
(57)【要約】
【課題】  より自然な合成歌唱音声を得る。
【解決手段】  演奏データを、遷移部分と伸ばし音部分
とに区切り、音素連鎖テンプレートデータベース５２か
らの音素連鎖データは遷移部分においてそのまま用い
る。伸ばし音部分については、その伸ばし音部分の両隣
に位置する遷移部分の特徴パラメータを直線補間すると
共に、補間された特徴パラメータ列に、定常部分テンプ
レートデータベースからの定常部分データに含まれる変
動成分を加算することにより特徴パラメータを生成す
る。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  歌唱を合成するための歌唱情報を記憶す
る記憶部と、
歌唱データを、１つの音素から別の音素に移行する音素
連鎖を含む遷移部分と、１つの音素が安定的に発音され
る定常部分を含んだ伸ばし音部分とで区別して、この遷
移部分の音素連鎖データと伸ばし音部分の定常部分デー
タとを記憶する音韻データベースと、
前記歌唱情報に基づき、前記音韻データベースに記憶さ
れたデータを選択する選択部と、
前記選択部で選択された前記音素連鎖データから前記遷
移部分の特徴パラメータを抽出して出力する遷移部分特
徴パラメータ出力部と、
前記選択部で選択された前記定常部分データに係る伸ば
し音部分に先行する前記遷移部分の前記音素連鎖データ
と、その伸ばし音部分に続く前記遷移部分の前記音素連
鎖データとを取得し、この２つの音素連鎖データを補間
して該伸ばし音部分の特徴パラメータを生成して出力す
る伸ばし音部分特徴パラメータ出力部とを備えたことを
特徴とする歌唱合成装置。
【請求項２】  前記伸ばし音部分特徴パラメータ出力部
は、前記２つの音素連鎖データを補間して取得した補間
値に前記定常部分データの変動成分を加算することによ
り前記伸ばし音部分の特徴パラメータを生成して出力す
るように構成された請求項１に記載の歌唱合成装置。
【請求項３】  前記音韻データベース内の音素連鎖デー
タは、前記音素連鎖に係る特徴パラメータ及び非調和成
分を含んでおり、前記遷移部分特徴パラメータ出力部は
前記非調和成分を分離するように構成された請求項１又
は２に記載の歌唱合成装置。
【請求項４】  前記音韻データベース内の定常部分デー
タは、前記定常部分に係る特徴パラメータ及び非調和成
分を含んでおり、前記伸ばし音部分特徴パラメータ出力
部は前記非調和成分を分離するように構成された請求項
１又は２に記載の歌唱合成装置。
【請求項５】  前記特徴パラメータ及び非調和成分は音
声をＳＭＳ分析して得られた結果である請求項３又は４
に記載の歌唱合成装置。
【請求項６】  前記歌唱情報はダイナミクス情報を含
み、このダイナミクス情報に基づき前記遷移部分の特徴
パラメータ及び前記伸ばし音部分の特徴パラメータを補
正する特徴パラメータ補正手段を備えた請求項１又は２
に記載の歌唱合成装置。
【請求項７】  前記歌唱情報がピッチ情報を含み、
前記特徴パラメータ補正手段は、少なくとも前記ダイナ
ミクスに相当する振幅値を計算する第１振幅計算手段
と、前記遷移部分の特徴パラメータ又は前記伸ばし音部
分の特徴パラメータ及び前記ピッチ情報に相当する振幅
値を計算する第２振幅計算手段とを備え、前記第１振幅
計算手段の出力と前記第2振幅計算手段の出力との差に

基づき前記特徴パラメータを補正する請求項６に記載の
歌唱合成装置。
【請求項８】  前記第１振幅計算手段は、前記ダイナミ
クスと前記振幅値とを関連付けて記憶するテーブルを備
えている請求項７に記載の歌唱合成装置。
【請求項９】  前記テーブルは、前記ダイナミクスと前
記振幅値との対応関係を音素毎に異ならせている請求項
８に記載の歌唱合成装置。
【請求項１０】  前記テーブルは、前記ダイナミクスと
前記振幅値との対応関係を周波数毎に異ならせている請
求項８に記載の歌唱合成装置。
【請求項１１】  前記音韻データベースは、音素連鎖デ
ータと前記定常部分データをそれぞれピッチに対応させ
て記憶しており、前記選択部は、同じ音素連鎖の特徴パ
ラメータをピッチごとに異ならせて記憶しており、前記
選択部は、入力されるピッチ情報に基づき対応する前記
音素連鎖データと前記定常部分データを選択する請求項
１又は２に記載の歌唱合成装置。
【請求項１２】  前記音韻データベースは、前記音素連
鎖データと前記定常部分データに加えて表情データを記
憶しており、前記選択部は、入力される前記歌唱情報中
の前記表情情報に基づき前記表情データを選択する請求
項１１に記載の歌唱合成装置。
【請求項１３】  歌唱データを、１つの音素から別の音
素に移行する音素連鎖を含む遷移部分と、１つの音素が
安定的に発音される定常部分を含んだ伸ばし音部分とで
区別して、この遷移部分の音素連鎖データと伸ばし音部
分の定常部分データとを記憶するステップと、
歌唱を合成するための歌唱情報を入力する入力ステップ
と、
前記歌唱情報に基づき、前記音素連鎖データ又は前記定
常部分データを選択する選択ステップと、
前記選択ステップで選択された前記音素連鎖データから
前記遷移部分の特徴パラメータを抽出して出力する遷移
部分特徴パラメータ出力ステップと、
前記選択ステップで選択された前記定常部分データに係
る伸ばし音部分に先行する前記遷移部分の前記音素連鎖
データと、その伸ばし音部分に続く前記遷移部分の前記
音素連鎖データとを取得し、この２つの音素連鎖データ
を補間して該伸ばし音部分の特徴パラメータを生成する
伸ばし音部分特徴パラメータ出力ステップとを備えた歌
唱合成方法。
【請求項１４】  前記伸ばし音部分特徴パラメータ出力
ステップは、前記２つの音素連鎖データを補間して取得
した補間値に前記定常部分データの変動成分を加算する
ことにより前記伸ばし音部分の特徴パラメータを生成し
て出力する請求項１３に記載の歌唱合成方法。
【請求項１５】  前記歌唱情報はダイナミクス情報を含
み、このダイナミクス情報に基づき前記遷移部分の特徴
パラメータ及び前記伸ばし音部分の特徴パラメータを補
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正する特徴パラメータ補正ステップを更に備えた請求項
１３又は１４に記載の歌唱合成方法。
【請求項１６】  前記記憶ステップは、前記音素連鎖デ
ータと前記定常部分データをそれぞれピッチに対応させ
て記憶しており、前記選択ステップは、入力されるピッ
チ情報に基づき対応する前記音素連鎖データと前記定常
部分データとを選択する請求項１３又は１４に記載の歌
唱合成方法。
【請求項１７】  歌唱データを、１つの音素から別の音
素に移行する音素連鎖を含む遷移部分と、１つの音素が
安定的に発音される定常部分を含んだ伸ばし音部分とで
区別して、この遷移部分の音素連鎖データと伸ばし音部
分の定常部分データとを記憶するステップと、
少なくとも音符情報と歌詞情報とを含む歌唱情報を入力
する入力ステップと、
前記歌唱情報に基づき、前記音素連鎖データ又は前記定
常部分データを選択する選択ステップと、
前記選択ステップで選択された前記音素連鎖データから
前記遷移部分の特徴パラメータを抽出して出力する遷移
部分特徴パラメータ生成ステップと、
前記選択ステップで選択された前記定常部分データに係
る前記伸ばし音部分に先行する前記遷移部分の前記音素
連鎖データと、その伸ばし音部分に続く前記遷移部分の
前記音素連鎖データとを取得し、この２つの音素連鎖デ
ータを補間して該伸ばし音部分の特徴パラメータを生成
する伸ばし音部分特徴パラメータ生成ステップとをコン
ピュータに実行させるように構成された歌唱合成用プロ
グラム。
【請求項１８】  前記伸ばし音部分特徴パラメータ生成
ステップは、前記2つの音素連鎖データを補間して取得
した補間値に前記定常部分データの変動成分を加算する
ことにより該伸ばし音部分特徴パラメータを生成して出
力する請求項１７に記載の歌唱合成用プログラム。
【請求項１９】  前記歌唱情報はダイナミクス情報を含
み、このダイナミクス情報に基づき前記遷移部分の特徴
パラメータ及び前記伸ばし音部分の特徴パラメータを補
正する特徴パラメータ補正ステップを更に備えた請求項
１７又は１８に記載の歌唱合成用プログラム。
【請求項２０】  前記記憶ステップは、前記音素連鎖デ
ータと前記定常部分データとをそれぞれピッチに対応さ
せて記憶しており、前記選択ステップは、入力されるピ
ッチ情報に基づき対応する前記音素連鎖データと前記定
常部分データを選択する請求項１７又は１８に記載の歌
唱合成用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、人間の歌唱音声
を合成する歌唱合成装置、歌唱合成方法及び歌唱合成用
プログラムに関する。
【０００２】

【関連技術】従来の歌唱合成装置においては、人間の実
際の歌声から取得したデータをデータベースとして保存
しておき、入力された演奏データ（音符、歌詞、表情
等）の内容に合致したデータをデータベースより選択す
る。そして、この演奏データを選択されたデータに基づ
いてデータ変換することにより、本物の人の歌声に近い
歌唱音声を合成している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
歌唱合成装置においては、例えば「ｓａｉｔａ（咲い
た）」と歌わせる場合であっても、音韻と音韻の間で音
韻が自然に移り変わっていかず、合成される歌唱音声が
不自然な音響をもち、場合によっては何を歌っているの
か判別できないようなこともあった。
【０００４】本発明は、この問題を解決することを目的
とし、次のような点に着目してなされたものである。す
なわち、歌唱音声においては、例えば「ｓａｉｔａ（咲
いた）」と歌う場合であっても、個々の音韻（「ｓａ」
「ｉ」「ｔａ」）が区切って発音されるのではなく、
「[＃ｓ]ｓａ（ａ）・[ａｉ]・ｉ・（ｉ）・[ｉｔ]・ｔ
ａ・（ａ）」（＃は無音を表わす）のように、各音韻間
に伸ばし音部分と遷移部分が挿入されて発音がなされる
のが通常である。この「ｓａｉｔａ」の例の場合、[＃
ｓ] [ａｉ]、[ｉｔ]が遷移部分であり、（ａ）（ｉ）
（ａ）が伸ばし音部分である。このように、歌唱音は遷
移部分や伸ばし音部分から成り立っている。このため、
ＭＩＤＩ情報などの演奏データから歌唱音声を合成する
場合においても、遷移部分や伸ばし音部分をいかに本物
らしく生成するかが重要である。そこで、本発明者ら
は、この遷移部分を自然に再現することが自然な合成歌
唱を出力するために必要であると考え、本発明をするに
至ったものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本出願の第１の発明に係
る歌唱合成装置は、歌唱を合成するための歌唱情報を記
憶する記憶部と、歌唱データを、１つの音素から別の音
素に移行する音素連鎖を含む遷移部分と、１つの音素が
安定的に発音される定常部分を含んだ伸ばし音部分とで
区別して、この遷移部分の音素連鎖データと伸ばし音部
分の定常部分データとを記憶する音韻データベースと、
前記歌唱情報に基づき、前記音韻データベースに記憶さ
れたデータを選択する選択部と、前記選択部で選択され
た前記音素連鎖データから前記遷移部分の特徴パラメー
タを抽出して出力する遷移部分特徴パラメータ出力部
と、前記選択部で選択された前記定常部分データに係る
伸ばし音部分に先行する前記音素連鎖データと、その伸
ばし音部分に続く前記遷移部分の前記音素連鎖データと
を取得し、この２つの音素連鎖データを補間して該伸ば
し音部分の特徴パラメータを生成して出力する伸ばし音
部分特徴パラメータ出力部とを備えたことを特徴とす
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る。
【０００６】前記伸ばし音部分特徴パラメータ出力部
は、前記２つの音素連鎖データを保管して取得した補間
値に前記定常部分データの変動成分を加算することによ
り前記伸ばし音部分の特徴パラメータを生成して出力す
るように構成することができる。前記音韻データベース
内の音素連鎖データは、前記音素連鎖に係る特徴パラメ
ータ及び非調和成分を含んでおり、前記遷移部分特徴パ
ラメータ出力部は前記非調和成分を分離するように構成
することができる。同様に、前記音韻データベース内の
定常部分データは、前記定常部分に係る特徴パラメータ
及び非調和成分を含んでおり、前記伸ばし音部分特徴パ
ラメータ出力部は前記非調和成分を分離するように構成
することができる。前記特徴パラメータ及び非調和成分
は、例えば音声をＳＭＳ分析して得ることができる。
【０００７】前記第１の発明において、前記歌唱情報は
ダイナミクス情報を含み、このダイナミクス情報に基づ
き前記遷移部分の特徴パラメータ及び前記伸ばし音部分
の特徴パラメータを補正する特徴パラメータ補正手段を
更に備えるようにすることができる。この場合、前記歌
唱情報がピッチ情報を含み、前記特徴パラメータ補正手
段は、少なくとも前記ダイナミクスに相当する振幅値を
計算する第１振幅計算手段と、前記遷移部分の特徴パラ
メータ又は前記伸ばし音部分の特徴パラメータ及び前記
ピッチ情報に相当する振幅値を計算する第２振幅計算手
段とを備え、前記第１振幅計算手段の出力と前記第2振
幅計算手段の出力との差に基づき前記特徴パラメータを
補正するようにすることができる。さらに、前記第１振
幅計算手段は、前記ダイナミクスと前記振幅値とを関連
付けて記憶するテーブルを備えているようにすることも
できる。加えて、前記テーブルは、前記ダイナミクスと
前記振幅値との対応関係を音素毎に異ならせているよう
にすることもできる。また、前記テーブルは、前記ダイ
ナミクスと前記振幅値との対応関係を周波数毎に異なら
せているようにすることもできる。
【０００８】この第１の発明において、前記音韻データ
ベースは、音素連鎖データと前記定常部分データをそれ
ぞれピッチに対応させて記憶しており、前記選択部は、
同じ音素連鎖の特徴パラメータをピッチごとに異ならせ
て記憶しており、前記選択部は、入力されるピッチ情報
に基づき対応する前記音素連鎖データと前記定常部分デ
ータを選択するようにしてもよい。また、この第１の発
明において、前記音韻データベースは、前記音素連鎖デ
ータと前記定常部分データに加えて表情データを記憶し
ており、前記選択部は、入力される前記歌唱情報中の前
記表情情報に基づき前記表情データを選択するようにし
てもよい。
【０００９】本出願の第２の発明に係る歌唱合成方法
は、歌唱データを、１つの音素から別の音素に移行する
音素連鎖を含む遷移部分と、１つの音素が安定的に発音

される定常部分を含んだ伸ばし音部分とで区別して、こ
の遷移部分の音素連鎖データと伸ばし音部分の定常部分
データとを記憶するステップと、歌唱を合成するための
歌唱情報を入力する入力ステップと、前記歌唱情報に基
づき、前記音素連鎖データ又は前記定常部分データを選
択する選択ステップと、前記選択ステップで選択された
前記音素連鎖データから前記遷移部分の特徴パラメータ
を抽出して出力する遷移部分特徴パラメータ出力ステッ
プと、前記選択ステップで選択された前記定常部分デー
タに係る前記伸ばし音部分に先行する前記遷移部分の前
記音素連鎖データと、その伸ばし音部分に続く前記遷移
部分の前記音素連鎖データとを取得し、この２つの音素
連鎖データを補間して該伸ばし音部分の特徴パラメータ
を生成する伸ばし音部分特徴パラメータ出力ステップと
を備えたことを特徴とする。
【００１０】前記第2の発明において、前記伸ばし音部
分特徴パラメータ出力ステップは、前記２つの音素連鎖
データを補間して取得した補間値に前記定常部分データ
の変動成分を加算することにより前記伸ばし音部分の特
徴パラメータを生成して出力するようにすることができ
る。また、前記第２の発明において、前記歌唱情報はダ
イナミクス情報を含み、このダイナミクス情報に基づき
前記遷移部分の特徴パラメータ及び前記伸ばし音部分の
特徴パラメータを補正する特徴パラメータ補正ステップ
を更に備えるようにすることができる。
【００１１】なお、この第２の発明に係る歌唱合成方法
は、コンピュータプログラムによりコンピュータにより
実行させるようにしてもよい。
【００１２】（本発明の原理説明）本発明の原理を、図
７及び図８を用い、本出願人が先に出願した歌唱合成装
置（特願2001-67258号）との対比することにより説明す
る。特願2001-67258号に記載の歌唱合成装置による歌唱
合成装置の原理を、図７に示している。この歌唱合成装
置は、データベースとして、ある時刻１点における音韻
の特徴パラメータのデータ（Timbreテンプレート）を記
憶させたTimbreテンプレートデータベース５１と、伸ば
し音中の特徴パラメータの微小な変化（ゆらぎ）のデー
タ（定常部分（stationary）テンプレート）を記憶させ
た定常部分テンプレートデータベース５３と、音韻から
音韻への遷移部分の特徴パラメータの変化を示すデータ
（音素連鎖（articulation）テンプレート）を記憶させ
た音素連鎖テンプレートデータベース５２とを備えてい
る。これらのテンプレートを次のようにして適用するこ
とにより、特徴パラメータを生成している。
【００１３】すなわち、伸ばし音部分の合成は、Timbre
テンプレートから得られた特徴パラメータに、定常部分
テンプレートに含まれる変動分を加算することにより行
う。一方、遷移部分の合成は、同様に特徴パラメータに
音素連鎖テンプレートに含まれる変動分を加算すること
により行うが、加算対象となる特徴パラメータは、場合
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によって異なる。例えば当該遷移部分の前後の音韻がい
ずれも有声音である場合には、前部の音韻の特徴パラメ
ータと、後部の音韻の特徴パラメータを直線補間したも
のに、音素連鎖テンプレートに含まれる変動分を加算す
る。また、前部の音韻が有声音で後部の音韻が無音の場
合には、前部の音韻の特徴パラメータに、音素連鎖テン
プレートに含まれる変動分を加算する。また、前部の音
韻が無音で後部の音韻が有声音の場合には、後部の音韻
の特徴パラメータに、音素連鎖テンプレートに含まれる
変動分を加算する。このように、特願2001-67258号に開
示の装置では、Timbreテンプレートから生成された特徴
パラメータを基準とし、このTimbre部分の特徴パラメー
タに合うように音素連鎖部分の特徴パラメータに変更を
加えることにより歌唱合成を行っていた。
【００１４】特願2001-67258号に開示の装置では、合成
される歌唱音声に不自然さが生じることがあった。その
原因としては次のことが挙げられる。・音素連鎖テンプ
レートに変更を加えているため、元来その遷移部分が持
つ特徴パラメータの変化と異なってしまうこと。・伸ば
し音部分の特徴パラメータも、をTimbreテンプレートか
ら生成された特徴パラメータを基準とし、このTimbreテ
ンプレートの特徴パラメータに定常部分テンプレートの
変動分を加算して計算しているため、伸ばし音部分の前
の音韻がどのような音韻であっても同じ音韻となってし
まっていたこと。要するに、この特願2001－67258の装
置では、Timbreテンプレートの特徴パラメータという、
歌唱全体からすると一部分にしか過ぎない部分を基準に
伸ばし音部分や遷移部分の特徴パラメータを合わせ込ん
でいたことから、合成された歌唱が不自然になることが
あった。
【００１５】これに対し、本発明では、図８に示すよう
に、音素連鎖テンプレートデータベース５２と定常部分
テンプレートデータベース５３のみを利用し、Timbreテ
ンプレートは基本的には不要である。そして、演奏デー
タを、遷移部分と伸ばし音部分とに区切った後、音素連
鎖テンプレートは遷移部分においてそのまま用いる。こ
のため、歌唱の重要な部分を占める遷移部分の歌唱が自
然に聞こえ、合成歌唱の品質が高まっている。また、伸
ばし音部分についても、その伸ばし音部分の両隣に位置
する遷移部分の特徴パラメータを直線補間すると共に、
補間された特徴パラメータ列に定常部分テンプレートに
含まれる変動成分を加算することにより特徴パラメータ
を生成する。テンプレートに変換を加えないそのままの
データに基づき補間を行うため、歌唱の不自然さは生じ
ない。
【００１６】
【発明の実施の形態】〔第１の実施の形態〕図１は、第
１の実施の形態に係る歌唱合成装置の構成を示す機能ブ
ロック図である。歌唱合成装置は、例えば一般のパーソ
ナルコンピュータにより実現することができ、図１に示

す各ブロックの機能は、パーソナルコンピュータ内部の
ＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭなどにより達成され得る。ＤＳ
Ｐやロジック回路によって構成することも可能である。
音韻データベース１０は、演奏データに基づいて合成音
を合成するためのデータを保持している。この音韻デー
タベース１０の作成例を図２により説明する。
【００１７】まず図２（ａ）に示すように、実際に録音
或いは取得した歌唱データ等の音声信号をＳＭＳ（spec
tral  modeling  synthesis）分析手段３１により、調
和成分（正弦波成分）と非調和成分に分離する。ＳＭＳ
分析の代わりに、ＬＰＣ（Linear  Predictive  Codin
g）等の他の分析手法を用いてもよい。次に、音素切り
分け手段３２により、音素切り分け情報に基づき、音声
信号を音素ごとに切り分ける。音素切り分け情報は、例
えば人間が音声信号の波形を見ながら所定のスイッチ動
作を行うことにより与えるのが通常である。
【００１８】そして、音素ごとに切り分けられた音声信
号の調和成分から、特徴パラメータ抽出手段３３により
特徴パラメータが抽出される。特徴パラメータには、励
起波形エンベロープ、励起レゾナンス、フォルマント周
波数、フォルマントバンド幅、フォルマント強度、差分
スペクトルなどがある。
【００１９】励起波形エンベロープ（ExcitationCurv
e）は、声帯波形の大きさ（dB）を表わすEgain、声帯波
形のスペクトルエンベロープの傾きを表わすEslopeDept
h、声帯波形のスペクトルエンベロープの最大値から最
小値への深さ（dB）を表わすEslopeの３つのパラメータ
によって構成されており、以下の式[数１]で表わすこと
が出来る。
【００２０】
【数１】Excitation Curve (ｆ)=Egain+EslopeDepth*(e
xp(-Eslope*f)-1)
【００２１】励起レゾナンスは、胸部による共鳴を表わ
す。中心周波数（ERFreq）、バンド幅（ERBW）、アンプ
リチュード（ERAmp）の３つのパラメータにより構成さ
れ、２次フィルター特性を有している。
【００２２】フォルマントは、１から１２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わす。
中心周波数（FormantFreqi、ｉは１～１２の整数）、バ
ンド幅（FormantBWi、ｉは１～１２の整数）、アンプリ
チュード（FormantAmpi、ｉは１～１２の整数）の３つ
のパラメータにより構成される。
【００２３】差分スペクトルは、上記の励起波形エンベ
ロープ、励起レゾナンス、フォルマントの３つで表現す
ることの出来ない元の調和成分との差分のスペクトルを
持つ特徴パラメータである。
【００２４】この特徴パラメータを、音韻名と対応させ
て音韻データベース１０に記憶させる。非調和成分も、
同様にして音韻名対応させて音韻データベース１０に記
憶させる。この音韻データベース１０では、図２（ｂ）
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に示すように、音素連鎖データと定常部分データとに分
けて記憶される。以下では、この音素連鎖データと定常
部分データとを総称して「音声素片データ」と称する。
【００２５】音素連鎖データは、先頭音素名、後続音素
名、特徴パラメータ及び非調和成分を対応付けたデータ
列である。一方、定常部分データは、１つの音韻名と特
徴パラメータ列と非調和成分とを対応付けたデータ列で
ある。
【００２６】図１に戻って、１１は演奏データを保持す
るための演奏データ保持部である。演奏データは、例え
ば音符、歌詞、ピッチベンド、ダイナミクス等の情報を
含んだＭＩＤＩ情報である。音声素片選択部１２は、演
奏データ保持部１１に保持される演奏データの入力をフ
レーム単位で受け付けるとともに（以下、この１単位を
フレームデータという）、入力されたフレームデータ中
の歌詞データに対応する音声素片データを音韻データベ
ース１０から選択して読み出す機能を有する。
【００２７】先行音素連鎖データ保持部１３、後方音素
連鎖データ保持部１４は、定常部分データを処理するた
めに使用されるものである。先行音素連鎖データ保持部
１３は、処理すべき定常部分データより先行する音素連
鎖データを保持するものであり、一方、後方音素連鎖デ
ータ保持部１４は、処理すべき定常部分データより後方
の音素連鎖データを保持するものである。
【００２８】特徴パラメータ補間部１５は、先行音素連
鎖データ保持部１３に保持された音素連鎖データの最終
フレームの特徴パラメータと、後方音素連鎖データ保持
部１４に保持された音素連鎖データの最初のフレームの
特徴パラメータとを読出し、タイマ２７の示す時刻に対
応するように特徴パラメータを時間的に補間する。
【００２９】定常部分データ保持部１６は、音声素片選
択部１２により読み出された音声素片データのうち、定
常部分データを一時保持する。一方、音素連鎖データ保
持部１７は、音素連鎖データを一時保持する。
【００３０】特徴パラメータ変動抽出部１８は、定常部
分データ保持部１６に保持された定常部分データを読み
出してその特徴パラメータの変動（ゆらぎ）を抽出し、
変動成分として出力する機能を有する。加算部Ｋ１は、
特徴パラメータ補間部１５の出力と特徴パラメータ変動
抽出部１８の出力を加算して、伸ばし音部分の調和成分
データを出力する部分である。フレーム読出し部１９
は、音素連鎖データ保持部１７に保持された音素連鎖デ
ータを、タイマ２７に示す時刻に従ってフレームデータ
として読出し、特徴パラメータと非調和成分とに分けて
出力する部分である。
【００３１】ピッチ決定部２０は、フレームデータ中の
音符データに基づき、最終的に合成する合成音のピッチ
を決定する部分である。また特徴パラメータ補正部２１
は、加算器Ｋ１から出力された伸ばし音部分の特徴パラ
メータ、及びフレーム読出し部１９から出力された遷移

部分の特徴パラメータを、演奏データ中に含まれるダイ
ナミクス情報等に基づいて補正する部分である。特徴パ
ラメータ補正部２１の前段にはスイッチＳＷ１が設けら
れ、伸ばし音部分の特徴パラメータと遷移部分の特徴パ
ラメータとを選択的に特徴パラメータ補正部に入力する
ようになっている。この特徴パラメータ補正部２１での
詳しい処理内容は後述する。スイッチＳＷ２は、定常部
分データ保持部１６から読み出された伸ばし音部分の非
調和成分と、フレーム読出し部１９から読み出された遷
移部分の非調和成分を切り替えて出力する。
【００３２】倍音列生成部２２は、決定したピッチに従
い、フォルマント合成を行うための倍音列を周波数軸上
に生成する部分である。スペクトル包絡生成部２３は、
特徴パラメータ補正部２１で補正された補正後の特徴パ
ラメータに従って、スペクトル包絡を生成する部分であ
る。
【００３３】倍音振幅・位相計算部２４は、スペクトル
包絡生成部２３で生成したスペクトル包絡に従い、倍音
列生成部２２で生成された各倍音の振幅及び位相を計算
する部分である。加算器Ｋ２は、倍音振幅・位相計算部
２４の出力としての調和成分と、スイッチＳＷ２から出
力された非調和成分とを加算する。逆ＦＦＴ部２５は、
加算器Ｋ２の出力値を逆高速フーリエ変換して、周波数
表現であった信号を時間軸表現の信号に変換するもので
ある。重ね合せ部２６は、時系列順に処理される歌詞デ
ータについて次々に得られる信号をその時系列に沿った
形で重ね合わせることにより、合成歌唱音声を出力する
ものである。
【００３４】特徴パラメータ補正部２１の詳細について
図３に基づいて説明する。特徴パラメータ補正部２１
は、振幅決定手段４１を備えている。この振幅決定手段
４１は、ダイナミクス－振幅変換テーブルＴｄａを参照
して演奏データ保持部１１から入力されるダイナミクス
情報に相当する所望の振幅値Ａ１を出力する。また、ス
ペクトル包絡生成手段４２は、スイッチＳＷ1から出力
された特徴パラメータに基づき、スペクトル包絡を生成
する部分である。
【００３５】倍音列生成手段４３は、ピッチ決定部２０
で決定されたピッチに基づいて倍音列を生成する。振幅
計算手段４４は、生成されたスペクトル包絡及び倍音に
対応する振幅Ａ２を計算する。振幅の計算は、例えば逆
ＦＦＴ等により実行することができる。加算器Ｋ３は、
振幅決定手段４１で決定された所望の振幅値Ａ１と、振
幅計算手段４４で計算された振幅値Ａ２との差を出力す
る。ゲイン補正手段４５は、この差に基づき、振幅値の
補正量を計算するとともに、このゲイン補正量に従って
特徴パラメータを補正する。これにより、所望の振幅に
合致する新たな特徴パラメータが得られる。なお、図３
では、テーブルＴｄａに基づき、ダイナミクスのみに基
づいて振幅を決定しているが、これに加えて、音素の種
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類も考慮して振幅を決定するようなテーブルを採用して
もよい。すなわち、同じダイナミクスであっても音素が
異なる場合には、異なる振幅値を与えるようなテーブル
を採用してもよい。同様に、ダイナミクスに加えて周波
数を考慮して振幅を決定するようなテーブルを採用して
もよい。
【００３６】次に、この第１の実施の形態に係る歌唱合
成装置の作用を、図４に示すフローチャートを参照しつ
つ説明する。演奏データ保持部１１は、時系列順にフレ
ームデータを出力する。遷移部分と伸ばし音部分とが交
互に現れ、遷移部分と伸ばし音部分とでは処理のされ方
が異なる。
【００３７】演奏データ保持部１１よりフレームデータ
が入力されると（Ｓ1）、音声素片選択部１２におい
て、そのフレームデータが伸ばし音部分に関するもの
か、音韻遷移部分に関するものかが判断される（Ｓ
2）。伸ばし音部分である場合には（ＹＥＳ）、先行音
素連鎖データ保持部１３、後方音素連鎖データ保持部１
４、定常部分データ保持部１６に、それぞれ先行音素連
鎖データ、後方音素連鎖データ、定常部分データが転送
される（Ｓ3）。
【００３８】続いて、特徴パラメータ補間部１５が、先
行音素連鎖データ保持部１３に保持された先行音素連鎖
データの最終フレームの特徴パラメータを取り出すと共
に、後方音素連鎖データ保持部１４に保持された後方音
素連鎖データの最初のフレームの特徴パラメータを取り
出し、この２つの特徴パラメータを直線補間することに
より、処理中の伸ばし音部分の特徴パラメータを生成す
る（Ｓ４）。
【００３９】また、定常部分データ保持部１６に保持さ
れた定常部分データの特徴パラメータが、特徴パラメー
タ変動抽出部１８に供給され、該定常部分の特徴パラメ
ータの変動成分が抽出される（Ｓ５）。この変動成分
が、加算器Ｋ１において特徴パラメータ補間部１５から
出力された特徴パラメータと加算される（Ｓ６）。この
加算値が伸ばし音部分の特徴パラメータとしてスイッチ
ＳＷ１を介して特徴パラメータ補正部２１に出力され、
特徴パラメータの補正が実行される（Ｓ９）。一方、定
常部分データ保持部１６に保持された定常部分データの
非調和成分は、スイッチＳＷ２を介して加算器Ｋ２に供
給される。スペクトル包絡生成部２３は、この補正後の
特徴パラメータについてのスペクトル包絡を生成する。
倍音振幅・位相計算部２４は、スペクトル包絡生成部２
３で生成したスペクトル包絡に従い、倍音列生成部２２
で生成された各倍音の振幅及び位相を計算する。この計
算結果が、処理中の伸ばし音部のパラメータ列（調和成
分）として加算器Ｋ2に出力される。
【００４０】一方、Ｓ２において、取得されたフレーム
データが遷移部分のものである（ＮＯ）と判定された場
合には、その遷移部分の音素連鎖データが、音素連鎖デ

ータ保持部１７により保持される（Ｓ７）。次に、フレ
ーム読出し部１９が、音素連鎖データ保持部１７に保持
された音素連鎖データを、タイマ２７に示す時刻に従っ
てフレームデータとして読出し、特徴パラメータと非調
和成分とに分けて出力する。特徴パラメータの方は特徴
パラメータ補正部２１に向けて出力され、非調和成分は
加算器Ｋ2に向けて出力される。この遷移部の特徴パラ
メータは、特徴パラメータ補正部２１、スペクトル包絡
生成部２３、倍音振幅・位相計算部２４等で上述の伸ば
し音の特徴パラメータと同様の処理を受ける。
【００４１】なお、スイッチＳＷ１、ＳＷ２は、処理中
のデータの種類によって切り替わるようになっているの
で、スイッチＳＷ１については、伸ばし音部分を処理し
ている間は、加算器Ｋ１の方に特徴パラメータ補正部２
１を接続するようにされ、遷移部分を処理している間
は、フレーム読出し部１９の方に特徴パラメータ補正部
２１を接続するようにされている。また、スイッチＳＷ
２については、伸ばし音部分を処理している間は、定常
部分データ保持部１６の方に加算器Ｋ２を接続するよう
にされ、遷移部分を処理している間は、フレーム読出し
部１９の方に加算器Ｋ２を接続するようにされている。
こうして遷移部分、伸ばし音部分の特徴パラメータ及び
非調和成分が演算されると、その加算値が逆ＦＦＴ部２
５で処理され、重ね合せ手段２６により重ね合わせら
れ、最終的な合成波形が出力される（Ｓ１０）。
【００４２】〔第２の実施の形態〕本発明の第２の実施
の形態に係る歌唱合成装置を、図５に基づいて説明す
る。図５は、第２の実施の形態に係る歌唱合成装置の機
能ブロック図である。第１の実施の形態と共通する部分
については同一の符号を付してその説明は省略する。第
１の実施の形態との相違点のひとつは、音韻データベー
スに記憶されている音素連鎖データ及び定常部分データ
が、ピッチ（音高）の異なる毎に異なる特徴パラメータ
及び非調和成分を割り当てられている、という点であ
る。また、ピッチ決定部２０は、演奏データ中の音符情
報に基づいてピッチを決定し、その結果を音声素片選択
部に出力するようにされている。
【００４３】この第２の実施の形態の作用を説明する
と、演奏データ保持部１１からの音符情報に基づいて、
ピッチ決定部２０が処理中のフレームデータのピッチを
決定し、その結果を音声素片選択部１２へ出力する。音
声素片選択部１２は、この決定されたピッチ及び歌詞情
報中の音韻情報に最も近い音素連鎖データ及び定常部分
データを読出す。後の処理は第１の実施の形態と同様で
ある。
【００４４】〔第３の実施の形態〕本発明の第３の実施
の形態に係る歌唱合成装置を、図６に基づいて説明す
る。図６は、第３の実施の形態に係る歌唱合成装置の機
能ブロック図である。第１の実施の形態と共通する部分
については同一の符号を付してその説明は省略する。第
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１の実施の形態との相違点の１つは、音韻データベース
１０に加えて、ビブラート情報等を記憶した表情データ
ベース３０と、演奏データ中の表情情報に基づき、この
表情データベースから適当なビブラートテンプレートを
選択する表情テンプレート選択部３０Ａを備えている点
である。また、ピッチ決定部２０は、演奏データ中の音
符情報、及び表情テンプレート選択部３０Ａからのビブ
ラートデータに基づいてピッチを決定するようにされて
いる。
【００４５】この第３の実施の形態の作用を説明する
と、演奏データ保持部１１からの歌詞情報に基づいて、
音声素片選択部１２で音素連鎖データ、定常部分データ
が音韻データベース１０から読み出される点は第１の実
施の形態と同様であり、以降の処理も第１の実施の形態
と同様である。一方、演奏データ保持部１１からの表情
情報に基づいて、表情テンプレート選択部３０Ａが、最
も適合するビブラートデータを表情データベース３０よ
り読み出す。この読み出されたビブラートデータ、及び
演奏データ中の音符情報に基づき、ピッチ決定部２０に
よりピッチが決定される。
【００４６】以上実施例に沿って本発明を説明したが、
本発明はこれら実施例に制限されるものではなく、種々
の変更、改良、組合せ等が可能であることは当業者にと
って自明である。
【００４７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
遷移部分の合成歌唱音声の自然性が高く保たれ、これに
より、合成歌唱音声の自然性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態に係る歌唱合成装
置の機能ブロック図である。
【図２】  図１に示す音韻データベース１０の作成例を

示す。
【図３】  図１に示す特徴パラメータ補正部２１の詳細
を示す。
【図４】  第１の実施の形態に係る歌唱合成装置におけ
るデータ処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】  本発明の第２の実施の形態に係る歌唱合成装
置の機能ブロック図である。
【図６】  本発明の第３の実施の形態に係る歌唱合成装
置の機能ブロック図である。
【図７】  特願2001-67258号に記載の歌唱合成装置の原
理を示す。
【図８】  本発明に係る歌唱合成装置の原理を示す。
【符号の説明】
１０…音韻データベース、  １１…演奏データ保持部、
  １２…音声素片選択部、  １３…先行音素連鎖データ
保持部、  １４…後方音素連鎖データ保持部、１５…特
徴パラメータ補間部、  １６…定常部分データ保持部、
  １７…音素連鎖データ保持部、  １８…特徴パラメー
タ変動抽出部、  １９…フレーム読出し部、  Ｋ１、Ｋ
２…加算器、２０…ピッチ決定部、  ２１…特徴パラメ
ータ補正部、  ２２…倍音列生成部、  ２３…スペクト
ル包絡生成部、  ２４…倍音振幅・位相計算部、  ２５
…逆ＦＦＴ部、  ２６…重ね合せ部、  ２７…タイマ、
３１…ＳＭＳ分析手段、  ３２…音素切り分け手段、  
３３…特徴パラメータ抽出手段、  ４１…振幅決定手
段、  ４３…倍音列生成手段、  ４４…振幅計算手段、
  Ｋ３…加算器、  ４５…ゲイン補正部、３０…表情デ
ータベース、３０Ａ…表情テンプレート選択部、  ５１
…Timbreデータベース、    ５２…音素連鎖テンプレー
トデータベース、  ５３…定常部分テンプレートデータ
ベース

【図３】
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【図１】

【図２】 【図４】
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【図５】
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