
JP 5085700 B2 2012.11.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ個（ｎは２以上の整数）の通過帯域に対応するｎ個の帯域通過フィルタそれぞれを雑
音信号に適用して得られるｎ個の帯域雑音信号を記憶する第１記憶部と、
　ｎ個の前記帯域通過フィルタそれぞれをパルス信号に適用して得られるｎ個の帯域パル
ス信号を記憶する第２記憶部と、
　合成する音声の基本周波数系列と、ｎ個の前記通過帯域それぞれの雑音の強度を表すｎ
個の帯域雑音強度系列と、スペクトルパラメータ系列とを入力するパラメータ入力部と、
　前記基本周波数系列から作成した前記合成する音声のピッチマークごとに、前記第１記
憶部に記憶されたｎ個の前記帯域雑音信号をシフトしながら切り出す切出部と、
　ｎ個の前記通過帯域ごとに、切り出した前記帯域雑音信号の振幅と、前記帯域パルス信
号の振幅とを、前記通過帯域の前記帯域雑音強度系列に応じて変更する振幅制御部と、
　振幅を変更したｎ個の前記帯域雑音信号と、振幅を変更したｎ個の前記帯域パルス信号
とを加算した前記ピッチマークごとの混合音源信号を生成する生成部と、
　前記ピッチマークごとの前記混合音源信号を重畳する重畳部と、
　重畳された前記混合音源信号に前記スペクトルパラメータ系列を用いた声道フィルタを
適用して音声波形を生成する声道フィルタ部と、
　を備えることを特徴とする音声合成装置。
【請求項２】
　音声信号と前記ピッチマークとを入力する音声入力部と、
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　前記ピッチマークを中心として前記音声信号に窓関数を適用することにより音声波形を
抽出する波形抽出部と、
　前記音声波形をスペクトル分析して前記音声波形のスペクトルを表す音声スペクトルを
算出するスペクトル分析部と、
　予め定められたフレームレートの各フレーム時刻に隣接する複数の前記ピッチマークの
前記音声スペクトルを補間することにより、前記フレームレートの各フレーム時刻の音声
スペクトルを算出する補間部と、
　前記補間部により得られた音声スペクトルに基づいて前記スペクトルパラメータ系列を
算出するパラメータ算出部と、をさらに備え、
　前記パラメータ入力部は、前記基本周波数系列と、前記帯域雑音強度系列と、算出され
た前記スペクトルパラメータ系列とを入力すること、
　を特徴とする請求項１に記載の音声合成装置。
【請求項３】
　音声信号と前記音声信号の雑音成分と前記ピッチマークとを入力する音声入力部と、
　前記ピッチマークを中心として前記音声信号に窓関数を適用することにより音声波形を
抽出し、前記ピッチマークを中心として前記雑音成分に窓関数を適用することにより雑音
成分波形を抽出する波形抽出部と、
　前記音声波形および前記雑音成分波形をスペクトル分析して前記音声波形のスペクトル
を表す音声スペクトルおよび前記雑音成分のスペクトルを表す雑音成分スペクトルを算出
するスペクトル分析部と、
　予め定められたフレームレートの各フレーム時刻に隣接する複数の前記ピッチマークの
前記音声スペクトルおよび前記雑音成分スペクトルを補間することにより、前記フレーム
レートの各フレーム時刻の音声スペクトルおよび雑音成分スペクトルを算出し、算出した
音声スペクトルに対する雑音成分スペクトルの割合を表す雑音成分指標を算出する、また
は、前記フレームレートの各フレーム時刻に隣接する複数の前記ピッチマークの前記音声
スペクトルに対する前記雑音成分スペクトルの割合を補間することにより、前記フレーム
レートの各フレーム時刻の音声スペクトルに対する雑音成分スペクトルの割合を表す雑音
成分指標を算出する補間部と、
　算出された雑音成分指標に基づいて、前記帯域雑音強度系列を算出するパラメータ算出
部と、をさらに備え、
　前記パラメータ入力部は、前記基本周波数系列と、算出された前記帯域雑音強度系列と
、前記スペクトルパラメータ系列とを入力すること、
　を特徴とする請求項１に記載の音声合成装置。
【請求項４】
　前記音声入力部は、前記音声信号と、前記音声信号のスペクトルの基本周波数の整数倍
以外の成分を表す前記雑音成分と、前記ピッチマークとを入力すること、
　を特徴とする請求項３に記載の音声合成装置。
【請求項５】
　予め定められた閾値を超える最大の周波数である境界周波数を、有声音のスペクトルか
ら抽出する境界周波数抽出部と、
　前記境界周波数より低い周波数帯域は音源信号がパルス信号となるように前記雑音成分
指標を補正する補正部と、をさらに備えること、
　を特徴とする請求項３に記載の音声合成装置。
【請求項６】
　予め定められた初期周波数から単調増加または単調減少する範囲で予め定められた閾値
を超える最大の周波数である境界周波数を、有声摩擦音のスペクトルから抽出する境界周
波数抽出部と、
　前記境界周波数より低い周波数帯域は音源信号がパルス信号となるように前記雑音成分
指標を補正する補正部と、をさらに備えること、
　を特徴とする請求項３に記載の音声合成装置。
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【請求項７】
　予め定められた音声単位に対する基本周波数系列、帯域雑音強度系列、およびスペクト
ルパラメータ系列の出力確率分布パラメータを含む隠れマルコフモデルパラメータを記憶
する隠れマルコフモデル記憶部と、
　入力されたテキストデータに含まれる前記音声単位を解析する言語解析部と、
　解析された前記音声単位および前記隠れマルコフモデルパラメータに基づいて、入力さ
れたテキストデータに対する前記基本周波数系列、前記帯域雑音強度系列および前記スペ
クトルパラメータ系列を生成する音声パラメータ生成部と、をさらに備え、
　前記パラメータ入力部は、生成された前記基本周波数系列、前記帯域雑音強度系列、お
よび、前記スペクトルパラメータ系列を入力すること、
　を特徴とする請求項１に記載の音声合成装置。
【請求項８】
　前記第１記憶部に記憶された前記帯域雑音信号は、音質劣化しない最小の長さとして予
め定められた規定長以上の長さであること、
　を特徴とする請求項１に記載の音声合成装置。
【請求項９】
　前記規定長は５ミリ秒であること、
　を特徴とする請求項８に記載の音声合成装置。
【請求項１０】
　前記第１記憶部に記憶された前記帯域雑音信号は、対応する前記通過帯域が大きい前記
帯域雑音信号が、対応する前記通過帯域が小さい前記帯域雑音信号より長く、対応する前
記通過帯域が小さい前記帯域雑音信号が、音質劣化しない最小の長さとして予め定められ
た規定長以上の長さであること、
　を特徴とする請求項１に記載の音声合成装置。
【請求項１１】
ｎ個（ｎは２以上の整数）の通過帯域に対応するｎ個の帯域通過フィルタそれぞれを雑音
信号に適用して得られるｎ個の帯域雑音信号を記憶する第１記憶部と、ｎ個の前記帯域通
過フィルタそれぞれをパルス信号に適用して得られるｎ個の帯域パルス信号を記憶する第
２記憶部と、を備える音声合成装置で実行される音声合成方法であって、
　合成する音声の基本周波数系列と、ｎ個の前記通過帯域それぞれの雑音の強度を表すｎ
個の帯域雑音強度系列と、スペクトルパラメータ系列とを入力するパラメータ入力ステッ
プと、
　前記基本周波数系列から作成した合成する音声のピッチマークごとに、前記第１記憶部
に記憶されたｎ個の前記帯域雑音信号をシフトしながら切り出す切出ステップと、
　ｎ個の前記通過帯域ごとに、切り出した前記帯域雑音信号の振幅と、前記帯域パルス信
号の振幅とを、前記通過帯域の前記帯域雑音強度系列に応じて変更する振幅制御ステップ
と、
　振幅を変更したｎ個の前記帯域雑音信号と、振幅を変更したｎ個の前記帯域パルス信号
とを加算した前記ピッチマークごとの混合音源信号を生成する生成ステップと、
　前記ピッチマークごとの前記混合音源信号を重畳する重畳ステップと、
　重畳された前記混合音源信号に前記スペクトルパラメータ系列を用いた声道フィルタを
適用して音声波形を生成する声道フィルタステップと、
　を含むことを特徴とする音声合成方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　ｎ個（ｎは２以上の整数）の通過帯域に対応するｎ個の帯域通過フィルタそれぞれを雑
音信号に適用して得られるｎ個の帯域雑音信号を記憶する第１記憶部と、
　ｎ個の前記帯域通過フィルタそれぞれをパルス信号に適用して得られるｎ個の帯域パル
ス信号を記憶する第２記憶部と、
　合成する音声の基本周波数系列と、ｎ個の前記通過帯域それぞれの雑音の強度を表すｎ
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個の帯域雑音強度系列と、スペクトルパラメータ系列とを入力するパラメータ入力部と、
　前記基本周波数系列から作成した前記合成する音声のピッチマークごとに、前記第１記
憶部に記憶されたｎ個の前記帯域雑音信号をシフトしながら切り出す切出部と、
　ｎ個の前記通過帯域ごとに、切り出した前記帯域雑音信号の振幅と、前記帯域パルス信
号の振幅とを、前記通過帯域の前記帯域雑音強度系列に応じて変更する振幅制御部と、
　振幅を変更したｎ個の前記帯域雑音信号と、振幅を変更したｎ個の前記帯域パルス信号
とを加算した前記ピッチマークごとの混合音源信号を生成する生成部と、
　前記ピッチマークごとの前記混合音源信号を重畳する重畳部と、
　重畳された前記混合音源信号に前記スペクトルパラメータ系列を用いた声道フィルタを
適用して音声波形を生成する声道フィルタ部、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、音声合成装置、音声合成方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声の特徴パラメータから音声波形を生成する装置を音声合成装置という。音声合成装
置の１つとして、ソースフィルタ型の音声合成装置が用いられている。ソースフィルタ型
の音声合成装置は、声帯振動による音源成分を表すパルス音源や空気の乱流などによる音
源を表す雑音音源から生成した音源信号（励振源信号）を入力し、声道特性などを表すス
ペクトル包絡のパラメータによってフィルタリングを行うことによって音声波形を生成す
る。音源信号は、単純には、有声音区間には基本周波数系列から得られるピッチ情報に従
って作成するパルス信号を用い、無声音区間にはガウスノイズ信号を用い、これらを切り
替えることによって作成することができる。また、声道フィルタとしては、スペクトル包
絡パラメータとして線形予測係数を利用した場合の全極フィルタをはじめ、ＰＡＲＣＯＲ
係数のための格子形フィルタ、ＬＳＰパラメータのためのＬＳＰ合成フィルタ、および、
ケプストラムパラメータのためのＬＭＡフィルタ（対数振幅近似フィルタ）などが用いら
れる。また、声道フィルタとして、非直線周波数に対応した、メルＬＰＣのためのメル全
極フィルタ、メルケプストラムのためのＭＬＳＡフィルタ（メル対数スペクトル近似フィ
ルタ）、および、メル一般化ケプストラムのためのＭＧＬＳＡフィルタ（メル一般化対数
スペクトル近似フィルタ）なども用いられる。
【０００３】
　このようなソースフィルタ型音声合成装置に用いる音源信号は、上述したようなパルス
音源と雑音音源の切り替えによって作成することができる。しかし、単純にパルスと雑音
を切り替えた場合、例えば有声摩擦音など、高い周波数領域は雑音的な信号、低い周波数
領域は周期的な信号になるような、雑音成分と周期成分が混合された信号に用いた場合、
バジー感が生じて不自然な音質になる。
【０００４】
　この問題に対応するため、ＭＥＬＰ（混合励振線形予測）など、ある周波数より高い帯
域は雑音音源とし、低い帯域はパルス音源として切り替えることにより生じるバズ（ｂｕ
ｚｚ）音またはブザー的な音による劣化を防ぐ技術が提案されている。また、より適切に
混合音源を作成するために、信号をサブバンドに帯域分割し、サブバンドごとに雑音音源
とパルス音源を混合比に従って混合する技術も用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３２９２７１１号公報
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】Ｈｅｉｇａ　Ｚｅｎ　ａｎｄ　Ｔｏｍｏｋｉ　Ｔｏｄａ，“Ａｎ　Ｏｖ
ｅｒｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｎｉｔｅｃｈ　ＨＭＭ－ｂａｓｅｄ　Ｓｐｅｅｃｈ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｂｌｉｚｚａｒｄ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　２００５，”
　Ｐｒｏｃ．　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｓｐｅｅｃｈ２００５（Ｅｕｒｏｓｐｅｅｃｈ），ｐｐ
．９３－９６，Ｌｉｓｂｏｎ，Ｓｅｐｔ．２００５．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術では、再生音声の生成時に雑音信号およびパルス信号に帯域通
過フィルタを適用するため、高速に波形生成することができないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の音声合成装置は、第１記憶部と、第２記憶部と、パラメータ入力部と、切出
部と、振幅制御部と、生成部と、重畳部と、声道フィルタ部とを備える。第１記憶部は、
ｎ個の帯域通過フィルタを雑音信号に適用したｎ個の帯域雑音信号を記憶する。第２記憶
部は、ｎ個の帯域通過フィルタをパルス信号に適用したｎ個の帯域パルス信号を記憶する
。パラメータ入力部は、基本周波数、ｎ個の帯域雑音強度およびスペクトルパラメータを
入力する。切出部は、ピッチマークごとにｎ個の帯域雑音信号をシフトしながら切り出す
。振幅制御部は、切り出した帯域雑音信号の振幅と帯域パルス信号の振幅とを帯域雑音強
度に応じて変更する。生成部は、ｎ個の帯域雑音信号とｎ個の帯域パルス信号とを加算し
た混合音源信号を生成する。重畳部は、ピッチマークに基づいて生成された混合音源信号
を重畳する。声道フィルタ部は、重畳された混合音源信号にスペクトルパラメータを用い
た声道フィルタを適用して音声波形を生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態にかかる音声合成装置のブロック図。
【図２】音源信号生成部のブロック図。
【図３】音声波形の例を示す図。
【図４】入力するパラメータの一例を示す図。
【図５】帯域通過フィルタの仕様の一例を示す図。
【図６】雑音信号と、雑音信号から作成される帯域雑音信号の一例を示す図。
【図７】パルス信号から作成される帯域パルス信号の一例を示す図。
【図８】音声波形の例を示す図。
【図９】基本周波数系列、ピッチマーク、および帯域雑音強度系列の一例を示す図。
【図１０】混合音源作成部の処理の詳細を示す図。
【図１１】重畳部によって作成された混合音源信号の例を示す図。
【図１２】音声波形の一例を示す図。
【図１３】第１の実施形態における音声合成処理の全体の流れを示すフローチャート。
【図１４】合成音声のスペクトログラムを示す図。
【図１５】声道フィルタ部のブロック図。
【図１６】メルＬＰＣフィルタ部の回路図。
【図１７】第２の実施形態にかかる音声合成装置のブロック図。
【図１８】スペクトル算出部のブロック図。
【図１９】音声波形を音声分析部が分析する例を示す図。
【図２０】フレーム位置を中心として分析したスペクトルの一例を表す図。
【図２１】３９次のメルＬＳＰパラメータの一例を示す図。
【図２２】音声波形と、当該音声波形の周期成分および雑音成分を表す図。
【図２３】音声波形を音声分析部が分析する例を示す図。
【図２４】雑音成分指標の一例を示す図。
【図２５】帯域雑音強度の一例を示す図。
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【図２６】後処理の具体例を説明するための図。
【図２７】境界周波数からより得られた帯域雑音強度を示す図。
【図２８】第２の実施形態におけるスペクトルパラメータ算出処理の全体の流れを示すフ
ローチャート。
【図２９】第２の実施形態における帯域雑音強度算出処理の全体の流れを示すフローチャ
ート。
【図３０】第３の実施形態にかかる音声合成装置のブロック図。
【図３１】ｌｅｆｔ－ｒｉｇｈｔ型ＨＭＭの一例を示す図。
【図３２】決定木の一例を示す図。
【図３３】音声パラメータ生成処理を説明するための図。
【図３４】第３の実施形態における音声合成処理の全体の流れを示すフローチャート。
【図３５】第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置のハードウェア構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる音声合成装置の好適な実施形態を詳細に
説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態にかかる音声合成装置は、予め帯域通過フィルタを適用したパルス信号
（帯域パルス信号）および雑音信号（帯域雑音信号）を記憶し、帯域雑音信号から巡回シ
フトまたは往復シフトさせながら切り出した帯域雑音信号を用いてソースフィルタモデル
の音源信号を生成することにより、高速に音声波形を生成する。
【００１２】
　図１は、第１の実施形態にかかる音声合成装置１００の構成の一例を示すブロック図で
ある。音声合成装置１００は、合成する音声の基本周波数系列、帯域雑音強度系列、およ
びスペクトルパラメータ系列からなる音声パラメータ列を入力して音声波形を生成するソ
ースフィルタ型の音声合成装置である。
【００１３】
　図１に示すように、音声合成装置１００は、第１パラメータ入力部１１と、音源信号を
生成する音源信号生成部１２と、声道フィルタを適用する声道フィルタ部１３と、音声波
形を出力する波形出力部１４と、を備えている。
【００１４】
　第１パラメータ入力部１１は、音声波形を生成するための特徴パラメータを入力する。
第１パラメータ入力部１１は、基本周波数または基本周期の情報を表す系列（以降基本周
波数系列と記載する）とスペクトルパラメータの系列とを少なくとも含む特徴パラメータ
の系列を入力する。
【００１５】
　基本周波数系列としては、有声音のフレームにおける基本周波数の値と、無声音のフレ
ームは０に固定するなど予め定めた無声音フレームであることを示す値との系列を用いる
。有声音のフレームでは、周期信号のフレームごとのピッチ周期、基本周波数（Ｆ０）、
または対数Ｆ０などの値が記録されている。本実施形態では、フレームとは、音声信号の
区間を示す。固定のフレームレートによって分析する場合、例えば５ｍｓごとに特徴パラ
メータを持つことになる。
【００１６】
　スペクトルパラメータは、音声のスペクトル情報をパラメータとして表現したものであ
る。基本周波数系列と同様に、固定のフレームレートで分析した場合、例えば５ｍｓごと
の区間に対応するパラメータ系列を蓄積している。スペクトルパラメータとしては様々な
パラメータを用いることができるが、本実施形態では、一例として、メルＬＳＰをパラメ
ータとして利用する場合について記述する。この場合、１つのフレームに対応するスペク
トルパラメータは、１次元のゲイン成分を表す項と、ｐ次元の線スペクトル周波数とから
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構成される。ソースフィルタ型音声合成は、これら基本周波数系列および、スペクトルパ
ラメータ系列を入力して音声を生成する。
【００１７】
　本実施形態では、第１パラメータ入力部１１は、さらに帯域雑音強度系列を入力する。
帯域雑音強度系列とは、フレームごとの帯域雑音強度の系列である。帯域雑音強度とは、
各フレームのスペクトル中の所定の周波数帯域における雑音成分の強さを、該当する帯域
のスペクトル全体に対する比率として表す情報である。帯域雑音強度は、比率の値、また
は、比率の値をデシベルに変換した値などにより表わされる。第１パラメータ入力部１１
は、このように基本周波数系列、スペクトルパラメータ系列、および帯域雑音強度系列を
入力する。
【００１８】
　音源信号生成部１２は、入力された基本周波数系列および帯域雑音強度系列から音源信
号を生成する。図２は、音源信号生成部１２の構成例を示すブロック図である。図２に示
すように、音源信号生成部１２は、第１記憶部２２１と、第２記憶部２２２と、第３記憶
部２２３と、第２パラメータ入力部２０１と、判断部２０２と、ピッチマーク作成部２０
３と、混合音源作成部２０４と、重畳部２０５と、雑音音源作成部２０６と、接続部２０
７と、を備えている。
【００１９】
　第１記憶部２２１は、雑音信号に対して、所定のｎ個（ｎは２以上の整数）の通過帯域
の周波数帯域をそれぞれ通過させるｎ個の帯域通過フィルタを適用して得られるｎ個の雑
音信号を表す帯域雑音信号を記憶する。第２記憶部２２２は、パルス信号に対して、上記
ｎ個の帯域通過フィルタを適用して得られるｎ個のパルス信号を表す帯域パルス信号を記
憶する。第３記憶部２２３は、無声音源作成のための雑音信号を記憶する。以下では、ｎ
＝５、すなわち、５つに分割した通過帯域の帯域通過フィルタにより得られる５つの帯域
雑音信号および帯域パルス信号を用いる例を説明する。
【００２０】
　なお、第１記憶部２２１、第２記憶部２２２、および第３記憶部２２３は、ＨＤＤ（Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、光ディスク、メモリカード、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの一般的に利用されているあらゆる記憶媒体により構
成することができる。
【００２１】
　第２パラメータ入力部２０１は、基本周波数系列と、帯域雑音強度系列とを入力する。
判断部２０２は、基本周波数系列の着目しているフレームが無声音のフレームか否かを判
断する。例えば、判断部２０２は、基本周波数系列中で無声音フレームの値を０としてい
る場合は、当該フレームの値が０か否かを判定することによって、無声音のフレームか否
かを判断する。
【００２２】
　ピッチマーク作成部２０３は、フレームが有声音の場合に、ピッチマーク列を作成する
。ピッチマーク列は、ピッチパルスを配置する時刻の列を表す情報である。ピッチマーク
作成部２０３は、基準時刻を定め、当該基準時刻におけるピッチ周期を基本周波数系列内
の該当するフレームの値から計算し、該ピッチ周期の長さ分進めた時刻にマークを付与す
る処理を繰り返すことにより、ピッチマークを作成する。ピッチマーク作成部２０３は、
基本周波数の逆数を求めることによりピッチ周期を計算する。
【００２３】
　混合音源作成部２０４は、混合音源信号を作成する。本実施形態では、混合音源作成部
２０４は、帯域雑音信号および帯域パルス信号の波形重畳によって混合音源信号を作成す
る。混合音源作成部２０４は、切出部３０１と、振幅制御部３０２と、生成部３０３とを
備えている。
【００２４】
　切出部３０１は、合成する音声のピッチマークごとに、第１記憶部２２１に記憶された
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ｎ個の帯域雑音信号のそれぞれをシフトしながら切り出す。第１記憶部２２１に記憶され
ている帯域雑音信号は有限長であるため、帯域雑音を切り出す際には、有限な帯域雑音信
号を繰り返し利用する必要がある。シフトとは、ある時点で利用した帯域雑音信号サンプ
ルの隣のサンプルを次の時点において利用する、帯域雑音信号からサンプル点の決定方法
であり、例えば巡回シフト、もしくは往復シフトによって実現できる。このため、切出部
３０１は、例えば巡回シフトまたは往復シフトによって有限な長さの帯域雑音信号から任
意の長さの音源信号を切り出す。巡回シフトとは、予め用意されている帯域雑音信号を先
頭から順に用い、終端まで到達した場合に、先頭を終端の後続点とみなして、再度先頭か
ら順に利用していくシフト方法である。往復シフトとは、終端まで到達した場合に逆方向
に先頭に向かって順に利用し、先頭まで到達したら再度終端に向かって順に利用していく
シフト方法である。
【００２５】
　振幅制御部３０２は、ｎ個の帯域ごとに、切り出した帯域雑音信号の振幅と、第２記憶
部２２２に記憶された帯域パルス信号の振幅とを、入力された帯域雑音強度系列に応じて
変更する振幅制御を行う。生成部３０３は、振幅制御したｎ個の帯域雑音信号およびｎ個
の帯域パルス信号を加算したピッチマークごとの混合音源信号を生成する。
【００２６】
　重畳部２０５は、生成部３０３により得られた混合音源信号を、ピッチマークに従って
重畳合成することにより、有声音の音源である混合音源信号を作成する。
【００２７】
　雑音音源作成部２０６は、判断部２０２で無声音と判断された場合に、第３記憶部２２
３に記憶されている雑音信号を利用して雑音音源信号を作成する。
【００２８】
　接続部２０７は、重畳部２０５により得られた有声音区間に対応する混合音源信号と、
雑音音源作成部２０６により得られた無声音区間に対応する雑音音源信号とを接続する。
【００２９】
　図１に戻り、声道フィルタ部１３は、接続部２０７により得られた音源信号と、スペク
トルパラメータ系列から音声波形を生成する。メルＬＳＰパラメータを用いた場合、例え
ば声道フィルタ部１３は、メルＬＳＰからメルＬＰＣに変換し、メルＬＰＣフィルタを利
用してフィルタリングを行うことにより、音声波形を生成する。声道フィルタ部１３が、
メルＬＳＰをメルＬＰＣに変換せず、メルＬＳＰから直接波形生成するフィルタを適用す
ることにより音声波形を生成するように構成してもよい。また、スペクトルパラメータは
メルＬＳＰに限定するものではなく、ケプストラム、メルケプストラム、線形予測係数等
、およびスペクトル包絡をパラメータとして表し、声道フィルタとして波形生成できるス
ペクトルパラメータであればよい。メルＬＳＰ以外のスペクトルパラメータを用いる場合
も、声道フィルタ部１３は、それぞれのパラメータに対応した声道フィルタを適用するこ
とにより波形生成を行う。波形出力部１４は、得られた音声波形を出力する。
【００３０】
　以下、このように構成された音声合成装置１００により音声合成の具体例を説明する。
図３は、以下の説明に用いる音声波形の例を示す図である。図３は、「Ａｆｔｅｒ　ｔｈ
ｅ　Ｔ－Ｊｕｎｃｔｉｏｎ，　ｔｕｒｎ　ｒｉｇｈｔ．」という音声の音声波形の例であ
る。以下、図３の音声波形を利用し、分析した音声パラメータから波形生成を行う例を示
す。
【００３１】
　図４は、第１パラメータ入力部１１で入力する、スペクトルパラメータ系列（メルＬＳ
Ｐパラメータ）、基本周波数系列、および帯域雑音強度系列の一例を示す図である。ＬＳ
Ｐパラメータは、線形予測分析の結果から変換したパラメータであり、周波数の値として
表される。メルＬＳＰパラメータは、メル周波数スケール上で求めたＬＳＰパラメータで
あり、メルＬＰＣパラメータから変換して作成される。図４のメルＬＳＰパラメータは、
音声のスペクトログラム上にメルＬＳＰパラメータをプロットしたものである。無音区間
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や雑音的な区間ではノイズ的な変化になり、有声音の区間ではフォルマント周波数の変化
に近い動きをしている。メルＬＳＰパラメータは、ゲイン項と、図４の例では１６次のパ
ラメータとで表されており、ゲイン成分を同時に示している。
【００３２】
　基本周波数系列は、図４の例ではＨｚ単位で表されている。基本周波数系列は、無声音
の区間は０とし、有声音の区間はその基本周波数の値を保持している。
【００３３】
　帯域雑音強度系列は、図４の例では、５つの帯域に分割したそれぞれの帯域（ｂａｎｄ
１～ｂａｎｄ５）の雑音成分の強さを、スペクトルに対する割合で示したパラメータであ
り、０から１の間の値になる。無声音の区間は全帯域雑音成分であるとみなすため、帯域
雑音強度の値は１となる。有声音の区間では、帯域雑音強度は１未満の値を持つ。一般的
に高い帯域で雑音成分は強くなる。また、有声摩擦音の高域成分では、帯域雑音強度は１
に近い高い値になる。なお、基本周波数系列は対数基本周波数としてもよく、帯域雑音強
度はデシベル単位で保持してもよい。
【００３４】
　上述のように、第１記憶部２２１は、帯域雑音強度系列のパラメータに対応した帯域雑
音信号を記憶している。帯域雑音信号は、雑音信号に帯域通過フィルタを適用することに
より作成される。図５は、帯域通過フィルタの仕様の一例を示す図である。図５は、ＢＰ
Ｆ１からＢＰＦ５の５つのフィルタの周波数に対する振幅を表している。図５の例では、
１６ｋＨｚサンプリングの音声信号を用いて、１ｋＨｚ、２ｋＨｚ、４ｋＨｚ、および６
ｋＨｚを境界とし、境界間の中心周波数を中心とした以下の（１）式で表されるハニング
窓関数により形状を作成している。
【数１】

【００３５】
　このように定めた周波数特性から、帯域通過フィルタを作成し、雑音信号に適用するこ
とで帯域雑音信号および帯域パルス信号が作成される。図６は、第３記憶部２２３に記憶
される雑音信号と、この雑音信号から作成され第１記憶部２２１に記憶される帯域雑音信
号の一例を示す図である。図７は、パルス信号から作成され第２記憶部２２２に記憶され
る帯域パルス信号の一例を示す図である。
【００３６】
　図６は、６４ｍｓ（１０２４点）の雑音信号に対し、図５に示す振幅特性の帯域通過フ
ィルタＢＰＦ１からＢＰＦ５を適用し、帯域雑音信号ＢＮ１からＢＮ５が作成される例を
示している。図７は、同様の手順により、パルス信号Ｐに対し、ＢＰＦ１からＢＰＦ５を
適用し、帯域パルス信号ＢＰ１からＢＰ５が作成される例を示している。図７では、３．
１２５ｍｓ（５０点）の長さの信号を作成している。
【００３７】
　図６および図７のＢＰＦ１からＢＰＦ５は、図５の周波数特性から作成されるフィルタ
である。ＢＰＦ１からＢＰＦ５は、各振幅特性に対し零位相として逆ＦＦＴし、端にハニ
ング窓をかけることによって作成している。帯域雑音信号は、このように得られたフィル
タを用いて畳み込み演算により作成される。なお、図６に示すように、第３記憶部２２３
は帯域通過フィルタを適用する前の雑音信号Ｎを記憶している。
【００３８】
　図８～図１２は、図１に示す音声合成装置１００の動作例を説明するための図である。
音源信号生成部１２の第２パラメータ入力部２０１は、上述した基本周波数系列および帯
域雑音強度系列を入力する。判断部２０２は、処理対象のフレームの基本周波数系列の値
が０であるか否かを判断する。値が０以外の場合、すなわち、有声音の場合は、ピッチマ
ーク作成部２０３へ処理が進む。
【００３９】
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　ピッチマーク作成部２０３は、基本周波数系列からピッチマーク系列を作成する。図８
は、例として用いる音声波形を示している。この音声波形は、図４に示した基本周波数系
列の１．８秒付近から１．９５秒付近（Ｔ－ｊｕｎｃｔｉｏｎの“ｊｕ”付近）を拡大し
た波形である。
【００４０】
　図９は、図８の音声波形（音声信号）に対応する基本周波数系列、ピッチマーク、およ
び帯域雑音共同系列の一例を示す図である。図９の上部のグラフが、図８の音声波形の基
本周波数系列を表す。ピッチマーク作成部２０３は、この基本周波数系列から開始点を設
定し、現在の位置での基本周波数からピッチ周期を求め、該ピッチ周期を加えた時刻を次
のピッチマークとする処理を繰り返すことにより図９の中央部に示すようなピッチマーク
を作成する。
【００４１】
　混合音源作成部２０４は、ピッチマーク列と、帯域雑音強度系列とから各ピッチマーク
での混合音源信号を作成する。図９の下部の２つのグラフは、１．８５秒付近および、１
．９１秒付近のピッチマークでの帯域雑音強度の例を示している。このグラフの横軸は周
波数であり、縦軸は強度（０から１の値）である。２つのグラフのうち左側のグラフは、
「ｊ」の音素に対応しており、有声摩擦音区間なので、高域は雑音成分が強くなり１．０
付近になっている。２つのグラフのうち右側のグラフは、有声音である「ｕ」の音素に対
応しており、低域は０に近く、高域でも０．５程度になっている。これら各ピッチマーク
に対応した帯域雑音強度は、各ピッチマークに隣接したフレームの帯域雑音強度から線形
補間することにより作成することができる。
【００４２】
　図１０は、混合音源信号を作成する混合音源作成部２０４の処理の詳細を示す図である
。まず、切出部３０１が、第１記憶部２２１に記憶された各帯域の帯域雑音信号に対して
、ピッチの２倍の長さのハニング窓（ＨＡＮ）をかけることにより帯域雑音信号を切り出
す。切出部３０１は、巡回シフトを用いる場合は、以下の（２）式により帯域雑音信号ｂ
ｎｂ

ｐ（ｔ）を切り出す。
【数２】

【００４３】
　ここで、ｂｎｂ

ｐ（ｔ）は、時刻ｔ、帯域ｂ、ピッチマークｐにおける帯域雑音信号を
表す。ｂａｎｄｎｏｉｓｅｂは、第１記憶部２２１に記憶されている帯域ｂの帯域雑音信
号を表す。Ｂｂは、ｂａｎｄｎｏｉｓｅｂの長さを表す。％は剰余演算子を表す。ｐｉｔ
は、ピッチを表す。ｐｍは、ピッチマーク時刻を表す。“０．５－０．５ｃｏｓ（ｔ）”
は、ハニング窓の式を表している。
【００４４】
　振幅制御部３０２は、（２）式により切り出された各帯域の帯域雑音信号に対して、各
帯域の帯域雑音強度ＢＡＰ（ｂ）を乗じて、ＢＮ０からＢＮ４の帯域雑音信号を作成する
。振幅制御部３０２は、第２記憶部２２２に記憶されている帯域パルス信号に（１．０－
ＢＡＰ（ｂ））を乗じることにより、ＢＰ０からＢＰ４の帯域パルス信号を作成する。振
幅制御部３０２は、各帯域の帯域雑音信号（ＢＮ０～ＢＮ４）および帯域パルス信号（Ｂ
Ｐ０からＢＰ４）を、中心位置を揃えて加算することにより、混合音源信号ＭＥを作成す
る。
【００４５】
　すなわち、振幅制御部３０２は、以下の（３）式により混合音源信号ｍｅｐ（ｔ）を作
成する。ここで、ｂａｎｄｐｕｌｓｅｂ（ｔ）は、帯域ｂのパルス信号を表しており、ｂ
ａｎｄｐｕｌｓｅｂ（ｔ）は中心が時刻０となるように作成されているものとしている。
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【数３】

【００４６】
　以上の処理により、各ピッチマークにおける混合音源信号が作成される。なお、巡回シ
フトではなく往復シフトを用いる場合は、式（２）におけるｔ％Ｂｂの部分が、時刻０に
おいてｔ＝０とし、続いてｔ＝ｔ＋１として順に移動し、ｔ＝Ｂｂとなった時点から、ｔ
＝ｔ－１として移動し、再度ｔ＝０となった時点からｔ＝ｔ＋１として移動していくこと
を繰り返すように変更される。すなわち、巡回シフトの場合は、帯域雑音信号を始点から
順にシフトして終点に達した次時刻で始点にシフトすることを繰り返す。往復シフトの場
合は、終点に達した次時刻で逆方向にシフトすることを繰り返す。
【００４７】
　次に重畳部２０５が、ピッチマーク作成部２０３によって作成されたピッチマークに従
って、作成された混合音源信号を重畳し、区間全体の混合音源信号を作成する。図１１は
、重畳部２０５によって作成された混合音源信号の例を示す図である。図１１に示すよう
に、これまでの処理により、有声摩擦音区間では雑音信号が強くなり、母音区間ではパル
ス信号の強い適切な混合音源信号が生成されていることがわかる。
【００４８】
　上述した処理は有声音区間に対する処理であり、無声音区間では、第３記憶部２２３に
記憶されている雑音信号から合成する無声音区間または無音区間の雑音音源信号が作成さ
れる。例えば記憶された雑音信号をコピーすることにより、無声音区間の雑音音源信号が
作成される。
【００４９】
　接続部２０７は、このように作成された有声音区間における混合音源信号と、無声音ま
たは無音区間の雑音音源信号を接続し、文全体の音源信号を作成する。なお、（３）式で
は帯域雑音強度のみをかけているが、さらに振幅を制御する値をかけてもよい。例えばピ
ッチによって定まる音源信号のスペクトルの振幅を１とするような値をかけることで、適
切な音源信号が作成される。
【００５０】
　次に、声道フィルタ部１３が、接続部２０７に得られた音源信号にスペクトルパラメー
タ（メルＬＳＰパラメータ）による声道フィルタを適用し、音声波形を生成する。図１２
は、得られた音声波形の一例を示す図である。
【００５１】
　次に、第１の実施形態にかかる音声合成装置１００による音声合成処理について図１３
を用いて説明する。図１３は、第１の実施形態における音声合成処理の全体の流れを示す
フローチャートである。
【００５２】
　図１３は、第１パラメータ入力部１１により基本周波数系列、スペクトルパラメータ系
列および帯域雑音強度系列が入力された後に開始され、音声フレーム単位で処理される。
【００５３】
　まず、判断部２０２が、処理対象のフレームが有声音か否かを判断する（ステップＳ１
０１）。有声音の場合（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、ピッチマーク作成部２０３が、ピ
ッチマーク列を作成する（ステップＳ１０２）。この後、ピッチマーク単位でステップＳ
１０３～ステップＳ１０８の処理がループして実行される。
【００５４】
　まず、混合音源作成部２０４は、入力された帯域雑音強度系列から各ピッチマークにお
ける各帯域の帯域雑音強度を算出する（ステップＳ１０３）。この後、帯域ごとにステッ
プＳ１０４およびステップＳ１０５の処理がループして実行される。すなわち、切出部３
０１が、現在処理している帯域の帯域雑音信号を、第１記憶部２２１に記憶された対応す
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る帯域の帯域雑音信号から切り出す（ステップＳ１０４）。また、混合音源作成部２０４
は、現在処理している帯域の帯域パルス信号を、第２記憶部２２２から読み出す（ステッ
プＳ１０５）。
【００５５】
　混合音源作成部２０４は、すべての帯域を処理したか否かを判断し（ステップＳ１０６
）、処理していない場合（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、ステップＳ１０４に戻り次の帯域
に対して処理を繰り返す。すべての帯域を処理した場合（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、
生成部３０３が、各帯域に対して得られた帯域雑音信号および帯域パルス信号を加算し、
全帯域の混合音源信号を作成する（ステップＳ１０７）。次に、重畳部２０５が、得られ
た混合音源信号を重畳する（ステップＳ１０８）。
【００５６】
　次に、混合音源作成部２０４は、すべてのピッチマークを処理したか否かを判断し（ス
テップＳ１０９）、処理していない場合（ステップＳ１０９：Ｎｏ）、ステップＳ１０３
に戻り次のピッチマークに対して処理を繰り返す。
【００５７】
　ステップＳ１０１で、有声音でないと判断された場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、雑
音音源作成部２０６が、第３記憶部２２３に記憶されている雑音信号を用いて無声音の音
源信号（雑音音源信号）を作成する（ステップＳ１１０）。
【００５８】
　ステップＳ１１０で雑音音源信号生成後、または、ステップＳ１０９すべてのピッチマ
ークを処理したと判断された場合（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）、接続部２０７が、ステ
ップＳ１０９で得られた有声音の混合音源信号と、ステップＳ１１０で得られた無声音の
雑音音源信号とを接続して、文全体の音源信号を作成する（ステップＳ１１１）。
【００５９】
　音源信号生成部１２は、すべてのフレームを処理したか否かを判断し（ステップＳ１１
２）、処理していない場合（ステップＳ１１２：Ｎｏ）、ステップＳ１０１に戻り処理を
繰り返す。すべてのフレームを処理した場合（ステップＳ１１２：Ｙｅｓ）、声道フィル
タ部１３が、文全体の音源信号に声道フィルタを適用することで合成音声を作成する（ス
テップＳ１１３）。次に、波形出力部１４が合成音声の波形を出力し（ステップＳ１１４
）、音声合成処理を終了する。
【００６０】
　なお、音声合成処理の順序は図１３に限定するものではなく適宣変更してもよい。例え
ば、音源の作成と声道フィルタとをフレームごとに同時に行ってもよい。また、文全体の
ピッチマークを作成してから、音声フレームのループを行ってもよい。
【００６１】
　上述した手順で混合音源信号を作成することにより、波形生成時に帯域通過フィルタを
適用する必要がなくなるため、従来法より高速に波形生成を行うことができる。例えば、
有声音部分の１点あたりの音源作成のための計算量（積の回数）は、Ｂ（帯域数）×３（
パルス信号と雑音信号の強度制御と、窓かけ）×２（重畳合成）のみである。従って、例
えば５０タップのフィルタリングを行いつつ波形生成する場合（Ｂ×５３×２）と比べる
と、計算量は大幅に小さく抑えられる。
【００６２】
　なお、上述した処理では、ピッチマークごとの混合音源波形（混合音源信号）生成とそ
の重畳により文全体の混合音源信号を作成しているが、これに限定するものではない。例
えば、ピッチマークごとの帯域雑音強度を、入力された帯域雑音強度を補間して算出し、
第１記憶部２２１に記憶されている帯域雑音信号に、算出された帯域雑音強度を掛けるこ
とによりピッチマークごとの混合音源信号を順に作成し、帯域パルス信号のみピッチマー
ク位置に重畳合成する方法などによっても、文全体の混合音源信号を作成することができ
る。
【００６３】
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　上述したように、第１の実施形態の音声合成装置１００では、帯域雑音信号を予め作成
しておくことにより処理の高速化を行っている。しかし、雑音音源に用いる白色雑音信号
は周期性を持たないことが特徴である。従って、予め作成した雑音信号を記憶しておく方
法では、雑音信号の長さによる周期性が生じる。例えば、巡回シフトを用いた場合には、
バッファの長さの周期の周期性が生じ、往復シフトを用いた場合にはバッファの長さの２
倍の周期の周期性が生じる。この周期性は、帯域雑音信号の長さが周期性を知覚する範囲
を超える場合には知覚されず、問題は生じない。しかし、周期性を知覚する範囲の長さし
か帯域雑音信号を用意していない場合には、不自然なブザー音や不自然な周期音が生じ、
合成音声の音質劣化の原因となる。ただし、帯域雑音信号は短いほど記憶領域の利用量が
減少するために、メモリ量の観点では短い方が望ましい。
【００６４】
　そこで、第１記憶部２２１が、音質劣化しない最小の長さとして予め定められた規定長
以上の長さの帯域雑音信号を記憶するように構成してもよい。規定長は例えば以下のよう
に定めることができる。図１４は、帯域雑音信号の長さを変更した場合の合成音声のスペ
クトログラムを示す図である。図１４は、上から帯域雑音信号の長さを２ｍｓ、４ｍｓ、
５ｍｓ、８ｍｓ、１６ｍｓ、および１ｓに変更したときの“Ｈｅ　ｄａｎｃｅｄ　ａ　ｊ
ｉｇ　ｔｈｅｒｅ　ａｎｄ　ｔｈｅｎ　ｏｎ　ａ　ｒｕｓｈ　ｔｈａｔｃｈ．”という文
を合成した場合のスペクトログラムを示している。
【００６５】
　２ｍｓのスペクトルでは、無声音の部分「ｃ、ｊ、ｓｈ、ｃｈ」の音素付近などで横縞
が観察される。これは、周期性が生じ、ブザー的な音になっている場合に現れるスペクト
ルである。この場合は、通常の合成音声として利用できる音質は得られない。帯域雑音信
号を長くするほど横方向の縞模様は減少し、１６ｍｓおよび１ｓ程度の長さとした場合に
はほとんど横方向の縞模様は観察されなくなる。これらのスペクトルを比較すると、５ｍ
ｓより短い場合は、横方向の縞模様が明確に現れている。例えば、４ｍｓの“ｓｈ”付近
のスペクトルの領域１４０１では、黒の横線が明確に現れているのに対し、５ｍｓの対応
する領域１４０２では、縞模様は不明瞭になっている。このことから、５ｍｓより短い帯
域雑音信号長では、メモリサイズは少なくなるものの利用可能ではないことがわかる。
【００６６】
　以上から、規定長を５ｍｓとし、第１記憶部２２１が、５ｍｓ以上の長さの帯域雑音信
号を記憶するように構成してもよい。これにより高品質な合成音声が得られることになる
。このように第１記憶部２２１に含まれる帯域雑音信号を短くする場合には、高域の信号
ほど周期性は短くなり、また振幅も小さくなる傾向がある。このため、低域ほど長くし、
高域ほど短くしてもかまわない。また、例えば低域成分のみ規定長（例えば５ｍｓ）以上
に限定し、高域成分は規定長より短くしてもかまわない。これにより、さらに効率よく帯
域雑音を記憶することができ、かつ高品質な合成音声が得られる。
【００６７】
　次に、声道フィルタ部１３の詳細について説明する。図１５は、声道フィルタ部１３の
構成例を示すブロック図である。図１５に示すように、声道フィルタ部１３は、メルＬＳ
ＰメルＬＰＣ変換部１１１と、メルＬＰＣパラメータ変換部１１２と、メルＬＰＣフィル
タ部１１３とを備えている。
【００６８】
　声道フィルタ部１３は、スペクトルパラメータによるフィルタリングを行う。メルＬＳ
Ｐパラメータから波形生成する場合は、図１５に示すように、まず、メルＬＳＰメルＬＰ
Ｃ変換部１１１が、メルＬＳＰパラメータをメルＬＰＣパラメータに変換する。次に、メ
ルＬＰＣパラメータ変換部１１２が、変換されたメルＬＰＣパラメータからゲイン項くく
りだしの処理を行ってフィルタパラメータを求める。次に、メルＬＰＣフィルタ部１１３
が、得られたフィルタパラメータからメルＬＰＣフィルタによってフィルタリングを行う
。図１６は、メルＬＰＣフィルタ部１１３の一例を示す回路図である。
【００６９】
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　メルＬＳＰパラメータは、次数が偶数の場合、Ａ（ｚ－１）を伝達関数の分母を表す式
とした場合、以下の（４）式のωｉおよびθｉとして表されるパラメータである。
【数４】

【００７０】
　メルＬＳＰメルＬＰＣ変換部１１１は、これらのパラメータをｚ－１の時数ごとに展開
した係数ａｋを計算する。αは、周波数ワーピングパラメータを表し、１６ｋＨｚサンプ
リングの音声の場合は０．４２などの値が用いられる。メルＬＰＣパラメータ変換部１１
２は、（４）式を展開して得られた線形予測係数ａｋからゲイン項をくくりだして、フィ
ルタに用いるパラメータを作成する。フィルタ処理に用いるｂｋは、以下の（５）式によ
って算出できる。
【数５】

【００７１】
　なお、図４のメルＬＳＰパラメータがωｉおよびθｉであり、ゲイン項がｇであり、変
換したゲイン項がｇ’で表されている。図１６のメルＬＰＣフィルタ部１１３は、これら
の処理によって得られたパラメータを用いてフィルタリングを行う。
【００７２】
　このように、第１の実施形態にかかる音声合成装置１００では、第１記憶部２２１に記
憶されている帯域雑音信号および第２記憶部２２２に記憶されている帯域パルス信号を用
いて混合音源信号を作成し、声道フィルタの入力に用いることにより、適切に制御された
混合音源信号を用いて高速かつ高品質に音声波形を合成することが可能となる。
【００７３】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態にかかる音声合成装置２００は、ピッチマークと音声波形を入力し、ピ
ッチ同期分析したスペクトルを固定フレームレートに補間することにより得られたスペク
トルにより音声を分析して音声パラメータを生成する。これにより精密な音声分析が可能
になり、このようにして生成された音声パラメータから音声を合成することで、高品質な
合成音声を作成することが可能になる。
【００７４】
　図１７は、第２の実施形態にかかる音声合成装置２００の構成の一例を示すブロック図
である。図１７に示すように、音声合成装置２００は、入力した音声信号を分析する音声
分析部１２０と、第１パラメータ入力部１１と、音源信号生成部１２と、声道フィルタ部
１３と、波形出力部１４と、を備えている。
【００７５】
　第２の実施形態では、音声分析部１２０を追加したことが第１の実施形態と異なってい
る。その他の構成および機能は、第１の実施形態にかかる音声合成装置１００の構成を表
すブロック図である図１と同様であるので、同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
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【００７６】
　音声分析部１２０は、音声信号を入力する音声入力部１２１と、スペクトルを算出する
スペクトル算出部１２２と、得られたスペクトルから音声パラメータを算出するパラメー
タ算出部１２３とを備えている。
【００７７】
　以下、音声分析部１２０の処理について述べる。音声分析部１２０は、入力した音声信
号から音声パラメータ列を算出する。音声分析部１２０は、固定フレームレートの音声パ
ラメータを求めるものとする。すなわち、固定のフレームレートの時間間隔による音声パ
ラメータを求めて出力する。
【００７８】
　音声入力部１２１は、分析対象の音声信号を入力する。音声入力部１２１は、音声信号
に対するピッチマーク系列、基本周波数系列、および、有声フレームか無声フレームかを
判別するフレーム判別情報も同時に入力してもよい。スペクトル算出部１２２は、入力さ
れた音声信号から固定のフレームレートのスペクトルを算出する。ピッチマーク系列、基
本周波数系列およびフレーム判別情報を入力しない場合は、スペクトル算出部１２２がこ
れらの情報も抽出する。これらの抽出では、従来から用いられている様々な有声／無声判
別方法、ピッチ抽出方法、およびピッチマーク作成方法を用いることができる。例えば、
波形の自己相関値に基づいてこれらの情報を抽出することができる。以下では、これらの
情報は予め付与され、音声入力部１２１で入力されるものとして記述する。
【００７９】
　スペクトル算出部１２２は、入力された音声信号からスペクトルを算出する。本実施形
態ではピッチ同期分析したスペクトルを補間することによって固定フレームレートのスペ
クトルを算出する。
【００８０】
　パラメータ算出部１２３は、スペクトル算出部１２２で算出されたスペクトルからスペ
クトルパラメータを求める。メルＬＳＰパラメータを用いる場合は、パラメータ算出部１
２３は、パワースペクトルからメルＬＰＣパラメータを算出し、メルＬＰＣパラメータか
ら変換することによってメルＬＳＰパラメータを求めることができる。
【００８１】
　図１８は、スペクトル算出部１２２の構成例を示すブロック図である。図１８に示すよ
うに、スペクトル算出部１２２は、波形抽出部１３１と、スペクトル分析部１３２と、補
間部１３３と、指標算出部１３４と、境界周波数抽出部１３５と、補正部１３６と、を備
えている。
【００８２】
　スペクトル算出部１２２は、波形抽出部１３１によりピッチマークに従ってピッチ波形
を抽出し、スペクトル分析部１３２によりピッチ波形のスペクトルを求め、補間部１３３
により固定のフレームレートの各フレーム中心の前後に隣接するピッチマークのスペクト
ルを補間することにより、該当フレームにおけるスペクトルを算出する。以下、波形抽出
部１３１、スペクトル分析部１３２、および、補間部１３３の機能の詳細について説明す
る。
【００８３】
　波形抽出部１３１は、ピッチマーク位置を中心とし、ピッチの２倍のハニング窓を音声
波形にかけることによりピッチ波形を抽出する。スペクトル分析部１３２は、得られたピ
ッチ波形に対してフーリエ変換を行って振幅スペクトルを求めることにより、該ピッチマ
ークにおけるスペクトルを算出する。補間部１３３は、このように得られた各ピッチマー
クのスペクトルを補間することにより、固定フレームレートのスペクトルを求める。
【００８４】
　従来のスペクトル分析に広く用いられている固定の分析窓長および固定フレームレート
の分析を行う場合は、フレーム中心位置を中心とした固定の分析窓長の窓関数を用いて音
声を切り出し、切り出した音声から各フレーム中心のスペクトルのスペクトル分析を行う
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。
【００８５】
　例えば、２５ｍｓの窓長のブラックマン窓による分析、および、５ｍｓのフレームレー
トなどが用いられる。この場合、一般的に窓関数の長さはピッチの数倍程度のものが用い
られ、有声音の音声波形の周期性を含む波形、または、有声音および無声音が混在された
波形を用いてスペクトル分析が行われる。このため、パラメータ算出部１２３でのスペク
トルパラメータ分析の際に、周期性に起因するスペクトルの微細構造を取り除くようなパ
ラメータ化が必要になる。従って、高い次数の特徴パラメータを用いることは困難である
。また、フレームの中心位置の位相の違いもスペクトル分析に影響を与え、求められるス
ペクトルが不安定になる場合がある。
【００８６】
　これに対し、本実施形態のようにピッチ同期分析したピッチ波形のスペクトルの補間に
よって音声パラメータを求める場合は、より適切な分析窓長で分析を行うことができる。
このため、精密なスペクトルが得られ、ピッチに起因する周波数方向の微細変動が生じな
い。また、分析中心時刻の位相のずれに起因するスペクトルの変動も低減されたスペクト
ルが得られ、高い次数の精密な特徴パラメータを求めることができる。
【００８７】
　非特許文献１に記載されているＳＴＲＡＩＧＨＴ方式によるスペクトル算出は、本実施
形態と同様に、ピッチ長程度の長さのスペクトルを、時間方向平滑化および周波数方向平
滑化によって求めている。ＳＴＲＡＩＧＨＴ方式は、ピッチマークを入力せず、基本周波
数系列と音声波形とからスペクトル分析を行う。スペクトルの時間方向平滑化によって、
分析中心位置のずれに起因するスペクトルの微細構造を取り除き、周波数方向平滑化によ
ってハーモニクス間を補間するような滑らかなスペクトル包絡を求める。しかし、ＳＴＲ
ＡＩＧＨＴ方式は、周期性の明瞭でない有声破裂音の立ち上がりの部分や声門閉鎖音など
の基本周波数抽出が難しい区間における分析は困難であり、また処理も複雑で効率的に計
算することはできない。
【００８８】
　本実施形態によるスペクトル分析は、有声破裂音等では、隣接する有声音のピッチマー
クから、滑らかに変化する擬似的なピッチマークを付与することで基本周波数抽出の困難
な区間でも大きな影響を受けずに分析することができる。また、フーリエ変換とその補間
とで計算できるため、高速に分析を行うことができる。このように、本実施形態では、音
声分析部１２０により、有声音の周期性の影響を取り除いた各フレーム時刻での精密なス
ペクトル包絡を求めることができる。
【００８９】
　なお、これまではピッチマークを保持している有声音区間の分析方法について述べた。
無声音の区間では、スペクトル算出部１２２は、固定のフレームレート（例えば５ｍｓ）
および固定の窓長（例えば１０ｍｓの窓長のハニング窓）によりスペクトル分析する。ま
た、パラメータ算出部１２３は、得られたスペクトルをスペクトルパラメータに変換する
。
【００９０】
　音声分析部１２０は、スペクトルパラメータのみでなく、帯域強度パラメータ（帯域雑
音強度系列）も同様の処理により求めることができる。予め周期成分および雑音成分に分
離した音声波形（周期成分音声波形および雑音成分音声波形）を用意し、この音声波形を
用いて帯域雑音強度系列を求める場合は、音声入力部１２１が、周期成分音声波形および
雑音成分音声波形を同時に入力する。
【００９１】
　音声波形から周期成分音声波形と雑音成分音声波形への分離は、例えばＰＳＨＦ（Ｐｉ
ｔｃｈ－ｓｃａｌｅｄ　Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｆｉｌｔｅｒ）の方法によって行うことがで
きる。ＰＳＨＦでは、基本周期の数倍の長さのＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅ
ｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を用いる。ＰＳＨＦでは、基本周波数の整数倍位置以外の位置
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でのスペクトルをつないだスペクトルを雑音成分とし、基本周波数の整数倍位置における
スペクトルを周期成分スペクトルとして、それぞれのスペクトルから作成される波形が求
められ、雑音成分音声波形と周期成分音声波形に分離される。
【００９２】
　周期成分と雑音成分の分離はこの方法に限るものではない。本実施形態では、音声入力
部１２１によって雑音成分音声波形を音声波形と共に入力し、スペクトルの雑音成分指標
を求め、得られた雑音成分指標から帯域雑音強度系列を算出する例を説明する。
【００９３】
　この場合、スペクトル算出部１２２は、雑音成分指標をスペクトルと同時に算出する。
雑音成分指標は、スペクトル中の雑音成分の割合を表すパラメータである。雑音成分指標
は、スペクトルと同じ点数で表され、スペクトルの各次元に対応した雑音成分の割合を０
から１の値として表したパラメータである。ただし、デシベル単位としたものを用いても
よい。
【００９４】
　波形抽出部１３１は、入力した音声波形に対するピッチ波形と共に、雑音成分波形から
雑音成分ピッチ波形を抽出する。波形抽出部１３１は、雑音成分ピッチ波形もピッチ波形
と同様にピッチマークを中心としてピッチの２倍の窓かけを行うことにより求める。
【００９５】
　スペクトル分析部１３２は、音声波形に対するピッチ波形と同様に、雑音成分ピッチ波
形のフーリエ変換を行って各ピッチマーク時刻における雑音成分スペクトルを求める。
【００９６】
　補間部１３３は、音声波形から得られたスペクトルと同様に、各フレーム時刻に隣接す
るピッチマーク時刻における雑音成分スペクトルを線形補間することにより、該時刻にお
ける雑音成分スペクトルを求める。
【００９７】
　指標算出部１３４は、得られた各フレーム時刻における雑音成分の振幅スペクトル（雑
音成分スペクトル）を音声の振幅スペクトルで除算することにより、音声の振幅スペクト
ルに対する雑音成分スペクトルの割合を表す雑音成分指標を算出する。
【００９８】
　以上の処理により、スペクトル算出部１２２では、スペクトルおよび雑音成分指標が算
出される。
【００９９】
　パラメータ算出部１２３は、得られた雑音成分指標から帯域雑音強度を求める。帯域雑
音強度は、予め定めた帯域分割により得られる各帯域の雑音成分の割合を表すパラメータ
であり、雑音成分指標から求められる。図５に定めた帯域通過フィルタを用いる場合、雑
音成分指標はフーリエ変換の点数から定まる次元を持つ。これに対し、本実施形態の雑音
成分指標は帯域分割数の次元になり、例えば１０２４点のフーリエ変換を用いた場合雑音
成分指標は５１３点のパラメータになり、帯域雑音強度は５点のパラメータになる。
【０１００】
　パラメータ算出部１２３は、雑音成分指標の各帯域における平均値、フィルタの特性で
重み付けして用いた平均値、または、振幅スペクトルで重み付けした平均値などにより帯
域雑音強度を算出することができる。
【０１０１】
　スペクトルパラメータは、上述したようにスペクトルから求められる。音声分析部１２
０による上述の処理により、スペクトルパラメータおよび帯域雑音強度が求められる。得
られたスペクトルパラメータおよび帯域雑音強度により、第１の実施形態と同様の音声合
成処理が実行される。すなわち、音源信号生成部１２は、得られたパラメータを用いて音
源信号を生成する。声道フィルタ部１３は、生成された音源信号に声道フィルタを適用し
て音声波形を生成する。そして、波形出力部１４が生成された音声波形を出力する。
【０１０２】
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　なお、上述した処理では、各ピッチマーク時刻におけるスペクトルおよび雑音成分スペ
クトルから固定フレームレートの各フレームにおけるスペクトルおよび雑音成分スペクト
ルを作成し、雑音成分指標を算出した。これに対し、各ピッチマーク時刻における雑音成
分指標を算出し、算出した雑音成分指標を補間して固定フレームレートの各フレームにお
ける雑音成分指標を算出してもよい。いずれの場合も、パラメータ算出部１２３が、作成
された各フレーム位置の雑音成分指標から帯域雑音強度系列を作成する。なお、上述した
処理はピッチマークの付与されている有声音区間について記述しているが、無声音区間で
は全帯域が雑音成分であるものとして、すなわち帯域雑音強度は１として帯域雑音強度系
列が作成される。
【０１０３】
　なお、スペクトル算出部１２２が、さらに高品質な合成音声を得るための後処理を行っ
てもよい。
【０１０４】
　後処理の１つは、スペクトルの低域成分に適用することができる。上述した処理により
抽出したスペクトルは、フーリエ変換の０次の直流成分から基本周波数位置のスペクトル
成分に向けて増加する傾向がある。このようなスペクトルを用いて韻律変形を行い、基本
周波数を低くした場合、基本周波数成分の振幅は減少してしまう。このような基本周波数
成分の振幅の減少による韻律変形後の音質劣化を避けるため、基本周波数成分から直流成
分の間の振幅スペクトルとして、基本周波数成分位置の振幅スペクトルをコピーして用い
ることができる。これにより、基本周波数（Ｆ０）を低くする方向に韻律変形した場合に
も基本周波数成分の振幅の減少が避けられ、音質劣化を避けることができる。
【０１０５】
　また、雑音成分指標を求める際にも後処理を行うことができる。雑音成分指標抽出の後
処理として、例えば、振幅スペクトルに基づいて雑音成分を補正する方法を用いることが
できる。境界周波数抽出部１３５および補正部１３６が、このような後処理を実行する。
なお、後処理を行わない場合は、境界周波数抽出部１３５および補正部１３６を備える必
要はない。
【０１０６】
　境界周波数抽出部１３５は、有声音のスペクトルに対して予め定められたスペクトル振
幅値の閾値を超える値を持つ最大の周波数を抽出して境界周波数とする。補正部１３６は
、境界周波数より低い帯域では、雑音成分指標を０とするなど、全成分がパルス信号で駆
動されるように雑音成分指標を補正する。
【０１０７】
　また、有声摩擦音などに対しては、境界周波数抽出部１３５は、予め定められた境界周
波数の初期値から単調増加または減少する範囲で、予め定められたスペクトル振幅値を超
える値を持つ最大の周波数を境界周波数として抽出する。補正部１３６は、得られた境界
周波数より低い帯域は全成分パルス成分として駆動されるように雑音成分指標を０に補正
し、さらに境界周波数より高い周波数成分は、全成分雑音成分であるように、雑音成分指
標を１に補正する。
【０１０８】
　これにより、有声音のパワーの強い成分が雑音成分として扱われてしまうことにより生
ずるパワーの大きな雑音的な音声波形が生成されることが減少する。また、有声摩擦音の
高域成分などで、雑音成分が分離誤り等の影響によってパルス駆動成分として扱われてし
まいバジー感の高いパルス的な音声波形が生成されることを抑えることができる。
【０１０９】
　以下、第２の実施形態による音声パラメータ生成処理の具体例を、図１９～図２１を用
いて説明する。図１９は、図８に示した分析元の音声波形を音声分析部１２０が分析する
例を示す図である。図１９の最上部はピッチマークを表し、その下部は分析フレームの中
心を表している。図８のピッチマークは、波形生成のために基本周波数系列から作成した
ものである。これに対し、図１９のピッチマークは、音声波形から求めたものであり、音
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声波形の周期と同期して付与される。分析フレームの中心は、５ｍｓ単位の固定のフレー
ムレートの分析フレームを表している。以下では、図１９の黒丸で示した２か所のフレー
ム（１．８６５秒、１．９秒）でのスペクトル分析を例として示す。
【０１１０】
　スペクトル１９０１ａ～１９０１ｄは、分析対象フレームの前後のピッチマーク位置で
分析したスペクトル（ピッチ同期スペクトル）を示している。スペクトル算出部１２２は
、音声波形にピッチの２倍の長さのハニング窓をかけ、フーリエ変換することにより、ピ
ッチ同期スペクトルを算出する。
【０１１１】
　スペクトル１９０２ａ、１９０２ｂは、ピッチ同期スペクトルを補間することにより作
成した分析対象フレームのスペクトル（フレームスペクトル）を示している。該フレーム
の時刻をｔ、スペクトルをＸｔ（ω）、前のピッチマークの時刻をｔｐ、スペクトルをＸ

ｐ（ω）、次のピッチマークの時刻をｔｎ、スペクトルをＸｎ（ω）とすると、補間部１
３３は、以下の（６）式により時刻ｔのフレームのフレームスペクトルＸｔ（ω）を算出
する。
【数６】

【０１１２】
　スペクトル１９０３ａ、１９０３ｂは、それぞれスペクトル１９０２ａ、１９０２ｂに
直流成分から基本周波数成分までの振幅を基本周波数位置の振幅値にする上述の後処理を
適用して得られる後処理スペクトルを示している。これにより、ピッチを低くするように
韻律変形した際のＦ０成分の振幅の減衰を抑えることができる。
【０１１３】
　図２０は、比較のため、フレーム位置を中心として分析して求められたスペクトルの一
例を表す図である。スペクトル２００１ａ、２００１ｂは、ピッチの２倍の窓関数を用い
て分析した場合のスペクトルの例を示している。スペクトル２００２ａ、２００２ｂは、
２５ｍｓの固定長の窓関数を用いて分析した場合の例を示している。
【０１１４】
　１．８６５秒のフレームのスペクトル２００１ａは、１つ前のピッチマークとフレーム
位置とが近いために、前側のスペクトルと近いスペクトルであり、補間して作成した該フ
レームのスペクトル（図１９のスペクトル１９０２ａ）とも近い。それに対し、１．９秒
のフレームのスペクトル２００１ｂは、フレームの中心位置がピッチマーク位置から大き
くずれているため、スペクトルの微細な変動が生じており、補間して作成したフレームス
ペクトル（図１９のスペクトル１９０２ｂ）との違いが大きい。すなわち、図１９のよう
に補間フレームによるスペクトルを用いることにより、ピッチマーク位置から離れたフレ
ーム位置のスペクトルも安定して算出することができることがわかる。
【０１１５】
　また、スペクトル２００２ａ、２００２ｂのような固定窓長のスペクトルは、ピッチの
影響によるスペクトルの微細な変動が生じており、スペクトル包絡とはならないため、次
数の高い精密なスペクトルパラメータを求めることは困難である。
【０１１６】
　図２１は、図１９の後処理スペクトル（スペクトル１９０３ａ、１９０３ｂ）から求め
た３９次のメルＬＳＰパラメータの一例を示す図である。パラメータ２１０１ａ、２１０
１ｂが、それぞれスペクトル１９０３ａ、１９０３ｂから求められるメルＬＳＰパラメー
タを表す。
【０１１７】
　図２１のメルＬＳＰパラメータは、メルＬＳＰの値（周波数）を線で示しており、スペ
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クトルと共にプロットしている。このメルＬＳＰパラメータをスペクトルパラメータとし
て用いる。
【０１１８】
　図２２～図２７は、帯域雑音成分を分析する例を示す図である。図２２は、図８の音声
波形と、当該音声波形の周期成分および雑音成分を表す図である。図２２の上部の波形が
、分析元の音声波形を表す。図２２の中央部の波形が、ＰＳＨＦによって音声波形を分離
した結果の周期成分の音声波形を表す。図２２の下部の波形が、雑音成分の音声波形を表
す。図２３は、図２２の音声波形を音声分析部１２０が分析する例を示す図である。図１
９と同様に、図２３の最上部はピッチマークを表し、その下部は分析フレームの中心を表
している。
【０１１９】
　スペクトル２３０１ａ～２３０１ｄは、着目しているフレームの前後のピッチマークで
ピッチ同期分析した雑音成分のスペクトル（ピッチ同期スペクトル）を示している。スペ
クトル２３０２ａ、２３０２ｂは、前後のピッチマークの雑音成分を上記（６）式によっ
て補間することにより作成した各フレームの雑音成分スペクトル（フレームスペクトル）
を示している。図２３では、実線は雑音成分のスペクトルを示しており、点線は音声全体
のスペクトルを示している。
【０１２０】
　図２４は、雑音成分スペクトルと音声全体のスペクトルから求めた雑音成分指標の一例
を示す図である。雑音成分指標２４０１ａ、２４０１ｂが、それぞれ図２３のスペクトル
２３０２ａ、２３０２ｂに対応する。指標算出部１３４は、スペクトルをＸｔ（ω）、雑
音成分スペクトルをＸｔ

ａｐ（ω）としたとき、以下の（７）式により雑音成分指標ＡＰ

ｔ（ω）を算出する。
【数７】

【０１２１】
　図２５は、図２４の雑音成分指標２４０１ａ、２４０１ｂから求められる帯域雑音強度
２５０１ａ、２５０１ｂの一例を示す図である。本実施形態では、５つの帯域の境界とす
る周波数を１、２、４、６［ｋＨｚ］として、その周波数間の雑音成分指標の重み付け平
均値を用いて帯域雑音強度を算出する。すなわち、パラメータ算出部１２３は、振幅スペ
クトルを重みとして用い、以下の（８）式により帯域雑音強度ＢＡＰｔ（ｂ）を算出する
。なお、（８）式中の加算範囲は、対応する帯域の範囲内の周波数である。
【数８】

【０１２２】
　以上の処理により、音声波形から分離した雑音成分波形と、音声波形とを用いて帯域雑
音強度を求めることができる。このように求めた帯域雑音強度は、図１９～図２１で説明
した方法で求めたメルＬＳＰパラメータと時間方向に同期がとれている。このため、上記
のようにして求めた帯域雑音強度とメルＬＳＰパラメータとから音声波形を生成すること
ができる。
【０１２３】
　上述した雑音成分抽出の後処理を行う場合は、境界周波数を抽出し、得られた境界周波
数に基づいて雑音成分指標を補正する。ここで用いる後処理は、有声摩擦音とその他の有
声音とで処理を分けている。例えば音素“ｊｈ”は有声摩擦音であり、“ｕｈ”は有声音
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であるため、それぞれ異なる後処理が行われる。
【０１２４】
　図２６は、後処理の具体例を説明するための図である。グラフ２６０１ａ、２６０１ｂ
は、境界周波数抽出のための閾値と得られた境界周波数とを示している。有声摩擦音の場
合は（グラフ２６０１ａ）、５００Ｈｚ付近で閾値より振幅が大きくなる境界を抽出し、
境界周波数としている。その他の有声音の場合は（グラフ２６０１ｂ）、振幅が閾値を超
える最大周波数を抽出し、境界周波数としている。
【０１２５】
　図２６に示すように、有声摩擦音の場合は、境界周波数以下の帯域は０、境界周波数よ
り大きい帯域は１とした雑音成分指標２６０２ａに補正される。有声摩擦音以外の場合は
、境界周波数以下を０とし、境界周波数以上の帯域は求められた値をそのまま用いた雑音
成分指標２６０２ｂに補正される。
【０１２６】
　図２７は、このように作成された境界周波数から（８）式により得られた帯域雑音強度
を示す図である。帯域雑音強度２７０１ａ、２７０１ｂは、それぞれ図２６の雑音成分指
標２６０２ａ、２６０２ｂに対応する。
【０１２７】
　以上のような処理により、有声摩擦音の高域成分は雑音音源から合成できるようになり
、有声音の低域成分はパルス音源から合成できるようになるため、より適切に波形生成が
行われる。さらに後処理として、スペクトルと同様に基本周波数成分以下の雑音成分指標
を基本周波数成分における雑音成分指標の値としてもよい。これにより後処理をしたスペ
クトルと同期した雑音成分指標が求められる。
【０１２８】
　次に、第２の実施形態にかかる音声合成装置２００によるスペクトルパラメータ算出処
理について図２８を用いて説明する。図２８は、第２の実施形態におけるスペクトルパラ
メータ算出処理の全体の流れを示すフローチャートである。図２８は、音声入力部１２１
により音声信号およびピッチマークが入力された後に開始され、音声フレーム単位で処理
される。
【０１２９】
　まず、スペクトル算出部１２２は、処理対象のフレームが有声音か否かを判断する（ス
テップＳ２０１）。有声音の場合（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、波形抽出部１３１が該
フレームの前後のピッチマークに従ってピッチ波形を抽出した後、スペクトル分析部１３
２が抽出されたピッチ波形をスペクトル分析する（ステップＳ２０２）。
【０１３０】
　次に、補間部１３３が、得られた前後のピッチマークのスペクトルを、（６）式に従っ
て補間する（ステップＳ２０３）。次に、スペクトル算出部１２２は、得られたスペクト
ルに対して後処理を行う（ステップＳ２０４）。ここでは、スペクトル算出部１２２は基
本周波数以下の振幅を補正する。次に、パラメータ算出部１２３は、スペクトルパラメー
タ分析を行い、補正後のスペクトルをメルＬＳＰパラメータなどの音声パラメータに変換
する（ステップＳ２０５）。
【０１３１】
　ステップＳ２０１で無声音であると判断された場合（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、スペ
クトル算出部１２２は、フレームごとにスペクトル分析を行う（ステップＳ２０６）。そ
して、パラメータ算出部１２３は、フレームごとにスペクトルパラメータ分析を行う（ス
テップＳ２０７）。
【０１３２】
　次に、スペクトル算出部１２２は、すべてのフレームを処理したか否かを判断し（ステ
ップＳ２０８）、処理していない場合は（ステップＳ２０８：Ｎｏ）、ステップＳ２０１
に戻り処理を繰り返す。すべてのフレームを処理した場合（ステップＳ２０８：Ｙｅｓ）
は、スペクトルパラメータ算出処理を終了する。以上の処理により、スペクトルパラメー
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タ系列が求められる。
【０１３３】
　次に、第２の実施形態にかかる音声合成装置２００による帯域雑音強度算出処理につい
て図２９を用いて説明する。図２９は、第２の実施形態における帯域雑音強度算出処理の
全体の流れを示すフローチャートである。図２９は、音声入力部１２１により音声信号、
音声信号の雑音成分およびピッチマークが入力された後に開始され、音声フレーム単位で
処理される。
【０１３４】
　まず、スペクトル算出部１２２は、処理対象のフレームが有声音か否かを判断する（ス
テップＳ３０１）。有声音の場合（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）、波形抽出部１３１が該
フレームの前後のピッチマークに従って雑音成分のピッチ波形を抽出した後、スペクトル
分析部１３２が抽出された雑音成分のピッチ波形をスペクトル分析する（ステップＳ３０
２）。次に、補間部１３３は、前後のピッチマークの雑音成分スペクトルを補間し、該フ
レームの雑音成分スペクトルを算出する（ステップＳ３０３）。次に、指標算出部１３４
は、図２８のステップＳ２０２に示す音声信号のスペクトル分析により得られたスペクト
ルと雑音成分スペクトルとから、（７）式により雑音成分指標を算出する（ステップＳ３
０４）。
【０１３５】
　次に、境界周波数抽出部１３５および補正部１３６が、雑音成分指標を補正する後処理
を行う（ステップＳ３０５）。次に、パラメータ算出部１２３は、得られた雑音成分指標
から（８）式を用いて帯域雑音強度を算出する（ステップＳ３０６）。なお、ステップＳ
３０１で無声音であると判断された場合は（ステップＳ３０１：Ｎｏ）、帯域雑音強度は
すべて１として処理が行われる。
【０１３６】
　次に、スペクトル算出部１２２は、すべてのフレームを処理したか否かを判断し（ステ
ップＳ３０７）、処理していない場合は（ステップＳ３０７：Ｎｏ）、ステップＳ３０１
に戻り処理を繰り返す。すべてのフレームを処理した場合（ステップＳ３０７：Ｙｅｓ）
は、帯域雑音強度算出処理を終了する。以上の処理により、帯域雑音強度系列が算出され
る。
【０１３７】
　このように、第２の実施形態にかかる音声合成装置２００では、ピッチマークと音声波
形を入力し、ピッチ同期分析したスペクトルを固定フレームレートに補間することにより
得られたスペクトルにより精密な音声分析が可能になる。そして、分析した音声パラメー
タから音声を合成することにより、高品質な合成音声を作成することが可能になる。さら
に同様の処理により雑音成分指標および帯域雑音強度を分析することが可能となるため、
高品質な合成音声を作成することが可能になる。
【０１３８】
（第３の実施形態）
　音声パラメータを入力して音声波形の生成を行う音声合成装置のみでなく、入力したテ
キストデータ（以下、単にテキストという）から音声を合成する装置も広く音声合成装置
と呼ばれる。このような音声合成装置の１つとして隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）に基づ
く音声合成が提案されている。ＨＭＭに基づく音声合成は、様々なコンテキスト情報（文
内の位置、呼気段落内の位置、単語内の位置、および、前後の音素環境など）を考慮した
音素単位のＨＭＭを、最尤推定および、決定木に基づく状態クラスタリングによって構築
する。音声を合成する際には、入力テキストから変換して得られるコンテキスト情報によ
って決定木を辿ることにより分布列を作成し、得られた分布列から音声パラメータ列を生
成する。音声パラメータ列から、例えばメルケプストラムによるソースフィルタ型の音声
合成装置などを利用することにより音声波形生成を行う。ＨＭＭの出力分布に、動的特徴
量を加え、この動的特徴量を考慮したパラメータ生成アルゴリズムを用いて音声パラメー
タ列を生成することにより、滑らかに接続された音声が合成される。
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【０１３９】
　ＨＭＭに基づく音声合成の１つとして非特許文献１では、ＳＴＲＡＩＧＨＴパラメータ
を用いた音声合成システムが提案されている。ＳＴＲＡＩＧＨＴとは、Ｆ０抽出、非周期
成分（雑音成分）分析、およびスペクトル分析を行う音声の分析合成方法である。この方
法では、時間方向平滑化および周波数方向平滑化に基づいてスペクトル分析を行う。音声
合成時には、これらのパラメータから周波数領域でガウス雑音およびパルスを混合し、高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）を利用して波形生成を行う。
【０１４０】
　非特許文献１に記載されている音声合成装置では、ＳＴＲＡＩＧＨＴにより分析したス
ペクトルをメルケプストラムに変換し、雑音成分を５個の帯域の帯域雑音強度に変換し、
ＨＭＭを学習している。音声合成の際には、入力したテキストから得られるＨＭＭ系列か
ら、これらのパラメータを生成し、得られたメルケプストラムと帯域雑音強度をＳＴＲＡ
ＩＧＨＴのスペクトルおよび雑音成分に変換し、ＳＴＲＡＩＧＨＴの波形生成部を用いて
合成音声の波形を得ている。このように、非特許文献１の方法では、ＳＴＲＡＩＧＨＴの
波形生成部を用いる。このため、パラメータ変換処理、および、波形生成の際のＦＦＴ処
理など多くの計算量が必要となり、高速に波形生成することができず、処理時間がかかる
。
【０１４１】
　第３の実施形態にかかる音声合成装置では、例えば第２の実施形態の方法により分析し
た音声パラメータを用いて隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）を学習し、得られたＨＭＭを利
用することにより、任意の文章を入力して、該入力文章に対応する音声パラメータを生成
する。そして、生成した音声パラメータから第１の実施形態にかかる音声合成装置と同様
の方法により音声波形生成を行う。
【０１４２】
　図３０は、第３の実施形態にかかる音声合成装置３００の構成の一例を示すブロック図
である。図３０に示すように、音声合成装置３００は、ＨＭＭ学習部１９５と、ＨＭＭ記
憶部１９６と、テキスト入力部１９１と、言語解析部１９２と、音声パラメータ生成部１
９３と、音声合成部１９４と、を備えている。
【０１４３】
　ＨＭＭ学習部１９５は、第２の実施形態にかかる音声合成装置２００で分析した音声パ
ラメータであるスペクトルパラメータ、帯域雑音強度系列、および基本周波数系列を用い
てＨＭＭの学習を行う。この際、これらのパラメータの動的特徴量も同時にパラメータと
して用い、ＨＭＭの学習に利用する。ＨＭＭ記憶部１９６は、学習により得られたＨＭＭ
のモデルのパラメータを記憶する。
【０１４４】
　テキスト入力部１９１は、合成するテキストを入力する。言語解析部１９２は、テキス
トから形態素解析処理などを行い、読みやアクセントなど音声合成に用いる言語情報を出
力する。音声パラメータ生成部１９３は、予めＨＭＭ学習部１９５によって学習しＨＭＭ
記憶部１９６に記憶したモデルを用いて音声パラメータを生成する。
【０１４５】
　音声パラメータ生成部１９３は、言語解析の結果得られた音素系列やアクセント情報の
系列に従って文単位のＨＭＭ（文ＨＭＭ）を構築する。文ＨＭＭは、音素単位のＨＭＭを
接続して並べることにより構築する。ＨＭＭとしては、状態ごと、および、ストリームご
との決定木クラスタリングを行ったモデルを利用できる。音声パラメータ生成部１９３は
、入力された属性情報に従って決定木をたどり、リーフノードの分布をＨＭＭの各状態の
分布として用いて音素モデルを作成し、作成した音素モデルを並べることにより、文ＨＭ
Ｍを作成する。音声パラメータ生成部１９３は、作成した文ＨＭＭの出力確率のパラメー
タから音声パラメータの生成を行う。音声パラメータ生成部１９３は、まず、ＨＭＭの各
状態の継続長分布のモデルから、各状態に対応したフレーム数を決定し、各フレームのパ
ラメータを生成する。パラメータ生成の際に動的特徴量を考慮した生成アルゴリズムを利
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用することで、滑らかに接続された音声パラメータが生成される。なお、これらＨＭＭの
学習およびパラメータ生成は非特許文献１に記載された方法によって行うことができる。
【０１４６】
　音声合成部１９４は、生成された音声パラメータから音声波形を生成する。音声合成部
１９４は、帯域雑音強度系列、基本周波数系列およびスペクトルパラメータ系列から、第
１の実施形態にかかる音声合成装置１００と同様の方法によって波形生成を行う。これに
より、高速かつパルス成分と雑音成分の適切に混合された混合音源信号から波形生成を行
うことができる。
【０１４７】
　上述のように、ＨＭＭ記憶部１９６は、ＨＭＭ学習部１９５により学習されたＨＭＭを
記憶している。ＨＭＭは、本実施形態では音素単位として記述するが、音素だけでなく音
素を分割した半音素や、音節などいくつかの音素を含む単位を用いてもよい。ＨＭＭはい
くつかの状態を持つ統計モデルであり、状態ごとの出力分布と、状態遷移の確率を表す状
態遷移確率とから構成される。
【０１４８】
　図３１は、ｌｅｆｔ－ｒｉｇｈｔ型ＨＭＭの一例を示す図である。ｌｅｆｔ－ｒｉｇｈ
ｔ型ＨＭＭは、図３１に示すように左側の状態から右側の状態への遷移と、自己遷移のみ
可能なＨＭＭの形であり、音声など時系列情報のモデル化に用いられる。図３１は、５状
態のモデルで、状態ｉから状態ｊへの状態遷移確率をａｉｊ、ガウス分布による出力分布
をＮ（ｏ｜μｓ、Σｓ）として表している。
【０１４９】
　ＨＭＭ記憶部１９６は、このようなＨＭＭを記憶している。ただし、状態ごとのガウス
分布は、決定木によって共有された形で記憶されている。図３２は、決定木の一例を示す
図である。図３２に示すように、ＨＭＭ記憶部１９６は、ＨＭＭの各状態の決定木を記憶
しており、リーフノードにはガウス分布を保持している。
【０１５０】
　決定木の各ノードには、音素や言語属性に基づいて子ノードを選択する質問が保持され
ている。質問としては、例えば中心音素が「有声音かどうか」、「文章の先頭からの音素
数が１かどうか」、「アクセント核からの距離が１である」、「音素が母音である」、お
よび、「左音素が“ａ”である」といった質問が記憶されている。音声パラメータ生成部
１９３は、言語解析部１９２で得られた音素系列や言語情報に基づいて決定木を辿ること
により分布を選択することができる。
【０１５１】
　用いる属性としては、｛先行、当該、後続｝音素、当該音素の単語内での音節位置、｛
先行、当該、後続｝の品詞、｛先行、当該、後続｝単語の音節数、アクセント音節からの
音節数、文内の単語の位置、前後のポーズの有無、｛先行、当該、後続｝呼気段落の音節
数、当該呼気段落の位置、および、文の音節数などを用いる。以下、これらの情報を含む
音素単位のラベルをコンテキストラベルと呼ぶ。これらの決定木は、特徴パラメータのス
トリームごとに作成しておくことができる。特徴パラメータとして、以下の（９）式に示
すように学習データＯを用いる。
【数９】

【０１５２】
　ただし、Ｏの時刻ｔのフレームｏｔは、スペクトルパラメータｃｔ、帯域雑音強度パラ
メータｂｔ、基本周波数パラメータｆｔであり、それらの動的特徴を表すデルタパラメー
タにΔ、２次のΔパラメータにΔ２を付して示している。基本周波数は、無声音のフレー
ムでは、無声音であることを表す値として表されている。多空間上の確率分布に基づくＨ
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ＭＭによって、有声音と無声音の混在した学習データからＨＭＭを学習することができる
。
【０１５３】
　ストリームとは、（ｃ’ｔ，Δｃ’ｔ，Δ２ｃ’ｔ）、（ｂ’ｔ，Δｂ’ｔ，Δ２ｂ’

ｔ）、（ｆ’ｔ，Δｆ’ｔ，Δ２ｆ’ｔ）のように、それぞれの特徴パラメータなど特徴
ベクトルの一部分を取り出したものを指す。ストリームごとの決定木とは、スペクトルパ
ラメータを表す決定木、帯域雑音強度パラメータｂ、基本周波数パラメータｆそれぞれに
対して、決定木を持つことを意味する。この場合、合成時には入力した音素系列および言
語属性に基づいて、ＨＭＭの各状態に対して、それぞれの決定木を辿ってそれぞれのガウ
ス分布を決定し、それらを併せて出力分布を作成し、ＨＭＭを作成することになる。
【０１５４】
　例えば“ｒｉｇｈｔ（ｒ・ａｉ・ｔ）”という音声を合成する場合について説明する。
図３３は、この例での音声パラメータ生成処理を説明するための図である。図３３に示す
ように、音素ごとのＨＭＭを接続して全体のＨＭＭが作成され、各状態の出力分布から音
声パラメータが生成される。ＨＭＭの各状態の出力分布は、ＨＭＭ記憶部１９６に記憶さ
れている決定木から選択されたものである。音声パラメータ生成部１９３は、これらの平
均ベクトルおよび共分散行列から、音声パラメータを生成する。音声パラメータは、非特
許文献１でも利用されている動的特徴量に基づくパラメータ生成アルゴリズムによって生
成できる。ただし、平均ベクトルの線形補間やスプライン補間など、その他のＨＭＭの出
力分布からパラメータを生成するアルゴリズムを用いてもよい。これらの処理により、合
成した文章に対する声道フィルタの系列（メルＬＳＰ系列）、帯域雑音強度系列、および
、基本周波数（Ｆ０）系列による音声パラメータの系列が生成される。
【０１５５】
　音声合成部１９４は、このように生成された音声パラメータから、第１の実施形態にか
かる音声合成装置１００と同様の方法を用いて音声波形を生成する。これにより、高速か
つ適切に混合された混合音源信号を用いて音声波形の生成が可能となる。
【０１５６】
　ＨＭＭ学習部１９５は、学習データとして用いる音声信号およびそのラベル列からＨＭ
Ｍの学習を行う。ＨＭＭ学習部１９５は、非特許文献１と同様に、それぞれの音声信号か
ら（９）式によって表わされる特徴パラメータを作成し、学習に用いる。音声の分析は、
第２の実施形態の音声合成装置２００の音声分析部１２０の処理によって行うことができ
る。ＨＭＭ学習部１９５は、得られた特徴パラメータ、および、決定木構築に用いる属性
情報を付与したコンテキストラベルからＨＭＭの学習を行う。通常、音素ごとのＨＭＭの
学習、コンテキスト依存ＨＭＭの学習、ストリーム別のＭＤＬ基準を用いた決定木に基づ
く状態クラスタリング、およびそれぞれのモデルの最尤推定とから学習が実行される。Ｈ
ＭＭ学習部１９５は、このようにして得られた決定木とガウス分布をＨＭＭ記憶部１９６
に記憶させる。なお、ＨＭＭ学習部１９５は、さらに状態ごとの継続時間長を表す分布も
同時に学習し、決定木クラスタリングを行い、ＨＭＭ記憶部１９６に記憶する。これらの
処理により、音声合成に用いるＨＭＭのパラメータが学習される。
【０１５７】
　次に、第３の実施形態にかかる音声合成装置３００による音声合成処理について図３４
を用いて説明する。図３４は、第３の実施形態における音声合成処理の全体の流れを示す
フローチャートである。
【０１５８】
　音声パラメータ生成部１９３は、言語解析部１９２による言語解析の結果得られたコン
テキストラベル列を入力する（ステップＳ４０１）。音声パラメータ生成部１９３は、Ｈ
ＭＭ記憶部１９６に記憶されている決定木を探索し、状態継続長のモデルおよびＨＭＭを
作成する（ステップＳ４０２）。次に、音声パラメータ生成部１９３は、状態ごとの継続
長を決定する（ステップＳ４０３）。次に、音声パラメータ生成部１９３は、継続長に従
って文全体のスペクトルパラメータ、帯域雑音強度、および基本周波数の分布列を作成す
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る（ステップＳ４０４）。音声パラメータ生成部１９３は、これらの分布列からパラメー
タ生成を行い（ステップＳ４０５）、所望の文に対応するパラメータ列を得る。次に、音
声合成部１９４が、得られたパラメータから、音声波形を生成する（ステップＳ４０６）
。
【０１５９】
　このように、第３の実施形態にかかる音声合成装置３００によれば、第１および第２の
実施形態にかかる音声合成装置を用いて、ＨＭＭ音声合成を用いることにより任意の文章
に対応した合成音声を作成することが可能となる。
【０１６０】
　以上説明したとおり、第１から第３の実施形態によれば、記憶された帯域雑音信号およ
び帯域パルス信号を用いて混合音源信号を作成し、声道フィルタの入力に用いることによ
り、適切に制御された混合音源信号を用いて高速かつ高品質に音声波形を合成することが
可能となる。
【０１６１】
　次に、第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置のハードウェア構成について図３５
を用いて説明する。図３５は、第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置のハードウェ
ア構成を示す説明図である。
【０１６２】
　第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）５１などの制御装置と、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）５２やＲＡＭ（Random　Access
　Memory）５３などの記憶装置と、ネットワークに接続して通信を行う通信Ｉ／Ｆ５４と
、各部を接続するバス６１を備えている。
【０１６３】
　第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置で実行されるプログラムは、ＲＯＭ５２等
に予め組み込まれて提供される。
【０１６４】
　第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置で実行されるプログラムは、インストール
可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disk　Read　Onl
y　Memory）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ（Compact　Disk　Recordable）
、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記
録してコンピュータプログラムプロダクトとして提供されるように構成してもよい。
【０１６５】
　さらに、第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置で実行されるプログラムを、イン
ターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由で
ダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、第１～第３の実施
形態にかかる音声合成装置で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経
由で提供または配布するように構成してもよい。
【０１６６】
　第１～第３の実施形態にかかる音声合成装置で実行されるプログラムは、コンピュータ
を上述した音声合成装置の各部（第１パラメータ入力部、音源信号生成部、声道フィルタ
部、波形出力部）として機能させうる。このコンピュータは、ＣＰＵ５１がコンピュータ
読取可能な記憶媒体からプログラムを主記憶装置上に読み出して実行することができる。
【０１６７】
　なお、本実施形態は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実
施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除
してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１６８】
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　１００、２００、３００　音声合成装置
　１１　第１パラメータ入力部
　１２　音源信号生成部
　１３　声道フィルタ部
　１４　波形出力部
　２０１　第２パラメータ入力部
　２０２　判断部
　２０３　ピッチマーク作成部
　２０４　混合音源作成部
　２０５　重畳部
　２０６　雑音音源作成部
　２０７　接続部
　２２１　第１記憶部
　２２２　第２記憶部
　２２３　第３記憶部
　３０１　切出部
　３０２　振幅制御部
　３０３　生成部
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