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あらまし 本論文では聴覚情景解析の新しいアルゴリズムを提案する．このアルゴリズムは 1) ウェーブレット
変換によるサブバンド分解，2) 瞬時周波数・周波数変化率・振幅変化率によるサブバンド信号断片の特徴づけ，3)

投票法によるサブバンド特徴量の周波数統合，の三層構造をなし，サブバンド信号断片をノンパラメトリックな投
票法によって「ストリームの可能性」を表す多峰的な確率密度分布に集約化してグループ化と統合を行い，その極
大点を追跡することでストリームの認識とストリームパラメータの抽出を実現する．合成音や音声に対する基礎実
験から，複数のストリームから基本周波数／周波数変化率／振幅の変化率を分離推定できることを確認した．
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1. は じ め に

カクテルパーティ効果 [1]として知られるように，

人間は混合音環境下においても高い音響認識力を有す

る．近年このような聴覚機能に関して，聴覚情景解析

(auditory scene analysis) [2]という枠組のもと，知覚

の心理学と計算論の双方から統一的な接近が進められ

ている．特に，Bregman [2]は，知識を利用しない低

次の分離能力に関して，心理実験に基づき，1) 音響信

号はスペクトログラムに似た多数の要素に分解される

こと，2) 同じ音源から発せられた要素がグループ化さ

れてストリームを形成すること，3) グループ化のさ

れやすさ（分凝要件）は，周波数の調和的関係，共通

の立ち上がり時刻，共通の周波数変化，共通の振幅変

化，成分の連続性，時間周波数の近接性，共通の音源

位置，などに関係していることを指摘した．一方，混

合音の分離の工学的研究は，Kaiser [3]やMitchell [4]

らのカクテルパーティ効果の再現に始まり，主に音声

認識の性能向上を目指して，Parson [5]のピリオドヒ

ストグラム法など，混合音声の複数ピッチの推定や分
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離のアルゴリズム [6]～[9] として研究が進められてき

た．他方の流れは複数センサを利用した音源分離の問

題であり，近年 Blind Separation [10]として，高次

統計に基づいた新たな展開がなされている．

しかし，近年の聴覚情景解析の計算論的研究の興味

は，Bregmanらが指摘した分凝要件に基づく混合音

分離法の実現にある．すなわち，分解とグループ化の

プロセスを，分凝要件に関係する物理量を用いて工

学的に実現し，ストリームの認識に有用な特徴量の

抽出や単一ストリーム音の再構成を行うことを目的

とする．Cooke [11]，Brown [12]らは音の周期性，共

通の立ち上がり，共通の周波数変化を要件に用いた手

法を，Ellis [13]は周期性，共通の立ち上がり，成分の

連続性，近接性を用いた手法を，Fishbach [14]は周

期性，連続性を用いた手法を，Nakataniら [15]は音

源の方向と周期性を用いた手法を提案している．こ

れらの多くは，融合と分離に関して規則記述的な手

法（Ellis, Brown）や人工知能的な手法（Cookeの黒

板アーキテクチャ，中谷のマルチエージェント）を導

入しているが，これには音に関する知識などのトップ

ダウン情報を組み込みやすくし，アルゴリズムの恣意

性を高め性能の改善などが見込まれる反面，システム
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が大きく複雑になること，数学的な記述に馴染まず最

適性や安定性などの議論が難しいことなどの難点も

ある．

我 は々，聴覚情景解析を将来の知能化音響センサ [16]

に不可欠な機能として捉え，その実現法を研究してい

る．一般に知能化センサには，入出力系としての汎用

性と後段の情報処理系からの一定の独立性が求められ

る．また，VLSIや半導体微細加工による集積化のた

めに，アルゴリズムには構造的シンプルさと実時間性

が不可欠である．この観点から，陽に分離規則を与え

る必要がなく，自然に秩序を共有する成分が集まり異

なる成分が分離される信号処理の仕組みを，できるだ

けシンプルな構造により実現することが我々の研究の

目標である．

以下，本論文で提案する手法の概要を述べる．本

手法は他の多くの手法と同様に，1) 時間周波数分解，

2) 特徴抽出，3) 統合，という三層構造を有する (図

1)．対象には，音声や楽音などのゆるやかに変動する

疑似周期信号の混合音を想定する．時間周波数分解に

は，将来の蝸牛基底膜型センサ [17]との結合を意識

し，聴覚末梢との対応がよいウェーブレット変換 [18]

を用いる．時間周波数分解の役割は調和音やその混合

音をほぼ単一周波数成分しか含まない信号に分解する

ことである．

特徴抽出段階では，聴覚情景解析の分凝要件との

対応がよく，かつ，知能化センサとしては物理的な

意味が明確で実時間性の高い特徴量を抽出する必要

がある．ここでは，分解されたサブバンド信号断片

のそれぞれについて，1) 瞬時周波数 (instantaneous

frequency: IF)，2) 周波数変化率 (frequency change

rate: FCR)，3) 振幅変化率 (amplitude change rate:

ACR)，を属性として抽出する．これらは分凝要件の

高調波関係，共通の周波数変化，共通の時間変化と対

応する瞬時特徴量となる．瞬時周波数は音声のピッチ

推定 [19]などにも利用され，時変信号に対して高い

追従性を発揮することが報告されている．

特徴抽出段階にて，サブバンド信号は時間周波数

領域での隣接関係を解き放たれ，新たに基本周波数，

FM，AMの類似性に基づいたグループ化が行われる．

これが共有基本周波数，共有 FM，共有AMによる統

合である．具体的なアルゴリズムは，周波数軸に沿っ

た全サブバンド信号の投票法であり，IF, FCR, ACR

を軸とする三次元空間に形成される属性の頻度分布上

で，共通成分が自然に融合し，異なる成分が分離する
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図 1 ブロックダイアグラム
Fig. 1 Block Diagram.

Bregman の知見との対比を示した．

仕組みが実現される．この分布は，Parzenのノンパ

ラメトリック確率密度分布推定法 [20]に従って形成

され，その最大点はストリームパラメータ（基本周波

数,FCR,ACRの組）の最大事後確率推定量となる．

以下，2節で時間周波数空間，3節で瞬時特徴量を

定義し，4節で投票による特徴量の統合法を定式化す

る．5節で，提案法の動作を確認するための合成音お

よび実音声に対する基礎実験結果を報告し，6節でま

とめと考察を行う．

2. 混合調和音の時間周波数分解

ウェーブレット変換を用い，入力信号 f(t)を次の

ように時間周波数分解する．

f̂(t, ω) = 2ω

∫ ∞

−∞
ψ∗(2ω(τ − t))f(τ)dτ (1)

ωは対数周波数であり，楽音のオクターブ構造に対応

させて，対数の底は 2としてある．2進離散ウエーブ

レットとは異なり，ωは十分密に計算する．基底関数

ψ(t)には，時間周波数の不確定性を最小にする関数

として，Gabor関数 [18]に準じた関数

ψ(t) ≡
{

ψ0 exp (−∆2t2

2
+ jΩct) (|t| <= W )

0 (|t| > W )
(2)

を用いる．W は時間窓幅，Ωcは中心角周波数，∆は

通過帯域の半値幅，ψ0 は規格化定数である．実部と

虚部は近似的に直交フィルタ対をなすため，得られる

サブバンド信号（ f̂(t, ω)を帯域中心が ωの時間信号

と見た信号）は解析信号とみなせる．

以下のアルゴリズムが機能するためには，サブバン
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ド信号のほとんどが単一周波数成分のみで構成される

必要がある．このために，本方法ではフィルタは十分

狭帯域とし，具体的には 1/8 octを採用した．複数音

の高調波成分どうしの交差や接近など，この条件の短

時間の例外は，後続の論文 [21]で報告する時間軸統

合の段階で無害化される．

3. サブバンド信号断片の属性抽出

仮定により対象音は疑似周期信号の混合音であり，

一つのストリームに対応する信号は

f(t) = A(t)
∑

k

akej(kΩ0(t)t+θk) (3)

のように表されるであろう．ak, θkは各高調波に固有

な振幅と位相の成分，A(t), Ω0(t)はストリームに共

通した振幅と基本周波数の成分である．(1),(2)式に

よって，この信号のサブバンド信号は

f̂(t, ω)=
∑

k

∫ ∞

−∞
2ωψ∗(2ωτ) × (4)

akejθkA(t − τ)ejkΩ0(t−τ)(t−τ)dτ

�A(t)
∑

k

akej(kΩ0(t)t+θk) ×
∫ ∞

−∞
2ωψ0e

−∆2(2ωτ)2

2 e−j(kΩ0(t)−2ωΩc)τdτ

と書かれる．近似はストリームの変動がゆるやかで，

フィルタのインパルス長の中で変化が無視できるとの

仮定

Ȧ(t)/A(t) � 1/W, Ω̇0(t)/Ω0(t) � 1/W (5)

に基づく．上式の積分は，Gabor 関数の振幅包絡線

（Gauss関数）の周波数 2ωΩc − kΩ0(t)の周波数成分

の強さを意味する．これが低周波成分に偏っている

ため，

k ∼ 2ωΩc

Ω0(t)
(6)

となる高調波成分のみが通過することになる．積分

値は実数のため，通過成分の位相への影響はない．以

下，この表現に基づき，サブバンド信号の瞬時的性質

の中にストリームパラメータがどのように含まれるか

を考えてゆく．

3. 1 瞬時周波数

最初に，サブバンド信号の瞬時周波数 [22]

γ(t, ω) =
1

2π

∂

∂t
arg[f̂(t, ω)] (7)

を考える．要点は γ(t, ω) がフィルタの中心周波

数 ω ではなく，フィルタを通過した信号の周波数

を定量化する点にある．実際，式 (4) より，高調

波 k が有意な振幅で通過するサブバンドについて

arg[f̂(t, ω)] = kΩ0(t)t + θk を代入すると，式 (5)の

仮定のもとに

γ(t, ω) =
k

2π
(Ω̇0(t)t + Ω0(t)) � k

2π
Ω0(t) (8)

と計算され，瞬時周波数は k 次高調波の周波数を与

える．従って，同一次数の高調波を通過する一連のサ

ブバンドは同じ瞬時周波数を出力し，共有瞬時周波数

によるサブバンドのグループ化が可能となる．

有意な振幅の判定には，単純に振幅への閾値処理

を利用する．複数の周波数成分を含む例外条件では，

ビートの影響で γ(t, ω)は大きく変動するため，上記

の共有瞬時周波数とは異なる値を生成する．

3. 2 周波数変化率

次に，瞬時周波数の相対周波数変化率

β(t, ω) =
1

log 2

∂
∂t

γ(t, ω)

γ(t, ω)
=

∂

∂t
log2 γ(t, ω) (9)

を考える（1/ log 2はオクターブ構造に合わせるため

の係数）．式 (8)のモデルのもとで，この式は

β(t, ω) � 1

log 2

Ω̇0(t)

Ω0(t)
(10)

となり，高調波次数 kが除かれて，基本周波数 Ω0(t)

の変化率のみを抽出する．従って，β(t, ω)はストリー

ムに共通の FM 変調（共有 FM）を定量化する特徴

量となり，この類似性に基づき次数の異なる高調波の

グループ化が可能となる．

瞬時周波数と同じく，複数の周波数成分を含む例外

条件では，γ(t, ω)の意味は失われ，上記の共有 FM

値からはずれた値を生成する．

3. 3 振幅変化率

β(t, ω)と同様に，ストリームの AM変調を定量化

する瞬時特徴量として，相対振幅変化率

α(t, ω) =
∂
∂t
|f̂(t, ω)|

|f̂(t, ω)| (11)

が考えられる．ところが，

G(Ω) ≡
∫ ∞

−∞
ψ0e

−∆2τ2
2 e−jΩτdτ (12)
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図 2 合成音: 周波数変化のない 7 成分音と周波数変化のあ
る 4 成分音の混合．(a) サブバンド信号の瞬時振幅,

(b)Eular 型振幅変化率の散布図, (c) Lagrange 型振
幅変化率の散布図．

Fig. 2 Synthesize sound. (a) Instantaneous ampli-

tude of subband signal, (b) scatter diagram of

Eular type ACRs, (c) scatter diagram of La-

grange type ACRs.

Eular型 (b)では，周波数変化のない成分 (0s～0.8s)では振
幅変化率は全サブバンドがほぼ同じ値を示すが，周波数変化の
ある成分 (0.2s～0.6s)では大きくばらついている．Lagrange

型 (c) では，どちらの成分の振幅変化率もまとまりをなすこ
とがわかる．

と表して式 (4)のモデルを代入すると，

α(t, ω) =
Ȧ(t)

A(t)
(13)

+ 2−ωkΩ̇0(t)
Ġ(2−ωkΩ0(t) − Ωc)

G(2−ωkΩ0(t) − Ωc)

と計算され，相対振幅変化率 Ȧ(t)/A(t)が分離されな

い．図 2(b)はこれを実験により確認したもので，ス

トリームの周波数変化が大きな部分で，上記の α(t, ω)

はまとまりをなしていない．

これは，ストリームが周波数変化により対数周波数

軸上を移動する際に，Gaborフィルタの周波数特性

により振幅変化を受けるからである (図 3(a))．この

問題は，ストリームと共に移動する座標系での微分を

利用して定式化される．ある成分が隣接サブバンド間

log-freq.

am
pl

itu
de

in
st

an
ta

ne
ou

s

F (t , ω)
F ( t , ω)+ dt

Lagrange differential(b)Eular differential(a)

F ( t , ω )+ vdt

vv

図 3 周波数変化の振幅変化率への影響．
Fig. 3 Amplitude change in frequency shifting com-

ponent.

を速度 v で移動しているとき，移動座標系での微分

(Lagrange微分 [23])は，上記の固定座標系の時間微

分 (Eular微分)と対数周波数微分を用いて，

D

Dt
=

∂

∂t
− v

∂

∂ω
(14)

と表される (図 3(b))．そこで，速度 vが対数周波数

変化率である β(t)に等しいことを用い，Lagrange型

振幅変化率を次のように定義する．

α(t, ω) =
D
Dt

|f̂(t, ω)|
|f̂(t, ω)| (15)

=
∂
∂t
|f̂(t, ω)|

|f̂(t, ω)| − β(t, ω)
∂

∂ω
|f̂(t, ω)|

|f̂(t, ω)|

実際，式 (4)の振幅を代入すると，式 (15)の第 2項

は式 (13)の第 2項を打ち消し，

α(t, ω) =
Ȧ(t, ω)

A(t, ω)
(16)

となり，ストリームに共通な振幅 A(t, ω)にのみ関係

する特徴量となることがわかる．図 2(c)に Lagrange

型の振幅変化率分布を示す．図 2(b)でまとまってい

ない成分もまとまりをなし，周波数変化のある成分で

も有効な特徴量となることがわかる．

4. 共有属性の投票法による統合

ここで用いる投票法とは，升目を切った属性空間の

適切な升の中に各要素が独立に 1 票を投じ，投票数

の多い升目を共有属性として選択する操作を指し，混

合物から何らかの秩序構造を単離するために，普遍

的に用いられる原理のひとつである．聴覚情景解析

においても，Bregman [2]は音響的な知覚要素が投票

に非常に似たプロセスで統合されていることを指摘

している．また Parson [5]，Nakatani [15]，Nishi [24]
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図 4 投票操作の模式図．
Fig. 4 Schematic diagram of the voting method.

らの手法では，複数ピッチの推定に投票法が用いら

れている．画像処理において直線検出に用いられる

Hough変換 [25]も本質的に同じ構造をもつ．本論文

では，ストリームの時間的変動の影響を受けない周波

数軸に関する統合のみを扱い，時間軸統合については

継続する論文 [21]で扱う．

4. 1 周波数軸に関する統合

いま，時間と対数周波数をそれぞれ間隔∆T と ∆ω

で離散化し，tn = n∆T, ωm = m∆ωにある時間周波

数断片が有する属性を

αn,m = α(n∆T, m∆ω) (17)

βn,m = β(n∆T, m∆ω) (18)

γn,m = γ(n∆T, m∆ω) (19)

と表記する．∆T は原信号のサンプリング周期に，∆ω

はサブバンド間隔に等しい．現時刻を tlとすると，投

票を行う要素の集合は

Γ = [tl−T < tn < tl+T ]×[ωL < ωm < ωH ](20)

の中の時間周波数断片すべてである．ωL, ωH は下限

と上限の対数周波数，T は時間幅であり，周波数方向

に広く T 方向には狭い（具体値は実験の項に示す）．

4. 2 瞬時周波数の取り扱い

瞬時周波数の投票については特別な扱いを要する．

すなわち，高調波の瞬時周波数は基本周波数に高調波

の次数が乗じられるため，次数ごとに異なる位置に

投票されてストリームとしてのまとまりをなさない．

そこで，基本周波数は必ず瞬時周波数の 1/k（k:未知

な整数）にあることに注意し，

(γm,n,
γm,n

2
,
γm,n

3
, · · · , γm,n

K
) (21)

の K 個の位置への多重投票を許す．これにより，全

ての瞬時周波数の最大公約周波数への統合が促進さ

れ，分布のピークは基本周波数を表すことになる．

4. 3 例外条件の投票への影響

投票法では，投票位置のまとまり具合と投票数に比

例して鋭いピークが立つため，統合の良さ（ピークの

明瞭さ）は，有意な属性 αn,m, βn,m, γn,m の数と精

度に関係する．高調波の交差や接近による例外条件で

乱れた値に関する投票は，ピークに寄与する投票数を

減少させるが，減じた分は乱れのランダムさによって

広くばらまかれるため，ピーク検出上の悪影響は少な

い．これも投票法の効用のひとつである．

4. 4 Parzen推定

Parzen 推定は，任意の確率的な観測値群 Y =

{x1, ...,xK}より，その発生系の確率密度分布 P (x)

を推定する方法として知られている [20]．その原理は，

積分値が 1に規格化され適切な広がりをもつ Parzen

の窓関数 ξ(x)を導入し，

p̂(x|Y ) =
1

M

M∑
m=1

ξ(x − xk) (22)

に基づき pを推定することにある．ξ(x)には，有限

の投票数で滑らかな密度分布が得られるため正規分布

N(0, σ2)がよく用いられる．Parzen推定は，観測値

をアナログ的に投票する操作とも解釈できる．以上を

まとめると，投票法は

Qtl(α, β, γ) =
1

M

∑
n

∑
m

(23)

N(αn,m, σ2
α)N(βn,m, σ2

β)Φ(γn,m)

と表される．M は Γ内のサンプル数，σ2
α, σ2

β , σ2
γ は

Parzenの窓関数の広がりを決める分散値，Φ(γn,m)

は多重投票を示す多峰的な Parzen窓関数

Φ(γn,m) ≡ (

K∑
k=1

1

k
)−1

K∑
k=1

1

k
N(

γm,n

k
, σ2

γ). (24)

である．分散値 σ2
α, σ2

β , σ2
γ は，大きすぎると異なる成

分が分離せず，小さ過ぎると同一成分が融合しない．

次節の実験では，いくつかのサンプルから 1フレー

ム (6.4ms)内の楽音・音声の標準的な分散を求め，こ

れらと同一な値に設定した．

4. 5 ストリームパラメータの推定

投票分布 Qtl(α, β, γ)は，一般に多峰的で連続な確

5



電子情報通信学会論文誌 ’99/x Vol. J82–D–II No. x

表 1 実験パラメータ．
Table 1 Experimental parameters.

記号 数値
サンプリング周期 ∆T 0.1ms

帯域幅 ∆ 1/8oct

サブバンド間隔 ∆ω 1/24oct

投票周波数範囲 [ωL, ωH ] [70Hz, 4kHz]

投票時間幅 T 3.2ms

投票分散 σα 20s−1

σβ 0.4oct/s

σγ 0.05oct

投票高調波数 K 6

α 上下限 α [-150s−1, 150s−1]

β 上下限 β [-3oct/s, 3oct/s]

γ 上下限 γ [60Hz, 600Hz]

率密度関数となる．例えばサブバンドの瞬時周波数，

周波数変化率，振幅変化率が全く無関係の場合には

非常にブロードな分布をなし，逆に高調波／ AM／

FMに共有関係がある場合には，いくつかの集中した

ピークをなす分布となる．その極大点はストリームを

代表する基本周波数，AM，FMとして可能性の高い

候補であり，最大点は，事後確率密度最大の意味で最

もよく時刻 tl 近傍のストリームを代表する推定値と

なる．ここでは，次の 2つの原理によりストリームパ

ラメータ推定を行う．

推定法 1: 最適ストリーム追跡

各時刻の投票分布の最大点を追跡する．すなわち

(α̂l, β̂l, γ̂l) = {(α, β, γ)|Qtl(α, β, γ) → max.}(25)

推定法 2: 連続ストリーム追跡

時刻 tl の投票分布の極大点のうち，tl−1 で追跡した

極大点に最も近い極大点を追跡する．初期値は上位シ

ステムから与えるものとする．

(α̂l, β̂l, γ̂l) = {(αi
l , β

i
l , γ

i
l )| (26)

|(αi
l , β

i
l , γ

i
l ) − (α̂l−1, β̂l−1, γ̂l−1)|2 → min.}

ただし，

(α̂i
l, β̂

i
l , γ̂

i
l ) = {(α, β, γ)|Qtl(α, β, γ) → local max.}

5. 実 験

実験に用いたパラメータは，表 1の通りである．

5. 1 2つのストリームを有する合成音

まず，本手法の基本性能を確認するため，周波数下

降する 7 成分音 (ストリーム 1)と周波数上昇する 4

表 2 合成音のパラメータ．
Table 2 Parameters of the synthesized sound.

Stream 1 Stream 2

基本周波数 [Hz] (始) 220 (0.0s) 150 (0.25s)

(終) 188 (0.8s) 196 (0.65s)

周波数変化率 [s−1] (max) -0.18 (0.0s) 0.79 (0.25s)

(min) -0.21 (0.8s) 0.60 (0.65s)

振幅変化率 [s−1] (max) 6.35 (0.21s) 8.37 (0.52s)

(min) -6.35 (0.15s) -8.37 (0.39s)

括弧内は開始／終了または最大／最小となる時刻．
振幅変化率は立ち上がり／立ち下がり部を除く．

成分音 (ストリーム 2)を計算機で加算合成した音に

ついて実験を行った．合成音のパラメータを表 2に示

す．周波数は開始から終了まで線形に変化し，振幅は

立ち上がりと立ち下がり部を除き，それぞれ，

a(t) = 0.9 + 0.1 cos(2πft) f = 9.1Hz

a(t) = 0.75 + 0.25 cos(2πft) f = 2.5Hz (27)

に従う．原波形とウェーブレット変換によるサブバン

ド波形を図 5に示す．一部の重なりを除いて，混合

音がほぼ単一周波数成分に分解されていることがわ

かる．

式 (23)に基づく投票結果を，図 6，図 7に示す．そ

れぞれのストリームの基本周波数／周波数変化率／振

幅変化率に対応する位置の 2つの強いピークと，瞬

時周波数の整数倍と整数分の 1の位置に現れるいく

つかの弱いピークに分布していることが確認できる．

式 (25)に基づくストリームパラメータの最適追跡

を，図 8に示す．0～0.3秒の 1ストリーム区間では，

そのストリームの基本周波数，周波数変化率，振幅変

化率を追跡している．2ストリーム区間 (0.2～0.6秒)

では，二つのストリームのどちらかを，交互にトレー

スしている．これは，図 6に示されるように投票分布

には 2つの大きなピークが生じ，各時刻ではどちら

が最大となるかが不確定であることによる．

式 (26)に基づくストリームパラメータの連続追跡

を，図 9に示す．初期値は，最初に有意に発生した最

大点とした．こちらは 2 ストリーム区間でも他方に

ジャンプすることなく，連続して単一ストリーム（周

波数下降するストリーム）を追跡していることがわ

かる．他方のストリームに対応するよう，初期値を変

えた結果を図 10に示す．これは周波数上昇するスト

リームを追跡している．

表 3に，立ち上がり部と立ち下がり部を除いた安定

部についての，推定パラメータの理論値に対する平均

6
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表 3 ストリームパラメータの誤差．
Table 3 Errors in stream parameters.

Stream 1 Stream 2

基本周波数 0.19Hz 0.46Hz

周波数変化率 0.036s−1 0.13s−1

振幅変化率 1.52s−1 1.0s−1

0

W
av

ef
or

m

Time  (s)
0 0.2 0.4 0.6 0.8

(a)

Time  (ms)
0 400 800

4000

500

62

Fr
eq

ue
nc

y 
(H

z)

(b)

図 5 合成音: (a) 波形，(b) サブバンド波形．
Fig. 5 Synthesized sound: (a) Waveform, (b) sub-

band waveform.

周波数上昇する 7 成分音（ストリーム 1）と，周波数変化の
ある 4 成分音（ストリーム 2）を重ね合わせている．

誤差を示す．基本周波数はどちらも 1%以下の精度で

求まっている．周波数変化率と振幅変化率は 20%近

くの誤差を含むが，これは主として投票空間のメッ

シュの粗さ (それぞれ表 1の区間を 32分割)に起因す

るため，改善の余地がある．

5. 2 2音声の混合音

2音声の混合音に対する実験結果を図 11から 13に

示す．音声は女性話者の単語 ‘realize’と男性話者の

‘weekday’であり，計算機上で加算合成した．図 11

に示される波形とサブバンド瞬時振幅で，0.05 秒付

近から始まる成分が ‘realize’であり，0.2秒付近から

加わってくる成分が ‘weekday’である．‘realize’をシ

グナルとした S/N比は 2.7dBである．

式 (26)に基づく連続追跡の結果を図 12および 13

に示す．初期値は恣意的に与えた．図 11の基本周波

数と比較することで，それぞれ ‘realize’と ‘weekday’

を追跡していることが確認できる．比較のため，混合

前の各単独音声について，同じアルゴリズムを適用し

た結果を点線で示す．‘weekday’の振幅変化率に若干
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図 6 投票分布 Qt(α, β, γ) (t = 0.35s, 0.36s, 0.37s)．
Fig. 6 Voted distribution.

三次元の分布から 1 軸を積分して平面に射影したものを濃淡
表示した．従って横 1 列は一つの分布の射影である．α-β 平
面でみると分布は 2 つのまとまりをなしている．周波数変化
率 β ≈ −0.2 のまとまりと β ≈ 0.7 のまとまりで，それぞ
れ 7 成分音と 4 成分音に対応している．α-γ 平面や β-γ 平
面では高調波やその 1/n の周波数に小さなまとまりが多数存
在するが，強いピークは γ ≈ 210Hz と γ ≈ 120Hz の 2 つ
であり，それぞれ 7 成分音と 4 成分音に対応している．
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図 7 投票分布 Qt(α, β, γ)

Fig. 7 Voted distribution: projection to (a) γ axis,

(b) β axis, (c) α axis.

三次元の分布の 2 軸を積分し各軸に射影して，それを時間方
向に並べた分布（同一時刻の縦断面がひとつの分布を成す）．

のずれが見られるものの，音声パラメータの分離はほ

ぼ正しく行われている．
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図 8 ストリームパラメータの最適追跡 (a) 瞬時周波数 (γ̂)，
(b) 周波数変化率 (β̂)，(c) 振幅変化率 (α̂)．

Fig. 8 Traces of stream parameters. (a) IF, (b) FCR,

(c) ACR.

投票分布 (図 6,7) の最大ピークをトレースしたもので，各時
刻において入力音の中で最もストリームを代表する可能性の
高いパラメータである．
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図 9 ストリームパラメータの連続追跡 (a) 瞬時周波数 (γ)，
(b) 周波数変化率 (β)，(c) 振幅変化率 (α)．

Fig. 9 Traces of stream parameters. (a) IF, (b) FCR,

(c) ACR.

図 6,7 に示したストリームの極大のうち，前時刻の追跡値と
近いピークを追跡したもの．近接性の原理が導入され，スト
リーム間のジャンプが回避されている．

6. 考察および結論

ウェーブレット変換の特長は，対数線形な周波数構

造にある．これは基本周波数の変化を高調波の一様

なシフトに変換するため，Lagrange型の変化率で必

要とするストリームの移動速度が対数周波数変化率 β

と一致する点で利用される．

しかしながら，時間周波数分解能に関しては一定の
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図 10 ストリームパラメータの連続追跡 (a) 瞬時周波数 (γ)，
(b) 周波数変化率 (β)，(c) 振幅変化率 (α)．

Fig. 10 Traces of stream parameters. (a) IF, (b)

FCR, (c) ACR.

図 9 とは初期値を変えて追跡したもの．周波数上昇するスト
リームを追跡している．
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図 11 混合音声 (a) 波形, (b) サブバンドの瞬時振幅．
Fig. 11 Mixture of two voices: (a) waveform, (b) sub-

bband instantaneous amplitude.

妥協を必要とする．Gabor関数の分解能（両側半値幅）

は，時間分解能 Tw = 2/∆，周波数分解能 Fw = 2∆

である．1/8octフィルタ (∆ = 1/16Ωc)では，中心

周波数 500Hzに対し Fw = 62.5Hz，Tw = 64msと

なり，この付近では楽音・音声の高調波や時間変化を

よく分解できる．その一方で，高周波上限 ωH=4kHz

では Fw = 500Hzであり，基本周波数の低い音は同じ

帯域に複数の高調波が通過するため，瞬時特徴量には

恒常的にビートが生じる．逆に周波数下限 ωL=70Hz

では Tw � 460msであり，もはや式 (5) 仮定が成立

せず，式 (4)の積分で高次項が無視できなくなる．こ
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図 12 ストリームパラメータの連続追跡 1 (a) 瞬時周波数
(γ)，(b) 周波数変化率 (β)，(c) 振幅変化率 (α)．

Fig. 12 Traces of stream parameters 1. (a) IF, (b)

FCR, (c) ACR.

比較のため，単独音声 (‘realize’)に対して本手法を適用し最
適推定したパラメータを点線で示した．混合音からの推定が
単独音での推定とほぼ等しいことから，音声パラメータの分
離抽出が正しく行われていることが確認できる．
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図 13 ストリームパラメータの連続追跡 2 (a) 瞬時周波数
(γ)，(b) 周波数変化率 (β)，(c) 振幅変化率 (α)．

Fig. 13 Traces of stream parameters 2. (a) IF, (b)

FCR, (c) ACR.

比較のため，単独音声 (‘weekday’)に対して本手法を適用し
最適推定したパラメータを点線で示した．振幅変化率に若干
のずれは見られるものの，こちらも音声パラメータの推定は
ほぼ正しく行なわれている．

のとき瞬時周波数と高調波周波数の関係は，単純に

は記述されない．従って低基本周波数で広帯域なスト

リームに関しては注意する必要がある．ただしこのよ

うな場合でも，投票法は，誤った瞬時特徴量を投票空

間に分散して投じるため，信頼のおける成分だけがま

とまりを形成し，安定な方向へ作用する．

また，実時間実現を考える際のインパルス応答の遅

延時間は，投票に必要な最低周波数帯の時間空間で

の片側半値幅W = ∆/ωL で決まり，70Hzに対して

は約 230msとなる．これは ωL の逆数に比例するた

め，より高速な応答時間が要請される場合には，対象

のピッチ範囲を限定することで遅れ時間を短縮するこ

とは可能である．

パラメータ推定には，最適追跡と連続追跡の 2つ

を提案した．最適追跡は，事後確率密度 p(x|Y )を最

大にする意味で最適性を有するが，時間軸に関しては

各フレームで独立な推定量となるため，一つの音声を

時間的に追跡する用途には向かない．Bregman [2]の

述べる selective attention – ストリームに選択的に注

意を向けること – をしていない状態と対応する．一

方連続追跡は，隣接フレーム間のピークの近接性を

利用して追跡するもので，selective attentionを実現

し，音声の特徴の分離抽出を可能にする．

しかしながら，これには規則記述的なアプローチが

必要であり，初期値の選択／ピークの発生・消滅／雑

音的なピークなど，多様な条件への対応を考えると，

この方向への発展は恣意的な規則の増大を招く．

3.3節に述べたように，投票操作は，高調波の近接

などの例外条件に対して比較的安定に作用するが，ほ

とんどの高調波が同時に交差する瞬間などには，前後

とは大きく異なる分布を形成する場合がある．いわば

分布自体が例外となるわけで，もはやそこから得られ

る情報に意味はなく，規則記述的手法ではむしろ誤っ

た追跡に陥る可能性すらある．このため，前後関係か

ら分布自体を合理的に接続する系統だった方法論が

必要となる．望ましいアプローチは，時変的な確率密

度分布系列に対する最適な時間統合法の導入である．

この問題点については，継続する論文 [21]で一つの

解決法を与える．
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