、声帯波形の大きさを
表すＥＧａｉｎ［ｄＢ］、声帯波形のスペクトルエンベ
ロープの傾きを表すＥＳｌｏｐｅ、声帯波形のスペクト
ルエンベロープの最大値から最小値の深さを表すＥＳｌ
ｏｐｅＤｅｐｔｈ［ｄＢ］の３つのパラメータによって
構成されている。
【００１８】励起レゾナンスは、胸部による共鳴を表
し、２次フィルター特性を有している。フォルマント
は、複数個のレゾナンスを組み合わせることにより声道
による共鳴を表す。
【００１９】差分スペクトルは、上記の励起波形スペク
トルのエンベロープ、励起レゾナンス、フォルマントの
３つで表現することの出来ないオリジナルスペクトルと
の差分のスペクトルを持つ特徴パラメータである。
【００２０】ビブラートデータベースＶＤＢには、後述

するビブラートアタック、ビブラートボディ、ビブラー
トリリースで構成されるビブラートデータ（ＶＤ）セッ
トが記録されている。
【００２１】このビブラートデータベースＶＤＢに、例
えばいろいろなピッチでビブラートを付けて歌われた歌
唱音声を分析して得たＶＤセットを用意（記録）してお
くとよい。このようにすれば、音声合成時（ビブラート
付加時）のピッチに一番近いＶＤセットを使用して、よ
りリアルなビブラートを付加することが出来る。
【００２２】特徴パラメータ発生部４は、入力データに
基づきデータベース３からＥｐＲパラメータ、各種テン
プレートを読み込む。特徴パラメータ発生部４は、さら
に、読み込んだＥｐＲパラメータに各種テンプレートを
適用して、最終的なＥｐＲパラメータを生成してビブラ
ート付加部５に送る。
【００２３】ビブラート付加部５では、後述するビブラ
ート付加処理により、特徴パラメータ発生部４から入力
される特徴パラメータにビブラートを付加して、ＥｐＲ
音声合成エンジン６に出力する。
【００２４】ＥｐＲ音声合成エンジン６では、入力デー
タのピッチ、ダイナミクス等に基づきパルスを発生さ
せ、該発生させたパルスを周波数領域に変換したスペク
トルにビブラート付加部５から入力される特徴パラメー
タを適用（加算）することにより、音声を合成して合成
音声出力部７に出力する。
【００２５】なお、ビブラートデータベースＶＤＢ以外
のデータベース３、特徴パラメータ発生部４及びＥｐＲ
音声合成エンジン６の詳細は、本出願と同一出願人によ
る特許出願２００１－０６７２５７及び特許出願２００
１－０６７２５８の明細書の実施の態様の項を参照す
る。
【００２６】次にビブラートデータベースＶＤＢの作成
について説明する。まず、実際の人間がビブラートを付
けて発生した音声を、ＳＭＳ（Ｓｐｅｃｔｒａｌ  Ｍｏ
ｄｅｌｉｎｇ  Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）分析などの手法に
より分析を行う。
【００２７】このＳＭＳ分析を行うと、一定の分析周期
毎に調和成分と非調和成分に分解された情報（フレーム
情報）が出力される。この内の調和成分のフレーム情報
をさらに上述した４つのＥｐＲパラメータに分解する。
【００２８】図２は、ビブラートのかかった音声のピッ
チ波形を表す図である。ビブラートデータベースＶＤＢ
に記憶するビブラートデータ（ＶＤ）セットは、図に示
すような１つのビブラートのかかった音声波形をビブラ
ートアタック部、ビブラートボディ部、ビブラートリリ
ース部の３つに分け、それぞれをＳＭＳ分析などにより
分析することにより作成される。
【００２９】なお、ビブラートボディ部のデータだけあ
れば、ビブラートを付加することが可能であるが、本実
施例では、上記のビブラートアタック部、ビブラートボ
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ディ部の２つ又は、ビブラートアタック部、ビブラート
ボディ部、ビブラートリリース部の３つを用いることに
より、よりリアルなビブラート効果を付加する。
【００３０】ビブラートアタック部は、図に示すように
ビブラートのかけはじめの部分であるので、ピッチがビ
ブラート変化をし始める個所から周期的な変化にいたる
直前までの領域である。
【００３１】なお、ビブラートアタック部の終点は、次
のビブラートボディ部との滑らかな接続の為に、ピッチ
の山の極大値の部分を境界としている。
【００３２】ビブラートボディ部は、図に示すようにビ
ブラートアタック部に続く周期的なビブラート変化の部
分である。このビブラートボディ部を、ビブラートを付
加する合成音声（ＥｐＲパラメータ）の長さに応じて、
後述するループ方法でループさせることにより、データ
ベース区間長以上の長さのビブラートを付加することが
出来る。
【００３３】なお、ビブラートボディ部の始点及び終点
は、前段のビブラートアタック部及び、後段のビブラー
トリリース部との滑らかな接続の為に、ピッチの山の極
大値の部分を境界としている。
【００３４】また、ビブラートボディ部は、周期的なビ
ブラート変化の部分があれば足りるので、図に示すよう
にビブラートアタック部と、ビブラートリリース部の間
の一部を取り出して用いてもよい。
【００３５】ビブラートリリース部は、図に示すように
ビブラートボディ部に続くビブラートの終端部分であ
り、ピッチの変化が減衰し始めてから、ビブラート変化
がなくなるまでの領域である。
【００３６】図３は、ビブラートアタック部の１例であ
る。ここでは、ビブラート変化の仕方が最も顕著である
ピッチのみを図に示しているが、実際には、音量、音色
も変化しており、これらについても同様の手法でデータ
ベース化する。
【００３７】まず、図に示すようにビブラートアタック
部の波形を取り出す。この取り出した波形を、ＳＭＳ分
析などで調和成分と、非調和成分に分析し、その内の調
和成分をさらにＥｐＲパラメータに分解する。このと
き、ＥｐＲパラメータとともに、以下に述べる付加情報
もビブラートデータベースＶＤＢに記録する。
【００３８】ビブラートアタック部の波形から、付加情
報を得る。付加情報としては、開始ビブラートデプス
（ｍＢｅｇｉｎＤｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］）、終了ビブラ
ートデプス（ｍＥｎｄＤｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］）、開始
ビブラートレート（ｍＢｅｇｉｎＲａｔｅ［Ｈｚ］）、
終了ビブラートレート（ｍＥｎｄＲａｔｅ［Ｈｚ］）、
山の最大位置（ＭａｘＶｉｂｒａｔｏ［ｓｉｚｅ］
［ｓ］）、データベース区間長（ｍＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］）、開始ピッチ（ｍＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］）、
及び、図示しないが開始ゲイン（ｍＧａｉｎ［ｄ

Ｂ］）、開始トレモロデプス（ｍＢｅｇｉｎＴｒｅｍｏ
ｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］）、終了トレモロデプス（ｍＥ
ｎｄＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］）等がある。
【００３９】開始ビブラートデプス（ｍＢｅｇｉｎＤｅ
ｐｔｈ［ｃｅｎｔ］）は、最初のビブラート周期のピッ
チの最大値と最小値の差分であり、終了ビブラートデプ
ス（ｍＥｎｄＤｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］）は、最後のビブ
ラート周期のピッチの最大値と最小値の差分である。
【００４０】ビブラート周期とは、例えば、ピッチの極
大値から次の極大値までの時間（秒）である。
【００４１】開始ビブラートレート（ｍＢｅｇｉｎＲａ
ｔｅ［Ｈｚ］）は、開始ビブラート周期の逆数（１／開
始ビブラート周期）であり、終了ビブラートレート（ｍ
ＥｎｄＲａｔｅ［Ｈｚ］）は、終了ビブラート周期の逆
数（１／終了ビブラート周期）である。
【００４２】山の最大位置（ＭａｘＶｉｂｒａｔｏ［ｓ
ｉｚｅ］）［ｓ］）は、ピッチ変化の山の極大値を取る
時間的位置であり、データベース区間長（ｍＤｕｒａｔ
ｉｏｎ［ｓ］）は、データベースの時間的長さであり、
開始ピッチ（ｍＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］）は、ビブラー
トアタック領域の最初のフレーム（ビブラート周期）の
開始ピッチである。
【００４３】開始ゲイン（ｍＧａｉｎ［ｄＢ］）は、ビ
ブラートアタック領域の最初のフレームのＥＧａｉｎで
あり、開始トレモロデプス（ｍＢｅｇｉｎＴｒｅｍｏｌ
ｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］）は、最初のビブラート周期のＥ
Ｇａｉｎの最大値と最小値の差分であり、終了トレモロ
デプス（ｍＥｎｄＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］）
最後のビブラート周期のＥＧａｉｎの最大値と最小値の
差分である。
【００４４】これらの付加情報は、音声合成時に、この
ビブラートデータベースＶＤＢのデータを変形して、所
望のビブラート周期、ビブラート（ピッチ）デプス、ト
レモロデプスを得るために使用する。また、ピッチやゲ
インの変化がその領域の平均値を中心に変化せずに、全
体的に傾いて変化したときに望ましくない変化を避ける
ためにも用いられる。
【００４５】図４は、ビブラートボディ部の１例であ
る。ここでは、図２と同様に、ビブラート変化の仕方が
最も顕著であるピッチのみを図に示しているが、実際に
は、音量、音色も変化しており、これらについても同様
の手法でデータベース化する。
【００４６】まず、図に示すようにビブラートボディ部
の波形を取り出す。ビブラートボディ部は、ビブラート
アタック部に続いて、周期的に変動する部分である。ビ
ブラートボディ部の始端及び終端は、ビブラートアタッ
ク部及びビブラートリリース部との滑らかな接続を考慮
し、ピッチ変化の山の極大値の位置とする。
【００４７】この取り出した波形を、ＳＭＳ分析などで
調和成分と、非調和成分に分析し、その内の調和成分を
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さらにＥｐＲパラメータに分解する。このとき、ＥｐＲ
パラメータとともに、ビブラートアタック部と同様に上
述の付加情報もビブラートデータベースＶＤＢに記録す
る。
【００４８】このビブラートボディ部を、ビブラートを
付加する長さに応じて後述する手法でループさせてやる
ことにより、ビブラートデータベースＶＤＢのデータベ
ース長以上のビブラート長を実現する。
【００４９】なお、図示しないが、ビブラートリリース
部についても、元音声のビブラートの終わりの部分を、
ビブラートアタック部及びビブラートボディ部と同様の
手法で分析し付加情報とともにビブラートデータベース
ＶＤＢに記録する。
【００５０】図５は、ビブラートボディ部のルーピング
処理の例を表すグラフである。ビブラートボディ部のル
ープはミラーループで行う。すなわち、ビブラートボデ
ィの開始時に始端からスタートし、終端に達したら逆方
向からデータベースを読むようにする。さらに、そのま
ま始端に達したら再び順方向からデータベースを読み込
む。
【００５１】図５（Ａ）は、ビブラートデータベースＶ
ＤＢのビブラートボディ部の開始及び終了位置をピッチ
の最大値と最小値の中間とする場合の、ビブラートボデ
ィ部のルーピング処理の１例を表すグラフである。
【００５２】図５（Ａ）に示すようにループ境界から、
時間を反転させ、さらにその時間位置でのピッチをルー
プ境界位置での値を中心にひっくり返したピッチとす
る。ＥＧａｉｎ［ｄＢ］についても、ピッチと同様にそ
の時間的位置でのＥＧａｉｎをループ境界位置での値を
中心にひっくり返したＥＧａｉｎとする。
【００５３】図５（Ａ）のルーピング処理では、ピッチ
とゲインの値に操作を加えるため、ループ時にピッチと
ゲインとの関係が変化してしまうため、自然なビブラー
トを得ることが難しい。
【００５４】そこで本実施例では、ビブラートデータベ
ースＶＤＢのビブラートボディ部の開始及び終了位置を
ピッチの山の極大値として、図５（Ｂ）に示すようなル
ーピング処理を行う。
【００５５】図５（Ｂ）は、ビブラートデータベースＶ
ＤＢのビブラートボディ部の開始及び終了位置をピッチ
の山の極大値とする場合の、ビブラートボディ部のルー
ピング処理の１例を表すグラフである。
【００５６】図５（Ｂ）に示すように、ループ境界位置
から時間を反転させて逆方向からデータベースを読み込
むが、図５（Ａ）の場合とは異なり、ピッチ及びゲイン
の値はそのまま用いる。こうすることにより、ピッチと
ゲインの関係は保持されるので、自然なビブラートルー
プを行うことが出来る。
【００５７】次に、ビブラートデータベースＶＤＢの内
容を歌唱合成に適用しビブラートを付加する手法につい

て説明する。
【００５８】ビブラートの付加は、基本的に、ビブラー
トデータベースＶＤＢのビブラートアタック部の開始ピ
ッチ（ｍＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］）、開始ゲイン（ｍＧ
ａｉｎ［ｄＢ］）を基準にしたデルタ値ΔＰｉｔｃｈ
［ｃｅｎｔ］、ΔＥＧａｉｎ［ｄＢ］を、元の（ビブラ
ートの付加されていない）フレームのピッチ及びゲイン
に加算することで行われる。
【００５９】このようにデルタ値を用いることにより、
ビブラートアタック、ボディ、リリースの各接続部での
不連続性を回避することが出来る。
【００６０】ビブラートの開始時にビブラートアタック
部を１度だけ使い、続いてビブラートボディ部を使う。
ビブラートボディ部は上述のルーピング処理によりビブ
ラートボディ部の時間以上のビブラートを実現する。ビ
ブラートの終了時には、ビブラートリリース部を１度だ
け使う。なお、ビブラートリリース部を使用せずにビブ
ラートの終了時まで、ビブラートボディ部をループさせ
てもよい。
【００６１】このように、ビブラートボディ部をループ
させて繰り返し使うことにより、自然なビブラートを得
ることが出来るが、時間長の短いビブラートボディ部を
繰り返すよりも、時間長の長いビブラートボディ部を繰
り返さずに使用するほうが、より自然なビブラート得る
上では好ましい。つまり、ビブラートボディ部の時間長
を長くすればするほど、より自然なビブラートを付加す
ることが出来る。
【００６２】しかし、ビブラートボディ部の時間長を長
くすると、不安定になってしまう。ビブラートは平均値
を中心に対照的な揺らぎを持っているのが理想的である
が、実際に歌唱者が長いビブラートを歌うと、どうして
もピッチやゲインがだんだん下がっていき、傾きを持っ
てしまう。
【００６３】この場合に、これをこのまま合成歌唱音声
に付加すると、全体的に傾きを持った不自然なビブラー
トになってしまう。さらに、これを上述の図５（Ｂ）に
示した手法でミラーループさせると、本来ピッチやゲイ
ンがだんだん下がるものが、逆方向に読み込むときはだ
んだん上がっていってしまうということが起こり、不自
然であるとともにループ感が目立ってしまう。
【００６４】時間長の長いビブラートボディ部を用い
て、自然で安定した、すなわち理想に近い平均値を中心
とした対象的な揺らぎを持った、ビブラートを付加する
ために、以下に示すようなオフセット減算処理を行う。
【００６５】図６は、本実施例におけるビブラートボデ
ィ部に対するオフセット減算処理の一例を表すグラフで
ある。図中、上段は、ビブラートボディ部のピッチの軌
跡を表し、下段は、データベースのもともと持っていた
ピッチの傾きを除去するための関数ＰｉｃｔｈＯｆｆｓ
ｅｔＥｎｖｅｌｏｐｅ（ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ）［ｃｅ
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ｎｔ］を表している。
【００６６】まず、図６上段に示すように、ピッチ変化
の山の極大値を取る時間（ＭａｘＶｉｂｒａｔｏ［］
［ｓ］）で、データベース区間を分ける。そこで分けら
れたｉ番目の領域について、下記式（１）により、ｉ番

目の領域の時間的中心位置をビブラートボディ部の区間
長ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］で正規化した値Ｔｉｍ
ｅＯｆｆｓｅｔ［ｉ］Ｂｏｄｙを求める。これを全ての
領域について行う。

TimeOffset[i]=(MaxVibrato[i+1]+MaxVibrato[i])/2/VibBodyDuration 
                                                                …（１）

上記式（１）によって求められた値ＴｉｍｅＯｆｆｓｅ
ｔ［ｉ］を図６下段のグラフにおける関数ＰｉｃｔｈＯ
ｆｆｓｅｔＥｎｖｅｌｏｐｅ（ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ）
［ｃｅｎｔ］の横軸の値とする。
【００６７】次に、このｉ番目の領域内でのピッチの最

大値及び最小値を求め、それぞれをＭａｘＰｉｔｃｈ
［ｉ］及びＭｉｎＰｉｔｃｈ［ｉ］として、下記式
（２）により、図６下段に示すように、ＴｉｍｅＯｆｆ
ｓｅｔ［ｉ］の位置での縦軸の値ＰｉｔｃｈＯｆｆｓｅ
ｔ［ｉ］［ｃｅｎｔ］を求める。

PitchOffset[i]=(MaxPitch[i]+MinPitch[i])/2-mPitch    …（２）
なお、図示しないが、ＥＧａｉｎ［ｄＢ］についても、
ピッチと同様に、このｉ番目の領域内でのゲインの最大
値及び最小値を求め、それぞれをＭａｘＥＧａｉｎ
［ｉ］及びＭｉｎＥＧａｉｎ［ｉ］として、下記式

（３）により、ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ［ｉ］の位置での
縦軸の値ＥＧａｉｎＯｆｆｓｅｔ［ｉ］［ｄＢ］を求め
る。

EGainOffset[i]=(MaxEGain[i]+MinEGain[i])/2-mEGain      …（３）
その後、各領域で求められた値の間の値を直線補間で求
め、図６下段に示すような関数ＰｉｃｔｈＯｆｆｓｅｔ
Ｅｎｖｅｌｏｐｅ（ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ）［ｃｅｎ
ｔ］を求める。ゲインについても同様にＥＧａｉｎＯｆ
ｆｓｅｔＥｎｖｅｌｏｐｅ（ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ）
［ｄＢ］を求める。
【００６８】そして、歌唱音声合成時に、ビブラートボ
ディ部の最初からの時間がＴｉｍｅ［ｓ］である時、前

述のｍＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］、ｍＥＧａｉｎ［ｄＢ］
からのデルタ値を、現在のＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］、Ｅ
Ｇａｉｎ［ｄＢ］にそれぞれ加算する。データベースの
Ｔｉｍｅ［ｓ］時間におけるＰｉｔｃｈ［ｃｅｎｔ］、
ＥＧａｉｎ［ｄＢ］をそれぞれＤＢＰｉｔｃｈ［ｃｅｎ
ｔ］、ＤＢＥＧａｉｎ［ｄＢ］とし、下記式（４）及び
（５）により、ピッチ及びゲインのデルタ値が求められ
る。

ΔPitch=DBPitch(Time)-mPitch                        …（４）
ΔEGain=DBEGain(Time)-mEGain                          …（５）

そしてこれらの値をさらに、下記式（６）及び（７）に
より、オフセットすることで、データベースのもともと

持っていたピッチ及びゲインの傾きを除去することが出
来る。

ΔPitch= ΔPitch-PitchOffsetEnvelope(Time/VibBodyDuration)
                                                                …（６）
ΔEGain= ΔEGain-EGainOffsetEnvelope(Time/VibBodyDuration)
                                                                …（７）

最終的に、もとのピッチ（Ｐｉｔｃｈ）及びゲイン（Ｅ
Ｇａｉｎ）に、下記式（８）及び（９）により、デルタ

値を加算して、自然なビブラートの伸ばしを実現するこ
とが出来る。

Pitch=Pitch+ΔPitch                                 …（８）
Egain=EGain+ΔEGain                                  …（９）

次に、このビブラートデータベースＶＤＢを使って、所
望のレート（周期）、ピッチデプス（ピッチの波の深
さ）、トレモロデプス（ゲインの波の深さ）を有するビ
ブラートを得る手法を説明する。
【００６９】まず、所望のビブラートレートを得るに
は、下記式（１０）及び式（１１）により、ビブラート

データベースＶＤＢの読み取り時刻（速度）を変更す
る。ここで、ＶｉｂＲａｔｅ［Ｈｚ］は所望のビブラー
トレートを表し、ｍＢｅｇｉｎＲａｔｅ［Ｈｚ］及びｍ
ＥｎｄＲａｔｅ［Ｈｚ］は、それぞれデータベースの開
始及び終了ビブラートレートを表す。Ｔｉｍｅ［ｓ］
は、データベースの開始時刻を０とした時間である。

VibRateFactor=VibRate/[(mBeginRate+mEndRate)/2]      …（１０）
Time=Time*VibRateFactor                            …（１１）

次に、ピッチデプスであるが、下記式（１２）により所
望のピッチデプスを得る。下記式（１２）では、所望の
ピッチデプスをＰｉｔｃｈＤｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］で表
し、データベースの開始ビブラート（ピッチ）デプス及

び終了ビブラート（ピッチ）デプスをそれぞれ、ｍＢｅ
ｇｉｎＤｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］、ｍＥｎｄＤｅｐｔｈ
［ｃｅｎｔ］で表す。また、データベースの開始時間を
０とした時間（データベースの読み取り時刻）をＴｉｍ
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ｅ［ｓ］で表し、Ｔｉｍｅ［ｓ］におけるピッチのデル タ値をΔＰｉｔｃｈ（Ｔｉｍｅ）［ｃｅｎｔ］で表す。
Pitch=ΔPitch(Time)*PitchDepth/[(mBeginDepth+mEndDepth)/2]
                                                              …（１２）

次にトレモロデプスであるが、ＥＧａｉｎ［ｄＢ］の値
を下記式（１３）によって変えてやることにより所望の
トレモロデプスを得る。下記式（１３）では、所望のト
レモロデプスをＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］、デ
ータベースの開始トレモロデプス及び終了トレモロデプ
スをそれぞれ、ｍＢｅｇｉｎＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ

［ｄＢ］、ｍＥｎｄＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］
で表す。また、データベースの開始時間を０とした時間
（データベースの読み取り時刻）をＴｉｍｅ［ｓ］で表
し、Ｔｉｍｅ［ｓ］におけるＥＧａｉｎのデルタ値をΔ
ＥＧａｉｎ（Ｔｉｍｅ）［ｄＢ］で表す。

EGain=EGain+ΔEGain(Time)
     *TremoloDepth/[(mBeginTremoloDepth+mEndTremoloDepth)/2]
                                                              …（１３）

以上、ピッチ及びゲインの変化のさせ方を説明したが、
これら以外のＥｐＲパラメータのＥＳｌｏｐｅ、ＥＳｌ
ｏｐｅＤｅｐｔｈ等についても、ピッチ及びゲインと同
様にデルタ値を加算することにより、元の音声の持って
いるビブラートに伴う音色の変化を再現することが可能
となり、さらに自然なビブラート効果を付与することが
出来る。
【００７０】例えば、元の歌唱合成音声のフレームのＥ
Ｓｌｏｐｅ値にΔＥＳｌｏｐｅ値を加算することによ
り、ビブラートの変化に伴う周波数特性の傾きの変化の
仕方がオリジナルのビブラート音声の変化の仕方と同じ
になる。
【００７１】また、例えば、Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（励起
レゾナンス及びフォルマント）のパラメータ（アンプリ
チュード、周波数、バンド幅）に、デルタ値を加算する
ことにより、オリジナルのビブラート音声の微妙な音色
の変化を再現することが出来る。
【００７２】このように、各ＥｐＲパラメータについ
て、上述のピッチ及びゲインと同様に処理することによ
り、オリジナルのビブラート音声の微妙な音色の変化等
を再現することが可能となる。
【００７３】図７は、図１の音声合成装置１のビブラー
ト付加部５で行われるビブラートリリースを使用しない
場合のビブラート付加処理を表すフローチャートであ
る。なお、ビブラート付加部５には、図１の特徴パラメ
ータ発生部４から、常に現在時刻Ｔｉｍｅ［ｓ］におけ
るＥｐＲパラメータが入力されている。
【００７４】ステップＳＡ１では、ビブラート付加処理
を開始して、次のステップＳＡ２に進む。
【００７５】ステップＳＡ２では、図１のデータ入力部
２から入力されるビブラート付加のための制御パラメー
タを取得する。入力される制御パラメータは、例えば、
ビブラート開始時間（ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ）、ビ
ブラート時間長（ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ）、ビブラー
トレート（ＶｉｂＲａｔｅ）、ビブラート（ピッチ）デ
プス（Ｖｉｂｒａｔｏ（Ｐｉｔｃｈ）Ｄｅｐｔｈ）、ト
レモロデプス（ＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ）である。そ
の後、次のステップＳＡ３に進む。

【００７６】ビブラート開始時間（ＶｉｂＢｅｇｉｎＴ
ｉｍｅ［ｓ］）は、ビブラートをかけ始める時間を指定
するパラメータであり、現在時刻Ｔｉｍｅ［ｓ］が、こ
の時間になったときからこのフローチャートの以下の処
理が開始される。ビブラート時間長（ＶｉｂＤｕｒａｔ
ｉｏｎ［ｓ］）は、ビブラートをかける時間長を指定す
るパラメータである。
【００７７】すなわち、このビブラート付加部５では、
Ｔｉｍｅ［ｓ］＝ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］から
Ｔｉｍｅ［ｓ］＝（ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］＋
ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］）までの間、特徴パラメ
ータ発生部４から、供給されるＥｐＲパラメータに、ビ
ブラート効果を付与する。
【００７８】ビブラートレート（ＶｉｂＲａｔｅ［Ｈ
ｚ］）は、ビブラート周期を指定するパラメータであ
る。ビブラート（ピッチ）デプス（Ｖｉｂｒａｔｏ（Ｐ
ｉｔｃｈ）Ｄｅｐｔｈ［ｃｅｎｔ］）は、ビブラートに
おけるピッチの揺らぎの深さをセント値で指定するパラ
メータである。トレモロデプス（ＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐ
ｔｈ［ｄＢ］）は、ビブラートにおける音量変化の揺ら
ぎの深さをｄＢ値で指定するパラメータである。
【００７９】ステップＳＡ３では、現在時刻Ｔｉｍｅ
［ｓ］＝ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］である時に、
ビブラート付加のためのアルゴリズムの初期化を行う。
ここでは、例えば、フラグＶｉｂＡｔｔａｃｋＦｌａｇ
及びフラグＶｉｂＢｏｄｙＦｌａｇを１に設定する。そ
の後、次のステップＳＡ４に進む。
【００８０】ステップＳＡ４では、図１のデータベース
３内のビブラートデータベースＶＤＢから現在の合成ピ
ッチに適合するビブラートデータセットを検索し、使用
するビブラートデータの時間長を取得する。ビブラート
アタック部の時間長をＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉ
ｏｎ［ｓ］とし、ビブラートボディ部の時間長をＶｉｂ
ＢｏｄｙＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］とする。その後、次の
ステップＳＡ５に進む。
【００８１】ステップＳＡ５では、フラグＶｉｂＡｔｔ
ａｃｋＦｌａｇをチェックする。フラグＶｉｂＡｔｔａ
ｃｋＦｌａｇ＝１であればＹＥＳの矢印で示すステップ
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ＳＡ６に進む。フラグＶｉｂＡｔｔａｃｋＦｌａｇ＝０
であれば、ＮＯの矢印で示すステップＳＡ１０に進む。
【００８２】ステップＳＡ６では、ビブラートデータベ
ースＶＤＢから、ビブラートアタック部を読み込み、こ
れをＤＢＤａｔａとする。その後、次のステップＳＡ７
に進む。
【００８３】ステップＳＡ７では、上述の式（１０）に
より、ＶｉｂＲａｔｅＦａｃｔｏｒを計算し、さらに上
述の式（１１）により、ビブラートデータベースＶＤＢ
の読み取り時刻（速度）を計算し、その結果をＮｅｗＴ
ｉｍｅ［ｓ］とする。その後、次のステップＳＡ８に進
む。
【００８４】ステップＳＡ８では、ステップＳＡ７で計
算したＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］と、ビブラートアタック部
の時間長ＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を
比較する。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＶｉｂＡｔｔａｃ
ｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えたら（ＮｅｗＴｉｍｅ
［ｓ］＞ＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］）、すなわちビブラートアタック部を最初から最
後まで使用したら、ビブラートボディ部を使用してビブ
ラートを付加するためにＹＥＳの矢印で示すステップＳ
Ａ９に進む。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＶｉｂＡｔｔａ
ｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えていなければ、ＮＯ
の矢印で示すステップＳＡ１５に進む。

【００８５】ステップＳＡ９では、フラグＶｉｂＡｔｔ
ａｃｋＦｌａｇを０に設定しビブラートアタックを終了
し、さらにそのときの時間をＶｉｂＡｔｔａｃｋＥｎｄ
Ｔｉｍｅ［ｓ］とする。その後、ステップＳＡ１０に進
む。
【００８６】ステップＳＡ１０では、フラグＶｉｂＢｏ
ｄｙＦｌａｇをチェックする。フラグＶｉｂＢｏｄｙＦ
ｌａｇ＝１であればＹＥＳの矢印で示すステップＳＡ１
１に進む。フラグＶｉｂＢｏｄｙＦｌａｇ＝０であれ
ば、ビブラート付加処理は終了したものとして、ＮＯの
矢印で示すステップＳＡ２１に進む。
【００８７】ステップＳＡ１１では、ビブラートデータ
ベースＶＤＢから、ビブラートボディ部を読み込み、こ
れをＤＢＤａｔａとする。その後、次のステップＳＡ１
２に進む。
【００８８】ステップＳＡ１２では、上述の式（１０）
により、ＶｉｂＲａｔｅＦａｃｔｏｒを計算し、さらに
下記式（１４）～（１７）により、ビブラートデータベ
ースＶＤＢの読み取り時刻（速度）を計算し、その結果
をＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］とする。下記式（１４）～（１
７）は、ビブラートボディ部を前述した手法でミラール
ープさせるための式である。その後、次のステップＳＡ
１３に進む。

NewTime=Time-VibAttackEndTime                        …（１４）
NewTime=NewTime*VibRateFactor                        …（１５）
NewTime=NewTime-((int)(NewTime/(VibBodyDuration*2)))
*(VibBodyDuration*2)                                     …（１６）
if (NewTime>=VibBodyDuration)[NewTime=VibBodyDuration*2-NewTime]
                                                              …（１７）

ステップＳＡ１３では、ビブラート開始時間からの現在
時刻までの経過時間（Ｔｉｍｅ－ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉ
ｍｅ）が、ビブラート時間長（ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏ
ｎ）を超えたか否かを検出する。経過時間がビブラート
時間長を超えた場合は、ＹＥＳの矢印で示すステップＳ
Ａ１４に進む。経過時間がビブラート長を超えていない
場合は、ＮＯの矢印で示すステップＳＡ１５に進む。
【００８９】ステップＳＡ１４では、フラグＶｉｂＢｏ
ｄｙＦｌａｇを０に設定しビブラートを終了する。その
後、ステップＳＡ２１に進む。
【００９０】ステップＳＡ１５では、ＤＢＤａｔａか
ら、時刻ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］におけるＥｐＲパラメー
タ（Ｐｉｔｃｈ、ＥＧａｉｎ等）を求める。この時、時
刻ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＤＢＤａｔａ内の実データ
のあるフレーム時間の中間にあたる場合は、時刻Ｎｅｗ
Ｔｉｍｅ［ｓ］前後のフレームにおけるＥｐＲパラメー
タを補間（例えば、直線補間）して求める。その後次の
ステップＳＡ１６に進む。
【００９１】なお、ＤＢＤａｔａは、ステップＳＡ８か
らＮＯの矢印に沿って進んできた場合は、ビブラートア

タックＤＢであり、ステップＳＡ１３からＮＯの矢印に
沿って進んできた場合は、ビブラートボディＤＢであ
る。
【００９２】ステップＳＡ１６では、前述した手法で、
現在時刻における各ＥｐＲパラメータのデルタ値（例え
ばΔＰｉｔｃｈ又はΔＥＧａｉｎ等）を求める。この
時、上述したようにＰｉｔｃｈＤｅｐｔｈ［ｃｅｎ
ｔ］、ＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］の値を反映さ
せてデルタ値を求める。その後、次のステップＳＡ１７
に進む。
【００９３】ステップＳＡ１７では、図８に示すような
係数ＭｕｌＤｅｌｔａを求める。ＭｕｌＤｅｌｔａは、
ビブラートをかけ始めてからの経過時間（Ｔｉｍｅ
［ｓ］－ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］）が、ビブラ
ートをかけたい時間長（ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］）の、例えば８０％に達したらＥｐＲパラメータ
のデルタ値を徐々に小さくしビブラートを収束させるた
めの係数である。その後、次のステップＳＡ１８に進
む。
【００９４】ステップＳＡ１８では、ステップＳＡ１６
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で求めたＥｐＲパラメータのデルタ値にステップＳＡ１
７で求めた係数ＭｕｌＤｅｌｔａを乗算する。その後、
次のステップＳＡ１９に進む。
【００９５】上記のステップＳＡ１７及びＳＡ１８での
処理は、ビブラート時間長に達した時点での急激なピッ
チや音量等の変化を避けるために行われる。
【００９６】このように、ＥｐＲパラメータのデルタ値
に係数ＭｕｌＤｅｌｔａを乗算して、ビブラート時間の
ある位置からデルタ値を小さくしていくことにより、ビ
ブラート終了時の急激なＥｐＲパラメータの変化をなく
すことが出来るので、ビブラートリリース部を用いない
でも自然にビブラートを終了させることが出来る。
【００９７】ステップＳＡ１９では、図１の特徴パラメ
ータ発生部４から供給される各ＥｐＲパラメータ値に、
ステップＳＡ１６で求めたＥｐＲパラメータのデルタ値
又は、ステップＳＡ１８で係数ＭｕｌＤｅｌｔａを乗算
したデルタ値を加算し、新しいＥｐＲパラメータを生成
する。その後、次のステップＳＡ２０に進む。
【００９８】ステップＳＡ２０では、ステップＳＡ１９
で生成された新しいＥｐＲパラメータを、図１のＥｐＲ
合成エンジン６に出力する。その後、次のステップＳＡ
２１に進み、ビブラート付加処理を終了する。
【００９９】図９は、図１の音声合成装置１のビブラー
ト付加部５で行われるビブラートリリースを使用する場
合のビブラート付加処理を表すフローチャートである。
なお、ビブラート付加部５には、図１の特徴パラメータ
発生部４から、常に現在時刻Ｔｉｍｅ［ｓ］におけるＥ
ｐＲパラメータが入力されている。
【０１００】ステップＳＢ１では、ビブラート付加処理
を開始して、次のステップＳＢ２に進む。
【０１０１】ステップＳＢ２では、図１のデータ入力部
から入力されるビブラート付加のための制御パラメータ
を取得する。入力される制御パラメータは、図７のステ
ップＳＡ２で入力されるものと同様である。
【０１０２】すなわち、このビブラート付加部５では、
Ｔｉｍｅ［ｓ］＝ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］から
Ｔｉｍｅ［ｓ］＝（ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］＋
ＶｉｂＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］）までの間、特徴パラメ
ータ発生部４から、供給されるＥｐＲパラメータに、ビ
ブラート効果を付与する。
【０１０３】ステップＳＢ３では、現在時刻Ｔｉｍｅ
［ｓ］＝ＶｉｂＢｅｇｉｎＴｉｍｅ［ｓ］である時に、
ビブラート付加のためのアルゴリズムの初期化を行う。
ここでは、例えば、フラグＶｉｂＡｔｔａｃｋＦｌａ
ｇ、フラグＶｉｂＢｏｄｙＦｌａｇ及びフラグＶｉｂＲ
ｅｌｅａｓｅＦｌａｇを１に設定する。その後、次のス
テップＳＢ４に進む。
【０１０４】ステップＳＢ４では、図１のデータベース
３内のビブラートデータベースＶＤＢ現在の合成ピッチ
に適合するビブラートデータセットを検索し、使用する

ビブラートデータの時間長を取得する。ビブラートアタ
ック部の時間長をＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］とし、ビブラートボディ部の時間長をＶｉｂＢｏ
ｄｙＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］とし、ビブラートリリース
部の時間長をＶｉｂＲｅｌｅａｓｅＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］とする。その後、次のステップＳＢ５に進む。
【０１０５】ステップＳＢ５では、フラグＶｉｂＡｔｔ
ａｃｋＦｌａｇをチェックする。フラグＶｉｂＡｔｔａ
ｃｋＦｌａｇ＝１であればＹＥＳの矢印で示すステップ
ＳＢ６に進む。フラグＶｉｂＡｔｔａｃｋＦｌａｇ＝０
であれば、ＮＯの矢印で示すステップＳＢ１０に進む。
【０１０６】ステップＳＢ６では、ビブラートデータベ
ースＶＤＢから、ビブラートアタック部を読み込み、こ
れをＤＢＤａｔａとする。その後、次のステップＳＢ７
に進む。
【０１０７】ステップＳＢ７では、上述の式（１０）に
より、ＶｉｂＲａｔｅＦａｃｔｏｒを計算し、さらに上
述の式（１１）により、ビブラートデータベースＶＤＢ
の読み取り時刻（速度）を計算し、その結果をＮｅｗＴ
ｉｍｅ［ｓ］とする。その後、次のステップＳＢ８に進
む。
【０１０８】ステップＳＢ８では、ステップＳＢ７で計
算したＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］と、ビブラートアタック部
の時間長ＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を
比較する。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＶｉｂＡｔｔａｃ
ｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えたら（ＮｅｗＴｉｍｅ
［ｓ］＞ＶｉｂＡｔｔａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］）、すなわちビブラートアタック部を最初から最
後まで使用したら、ビブラートボディ部を使用してビブ
ラートを付加するために、ＹＥＳの矢印で示すステップ
ＳＢ９に進む。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＶｉｂＡｔｔ
ａｃｋＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えていなければ、Ｎ
Ｏの矢印で示すステップＳＢ２０に進む。
【０１０９】ステップＳＢ９では、フラグＶｉｂＡｔｔ
ａｃｋＦｌａｇを０に設定してビブラートアタックを終
了し、さらにそのときの時間をＶｉｂＡｔｔａｃｋＥｎ
ｄＴｉｍｅ［ｓ］とする。その後、ステップＳＢ１０に
進む。
【０１１０】ステップＳＢ１０では、フラグＶｉｂＢｏ
ｄｙＦｌａｇをチェックする。フラグＶｉｂＢｏｄｙＦ
ｌａｇ＝１であればＹＥＳの矢印で示すステップＳＢ１
１に進む。フラグＶｉｂＢｏｄｙＦｌａｇ＝０であれ
ば、ＮＯの矢印で示すステップＳＢ１５に進む。
【０１１１】ステップＳＢ１１では、ビブラートデータ
ベースＶＤＢから、ビブラートボディ部を読み込み、こ
れをＤＢＤａｔａとする。その後、次のステップＳＢ１
２に進む。
【０１１２】ステップＳＢ１２では、上述の式（１０）
により、ＶｉｂＲａｔｅＦａｃｔｏｒを計算し、さら
に、ビブラートボディ部をミラーループさせるために、

(9)                     特開２００３－７６３８７
15 16

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



図７のステップＳＡ１２と同様に上述の式（１４）～
（１７）により、ビブラートデータベースＶＤＢの読み
取り時刻（速度）を計算し、その結果をＮｅｗＴｉｍｅ
［ｓ］とする。
【０１１３】また、ビブラートボディ部のループ回数
（ｎＢｏｄｙＬｏｏｐ）を、例えば、下記式（１８）で
求める。その後、次のステップＳＢ１３に進む。
if((VibDuration*VibRateFactor-(VibAttackDuration+V
ibReleaseDuration))<0)nBodyLoop=0;else
nBodyLoop=(int)((VibDuration*VibRateFactor-(VibAtt
ackDuration+VibReleaseDuration))/VibBodyDuration)
…（１８）ステップＳＢ１３では、ビブラートボディに
入ってからのビブラートの繰り返し回数がループ回数
（ｎＢｏｄｙＬｏｏｐ）以上か否かを検出する。ビブラ
ートの繰り返し回数がループ回数（ｎＢｏｄｙＬｏｏ
ｐ）以上ならば、ＹＥＳの矢印で示すステップＳＢ１４
に進む。ビブラートの繰り返し回数がループ回数（ｎＢ
ｏｄｙＬｏｏｐ）以上でない場合は、ＮＯの矢印で示す
ステップＳＢ２０に進む。
【０１１４】ステップＳＢ１４では、フラグＶｉｂＢｏ
ｄｙＦｌａｇを０に設定しビブラートボディの使用を終
了する。その後、ステップＳＢ１５に進む。
【０１１５】ステップＳＢ１５では、フラグＶｉｂＲｅ
ｌｅａｓｅＦｌａｇをチェックする。フラグＶｉｂＲｅ
ｌｅａｓｅＦｌａｇ＝１であればＹＥＳの矢印で示すス
テップＳＢ１６に進む。フラグＶｉｂＲｅｌｅａｓｅＦ
ｌａｇ＝０であれば、ＮＯの矢印で示すステップＳＢ２
４に進む。
【０１１６】ステップＳＢ１６では、ビブラートデータ
ベースＶＤＢから、ビブラートリリース部を読み込み、
これをＤＢＤａｔａとする。その後、次のステップＳＢ
１７に進む。
【０１１７】ステップＳＢ１７では、上述の式（１０）
により、ＶｉｂＲａｔｅＦａｃｔｏｒを計算し、さらに
上述の式（１１）により、ビブラートデータベースＶＤ
Ｂの読み取り時刻（速度）を計算し、その結果をＮｅｗ
Ｔｉｍｅ［ｓ］とする。その後、次のステップＳＢ１８
に進む。
【０１１８】ステップＳＢ１８では、ステップＳＢ１７
で計算したＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］と、ビブラートアタッ
ク部の時間長ＶｉｂＲｅｌｅａｓｅＤｕｒａｔｉｏｎ
［ｓ］を比較する。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＶｉｂＲ
ｅｌｅａｓｅＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えたら（Ｎｅ
ｗＴｉｍｅ［ｓ］＞ＶｉｂＲｅｌｅａｓｅＤｕｒａｔｉ
ｏｎ［ｓ］）、すなわちビブラートリリース部を最初か
ら最後まで使用したら、ビブラートリリース部を使用し
てビブラートを付加するために、ＹＥＳの矢印で示すス
テップＳＢ１９に進む。ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、Ｖｉ
ｂＲｅｌｅａｓｅＤｕｒａｔｉｏｎ［ｓ］を超えていな
ければ、ＮＯの矢印で示すステップＳＢ２０に進む。

【０１１９】ステップＳＢ１９では、フラグＶｉｂＲｅ
ｌｅａｓｅＦｌａｇを０に設定しビブラートリリースを
終了する。その後、ステップＳＢ２４に進む。
【０１２０】ステップＳＢ２０では、ＤＢＤａｔａか
ら、時刻ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］におけるＥｐＲパラメー
タ（Ｐｉｔｃｈ、ＥＧａｉｎ等）を求める。この時、時
刻ＮｅｗＴｉｍｅ［ｓ］が、ＤＢＤａｔａ内の実データ
のあるフレーム時間の中間にあたる場合は、時刻Ｎｅｗ
Ｔｉｍｅ［ｓ］前後のフレームにおけるＥｐＲパラメー
タを補間（例えば、直線補間）して求める。その後次の
ステップＳＢ２１に進む。
【０１２１】なお、ＤＢＤａｔａは、ステップＳＢ８か
らＮＯの矢印に沿って進んできた場合は、ビブラートア
タックＤＢであり、ステップＳＢ１３からＮＯの矢印に
沿って進んできた場合は、ビブラートボディＤＢであ
り、ステップＳＢ１８からＮＯの矢印に沿って進んでき
た場合は、ビブラートリリースＤＢである。
【０１２２】ステップＳＢ２１では、前述した手法で、
現在時刻における各ＥｐＲパラメータのデルタ値（例え
ばΔＰｉｔｃｈ又はΔＥＧａｉｎ等）を求める。この
時、上述したようにＰｉｔｃｈＤｅｐｔｈ［ｃｅｎ
ｔ］、ＴｒｅｍｏｌｏＤｅｐｔｈ［ｄＢ］の値を反映さ
せてデルタ値を求める。その後、次のステップＳＢ２２
に進む。
【０１２３】ステップＳＢ２２では、図１の特徴パラメ
ータ発生部４から供給される各ＥｐＲパラメータ値に、
ステップＳＢ２１で求めたＥｐＲパラメータのデルタ値
を加算し、新しいＥｐＲパラメータを生成する。その
後、次のステップＳＢ２３に進む。
【０１２４】ステップＳＢ２３では、ステップＳＢ２２
で生成された新しいＥｐＲパラメータを、図１のＥｐＲ
合成エンジン６に出力する。その後、次のステップＳＢ
２４に進み、ビブラート付加処理を終了する。
【０１２５】以上、本実施例によれば、ビブラートをか
けた実音声をＥｐＲ分析したデータを、アタック部、ボ
ディ部、リリース部とに分割してデータベースとして持
ち、音声合成時にそのデータベースを使用することで、
合成音声にリアルなビブラートを付加することが出来
る。
【０１２６】また、本実施例によれば、元のデータベー
スに記憶された実音声に基づくビブラートのパラメータ
（例えば、ピッチなど）が傾いている場合でも、合成時
にその傾きを取り除いたパラメータ変化を与えることが
出来るので、より自然な理想に近いビブラートを付加す
ることが出来る。
【０１２７】また、本実施例によれば、ビブラートリリ
ース部を用いない場合でも、ＥｐＲパラメータのデルタ
値に係数ＭｕｌＤｅｌｔａを乗算して、ビブラート時間
のある位置からデルタ値を小さくしていくことによりビ
ブラートを減衰させることが出来る。ビブラート終了時
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の急激なＥｐＲパラメータの変化をなくすことが出来る
ので、自然にビブラートを終了させることが出来る。
【０１２８】また、本実施例によれば、ビブラートボデ
ィ部の始端と終端はパラメータの山の極大値を取るよう
にデータベースを作成するので、ビブラートボディ部の
ミラーループ時に時間を逆読みするだけでパラメータの
値を変更せずにビブラートボディ部を繰り返すことが出
来る。
【０１２９】なお、本実施例は、カラオケ装置等におい
ても使用することが出来る。その場合は、カラオケ装置
等に予めビブラートデータベースを用意し、入力される
音声をリアルタイムでＥｐＲ分析してＥｐＲパラメータ
を求め、そのＥｐＲパラメータに対して本実施例と同様
の手法で、ビブラート付加処理を行うようにすればよ
い。このようにすると、カラオケに対してもリアルなビ
ブラートを付加することが出来、歌唱技術の未熟な人の
歌唱に対して、例えばプロの歌手が歌ったようなビブラ
ートを付加することが出来る。
【０１３０】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。
【０１３１】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。
【０１３２】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。
【０１３３】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。

【０１３４】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。
【０１３５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
非常にリアルなビブラートを付与することの出来る音声
合成装置を提供することができる。
【０１３６】また、本発明によれが、音色の変化を伴う
ビブラートを付与することの出来る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合成装置１の構成
を表すブロック図である。
【図２】  ビブラートのかかった音声のピッチ波形を表
す図である。
【図３】  ビブラートアタック部の１例である。
【図４】  ビブラートボディ部の１例である。
【図５】  ビブラートボディ部のルーピング処理の例を
表すグラフである。
【図６】  本実施例におけるビブラートボディ部に対す
るオフセット減算処理の一例を表すグラフである。
【図７】  図１の音声合成装置１のビブラート付加部５
で行われるビブラートリリースを使用しない場合のビブ
ラート付加処理を表すフローチャートである。
【図８】  係数ＭｕｌＤｅｌｔａの１例を表すグラフで
ある。
【図９】  図１の音声合成装置１のビブラート付加部５
で行われるビブラートリリースを使用する場合のビブラ
ート付加処理を表すフローチャートである。
【符号の説明】
１…音声合成装置、２…データ入力部、３…データベー
ス、４…特徴パラメータ発生部、５…ビブラート付加
部、６…ＥｐＲ音声合成エンジン、７…音声合成出力部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図８】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図９】
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