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スペシャル・セッション〔音声知覚実験とその手法 －パターンプレイバックからSTRAIGHTまで－〕

（招待講演）パターン・プレイバックから
スペクトログラム・ボコーダへ *
○荒井隆行（上智大・理工）
1

はじめに

サ ウ ン ド ス ペ ク ト ロ グ ラ フ （ sound
spectrograph; 以下，スペクトログラフ）は
1940 年代に Bell 研究所で Potter らによって
開発された[1]．第 2 次世界大戦においてス
クランブルされた音声を解析するのにも用
いられたとの話もあるが[2]，分析結果とし
て表わされるサウンドスペクトログラム
（sound spectrogram; 以下，スペクトログラ
ム）は，時間と共に変化する周波数特性が
濃淡として表わされる．そしてこのスペク
トログラム上に現れる音声信号の時間－周
波数パターンを見ることによって様々な分
析を行うことが可能となり，その後の音声
研究において音響分析には欠かせない存在
となった．
初期のスペクトログラフはアナログ式の
ものであり，その基本的な考え方はフィル
タバンクによる周波数分析である．周波数
軸上に配置された複数のバンドパスフィル
タ（band-pass filter; 以下，BPF）によって
音声信号を分析し，その出力レベルに応じ
て濃淡表示される．ヘテロダイン方式と呼
ばれるものでは，
固定の BPF を 1 つ用意し，
音声信号に少しずつ異なる周波数で変調を
掛けながら対象とする周波数帯域を連続的
変化させて分析を行う[3,4]．いずれにおい
ても，BPF の帯域幅が狭ければ狭帯域分析，
広ければ広帯域分析と呼ばれる．
ところで，スペクトログラフによる音声
の分析が盛んに始まった 1940 年代後半，ス
ペクトログラムの濃淡表示から音声を合成
する試みが Haskins 研究所の Cooper らによ
って進められた[1]（Fig. 1）．その結果，作
られたのがパターン・プレイバック（pattern
playback; 以下，PP）であり，その後の音声
研究の飛躍的な発展に大きく寄与した[5-7]．
この PP を利用する最大の利点は，スペク
トログラム上に現れるパターンの中で，ど
*

の音響的キューが音声知覚に重要であるか
を確認することができる点である．それを
確かめるためには，例えばその音響的キュ
ーだけを抜き出してパターンを描いてみる，
あるいはそのパターンを変化させてみるこ
とが有用である．そのためにスペクトログ
ラムを単純化して表現し，系統的に変化さ
せながら PP によって合成することにより，
その変化がどのように知覚上の違いを生み
出すかを研究できるようになった．その結
果，閉鎖子音の知覚において後続する母音
の第 2 フォルマントの軌跡が重要であるこ
とを説明するローカス理論[4]など多くの
実験が行われた．
一方，音声の合成に関しては，1930 年代
後半に Bell 研究所の Dudley によって Voder
が開発された[1,8]．1939-1940 年に開催され
た世界博覧会にこの Voder が出展され有名
となったが，合わせて Dudley は音声をより
少ない情報量で伝送することを試みた．そ
れがボコーダ（Vocoder）の始まりであり，
初期のものは音声信号を複数の周波数帯域
に分割し，各チャンネルの時間包絡情報に
加え，雑音音源やパルス音源を組み合わせ
た音声合成器を電子回路にて実現した（チ
ャンネル・ボコーダ）[9]．
以上のように初期の分析・合成はアナロ
グ式であったが，近代になってディジタル
信号処理が発展すると，様々な処理がプロ
セッサやコンピュータ上で実現されるよう
になった．ボコーダについてもその後，様々
なものが提案され，それらは例えば位相ボ
コーダ，ケプストラム・ボコーダ，LPC ボ
コーダなど多岐にわたる[10]．そして，1990
年代に入り，STRAIGHT によるボコーダに
よって高精細な音声分析・合成が可能とな
った[11]．
そして PP についても，近年になってデ
ィジタル処理によって容易に実現できるよ
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うになった[12]．実際，Nye らは“Digital
Pattern Playback ” に 関 す る レ ポ ー ト を
Haskins 研究所から出している[13]．そして
その後，著者らによってディジタル・パタ
ーン・プレイバック（digital pattern playback;
以下，DPP）が見直され，教育目的に応用
してきている[14-16]．著者らが開発した最
初の DPP では，PP をそのままディジタル
版にすることが目的であったため，音源の
基本周波数（f0）は一定であった．しかも，
アルゴリズムはオリジナルの PP を模擬す
るため，固定の f0 に対する倍音を発生させ，
その倍音に対応する正弦信号をスペクトロ
グラムの濃淡で振幅変調することで合成を
行った．なお，アナログ版 PP では，倍音
に対応する正弦信号の発生から振幅変調ま
でを光学的に実現しており，その原理はチ
ャンネル・ボコーダと同じである．
しかし，ディジタル信号処理の観点にお
いて DPP で f0 を時間と共に変化させるこ
とは容易に実現される上，アルゴリズムも
他のボコーダのように時間フレームに対応
したスペクトル分析に基づくものなど，多
岐に実現される．このことを受け，著者ら
は簡単なフーリエ合成を応用し，簡易的な
f0 可変式の DPP を使って教育目的に応用
している[17-19]．
ところで f0 を可変にした DPP について
は，音声をスペクトログラムと音源情報に
分離して表現し，再び再合成する分析合成
系とみなすことができる．すなわち，これ
はいわば「スペクトログラム・ボコーダ（以
下，SGV）」である（Fig. 2）．そして，スペ
クトログラムを経由することにより，もと
もと PP の利点であった「注目する音響的
キューを抽出し，必要に応じて系統的に変
化させて音声を出力する」という点を最大
限に活用できる．その観点から，本稿では
この SGV について，DPP と合わせて教育
的及び研究的側面の両面から考えてみる．

2

音声知覚における音響的キュー

2.1 接近音の例
PP を中心とする合成手法によって議論
されてきた音声知覚における古典的な例と
して，まず接近音の例に触れる．接近音で
は声道における形状が母音のように定常的
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ではなく，時間と共に変化する．しかし，
閉鎖音や摩擦音のように声道内において閉
鎖や強い狭めが作られることはなく，いわ
ばある母音から別の母音に遷移するのに近
い．そして，またその変化する速度は接近
音ごとに最適値は異なるものの，一般に二
重母音よりも速い．その結果，スペクトロ
グラム上では時間と共に変化するフォルマ
ントのパターンの違いとして接近音が表わ
される．
そこで，フォルマント遷移を音声知覚上，
重要な音響的キューとして捉え，PP によっ
てどのようなフォルマント遷移が最もその
子音らしいかを合成音声によって確認する
ことが可能となる．実際，DPP による合成
音声を聞くと，各パターンに従ってその違
いを確認することができる．
2.2 閉鎖音の例
接近音と同様に，閉鎖音では声道におけ
る形状が時間と共に変化する．しかし，閉
鎖音では口腔が完全に閉鎖され，口腔内圧
が高まった後，解放される際に一気に調音
器官が動くため，結果として描かれるフォ
ルマント遷移は接近音の場合よりも速い．
調音位置の異なる有声閉鎖音の/b/, /d/,
/g/に対し，フォルマント遷移のパターンに
ついても実際，DPP による合成音声を聞く
と，それぞれのパターンに従ってその違い
を確認することが可能である．

3

SGVの教育応用例

3.1 音響音声学デモンストレーション
前節では，音響的キューの例としてフォ
ルマント遷移パターンの違いによって，接
近音や閉鎖音の調音位置の違いなどが異な
って知覚される古典的な例を見た．しかし，
一方でこのような実験を再現したり実演し
たりする機会が思うほどないのではないか
と，著者は長年感じていた．そこで，著者
が中心となって「音響音声学デモンストレ
ーション（Acoustic-Phonetics Demonstrations,
APD）」を作り始めた[20]．この APD では
DPP や SGV，フォルマント合成器などで作
られる刺激音や連続体などによるデモも複
数含まれており，web 上で公開されている
[21]．今後，さらなるデモの追加やインタ
ラクティブなものも増やす計画である．
（現
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在，DPP に関してはユーザが準備した画像
ファイルを音声ファイルに変換するページ
なども公開している）
．
3.2 博物館での応用例
日本音響学会では 2007 年から音響教育
調査研究委員会が中心となって，夏休みの
期間中の 2 日間，国立科学博物館にて「サ
イエンススクエア」という催しに音に関す
るブースを出展している[22]．2011 年から
は音声のブースも加わり，子どもたちの声
を分析してスペクトログラムを見せたり，
声道模型の実演などと合わせ声の仕組みに
関する体験型の学習の場を提供している．
その一環として，来場者の声を録音し，ス
ペクトログラムを印刷後，DPP を使って再
合成することも行っている．印刷されたス
ペクトログラムをお土産として持ち帰るこ
とができることも相まって，人気の展示の
一つになっている[22]．2012 年からは f0 曲
線を赤い針金などで実現し，印刷されたス
ペクトログラム上に乗せて一緒にコンピュ
ータに取り込んだり，事前に準備されたメ
ロディーと組み合わせてイントネーション
付きの音声，あるいは歌声を合成すること
も試みており，子どもたちの反応も上々で
ある[22]．
一方，ソニー・エクスプローラサイエン
スにおいても，企画展として 2008 年に DPP
の展示を行った．展示の前半では声道模型
の体験コーナーや，自分の声をスペクトロ
グラム分析するコーナーもあり，その上で，
スペクトログラムから音声を DPP を使っ
て合成する．それも，日本語のモーラに対
応させて，時間幅は短く，周波数方向に長
いスペクトログラムの断片をプラスティッ
ク製の板に貼り付け，そのような板を複数
モーラ単位で並べ，長いスペクトログラム
を作って DPP にて合成するというもので
ある．来場者はパズル感覚で音声合成を体
験でき，この展示も人気を博していた[17]．
3.3 信号処理教育応用
2009 年からは，上智大学理工学部情報理
工学科の 2 年生を対象に，情報理工学実験
Ⅰという実験科目において，SGV を扱って
いる．特に最初の数年はスペクトログラム
は提供したものを使い，f0 も一定にしてい
た．しかし，2013 年からは自分の声を実際
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に録音し，その録音音声からスペクトログ
ラムを計算させ，f0 も自分でメロディーを
作って組み合わせることで歌声を合成する
という内容に改めた．アルゴリズムの中で
フーリエ合成を行っている様子も解説しな
がらの実習のため，信号処理教育も兼ねて
おり，また最終的な音声が合成された際の
達成感が得られる点からも，学生から高い
評価を得ている[18]．

4

おわりに

本稿では SGV の教育的応用の例を複数
示した．しかし，研究上の意義も忘れては
いけない．もともと，PP しか音声合成の手
段がなかった時代，PP の出現によって音声
研究が飛躍的に進歩した．その後，ディジ
タル信号処理によって多数のアルゴリズム
やソフトウェアが出回るようになった．し
かし，今一度，スペクトログラムなどの時
間・周波数表現を経由する有用性をあえて
強調したい．f0 曲線を含め，そこには音韻
情報と韻律情報など，音声の主要な情報が
凝縮されている．そして，それらを視覚的
に捉えることにより，把握しづらかった音
響的キューを判断し，実際にそのキューを
操作することで再合成音によって確認する
ことが可能となる．この一連の作業は，今
の時代の音声研究においても重要であると
考える．そして，その分析・合成には
STRAIGHT を用いる「ハイブリッド型」に
すれば，高品質な SGV が実現される．
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