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あらまし

本稿では, 音楽などの多重音を含む音響信号の再生速度と音高を実時間で制御する手法について報告する.

本手法は聴感上自然で高品質な制御を目的とし, パワースペクトログラムの伸縮に基づくアルゴリズムを用いる. ま
ず, 再生速度変換の際は時間軸方向に, 音高変換の際は周波数軸方向にそれぞれ伸縮したパワースペクトログラムを計
算し, 次にこのパワースペクトログラムに対して無矛盾な位相スペクトログラムを反復的に推定, 付与して波形信号を
生成する. 更に, スライディングブロック分析を用いることで実時間での動作が可能である. 本稿では信号に応じた再
生速度の動的制御についても検討しており, 主観評価実験とその結果について報告する.
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Abstract In this paper, we present an approach to real-time control of time-scale and pitch of polyphonic audio
signals including music signals. Aiming to natural and good-quality sound, our algorithm is based on expansion/contraction of power spectrogram. First, the input power spectrogram is expanded (or shrunken) on time and
frequency axis for time-scale and pitch modification, respectively. Then, a signal waveform is synthesized from the
modificated power spectrogram with iteratively estimating phase spectrogram consistent to the power spectrogram.
The sliding block analysis makes it possible to be implemented in real time. The signal-dependent dynamic control
of time-scale is also discussed and subjective experiments and results are shown.
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1. は じ め に

STRAIGHT (Speech Transformation and Representation using Adaptive Interpolation of weiGHTed spectrum) [6] など

音声・音楽信号の再生速度や音高を制御する技術は, 個人の聴

があるが, 音楽などの多重音に対して高品質な加工を行うこと

力に合わせた聴き取りやすい音声の生成や, 視覚障害者のため

は必ずしも容易ではない. SOLA や PSOLA などの時間領域

の速聴システムなどに利用できるほか, 音楽を能動的に楽しむ

で加工を行う手法は単一音に対しては高品質な加工が可能だ

ための技術の一つとして, またカラオケや自動伴奏システム [1]

が, 基本周期が明確でない多重音信号に対しては適用が難しい.

など従来は MIDI が用いられてきたシステムの高音質化などに

Phase Vocoder は多重音に対しても適用可能だが音質が十分と

応用できる基礎技術としても有用である.

は必ずしも言えない. STRAIGHT は Phase Vocoder を発展

再 生 速 度 や 音 高 を 制 御 す る 従 来 手 法 と し て は SOLA

させたものであり, 単一音声を高い品質で加工することができ

(Synchronous OverLap and Add) [2] や PSOLA (Pitch Syn-

るが, 音楽などの多重音を加工することは必ずしも想定されて

chronous OverLap and Add) [3], Phase Vocoder [4], [5],

いない.
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図 1 原信号のパワースペクトログラム例

図 3 2/3 倍ピッチ変換信号のスペクトログラム例

図 2 2/3 倍テンポ変換信号のスペクトログラム例
図 4

我々の研究室で制作された, 再生速度と音高を実時間制御する

GUI

そもそも音響信号の速度や音高を高音質で変化させるという
問題では, 音源分離などとは異なり, 正解となる音響信号が存在
するわけではない. 一つの自然な考え方は, 聴覚系が自然に感
じるような音響信号を合成するというものである. 聴覚系では
音響信号は蝸牛基底膜により周波数分解され, パワースペクト
ログラムに類似した特徴が抽出され, 処理されているという, 基
本的な聴覚モデルの考え方に基づくならば, 入力信号のパワー
スペクトログラムを時間方向, もしくは周波数方向に伸縮し, そ
のパワースペクトログラムをもつような信号波形を合成するこ
とにより, 聴覚上自然な音響信号の加工が達成できるのではな
いか, というのが我々の基本的な方針である (図 1, 2, 3). さら
にこれを一般化すれば, 原信号のパワースペクトログラムに対
して所望の加工を施した後, それに対応する信号波形を生成す
ることができれば, 様々な信号加工の可能性が広がると考えら
れる.
ここで問題となるのは, スペクトログラムから波形を合成す
る際には, パワー (振幅) のみならず位相情報が必要となること
である. 一般に単一フレームのパワースペクトルと位相スペク
トルは独立であり, パワーから位相を求めるためには, 最小位相
など何らかの仮定が必要である. しかしながら, 互いのフレーム
がオーバラップした, 一般的に用いられるスペクトログラムに
おいては, 隣接フレームの整合性が保たれなければならないと
いう制約から, パワースペクトログラムと位相スペクトログラ
ムは独立ではなくなり, パワースペクトログラムのみから, それ

に対応した (矛盾のない) 位相スペクトログラムを推定すること
ができる. 反復演算によりパワースペクトログラムから位相ス
ペクトログラムを推定する手法は, Griffin and Lim によって最
初に提案された [7]. 近年では Zhu らが, RTISI-LA (real-time

iterative spectrogram inversion with look-ahead) アルゴリズ
ムという再生速度・音高変換への応用を提案している [8]. 我々
も反復演算の高速化 [9] など, アルゴリズム的な改善とともに,

FFT を用いた高速なリサンプリングと線形予測分析を用いた
音色を保った音高変換 [10] や, これらを統合し, 実時間化した
システム (図 4 ) などについて検討をすすめてきた.
しかし, 時間軸方向への一様な伸縮による再生速度変換では
必ずしも聴感上自然とは言えない部分があった. 本稿では, 音
色変化に着目した再生速度の動的制御を行い, より高音質な音
声・音楽信号加工を可能とする手法を提案する.

2. パワースペクトログラムの伸縮に基づく信号
加工
2. 1 パワースペクトログラム伸縮に基づく信号加工
人間の聴覚系はパワースペクトログラムに相当する特徴を抽
出し, 音響信号を知覚していると考えられる. よって聴覚に自
然な音を生成するために, 音響信号のパワースペクトログラム
を時間方向, もしくは周波数方向に伸縮させ, 変形させたパワー
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度・音高変換を行う, というのが我々のアプローチである. まず

音高を b 倍にする場合を考える. 式 (1) のスペクトログラ
˛
˛2
ム ˛X[mS, k]˛ において, 原信号 x(n) のサンプリング周波数が

このアプローチで重要となる, 1) パワースペクトログラムの計

f [Hz] とすると, k は原信号における

スペクトログラムに対応する信号波形を合成することで再生速

算法と伸縮方法, 2) パワースペクトログラムからの波形合成法

k
f [Hz] (k <
= N/2)
N

についてまとめる.

2. 2 再生速度変換におけるパワースペクトログラムの計算
法と伸縮方法

(3)

の成分に対応する周波数軸方向の座標であり, 音高を b 倍にす
るピッチシフトとは原信号の

聴覚系に自然なスペクトログラムをもつような信号を生成す

1 k
f [Hz]
bN

る, という観点からは, 本来は聴覚フィルタバンクを用いてスペ
クトログラムを計算し, その領域での伸縮を考える方が自然と
考えられる. しかしながら, 一般に聴覚フィルタバンクは, 低い

(4)

成分を

をもつため, 音高変換を行う際には一様ではない, 非線形なワー

k
f [Hz]
(5)
N
成分にすることである. 他方, ŵ[n] = w[ nb ] を満たすように窓

ピングが必要となる. 計算の高速性, 音高変換での簡便性も考

関数の長さを b 倍に伸縮した窓関数 ŵ[n] を用い, フレーム長を

慮し, 本研究ではスペクトログラムの計算には短時間フーリエ

bN として計算されるパワースペクトログラムは

周波数帯域で線形的, 高い周波数領域で対数的な周波数分解能

変換 (STFT) を用い, 聴覚フィルタバンクの適用については今
後の検討課題と考えている.

∞
˛ X
˛2
˛ 0
˛
2π
˛
˛X [mS, k̂]˛2 = ˛˛
x[n]ŵ[n − mS]e−j bN (n−mS)k ˛ (6)
n=−∞

再生速度変換はパワースペクトログラムの時間方向の伸縮に
相当し, これは STFT(短時間フーリエ変換) のフレームシフト

となる. この時 k̂ は原信号の

を変化させることにより実現できる. フレームシフトを変化さ
せることにより全体のフレーム数が変化し, 時間軸方向に伸縮

k
f [Hz]
bN

されたスペクトログラムを得ることができる. こうして得られ

成分に対応しており, これは式 (4) と一致する. したがって,

たスペクトログラムに対して 2. 4 節 に示す手法を用いて適切

X 0 [mS, k̂] は周波数軸方向に b 倍に伸縮されたパワースペクト

な位相を付与し, 逆 STFT を行うことで再生速度変換された時

ログラムであり, 高周波成分を間引きもしくは 0 詰めして N 点

間波形信号を生成することができる.

にすることによって目的のスペクトログラムが得られる. この

(7)

例えば, 再生速度を a 倍にすることを考える. このとき, 変換

場合の計算量は単純なリサンプリングを行うより小さく, また

後の信号が持つべきパワースペクトログラムはフレームシフト

フレーム長が音高変化と対応しているいるため音高を時々刻々

を 1/a 倍にした STFT によって計算される. 通常の STFT に

と変化させることも可能である.

よって得られる離散時間信号 x[n] (n はサンプル点のインデック

また, 線形予測分析 (LPC) [11] を併用することで, スペクト

ス) のパワースペクトログラムは, フレームシフトを S, STFT

ル包絡を保存したピッチ変換を行うことができる. 音声の認識

のフレームのインデックスを m, 周波数軸方向の座標を k, 分析

や合成においてスペクトル包絡が重要な役割を果たすことは広

窓関数を w[n] (但し, w[n] = 0 (n < 0, n >
= N ), N は窓幅) と
おくと,

く知られているため, 音声加工においては, スペクトル包絡を保

∞
˛ X
˛2
˛
˛
2π
˛
˛X[mS, k]˛2 = ˛˛
x[n]w[n − mS]e−j N (n−mS)k ˛ (1)
n=−∞

存したピッチ変換は有用である. その手順は以下のようになる.
（ 1 ） 1 フレーム分の原信号を LPC によりスペクトル包絡
と残差信号に分離する.
（ 2 ） 残差信号を 3.2 節の手法により高速にピッチ変換した

によって計算される. これに対し, 再生速度変換を行った信号
が持つべきパワースペクトログラムは

後, 時間領域に戻す.
（ 3 ） ステップ 2 の出力信号がステップ 1 のスペクトル包絡

∞
˛2
˛ X
˛ 0
˛
2π
˛
˛X [mŜ, k]˛2 = ˛˛
x[n]w[n − amS]e−j N (n−amS)k ˛
n=−∞

(2)

を持つようにフィルタを掛ける.
（ 4 ） ステップ 3 の出力信号をフーリエ変換しスペクトログ
ラムの 1 フレーム分を得る.

となる. この計算において, フレーム毎の計算コストは通常の

再生速度変換と音高変換の手法を組み合わせることで, 再生

STFT と変わらない. また, フレームシフトは各時刻での再生

速度と音高を独立かつ任意に変換し, またそれらを時々刻々と

速度と対応しており, 再生速度を時々刻々と変化させることが

変化させることも可能である.

可能である.

2. 4 パワースペクトログラムからの波形合成

2. 3 音高変換におけるパワースペクトログラムの伸縮方法

Griffin らの手法 [7] により適切な位相を反復的に推定し,

音高変換はパワースペクトログラムの周波数方向伸縮に相当

ISTFT(逆短時間フーリエ変換) することで, 与えられた任意の

する. これはスペクトルのリサンプリングと等価だが, STFT

パワースペクトログラムに最も近いスペクトログラムを持つ信

のフレーム長を変化させ, 高周波成分を間引きないし 0 詰めす

号波形を合成できる (図 5 ). その手順を以下に示す. なお, 以下

ることによって, より少ない計算量で実現できる.

では X (i) [mS, k] は i 回目の反復において推定された位相と与

—3—

図 5 位相推定アルゴリズム.

図 6 スライディングブロック処理による効率化

えられたパワースペクトログラムを持つ複素スペクトログラム,
i

x [n] は X

(i)

[mS, k] から計算される波形信号, X̂

(i)

が発話速度・演奏速度を変えた場合にはあまり時間的に伸縮さ

[mS, k] は

れない, 例えば子音や打楽器音のような音色の時間的変化が激

xi [n] から得られる複素スペクトログラムで, 分析窓関数 w[n]

しい部分も伸縮していることが原因と考えられる. そこで, そ

と合成窓関数 w0 [n] は STFT における完全再構成条件

のような部分ではあまり再生速度を変化させず, 音色変化が小
さい部分でより大きく再生速度を変化させるといったように,

∞
X
m=−∞

w[n − mS]w0 [n − mS] = 1 ∀n

(8)

再生速度を動的に制御することで聴感上の違和感を軽減し得る
と考えられる.

を満たすとする.

˛
˛2
（ 1 ） 与えられたパワースペクトログラム ˛X[mS, k]˛ に対

し適当な初期位相を与え, 複素スペクトログラム X

(0)

[mS, k]

3. 2 音色変化特徴量
音色変化の特徴量として, 本研究では以下の 2 種類を検討
した.

を計算する.
（2） X

(i)

[mS, k] の各フレームを逆フーリエ変換し, 合成窓
(i)

関数をかけ, 波形信号 x

1
x(i) [n] =
N

∞
X
m=−∞

D1 (m) =

[n] を生成する.(逆 STFT)

w0 [n − mS]

N
−1
X

X (i) [mS, k]ej

2π (n−mS)k
N

I
X

t=0

i=−I

N
X

iωi ct (m + i)

P (m, n)

2

,

n=0

N
X

!2

H(m, n)2

(12)

(13)

n=0

k=0

(9)
(i)

D2 (m) =

T
X

ここで, ct (m) は m 番目の分析フレームにおける t 次の LPC

[n] から分析窓関数を用いて信

ケプストラム係数, ωi は i 次の線形回帰係数であり, D1 (m) は

号を切り出し, 各フレームをフーリエ変換して複素スペクトロ

∆ ケプストラム [12] の 2 乗和を表す. また, H(m, n), P (m, n)

（ 3 ） Step 2 の波形信号 x
グラム X̂

X̂

(i)

(i)

はそれぞれ HPSS(調波打楽器音分離) [13] によって分離された

[mS, k] を計算する.(STFT)

[mS, k] =

∞
X
n=−∞

m 番目の分析フレームにおける調波音・打楽器音のスペクトロ
−j 2π
(n−mS)k
N

(i)

x [n]w[n − mS]e

(10)

グラム (n は周波数座標) であり, D2 (m) は調波音と打楽器音の
パワーの比を表す.

˛
˛2
（ 4 ） 与えられたパワースペクトログラム ˛X[mS, k]˛ に

∆ ケプストラムは LPC 法によって求められるケプストラム

Step 3 で得られたスペクトログラム X̂ (i) [mS, k] の位相を与

(対数スペクトルのフーリエ展開係数列) の時間微分ベクトルで

える.

あり, 特に音声において声道の形状の変化とよく対応すること

X

(i+1)

i

˛
˛
˛X[mS, k]˛

˛
[mS, k] = X̂ [mS, k] ˛
˛X̂ (i) [mS, k]˛

が知られており, その 2 乗和 D1 (m) は音色の変化が大きいほ

(11)

（ 5 ） Step.2〜Step.4 を繰り返す.
これは従来収束までに多くの計算量を必要としたが, 近年ス
ライディングブロック処理 (図 6 ) によって効率化・実時間化さ
れ [8], 音響信号加工の実用に耐えうるようになった.

3. スペクトログラムの非線形伸縮

ど大きくなる. 人間の発話時, 音色の変化に必要な時間は発話
速度に関わらずほとんど変化しないため, D1 (m) の大きいとこ
ろは再生速度の変化を小さく (等倍速再生に近く) することで
聴感上の違和感を軽減し得る.
一方, HPSS は, 音響信号を調波楽器音と打楽器音の混合信号
と考え, 調波楽器音は比較的長時間一定の周波数の音が鳴り続
けるためスペクトログラム上で時間方向に滑らか. 打楽器音は
瞬間的に多くの帯域を占めるため周波数方向に滑らかであると

3. 1 音色の時間的変化を考慮した再生速度の動的制御

いう性質の違いから 2 つの信号を分離する手法である. 打楽器

これまでに述べた我々の手法は多重音に対して実時間で高音

音の持続時間は基本的に演奏速度に依存しないため, 打楽器音

質な変換を可能にする利点があるものの, 人間が速度を変えて

が支配的な, D2 (m) が大きい部分で再生速度変化を小さくする

行った発話や演奏と比べると聴感上の違和感があった. これは,

ことで音質の改善が期待できる.

再生速度変換における時間方向の伸縮が一律であるため, 人間

ケプストラムは打楽器がある部分では大きく変化し, また
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表 1 一律な速度変換との比較. 動的制御の方が音が自然だと判断され
た割合 (%).
速度変化の倍率

0.50 0.75 1.25 1.50 1.75 2.00

音声 (∆Cepstrum)

36.0 54.0 48.7 54.7 44.0 44.7

音声 (HPSS)

50.0 55.3 54.0 50.0 56.7 47.3

音楽 (∆Cepstrum)

52.0 53.3 44.0 48.0 42.7 57.3

音楽 (HPSS)

62.7 54.3 38.7 42.7 56.0 38.7

ケプストラムを用いた動的制御による再生速度変換, 3)HPSS
を用いた動的制御による再生速度変換の 3 種類の手法で 6 種類
の速度に変換したデータを生成し, 15 人によって評価を行った.
音声は ATR 音声データベース B セット [14] より男声・女声を
各 5 種, 音楽は RWC ポピュラー音楽データベース [15] より 5
曲を, 16kHz のモノラル信号に変換したものを用いた. STFT
の際のフレーム長 (N ) は 512 点, フレームシフト (S) は 128 点
とし, 分析窓関数 (w[n]) と合成窓関数 (ŵ[n]) には hanning 窓
を用いた. 位相を推定する際の反復回数は 32 回とした (これは,

3.6GHz の PC で実時間処理が可能である). 評価は, 上記 3 種
類の方法で生成した音響信号をランダムに提示し, 音質の自然
さの観点から被験者の主観で順位づけさせることにより行った.
図 7 音色変化に着目した再生速度の動的制御における入出力信号の
時間的対応関係 (上: 音声信号対象, 下: 音楽信号対象)

一律な変換よりも動的制御による変換の方が音が良いと判
断された割合を表 1 に示す. これによると, 動的制御による提
案手法は必ずしも有効であるとは言えないが, 音声に対しては

HPSS において子音は打楽器音成分に分離される傾向があるた

HPSS による手法が全体として一律な変換に僅かながら勝って

め, D1 (m), D2 (m) はどちらも音声・音楽の両方に対してある

いる. また, 音楽に対しては低速への変換に関しては動的制御

程度効果が期待できる.

による変換が優位であり, 特に, HPSS による手法は一律な変換

3. 3 動的な再生速度変換のアルゴリズム

に対して有意水準 0.05 で有意に良い結果となっている一方, 高

2. 2 節 で述べたように, 再生速度は STFT の際のフレームシ
フトと対応するので前節の音色変化特徴量が大きいところでは
フレームシフトが等倍速の時のものに近くなり, また全体のフ
レーム数が目標再生速度に対応した数となるように各フレーム
シフトを決めればよいと考えられる. 具体的にはシグモイド関
数を用いて, あるフレームにおける音色変化特徴量を p とした
とき, 次のフレームまでのフレームシフトは, 等倍速再生の時の
フレームシフトを S として

aS + (1 − a)S

„

2
−1
1 + e−bp

«

速への変換では HPSS による手法は一律な変換に対して劣ると
いう結果となった.
これは, 音楽の低速への変換時には打楽器音が持続しなくなっ
たために動的制御による変換がより自然に聞こえる一方, 高速
への変換では打楽器音が相対的に強くなりすぎるために結果が
悪くなったと考えられる. また, 音声については, 明瞭性につい
ては多少改善がみられるものの, 音声の等時性やビブラートの
周期が乱れることによる違和感があるため, 結果として自然さ

(14)

の改善が確認できなかったと考えられる.

で決定すればよい (a,b は定数). a は全体のフレーム数が目標値

5. 結

論

に合うよう決定する.

本稿では, パワースペクトログラムへの適切な位相付与に基

変換する対象が音楽信号の場合, 音の立ち上がりの部分が一

づく音楽音響信号の実時間再生速度・音高変換の手法について

定のテンポを保っていないと不自然であるため, 従来の一律な

述べ, 再生速度の動的制御による変換による音声・音楽信号の

伸縮を行った場合 (このときテンポは完全に一定) でのフレーム

再生速度変換の高音質化について提案した. この手法は必ずし

位置から現在のフレーム位置を引いた値を D とし,
8
«
„
2
>
>
−
1
(D < 0)
S
<
−bp
„1 + e
«
2
>
>
−1
(D >
: D + (S − D)
= 0)
1 + e−bp

も全ての変換に対して有効なわけではないが, 音楽信号を低速
に変換する場合については効果があることを実験的に確認した.

(15)

をフレームシフトとすればよい.

今後の発展として, より詳細な主観評価実験や, 音声のゆらぎ

(ビブラート) を軽減することで音質を向上する手法について検
討する.
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