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リズムが主流である [1].
一方で, 音声音響信号の解析技術として時間周波数

Fig. 1

スペクトログラムを用いた符号化の概略

表現であるスペクトログラム領域において信号を扱
う研究が近年目覚ましい発展を遂げている. 特に, 振

2.2

振幅スペクトログラム量子化

幅やパワースペクトログラムに対する非負値行列分

符号化の観点からは, 聴感上の音質の劣化を抑えな

解 (Nonnegative matrix factorization: NMF) [2] や

がら出来るだけ振幅スペクトログラムを圧縮するこ

振幅スペクトログラムからの位相復元 [3] はスペクト

とが求められている. これにはさまざまな方法が考え

ログラムを用いた新しい音響信号の符号化方法の可

られ, 検討事項としては

能性を与えてくれると考えられる.
本稿では, このような信号処理手法を利用すること
で, 元の複素スペクトログラムから位相情報を捨てた
振幅スペクトログラムに対して圧縮を行い, 復号には
位相復元を用いるという符号化の構想を提案し, 基礎
的な実験を通してその有用性を検討する.
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スペクトログラム音響信号符号化

2.1

提案手法の概略

近年, 振幅もしくはパワースペクトログラムの大域
的な性質に着目して, 全体を少ないパラメータで表現
しようとする研究が盛んに行われており, それらの手
法を用いることでスペクトログラムを用いた信号の

1. スペクトログラムの振幅, パワー, それらの対数,
もしくは Bark scale など, どの領域でどのよう
に量子化するのが良いのか
2. NMF によるパラメータ削減において, どのよう
な距離尺度を用いて近似を行うか
などを挙げることが出来る.

2. においては近年, 人間の音響心理モデルを考慮
しスペクトログラムの近似を行う新しい距離尺度 [5]
も提案されている. さらに分解されたパーツやモデル
化誤差の圧縮しやすさの観点から新しい距離尺度が
生まれる可能性もある.
本稿では NMF によるパラメータ削減を用いず,
単に対数振幅スペクトログラム Y = (Yω,t )Ω×T ∈

グラムを非負値行列 Y と見なし, Y ≈ HU のように

R≥0,Ω×T を各周波数の平均 µω と分散 σω2 によって n
ビットに量子化する方法を試みた. 簡単のために, 量
子化された各時間周波数の要素 Ŷω,t はパラメータ α
を用いて Ŷω,t = (2n−1 /ασω ) (Yω,t − µω + ασω ) と与

2 つの非負値行列 H と U の積に近似しパラメータを
削減するものである. さらに, 位相情報を失った振幅

きは Ŷω,t = 0, Ŷω,t > 2n − 1 のときは Ŷω,t = 2n − 1

圧縮の可能性が生まれてきたと考えることが出来る.
代表的な手法としては, NMF によるスペクトログラ
ムの基底分解などが挙げられる. NMF はスペクトロ

スペクトログラムに対し, 適切な位相を付加し時間領
域の信号に戻す高速な位相復元アルゴリズム [4] も提
案されている.
そこで本稿では, 図 1 に示すように, 元信号の複素
スペクトログラムから位相情報を捨てた振幅スペク
トログラム領域での量子化と, 量子化されたスペクト
ログラムに対し適切な位相を付加し信号に戻す復号
化による新しい符号化手法を提案する.
∗

えた. ただし, [·] はガウス記号を表し, Ŷω,t < 0 のと
と与えた. α は各周波数において標準偏差の α 倍
までを量子化の対象にしていることを意味してい
る. 復号化の際には Yω,t はパラメータ α を用いて
Yω,t = µω − ασω + (ασω /2n−1 )(Ŷω,t + 0.5) とした.

2.3

振幅スペクトログラムの位相復元による復号化

フレームのオーバーラップに起因する複素スペク
トログラムの冗長さを利用し, 振幅スペクトログラム
に対して適切な位相を反復的に推定し付加する手法
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おわりに

実験に用いた信号はモノラル, 16000 kHz に統一し,

本稿では, 振幅スペクトログラム領域での量子化と

スペクトログラム作成のためにフレーム長 32ms, フ

位相復元による復号化を用いた音響信号の符号化の

レームシフト 8ms, ハミング窓の短時間フーリエ変換

新しい枠組みを提案した. 今後は量子化手法の改善や

を用いた.

NMF の導入を行い, 先行技術と性能比較を行ってい
きたい.

提案法の有用性を確認するための基礎実験として,
単に振幅スペクトログラムを量子化するだけでどの程
度の音質の劣化となるのかについて客観評価を行った.

2.2 の量子化において α = 3 とし, 全ての帯域を 8 ビッ
ト, 4 ビット, 2 ビットで量子化した all8, all4, all2 と,
低域, 中域, 高域をそれぞれ左から順に数字のビット
で量子化した 8 8 4, 8 4 4, 8 4 2, 4 4 2, 4 2 2 と AACLC の 64 kbit/s の 9 つの符号化方法を評価した. 位
相復元は [3] を用い, 全てランダムな初期値から 500
回の反復を行った. 信号は ATR database の A セ
ットから無作為に選んだ 6 つを用いた. 音質に関す
る客観評価には ITU-T 勧告 P.862 PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) と SD (Spectral
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付録
位相復元による音質の劣化の影響を調べるため, 小

Distortion measure) を用い, 6 つの信号への平均値
を図 2, 図 3 に示した. SD は参照信号と評価した

規模ではあるが MUSHRA 法を用いた評価結果を掲

い信号の振幅スペクトログラム Yω,t , Ȳω,t に対して,
P
2 2
2
) と
SD2 = (1/ΩT ) ω,t 100(log10 Yω,t
− log10 Ȳω,t

た. 元の振幅に対し反復 20 回の位相復元だけ行った

して算出した. 提案法の圧縮率についてはまだ議論

幅を 2.2 の方法による α = 3 として 8 ビット量子化

出来る段階ではないが, 全帯域を 4 ビット量子化した

し反復 500 回の位相復元を行ったもの, 8 ビット量子

スペクトログラムを zip 圧縮することで 80 kbit/s 相

化し元の位相を付加したものの 4 つに対し評価を行っ

当になることを確認している. PESQ 値を見る限り,

た. RWC database [6] のクラシック, ジャズ, ポップ

単純な対数振幅スペクトログラムの符号化だけでは

スから 8 秒に切り出した信号を 1 つずつ用意し, 4 名

AAC に及ばないことが分かったが, SD のように別の

の被験者にヘッドフォン装着にて評価を行ってもら

指標においては勝る点もあり, 量子化方法について今

い, その結果を図 4, 図 5, 図 6 に示した. ポップスは

後さらなる検討の余地が残されていると考えられる.

特に位相復元の影響が少ないと予想される.

載する. アンカーには 3.5 kHz 帯域制限信号を用い
もの, 反復 500 回の位相復元だけ行ったもの, 対数振

