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1 はじめに
声門における音源と声道での共振を分けて考える音声生成

過程のモデルは，ソース・フィルタモデルと呼ばれ，現在の
音声情報処理の基礎を与えている．このモデルにおける励振
源は，有声区間にパルス列，無声区間は白色雑音を元にして
波形を生成し，切り替えて使用する手法が広く用いられる．
しかし，このような励振源を用いる場合，周期成分と非周期
成分の両方を含む音声を合成することが難しい．
この問題を解決するため，残差波形から周期成分を表現す

る有声フィルタと非周期成分を表現する無声フィルタを推定
し，混合励振源を生成する手法 [1]が提案された．しかし，周
期成分と非周期成分の完全な分離ができず，表現能力の低い
フィルタが推定される問題が生じた．
本研究では，周期波形が完全なる周期性を持つのではなく

ゆらぐ性質を持つと考える．周期成分を表現する有声フィル
タを確率変数ととらえ，またパルス単位で周期成分がゆらぐ
と仮定しフィルタの推定を行うことで，従来の混合励振源よ
りも高精度になると期待する．

2 残差波形を用いた混合励振源モデル
混合励振源の生成過程を図 1に示す．混合励振源 e(n)は，

パルス列 t(n)を有声フィルタHv(z)に通して得られた v(n)
と，白色雑音w(n)を無声フィルタHu(z)に通して得られた
u(n) を足し合わせることで生成される．Hv(z)と Hu(z)を
以下のように定義する．
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ここで，M は有声フィルタ係数の次数，Lは無声フィルタ係
数の次数, K は無声フィルタのゲインである．Hv(z), Hu(z)
が与えらえる時，パルス列行列Aおよび無声フィルタ係数行
列Gを用いるとeの尤度関数は以下のように定義される．
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式 (3)は求める hと gが相互に依存しているため同時最適化
は難しいが，交互に推定することでそれぞれ求めることが可
能である．式 (3)の対数をとり，有声フィルタ係数 hについ
て解くことで，以下の線型方程式が導出される．

h = (A⊤G⊤GA)−1(A⊤G⊤Ge) (4)

また，uに関して線型予測分析を用いることで，無声フィルタ
係数 gおよびゲインKを求めることができる．これより，周
期性と非周期性を表現するそれぞれのフィルタ係数が求まる．
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図 1: 混合励振源生成モデル

3 周期成分のゆらぎを考慮した統計的励振源
従来の混合励振源は，残差波形が周期波形と非周期波形の
線形結合から成り立っていると仮定し有声フィルタおよび無
声フィルタの推定を行っている．しかし，この手法の混合励
振源を用いた合成音声はノイズが大きなものとなった．この
原因は，周期波形は完全な周期性を持つのではなくゆらぐ性
質を持つため周期成分と非周期成分に完全に分離出来ないか
らと考えられる．提案法では，式 (4)による線型方程式で求
められた有声フィルタ係数を全てのパルスに対して用いてい
る．その結果，生成される周期性は全て同じ周期性を持つの
で，周期波形が持つ周期性にゆらぎが含まれていると周期成
分と非周期成分の完全な分離ができない．そして，周期性を
含んだまま無声フィルタの推定を行うため，非周期成分を表
現する無声フィルタ係数のゲインが大きくなると予想する．
そこで，提案法では有声フィルタ係数 hを新の値からずれ
を含むものとし ĥとする．ĥを確率変数ととらえ，

P (ĥ | Hv) = N
(
ĥ | µh, Σh

)
(5)

とする．ここで，µh, Σh はそれぞれ有声フィルタ係数の平
均および分散である．提案法では周期波形がゆらぐ性質を有
声部のフィルタがゆらぐことで近似している．これより，従
来法では周期波形から非周期成分を完全に取り除くことがで
きないという問題を和らげることが可能である．フィルタ推
定のために Q関数を次式で定義する．
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式 (6)のQ関数を最大にするHv, Huを FAを用いた EMア
ルゴリズム [3]で交互に更新することで，残差波形を最大に
する最良なフィルタを導出する．また，提案法では発話単位
ではなくパルス単位で周期波形がゆらぐと仮定し，式 (6)を
拡張し有声フィルタと無声フィルタを推定した．

4 評価実験
提案法の有効性を示すために，混合励振源を生成し，得ら
れた混合励振源を用いて合成音生を生成した．提案法と従来
の残差波形を用いた混合励振源について比較・考察を行う．
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表 1: 音声の分析条件

サンプリング周波数 16kHz

分析周期 5ms

分析長 25ms

分析窓 Hamming

分析方法 24次メルケプストラム分析

4.1 分析条件
音声の分析条件を表 1に示す．今回は，音素 \a\の定常な

データ 5個を学習に用いている．有声フィルタおよび無声フィ
ルタの推定の際に用いる残差波形は，表 1で与えられる条件
の下に，音声データを逆フィルタリングすることで得られる．
フィルタの学習に用いるパルス列は残差波形の一定周期で一
番振幅が大きい値を抽出した．この一定周期のパルス列をピッ
チマークと呼ぶ．提案法には [1]の手法で推定されたフィル
タ係数を初期値として用いた．今回の実験は，有声フィルタ
のモデルパラメータに全共分散および対角共分散を用いた 2
通りの混合励振源を生成し比較に用いた．また，表 1 により
示される分析条件でメルケプストラム分析を行い，抽出され
たメルケプストラムを合成音声の生成に用いている．

4.2 実験結果
学習に用いた残差波形，従来法の混合励振源，提案法の混

合励振源を図 2∼5に示す．残差波形 (図 2)と従来法で生成し
た混合励振源 (図 3)を比較すると，パルスが小さい箇所が現
れるといった，周期成分のなまりを見ることができる．この
理由として，今回の実験ではパルスを平均化して与えている
ので，従来法の有声フィルタでは周期成分をうまく表現でき
なかったと考えられる．また，非周期成分を見ると，残差波
形と比べて大きくなっている箇所が目立つ．この理由は，非
周期成分が周期成分のもれに隠れて大きくなるためと推測で
きる．総じて，従来歩では周期成分と非周期成分を分離でき
ず，その結果フィルタの推定能力が弱いことが分かる．
従来法の混合励振源（図 3）と提案法の混合励振源（図 4,

5）を比較すると，対角共分散を用いた混合励振源では，従来
法で見られた周期成分のなまりは現れないが，非周期にもれ
があり，小さくならないことが見て取れる．しかし，パルス
間に注目すると，従来法と比較して若干非周期成分が抑えら
れているように見える．対照的に，全共分散を用いた混合励
振源は周期成分のみで構成されているように見える．この理
由は，全共分散を用いると非周期成分も周期成分のゆれとし
て推定してしまうからと考えられる．結果として，有声フィ
ルタのみで残差波形が持つ周期成分と非周期成分の両方を表
現するような，非常に表現能力が強い有声フィルタの推定が
行われたと考えられる．
また，提案法と従来法の混合励振源を用いて合成音声を生

成し音質を比較した．結果は，モデルパラメータに対角共分
散を用いた場合では大きな違いを聞き取ることはできなかっ
たが，従来法ではノイズ成分が大きいという問題を全共分散
では抑えられていることを確認した．
今回の実験結果より，有声フィルタの分散に対角共分散を

用いた場合は表現能力が低く，全共分散を用いた場合は表現
能力が強いフィルタが推定された．理想とする結果は，周期波
形を表現する有声フィルタと非周期波形を表現する無声フィ
ルタの推定なので，周期成分のゆれのみを表現するようなフィ
ルタの実装が今後の課題である．

0 200 400 600 800 1000
−3

−1

1

3

5

7

point

A
m

pl
itu

de

図 2: 残差波形（学習データ）
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図 3: 混合励振源（従来法）
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図 4: 周期成分のゆらぎを考慮した統計的励振源（対角共分散）
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図 5: 周期成分のゆらぎを考慮した統計的励振源（全共分散）

5 むすび
本研究では，周期成分のゆらぎを考慮した統計的励振源モ
デルの検討および評価を行った．実験結果より，従来法の残差
波形を用いて生成した混合励振源と比較して，ノイズ成分を
減少させることに成功した．しかし，有声フィルタのモデル
パラメータに対角共分散を用いた場合は表現能力が弱く，全
共分散を用いた場合は表現能力が強いフィルタが推定された．
今後の課題として，有声フィルタが周期成分のゆれのみを
表現するような手法の検討および，複数の状態を持つ HMM
への拡張が挙げられる．
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