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1 まえがき 
スネアドラムはパーカッシブな非定常成分

以外に，音程感のある定常的な成分を含み，

他の楽器と不協和音になることがある。定常

成分の除去には一般的にフィルタが用いられ

るが，適切なフィルタを選択しないと位相ず

れやプリリンギングの原因となる。また，予

め除去したい成分の周波数を知る必要がある。

本研究では，フィルタを用いずに経験的モー

ド分解を用いた手法を提案し，これらの問題

を発生させない定常成分除去を実現した。 

2 経験的モード分解 
 経験的モード分解（EMD: Empirical Mode 

Decomposition）は 1998 年に Huang らによっ

て提案された基底分解手法であり，任意の信

号を AM-FM 変調された正弦波である固有モ

ード関数（IMF: Intrinsic Mode Function）に適

応的に分解する[1]。理想的な IMF は単一成分

であり，ヒルベルト変換を用いて妥当な瞬時

周波数を算出することができる。EMD のアル

ゴリズムを以下に示す。 

 1. 入力信号 x0 (t)の全ての極値を検出する。 

 2. 極大点と極小点をそれぞれ補間し，上側

包絡線 emax(t)と下側包絡線 emin(t)を得る。 

 3. 上側包絡線と下側包絡線の局所平均 

m(t) = ( emin(t) + emax(t) ) / 2 を算出する。 

 4. 入力と局所平均の差分 y(t) = x(t) - m(t) 

を入力とみなして 1～4 を繰り返す。 

 5. 局所平均の標準偏差が閾値以下になった

時点で，y(t) を IMF とみなし，ループを

終了する。 

 6. 入力信号と IMF の残差 x1(t) = x0(t) - y(t)を

新たな入力信号として 1～6 を繰り返す。 

 7. 全ての IMF を抽出したら（xn(t)の極値が

1 つになったら）終了する。 

2.1 正弦波マスキング信号を用いた EMD 

 EMD の利用を困難にする一要因として，単

一の IMF に複数の成分が混入するモードミ

キシング問題が知られている。これを解決す

る手法として，白色雑音をマスキング信号に

用いた Ensemble EMD（EEMD）が提案されて

いる[2]。本研究では，白色雑音の代わりに，

正相と逆相の正弦波対をマスキング信号に用

いることで，モードミキシングを改善する。

正弦波の周波数は，何も加えずに抽出した

IMF の瞬時振幅と瞬時周波数を用いた重み付

き平均により，その都度算出される。加えた

マスキング信号は，得られた 2 種類の IMF の

平均を取ることによって，逆相であるために

打ち消される[3]。 

3 スネアドラム音の定常成分除去 

3.1 提案手法 

 提案手法のアルゴリズムを以下に示す。 

 1. 入力信号から指定長のデータを切り出す。 

 2. 正弦波対をマスキング信号に用いた

EMD により IMF を抽出する。 

 3. 各 IMFについて低域を除去し実効値で正

規化したスペクトルを求め，そのピーク

値が閾値以上のものがあれば入力信号か

ら減算する。 

今回は，約 0.025 秒ずつオーバーラップさせ

ながら切り出した約0.05秒の信号ごとに処理

を行い，IMF を減算する際には IMF に三角窓

を乗算した。 

 図－1 に提案手法を施した波形，図－2 に抽

出された定常的成分，図－3 にスペクトルを

示す。元信号はスネアドラムのトップマイク

で収録されたポップス曲の冒頭 2.5 秒分のデ

ータであり，スネアドラムの他にハイハット

とバスドラムがわずかに混入している。全て

の図において，元信号を青，処理後の信号を

赤，元信号と処理後の信号の差分を緑で表し

ている。図－1 と図－2 より，本手法で処理を

行ってもスネアドラム音の立ち上がりは完全

に保存されていることがわかる。また，図－3

からは，微量な定常的成分とその非整数次倍

音が，周波数を予め指定せずに除去されてい

ることが確認できる。 
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 図－4 に線形位相フィルタよって定常的な

成分を除去した波形を示す。スネアドラムの 

ようにパルス的性質の強い音源に対しては，

フィルタのインパルス応答の影響を無視でき

ず，図－4 のようにその影響が波形に現れる

ことがある。それに対して，提案手法は IMF

を時間領域で減算する処理であるので，その

ような影響が波形に現れることはない。 

3.2 本手法の特徴 

・ フィルタのインパルス応答の影響を与え

ずに，定常的成分を除去することができる。 

・ 図－3 に示されているようなピーク周波数

を検出するのが困難な微量の定常的成分

であっても，適応的に除去できる。 

・ 目的の定常的成分のみならず，その非整数

次倍音まで含めて除去することができる。 

・ EMD は適応的な基底分解手法なので予め

定常的成分の周波数を与える必要がなく，

時刻により周波数が変動する定常的成分

も除去できる。 

4 むすび 
 本研究では，経験的モード分解を用いるこ

とで，時間特性に影響を与えずにスネアドラ

ム音の定常的成分を除去することを試みた。

その結果，事前に定常的成分の周波数を与え

ることなく，適応的に定常的成分を除去でき

ることが確認された。 

 今後は，スネアドラム以外に時間特性が重

要な信号への応用や，一般的な信号の定常，

非定常成分の分離への応用を目指す。 

 

参考文献 

[1] N. E. Huang et al., "The empirical mode 

decomposition and the Hilbert spectrum for 

nonlinear and non-stationary time series 

analysis," Proc. R. Soc. London A, vol. 454, 

pp.903–995, 1998. 

[2] Z. Wu, N. E. Huang, "Ensemble empirical 

mode decomposition: A noise-assisted data 

analysis method," Advances in Adaptive 

Data Analysis, Vol.1, pp.1–41, 2009. 

[3] R. Deering, J. F. Kaiser, "The use of a 

masking signal to improve empirical mode 

decomposition," Proc. ICASSP, pp.485–488, 

2005. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5
Time [s]

0 500 1000 1500 2000 2500
-25

-20

-15

-10

-5

0

Frequency [Hz]

Le
ve

l [
dB

]

図－1 提案手法によって得られた波形 図－3 元信号と抽出成分のスペクトル 
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図－2 抽出された定常的成分 図－4 線形位相フィルタによる定常成分の除去

青：元信号 

赤：処理後 

緑：抽出成分
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