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音声波形のエネルギー減衰に着目した声帯開閉周期の抽出
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あらまし  本稿は音声波形を声帯の開閉運動による二つの声道インパルス応答の重畳であると考え、音声波形のエ

ネルギー減衰曲線から声帯の開閉周期推定を みる。声帯振動の開閉周期分析では、これまで基本周波数変動と並

んで声帯が閉じている(Closed Phase: CP)時間 に着目した Closed Quotient(CQ) 析が進められている。本報告で

は、音声波形に同期して声帯の接触面積変化を観測する従来の electrolaryngograph(Lx)を用いた 析手法に代わっ

て、音声波形のエネルギー変化のみから声帯開閉周期を推定する手法を検討した。推定結果はそれぞれ、従来の Lx

による推定結果に比べて、基本周波数 6%、CP 35%、CQ 15% の誤差以内であった。さらに本報告では声 診断で

用いられている 接区間相関図によって、推定値の変動特性を評価した。これらの結果から、基本周波数の変動推

定では Lx法と同等の基本周波数変動の推定結果が得られた。しかし CP 推定ではさらに検討が必要である。
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Abstract　This paper describes the characteristics of the voice pressure waveforms that correspond to the open and closed phase changes

of vocal fold vibration. The voice pressure waveform could be considered as the superposition of two types of responses: the closed and the

open phases of vocal fold motion. The energy decay curve of responses that gives us estimates of the closed(open) quotient of the vocal fold

motion. This is a key aspect of the source waveform in speech and singing voice analysis. The estimated phase change locations are

confirmed by the output(Lx) of electrolaryngograph which is measured synchronously with the vocal pressure waveform recording. The

difference between the estimates by the energy decay curves and Lx is not more than 6 %, 35% and 15 % in the fundamental frequency, the

interval of the closed phase and the closed phase quotient, respectively. Including the comparisons of scattergrams, the fundamental

frequency could be estimated without the Lx waveforms, however estimation of the closed phase is still under study.

Keyword　Acoustic signal processing, Speech synthesis, Speech analysis, Biological information analysis, Singing voice

analysis

1. はじめに
本報告は音声波形のエネルギー減衰曲線に着目し

て、声帯振動の基本周波数を含む開閉周期を推定する

可能性を検討するものである。本研究は歌声発声の分

析さらには声 ・個人性表現への応用が期待できる。

声帯振動の開閉周期分析では、音声の基本周波数

と並んで声帯が閉じている時間 に着目した Closed

Quotient(CQ) 推定が知られている。Howard[1-3]等は

歌声発声 練による CQ 値の上昇効果を実証すること

によって、CQ 分析の有効性を示した。 Fourcin[4]は

声帯振動の基本周波数変動に着目して、周期ごとに観

測される開閉時間変動を抽出して、声帯・声 診断へ

の応用を提案した。

上記の声帯振動分析には Electrolaryngograph が用い

られている。この方法は声帯の接触面積変化を測定す

る手法のため、比 的容易に声帯の振動周期を推定す
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ることができる。しかし発声者は特別な器具を装着し

なくてはならないため、歌声の分析では自然な発声の

妨げになる可能性がある。また声帯の開閉運動と観測

される音声波形の時間差を補正する必要も生じる。そ

のため Electrolaryngograph を用いることなく、声帯開

閉周期を推定することが望ましい。

Howard [5] は音声波形のピークピッキングによっ

て Electrolaryngograph を用いることなく、声帯振動の

基本周波数を cycle-by-cycle に推定する方法を提案・

実現した。 cycle-by-cycle に分析された基本周波数の

変動情報は、難聴者の読唇にも有効である [6]。しか

し声帯振動の開閉周期に関する CQ を音声波形から推

定する方法は、逆フィルタ処理を含めて未だ検討 題

である [2]。

本報告は音声波形あるいはその低周波数成分のエ

ネルギー減衰曲線から、声帯振動の開閉周期を推定す

る手法を検討する。エネルギー減衰曲線は、主として

室内音場インパルス応答とその残 評価に用いられる

分析指標である。本研究では音声波形の駆動音源信号

として、声帯振動の開閉によって生じる二つパルス振

動を想定する。その結果、１周期間にわたる音声波形

を二つの声道インパルス応答の重畳と考える。これら

二つのインパルス応答の減衰過程が互い異なることは、

Howard 等 [2]による歌声の発声効率に関する研究から

予想される。

  本報告の構成は次の通りである。2 章では CQ の定

義を述べる。3章では従来の Electrolaryngograph(Lx) に

よる CQ の推定方法を紹介する。4 章は本報告で想定

する音声波形のインパルス応答重畳モデルとそのエネ

ルギー減衰表現を記述する。その結果 Clustered Line-

Spectrum Modeling(CLSM：集群正弦波モデル ) [7]によ

って分析された低域成分、あるいは音声波形自身のエ

ネルギー減衰曲線から開閉周期と CQ を推定する方法

を 5 章並びに 5 章に述べる。7 章では推定結果を評価

する。本報告では Lx による推定値を真値と仮定して

本手法の推定誤差を評価する。

2. 声帯開閉周期と CQ の定義
  声帯の開閉周期は、発声に伴う声帯の接触面積変化

を測定する図１の Electrolaryngograph(Lx 波形と呼ぶ )

から同定することができる。特に声帯振動の一周期間

中に声帯の閉じている時間 (CP: Closed Phase)に着目し

た時間比率 Closed Quotient (CQ)は

† 

CQ ≡
CP
Tx

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ ¥100   (%)               (1)

として定義される。CQ は発話する母音の種 によら

ずほぼ一定で、特に歌声の 練効果を表す特徴量の一

つとして着目されている [1-3]。

3. Lx 波形からの声帯開閉周期の推定
図 2 に Lx 波形から求める声帯振動の開閉周期と各

周期区間において推定した CQ 値を示す。

Lx 波形 (図 2a)から声帯の開閉周期を推定する手法は、

これまでにいくつかの研究例が報告されている。CP

の始点 ”c”は Lx 波形の時間微分波形 (図 2b)の正のピー

クとして与えられる [2]。CP の終端 ”o”は、Davies 等

による提案 (i-iii)[8]、さらには Orlikoff による (iv) [9]、

即ち

(i) Lx 波形の時間微分波形 (図 2b)の負のピーク点

(ii) Lx 波形の負の勾配 分の peak-to-peak を 4:3 に分

ける点

(iii) Lx 波形勾配が負となった後、周期の開始点

(iv) (ii)と同様の peak-to-peak を 4:1 に分ける点

が検討されている。

　しかし、基本周期と上記 (i)-(iv)の手法で分析した CP

図 1 Electrolaryngograph によって観測される Lx 波

形の例。基本周期を Tx、声帯が閉じている時間

を CP、声帯が開いている時間を OP として表す。
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図 2 Lx 波形による声帯開閉周期の推定例。” c”は

CP の始点、”o”はその終点 (OP の開始点 )を表す。
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の時間変動を比 する実験によって、 (iii)の手法がも

っとも安定した結果が得られるとされている [1]。本

報告でも (iii)の定義に従って CP を推定する。

3.1. 声道イ ンパルス応答 による音声 表現モ

デル

本報告では、音声を生成する駆動信号源として断

続的な二つの呼気流波形を想定する [10]。一つは声

が素早く閉じることで生じる急激なパルス波形、もう

一つは上記のパルスの前に生じるゆっくりしたパルス

波形である [11]。この２つのパルスに声道のインパル

ス応答が畳み込まれることから音声が生成される。従

って本稿では一周期の音声波形を声帯の開閉周期に対

応する二つのパルス応答の重畳あるとみなすことにす

る（図 3）。

3.2. エネル ギー減衰曲線 に着目した 声帯開

閉周期推定の考え方

声帯の開閉運動による応答波形の変化は、残 時

間の 算に用いられるエネルギー減衰波形に現れるこ

とが予想される。そこで本報告では音声波形のエネル

ギー減衰率(エネルギー減衰曲線の時間微分)を用いて

CP の始点と終端の推定を みる。エネルギー減衰率

† 

¢ E (t) =
dE(t)

dt
=

d
dt

x 2(t )
t

•

Ú dt{ }
= - x(t) 2

         (2)

は音声波形の二乗波形に負号をつけたものである。

4. CLSM 分析による低域エネルギー減衰過程

と声帯開閉周期推定

4.1. CLSM[7]による音声波形の分析
　音声波形に声帯振動の開閉周期に同期する音声波形

情報を抽出するため、本報告ではまず波形の低周波数

成分に着目する。音声の一周期区間をさらに細分化し

てスペクトル変動を分析するため CLSM[7]分析を行

った。CLSM は波形をフレームごとに周波数スペクト

ルのピーク付 に集群する正弦波成分の和として表現

する。これらの集群成分は周波数 上での最小誤差

を くことで推定できる。

　図 4 に CLSM を用いた母音 ([ah]英 )の分析の例を

示す。各フレームにおける周波数スペクトルの主要な

ピーク３個はそれぞれ３本の正弦波成分から合成され

ている。これらの周波数スペクトルのピークのいくつ

かはフォルマントに対応する。

4.2. 低域エ ネルギー減衰 曲線と声帯 開閉周

期の推定例

上記の CLSM 分析合成波形から、我々は低域成分

を表す図 4(b) に着目して、 (2)式で定義したエネルギ

ー減衰曲線を導出する。但しここでは減衰率ではなく、

減衰曲線

† 

E(t) = f 2(t )
t

TX + t0Ú dt　　　　　　　　　　 (3)

図 3 声帯の開閉周期に対応する 2 種 の

パルス応答の重畳とする音声波形モデル
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(h)

(i)
100                      1000           (Hz)

0      5      10       15      20       25   (ms)
0
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図 4 音声波形の CLSM 分析例。 (a)原波形、 (b)第一
周波数帯域成分、 (c)第二周波数帯域成分、 (d)第三
周波数帯域成分、 (e)再合成波形 (b)+(c)+(d)、 (f)残
差波形 (a)-(e)、(g)原波形のパワースペクトラム、(h)
再合成波形のパワースペクトラム、 (i)残差波形の
パワースペクトラム
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を利用する。図 5 は図 4(a)と (b)に示した音声波形と

その低域成分から声帯開閉周期を推定した例である。

図 5(a)(b) は図 4(a)と (b)の再掲、 (c)は (3)式による (b)

のエネルギー減衰波形である。また (d)は (a)の音声波

形と同期して観測した Lx 波形、 (e)はその Lx の微分

波形である。

　図 5 の縦の実線は、Lx 微分波形 (e)の正のピークに

よる CP の始点を示している  [2]。この実線は図 5(b)

に示す第一周波数帯域成分の負のピークと一致してい

ることが確認できる。破線は CP の終端を示し、 Lx

の peak-to-peak を 4:3 に分割する点と交差する  [1]。

図 5(c)のエネルギー減衰波形にはいくつかの折れ曲が

りが見られ、上記の CP 終端を示す破線は残 曲線の

２段目に入る最初の 分に良く一致することが確認で

きる。従って図 5(c)から図中の数字のように CQ 値を

推定することができる。

5. 音声波形のエネルギー減衰率による開閉周

期の推定とその推定例

前節の図 5 の結果から、音声波形の残 曲線から

声帯の開閉周期を推定する可能性が見いだされた。し

かし、低域成分の変動を周期ごとに CLSM 分析を行

うには、分析に多くの時間を要する欠点がある。そこ

で、波形を周波数分析することなく直接残 曲線を

算して、声帯開閉情報を推定することを みることと

した。さらに残 曲線の折れ曲がりを定量的に評価す

るため、残 曲線の代わりに残 減衰率を用いること

にした。

図 6A-D は発話者の異なる４種 の母音による開閉

周期の推定例である。図中に数字で示すように、それ

ぞれの推定結果は Lx による推定結果と比 すること

ができる。これらの結果から、筆者等は Lx 波形を用

いることなく音声波形から開閉周期を推定出来る可能

性があると考え、次節に示すように推定誤差を定量的

に評価することとした。

　Lx 波形は必ずしも安定に記 できるわけではない。

図 7 は不安定な Lx 波形の例である。Lx の時間微分波

形から開閉周期を推定することができない場合でも、

音声波形のエネルギー減衰を用いる本手法によれば、

推定値を得ることができる。

6. 声帯開閉周期の推定精度

6.1. 基本周期、CP、CQ 値の推定誤差
Lx 波形による推定値を真値としたとき、音声の周

期  T、CP、及び CQ それぞれの推定誤差を評価し、

本報告で提案する手法の有効性を検討した。表１は分

析に用いた音声の種 である。分析に用いた母音はい

ずれも安定した Lx 波形を音声波形に同期して 音さ

れたものとした。

図 8 に基本周期と CP に対する推定値の相対誤差累

積ヒストグラムを示す。図 9 に CQ の推定誤差累積ヒ

ストグラムを示す。

　音声波形のエネルギー減衰率による声帯開閉周期推

定では、推定した基本周期、CP、CQ の 85%がそれぞ

れ誤差 6%、 35%、 15%以内に収まっており、本手法

の有効性が確認できる。

6.2. 基本周期と CP の 接区間相関分析

cycle-by-cycle の周期推定によって、発声時の基本

周期の変動を見ることができる。基本周波数の変動は

接する二つの周期区間における基本周波数変動で評

価される。この変動は声帯の状態や声 を示すことが

図 5 Lx 波形及び CLSM 分析波形から CP を推定し

た例、 (a)原波形、 (b)第一周波数成分波形、 (c)(3)式

による (b)のエネルギー減衰波形、(d)Lx 波形、(e)Lx

の微分波形

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

0       5      10      15      20      25 (ms)

CQ (%):      34 .7          35 .4         34 .2

CQ (%):       36 .1         36 .1          36 .5

C   O

4

3

表 1 分析に使用した音声データ。分析周期の

総数：152
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知られている [5]。分散が大きい声は特に ”creaky voice”

と呼ばれている。声帯・声 診断を目的として、基本

周期の 接区間相関分析が行われている [4][5]。

二人の話者による基本周期の 接区間相関分析と

CP の 接区間相関分析の結果を図 10 に示す。

　A はイギリス人男性、B は日本人男性で ”creaky”な

音声である。本稿で提案する残 曲線から推定する手

法によっても、基本周波数変動では従来と同様に声帯

の声 を確認することができる。しかし CP の変動特

性についてはさらに検討が必要である。

7. おわりに
本稿では、音声波形を二つの声道インパルス応答

の重畳としてとらえ、そのエネルギー減衰表現を用い

て声帯の開閉周期を推定する手法を検討した。本手法

は従来の Electrolaryngograph 求める手法と異なり、発

話者に測定器具を装着する必要がないため、歌声など

自然な発声を評価することができる。基本周期、CP、

CQ の推定誤差を従来法による推定値と比 評価した

結果、基本周期、CP、CQ の推定値の 85%がそれぞれ

誤差 6%、 35%、 15%以内であった。また声帯診断と

して行われる基本周期推定値の 接区間変動を分析し、

従来法と同様に声帯の特徴を示すことが確認された。

しかし CP の 接区間変動による分析結果を従来と比

すると、声 診断に用いるには推定値の 精度化が

必要であると思われる。

図 6 音声波形 (a)のエネルギー減衰率 (b)による声帯開閉周期分析例。 (c)Lx 波形 (d)Lx の時間微分波形

A：成人女声、B: 成人男声、C: 子供女声、D: 子供男声

A

B

C

D

図 7 不安定な Lx 波形の例。
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図 9 CQ の推定誤差累積分布図 8 周期 T と CP 推定値の相対誤差累積分布。

Lx からの推定値を真値とする。
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図 10 基本周波数と CP の変動分析例、 (a)イギリス人男性、 (b)日本人男性 "creaky"  A: 本手法

による推定　B: Lx による分析


