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本稿では，音声信号の「変動長」に着目した音声強調手法を検討する．変動長は著者らが提案している信

号の新しいパラメータであり，ある信号をフレーム分析したとき，その信号が定常的・狭帯域と見なされる場合のフ
レーム長と非定常的・広帯域と見なされる場合のフレーム長の境界に相当するフレーム長である．音声はごく短時間
では定常的な信号と見なせる一方で，長時間では非定常的な信号と見なされるため，いくつかの種類の雑音と比較し
たとき，特徴的な周波数-変動長の分布を示す．このため，信号の周波数-変動長分布に基づいた処理により音声強調
が可能であると考えられる．本稿では，信号を周波数-変動長の 2 次元平面上で表現した場合に，音声は話者に関わら
ずほぼ同様の形状を示すことに着目し，音声を通過するような単一のフィルタを設計し，音声強調を行った．本手法
による音声強調の性能の評価を行った結果，0.0 dB で混合された音声信号を 3–8 dB 程度に強調する性能を示した．
これらの実験結果より本手法の音声強調への有効性が確認された．
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Abstract In this paper, we describe a novel speech enhancement technique based on fluctuation lengths of speech
signals. Fluctuation length is a new parameter of a signal which we have proposed recently, that corresponds to
the boundary of two classes of frame lengths: frame lengths which interpret the signal as stationary-narrowband
signal, and frame lengths which interpret the signal as nonstationary-wideband signal. Because a speech signal is
regarded as a stationary signal in terms of short frame length, while as a nonstationary signal in terms of long frame
length, speech signal is characteristic compared to some noises in terms of distribution of frequency and fluctuation
length. Therefore, it is expected that a method based on frequency and fluctuation length is effective for speech
enhancement. In this paper, we consider the frequency-fluctuation-length representation of speech signal, and by
using a property that the representations of speech signals are quite similar each other regardless of the difference of
speakers, we designed a uniform filter that pass speech signals, and applied it to speech enhancement problem. We
conducted an experimental evaluation on the technique, and verified that the method can enhance 0.0 dB speech
signal to around 3 – 8 dB. The experimental result supports the effectiveness of the method.
Key words Fluctuation-Length Fluctuation-Length Spectrum, Frequency-Fluctuation-Length Representation,
Speech Enhancement, Multi-stage HPSS

1. は じ め に
音声はごく短時間では定常的な信号と見なせる一方で，長時
間では非定常的な信号である．本稿では，ある信号が定常的と

見なせる場合と見なせない場合の境界となる時間をその信号の
「変動長」と呼び，信号の各成分の変動長に着目することで，信
号中の音声を強調する手法を提案する．
音声のようなゆらぎのある信号を捉える方法の一つとして，
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音声を AM 波や FM 波として捉え，その変調をスペクトル解
析する変調スペクトルと呼ばれる手法が提案されている．変
調スペクトルは信号 x(t) を K 個の狭帯域な搬送波 ck (t) と包
絡 mk (t) を用いて x(t) =

PK

つかの用語を定義する．

2. 1 変 動 長
音声信号のように，あるフレーム長ではほとんど定常的であ

mk (t)ck (t) と表現したとき
k=1

ると見なせる信号も，それより長いフレーム長では定常的とは

の {mk (t)}1<
をスペクトル解析する手法である．音声を
=K
=k <

見なしえないことがある．著者らは，両者の境界として，信号

このように捉えたときに，とりわけ 1 – 10Hz 程度の変調成分

の「変動長」を以下のように定義する．

が音声認識などの処理において重要であることが指摘されて

［定義 1］（変動長） 信号をフレーム分析する際に，その信号が

いる [1]．また，変調スペクトルと音声認識に関連したいくつ

非定常的・広帯域な信号と見なされうるような最小のフレーム

かの手法が提案されており，relative spectra (RASTA) [2] や，

長 l を，その信号の変動長と呼ぶ．

mel-cepstrum modulation spectrum (MCMS) [3] などを挙げ
ることができる．

例えば，打楽器音は瞬間的な信号であり，非常に短いフレー
ム長で分析してもほとんど非定常的であるため，打楽器は変動

一方著者らは，音声のゆらぎを捉えるために，信号をフレー

長が非常に短い信号である．逆に，長時間持続するような定常

ム分析する際のフレーム長に着目する．すなわち，あるフレー

的な正弦波は，変動長が非常に長い信号である．これら両極端

ム長ではほとんど定常的であると見なせる信号も，それより長

の信号の中間に位置すると考えられるのが音声などゆらぎがあ

いフレーム長では定常的とは見なしえないというケースが少な

る信号である．これは，音声はごく短時間で見れば定常的と見

くなく，音声においては特に母音はその典型である．著者らは，

なせる一方，長時間で見ると非定常的であるためである．すな

両者の境界のフレーム長を，信号の「変動長」と定義し，変動

わち，音声は変動長が中程度の信号である．

長の違いに基づいて信号を分析する手法の検討を行っている．

2. 2 調波打楽器音分離

この手法は変調スペクトルと比較して，信号を包絡 m(t) と狭

信号を各変動長成分ごとに分離するための準備として，本節

帯域な搬送波 c(t) の積和で表現するというモデルを必要としな

では，ある変動長以上の成分とそれ以下の成分を大まかに分け

いこと，また，この手法ではスペクトログラム上でのフーリエ

る手法について検討を行う．

解析を行わないため，そのことに伴って生じうる問題のいくつ

変動長がある一定値より長い信号は，スペクトログラム上で

かを回避することができるという利点があると著者らは考えて

時間方向に滑らかな形状を示し，一方，変動長がある一定値よ

いる．また，この手法は変調スペクトルとは異なる着眼点に基

り短い信号は，スペクトログラム上で周波数方向に滑らかな形

づいているため，相互に補完しあうことのできる手法であると

状を示すと考えられる．このことに着目すると，著者らがこれ

期待している．

までに提案している調波打楽器音分離 (HPSS) [5], [6] と呼ばれ

著者らは，変動長の観点に基づいて，これまでにいくつかの

る手法により前者と後者が分離可能であると考えられる．HPSS

研究を行っている．一つが，歌声強調/抑圧手法である [4]．こ

は，信号のスペクトログラムが時間方向と周波数方向のいずれ

れは，調波打楽器音分離 (Harmonic Percussive Sound Sepa-

の方向により滑らかであるかに着目することで信号を分離する

ration, HPSS) [5], [6] と呼ばれる，定常的・狭帯域成分と非定

手法であり，信号 s(t) が与えられたとき，ある長さ l のフレーム

常的・広帯域成分とを分離する手法を 2 段階で用いることによ

を用いてスペクトログラム Sl (τ, ω) = STFTl [s(t)] (τ, ω) を求

り，中程度の変動長成分を強調する手法である．また，HPSS

め，そのスペクトログラムを時間方向に滑らかな成分 Hl (τ, ω)

の数を増やし，信号をより細かく分解し，分析・加工する方法

と周波数方向に滑らかな成分 P (τ, ω) に分離することによって，

の検討 [7] [8] や，分解した各信号のエネルギーを特徴量として

信号 s(t) を

用いることによって朗読音声と歌声を識別することの検討 [9]
も行っている．

s(t) = hl (t) + pl (t)

(1)

本研究では，特に [7], [8] の研究を発展させ，音声を各変動長

と分解する手法である．ただし，hl (t) = STFT−1
[H(τ, ω)],
l

成分に分解し，加工することにより，音声強調を行うことを検

pl (t) = STFT−1
[P (τ, ω)] とし，X(τ, ω) = STFTl [x(t)] (τ, ω)
l

討する．本稿では，信号の周波数-変動長表現と，それに基づく

は，フレーム長を l，フレームシフトを l/2，窓関数をサイン窓

フィルタリング，および音声強調用のフィルタの設計方法につ

とした短時間フーリエ変換，x(t) = STFT−1
[X(τ, ω)] (t) はそ
l

いて述べる．音声は周波数-変動長領域上にて，話者や発話内容
に関わらずほぼ同様の形状を示すため，音声を通過するような

の逆変換とする．

HPSS では概ね，変動長が l 以上の成分は hl (t) に，l 以下の

単一の音声強調用の汎用的なフィルタを構成し，それにより音

成分は pl (t) に分離されると考えられる．これは，前者につい

声をある程度強調することができると期待することができる．

ては，変動長が l 以上の成分は，l 程度のフレーム長では定常

また，本手法による音声強調の性能の評価を行い，本手法の有

的・狭帯域な信号と見なされ，スペクトログラム上では時間方

効性を示す．

向に滑らかに表現されるためである．また後者も同様に，変動

2. 多重 HPSS による信号分解

長が l 以下の成分は，l 程度のフレーム長では非定常的・広帯域
な信号と見なされ，スペクトログラム上では周波数方向に滑ら

本節では，信号を変動長ごとに分離・表示する手法である変

かに表現されるためである．

動長スペクトル，周波数-変動長表現，およびそれに関するいく
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図 1

音 声 の 周 波 数-変 動 長 表 現 ．左 か ら ，女 声 (nf065090.wav), 女 声 (nf030051.wav), 男 声 (nmp05105.wav), 男 声

(nmp04037.wav). いずれも JNAS データベース [10] より．
Fig. 1 Frequency-fluctuation-length representation of speech signals. Female speech (nf065090.wav, nf030051.wav),
and male speech (nmp05105.wav, nmp04037.wav). All data were extracted from JNAS database [10].

図 2

雑音（音声以外の信号）の周波数-変動長表現．左から，掃除機 (s23113.wav), 琴 (s12142.wav), ヘアドライヤ

(s22403.wav), 商店街 (s26102.wav). いずれも SMILE2004 データベース [11] より．
Fig. 2 Frequency-fluctuation-length representation of some noises. Vacuum cleaner (s23113.wav), koto (s12142.wav),
hair dryer (s22403.wav), shopping street (s26102.wav). All data were extracted from SMILE2004 database [11].

2. 3 多重 HPSS

が概ね lk−1 から lk 程度の間にある成分にほぼ相当していると

HPSS のこのような性質を利用すると，複数のフレーム長

考えられる．
なお各フレーム長 lk は，離散フーリエ変換の計算の効率の

l1 , l2 を利用することにより，
hl1 (t)

z

}|

{

観点から，あまり大きな素数を因数に持たないような数である

pl1 (t)

z}|{

s(t) = α(t) + β(t) + γ(t)

|{z}

|

hl2 (t)

{z

(2)

}

ことが望ましい．この点を踏まえ，本稿ではフレーム長として，

l = (2n+1 3m )/(sampling rate)[s],

pl2 (t)

n, m >
=0

(4)

というように信号を 3 つ以上の成分に分解することができる．

で 表 現 で き る 値 を 用 い た ．具 体 的 に は ，64/8000 [s] 以 上

このときの中間的な成分 β(t) = pl2 (t) − pl1 (t) は，変動長が l1

8192/8000 [s] 以下で条件に該当する 44 のフレーム長を用

から l2 程度の間にある成分にほぼ相当していると考えられる．

いた．

これを一般化すると，次のような信号の分解方法を考えること
ができる．
［定義 2］（多重 HPSS） Slk (τ, ω) を入力信号 s(t) をフレーム

3. 多重 HPSS による信号分解に基づく信号表現
3. 1 変動長スペクトル

, (l1 < l2 < · · · < ln ) で分析して得たスペクトロ
長 {lk }1<
=n
=k <

多重 HPSS により得られた slk (t) は変動長が概ね lk−1 から

グラムとする．それぞれのスペクトログラム上にて HPSS を適

lk 程度までの成分であると考えられるため，slk (t) の各成分の

を用いて次の
用することにより得た n 個の信号 {plk (t)}1<
=n
=k <

パワーを比較することにより，原信号 s(t) はどの変動長の成分

ような新しい n + 1 個の信号を得る処理を多重 HPSS と呼ぶ．

が強い信号であるかを調べることができると考えられる．この

def

sl (t) =



p (t)

 l1
plk (t) − plk−1 (t)

l1 < l <
= ln

s(t) − pln (t)

l = ln+1 .





点を踏まえ，変動長スペクトルを次のように定義する [7]〜[9]．

l = l1

［定義 3］（変動長スペクトル） 多重 HPSS により得られた各

(3)

［命題 1］ 多重 HPSS により得られた各信号 sl (t) の l に関す
る総和は原信号 s(t) に一致する．
多重 HPSS により得られた各成分 slk (t) は，それぞれ変動長

def

成分 sl (t) のパワー S(l) =

P

t

sl (t)2 を信号 s(t) の変動長ス

ペクトルと呼ぶ．

3. 2 周波数-変動長表現
変動長スペクトルでは時間や周波数に関する情報が失われて
いるが，特に音声に注目する場合，高次倍音においては低次倍
音よりも変動長が短いと考えられることから，変動長に加えて
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周波数もパラメータとして含むように表現することが有効であ
ると考えられる．そこで，周波数，変動長の 2 つをパラメータ
とするような信号表現として，周波数-変動長表現を次にように
定義する．
［定義 4］（周波数-変動長表現） 多重 HPSS によって得られた

sl (t) の各成分の短時間フーリエ変換のパワーの時間方向の総和
def

S(ω, l) =

X

|STFTl̂ [sl (t)] (τ, ω)|2

(5)

τ

によって得られる二次元表現を，信号 s(t) の周波数-変動長表
l は適当なフレーム長とする．
現と呼ぶ．ただし ˆ
周波数-変動長表現の例を図 1, 2 に示す．図 1 は，異なる 4
話者の音声の周波数-変動長表現である．音声の場合，いずれも
ほぼ同様の形状を示していることが観察できる．一方，4 種類

図3

混合信号の周波数-変動長表現の一例．女性音声 (nf030051.wav)

の雑音の周波数-変動長表現を図 2 に示す．雑音の種類ごとに

と琴 (s12142.wav) の混合信号
Fig. 3 Frequency-fluctuation-length representation of a mixed

様々な形状を示しているが，いずれも音声とは異なった形状で

signal of female speech (nf030051.wav) and a instrument

あることが観察できる．図 1, 2 に見られるように，音声といく

(s12142.wav).

つかの種類の雑音の周波数-変動長表現の形状が明確に異なって

6

図 3 は音声と雑音の混合信号 x(t) の周波数-変動長表現 X(ω, l)

2

である．本節では，混合信号 x(t) とその多重 HPSS xl (t) およ

0

4. 周波数-変動長表現上のフィルタリング

4

Frequency

分離が可能であることを期待することができる．

8

10

いることから，周波数-変動長領域における処理により，両者の

び周波数-変動長表現 X(ω, l) が与えられたとして，これらを用

0

5

10

15

20

SNR [dB]

いて音声信号を再現すること，すなわち音声強調手法の検討を
図 4 Wiener 型フィルタによって得られた音声信号の SNR のヒスト

行う．

4. 1 多重 HPSS による信号分解に基づいた信号の加工
周波数-変動長表現 X(ω, l) の情報のみからは，一般には信号

グラム．
Fig. 4 Histogram of the SNRs of speech signals, separated by

Wiener-type filtering.

x(t) に逆変換することはできないが，多重 HPSS により得られ
た各信号 xl (t) の l に関する総和は原信号 s(t) に一致すること
から，各 xl (t) に適切にフィルタをかけることにより，x(t) の
特定の周波数-変動長成分を強調することができると考えること
ができる．このことを踏まえ，次のようなフィルタリング手法

多重 HPSS xl (t) が与えられたとき，各変動長 l ごとにフィル
タ Ml (ω) によりフィルタリングし

=

STFT−1
l̂

を考えることができる．
［定義 6］（周波数-変動長領域上における Wiener 型フィルタ）
目的信号と雑音の周波数-変動長表現をそれぞれ S(ω, l), N (ω, l)

を定義する．
［定義 5］（周波数-変動長領域上フィルタリング） 信号 x(t) の

x0l (t)

が既知であったと仮定すると，次のような Wiener 型フィルタ

£

¡

¢¤

Ml (ω) STFTl̂ [xl (t)] (τ, ω)

さらに変動長 l に関する総和 x0 (t) =

としたときに，以下によって得られる M (ω, l) を，周波数-変動
長領域上の Wiener 型フィルタと呼ぶ．

M (ω, l) =
(t),

(6)

P

S(ω, l)
.
S(ω, l) + N (ω, l)

(7)

Wiener 型フィルタに得られた信号の SNR のヒストグラムを

x0 (t) をとることによ
l l

図 4 に示す．これらは，0.0 dB で混合された 60 個の信号に関

り新しい信号 x0 (t) を得ることを，周波数-変動長領域上フィル

する実験結果であり，音声と雑音の周波数-変動長表現が既知で

タリングと呼ぶ．また，このとき Ml (ω) を周波数-変動長フィ

あると仮定して Wiener 型フィルタを設計している．なお，実

ルタと呼び，以降 M (ω, l) と表記する．

験に用いたデータは 5. 2 節で示すものと同じである．いずれの

フィルタ M (ω, l) は人手で与えることも可能であるが，本稿

データに関しても，0.0 dB よりも改善していることが観察で

では最終的に単一の汎用的なフィルタを自動的に決定すること

きる．特に 5 – 10 dB 程度に強調されている場合が多く，一部

の検討を行う．その準備として，まず周波数-変動長領域上での

に 20 dB 程度の改善が見られる場合もある．以上のことから，

Wiener 型フィルタを定義する．

Wiener 型フィルタは目的信号と雑音の周波数-変動長表現が既

4. 2 Wiener 型フィルタ

知である条件下では，0.0 dB の音声信号を概ね 5 – 10 dB 程

混合信号において，仮に目的信号と雑音の周波数-変動長表現

度に強調することが可能であることが確認された．
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4. 3 単一フィルタによる音声強調の検討
4. 2 節では，目的信号と雑音の周波数-変動長表現が既知で
あることを仮定していたが，実際には両者は未知である．この
ため，実際の問題においてはフィルタを適切に推定する必要が
ある．
ここで，音声の周波数-変動長表現は話者に関わらずほぼ同様
の形状を示していることに加え，雑音と音声の周波数-変動長表
現はあまり重ならないことに着目する．同程度の SNR の信号
であれば，個別の信号それぞれについてフィルタを設計するこ
となく，単一のフィルタによってある程度の分離性能を期待す
ることができると考えられる．そこで本節では，あらかじめ複
数の学習データに関して求めた複数のフィルタから単一の汎用
的なフィルタを学習することを検討する．

図 5 59 個の学習データより得た周波数-変動長フィルタ

今，同程度の SNR の N 個の信号 xi (t) = si (t) + ni (t) が学

Fig. 5 Frequency-fluctuation-length filter based on 59 learning
data.

習データとして与えられているとすると，それぞれに関する

Wiener 型フィルタ Mi (ω, l) を得ることができる．これら N 個
のフィルタから，これらを代表する一つのフィルタ Mopt (ω, l)

N XX
X
i=1

ω

|{Mopt (ω, l) − Mi (ω, l)} Xi (ω, l)|2

6
4

(8)

0

E=

Frequency

に関する誤差の総和を

2

によって生じる誤差を最小二乗規準により評価し，全データ i

8

を求める．このとき，単一のフィルタによって代表させたこと

l

0

で 評 価 す る と ，こ れ を 最 小 に す る よ う な Mopt (ω, l) は ，

5

±

∂E ∂Mopt (ω, l) = 0 を Mopt (ω, l) について解くことによっ
図6

て，以下のように得られる．

PN
Mi (ω, l)Xi (ω, l)
i=1
Mopt (ω, l) =
.
PN
i=1

Xi (ω, l)

(9)

10

15

SNR [dB]

提案手法による音声強調により得られた信号の SNR のヒストグ

ラム
Fig. 6 Histogram of SNRs of speech signals, separated by

learning-based frequency-fluctuation-length filtering.

このようにして得られる Mopt (ω, l) は，N 個の学習データと

著者らは，4. 節にて示した周波数-変動長表現上でのフィル
タリングが音声強調において有効であることを確認するため，
雑音と音声の混合信号に対して本手法を適用し，その分離性能
を評価する実験を行った．
実験には音声と雑音を 60 データずつ用意し，両者を無作為に
組み合わせて， 0.0 dB で混合した信号を使用した．これら 60
個の混合信号について，周波数-変動長領域上でのフィルタリン
グにより音声強調を行い，それによって得られた信号の SNR
を LOOCV の枠組みにより評価した．すなわち，60 個の混合

12
10
8
6
4

5. 1 実 験 条 件

2

5. 周波数-変動長フィルタによる音声強調実験

0

方法により求めたフィルタを用いる．

SNR of Learning−based Filtering [dB]

の二乗誤差が最小であるようなフィルタである．本稿ではこの

0

5

10

15

20

SNR of Wiener Filtering [dB]

図 7 Wiener 型フィルタにより強調した音声の SNR と，学習した
フィルタにより強調した音声の SNR の相関性
Fig. 7 Correlativity between SNRs of the speech enhanced by

Wiener-type filtering and SNRs of the speech enhanced
by the leaned filter.

信号のうち 59 個を学習データとし，これらを用いてフィルタ
を設計し，残りの 1 個のデータに関して音声強調の性能評価を

聞記事読み上げ音声コーパス（JNAS）[10] より，10 [s] 以上

行うことを，各データに関して繰り返した．

の長さのあるデータの中から男女 30 話者ずつを無作為に抜粋

なお，HPSS のパラメータは文献 [5], [6] に記されている標準
的なパラメータを用いている．また，ˆ
l = 128/8000 [s] とした．

して使用した．雑音には，建築と環境のサウンドライブラリ

(SMILE2004) [11] より，楽音，交通音，機械音，生活音，都市

5. 2 実験に使用した音声と雑音

音，自然音のそれぞれから，10 [s] 以上の長さのあるデータを，

実験には用いたデータは以下の通りである．音声には，新

それぞれ 10 データずつ全 60 データを抜粋して使用した．いず
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や失われているものの，背景音楽の多くが抑圧されていること
が観察できる．

6. まとめ・今後の展望
本稿では，信号の新しいパラメータとして変動長を定義し，
音声の周波数-変動長領域上でのパワーの分布が雑音とは異なる
ことに着目して，周波数-変動長の 2 次元表現上でのフィルタ
リングを行うことにより音声強調を行う手法の検討を行った．
目的信号と雑音の周波数-変動長表現を既知と仮定して設計
した Wiener 型フィルタによる音声強調の性能を評価した結果，

0.0 dB で混合された音声信号を 5 – 10 dB 程度に強調する性
能を示した．また，話者や発話内容に関わらず，音声信号は周
波数-変動長表現上で同様の形状を示すことを利用し，多量の
音声信号からフィルタの学習を行った結果得られたフィルタは，
理想的な Wiener 型フィルタよりも僅かに劣る程度の 3 – 8 dB
程度の分離性能を示した．これらの実験結果より本手法の音声
強調への有効性が確認された．
なお，本稿の手法で着目したのは信号の周波数と変動長のみ
であり，音声の調波構造等の情報は利用していない．これらを
利用することによる音声強調性能の改善が今後の課題となる．
謝辞 本研究の一部は日本学術振興会科研費特別研究員奨励
図8

上：原信号のスペクトログラム，中：混合信号のスペクトログラ
ム，下：周波数-変動長フィルタにより抽出された信号のスペク

トログラム
Fig. 8 Spectrogram of the original signal, mixed signal, and the

signal extracted by the frequency-fluctuation-length filter.

れのデータもサンプリング周波数 8 kHz でリサンプリングし，
両チャンネルを加算してモノラル信号とし，長さは 10 [s] に揃
えて用いた．

5. 3 実験結果・考察
60 個の混合信号に関して本手法を適用した結果得られたフィ
ルタの例を図 5 に示す．このフィルタは，図 1 において音声成
分が強く合われている成分を概ねカバーしていることを観察す
ることができる．このフィルタによって得られた信号の SNR
のヒストグラムを図 6 に示す．概ね 3 – 8 dB 程度に強調され
ている信号が多いことを観察することができる．
学習したフィルタにより得られた信号の SNR と，目的信号
と雑音の周波数-変動長表現を既知としたときの Wiener 型フィ
ルタにより得られた信号の SNR とを比較したものが図 7 であ
る．この図が示すように，両者の間には相関が見られる．すな
わち，目的信号と雑音の周波数-変動長表現が既知の場合に高精
度で分離することができる信号は，学習したフィルタでも高精
度で分離することができることを示している．なお，両者の相
関係数は 0.76 である．このことは，フィルタの学習のある程度
の有効性を示していると考えられる．

60 個の信号から抜粋した一つの信号（女性音声と琴の混合信
号）の，音声信号 s(t)，混合信号 x(t)，および推定された音声
信号 x0 (t) のスペクトログラムをそれぞれ図 5, 8 に示す．推定
された音声信号のスペクトログラムにおいて，高周波成分がや

費 (22-6961) の助成を受けて行われた．
文
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