
の重複が生じ高速化されるという正にコロンブス
の卵的発想である。城戸らは3を基としたFFT
を提案しているが  一般には最も小さい素数2の
べき乗が分析窓幅として広く使われている。分析
窓を   としたときフーリエ変換には   の乗算
回数が必要であるが，FFTでは         回に
減る。例えば1,024点のフーリエ変換では乗算回
数は従来の方法では約104万回行わなければなら
ないがFFTでは約2万回に，4,096点の場合に
は実に約1,677万回の乗算が約4万9千回に減る。
　FFTは電子計算機のソフトウェアとしてばか
りではなく専用ハードウェアとしても広く使われ
ている。
　しかし連続信号の短時間フーリエ変換STFT
はあくまでも分析窓幅を周期とする信号を解析し
ているということを常に念頭に置かなければなら
ない。すなわち連続信号を適当に切り出して
FFT分析すると，起点と終点を結ぶ周期関数と
見なされるので，切り出し窓幅が周期の整数倍で
ない限り不連続を生じ原信号にないスペクトルが
観測されてしまう。
　2.2　ウェーブレット変換とスカログラム
　ウェーブレット（Wavelet）変換

（3）

の2乗絶対値

（4）

をスカログラム（Scalogram）と呼ぶ。
  短時間フーリエ変換（STFT：Short Time
Fourier Transform）から求められるスペクトロ
グラム（Spectrogram）が定周波数バンド幅分
析であるのに対し，ウェーブレット変換によるス
カログラムはオクターブ分析のような定対数バン
ド幅分析である。
  2.3  ウィグナー分布
  ウィグナー分布は1932年，量子力学の分野で

日本音響学会誌53巻2号（1997），pp.147-153

小特集―音場・音響信号のモデルとその分析―

音響信号の時間周波数分析 *

山 崎 芳 男（早稲田大学理工学総合研究センター）**

1．まえがき

　一般に時間領域と周波数領域は直交している。
これは同じ信号が時間領域では    として，周
波数領域は      としてどちらの領域でも独立に
かつ正確に表現することが可能であることを示し
ている。そしてこの両者を結び付けているのがフ
ーリエ変換対である。
　音響はもちろん多くの分野にとってフーリエ解
析，調和解析はなくてはならない存在となってい
る。特に1965年 J.W.Cooley と J.W.Tukey が
フーリエ変換を高速化するFFTのアルゴリズム
を発表  したのを期にディジタル信号処理は飛躍
的に発展を遂げた。
　ところで人間の聴覚機能はバンドパスフィルタ
群で構成されている。本来直交関係にある時間領
域と周波数領域ではあるが，聴覚機構を考えると
10～100ms程度を分析単位とする時間周波数分
析がむしろ自然である。本稿では音響信号の時間
周波数分析について解説する。

2．時間周波数分析

  2.1  FFTと時間窓
  時間領域と周波数領域はよく知られているよう
に
  フーリエ変換

（1）

とフーリエ逆変換

（2）

とにより結びつけられている。
  FFTは離散化されたフーリエ変換において分
析対象を素数の積に設定することにより同じ計算

 * Time frequency analysis of acoustical signals.
** Yoshio Ymasaki (Advanced Reserch Center for
   Science and Engineering, Waseda University,
   Tokyo, 169)
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図-1  ウィグナー分布の平均化

E.Wignerにより紹介され  ，近年，電子計算機
の性能向上と共に過渡現象の解析にしばしば使わ
れるようになった。
　時間信号     の自己ウイグナー分布
は，

（5）
となる。ここで  は複素共役を示す。    が
     以外で0の時間信号であるとすれば，その
積分区間は        となる。ウィグナー分布は
時間と周波数の2次元関数であり，時間関数やそ
のフーリエ変換との関係が数学的にも明確である
のでたいへん扱い易い関数である。ウィグナー分
布を周波数軸方向に積分すると時間信号のインパ
ルス応答に，時間軸方向に積分するとパワースペ
クトルとなる。ウィグナー分布は周波数成分の時
間変化という人間の聴覚機構とよくなじむ分析手

法であるが，ウィグナー分布は周波数と時間とい
う本来直交関係にある2変数を使って一つの関数
で表しているのでクロス項が生じる。
　音場のように複雑は伝送系のウィグナー分布に
は多くのクロス項が現れる。平均化操作によって
クロス項を軽減することもできるが，クロス項を
音場の特徴をきわだたせる手段として積極的に利
用することも可能である。すなわち，音場がデッ
ドで単純な場合にはクロス項が少なく，逆に複雑
な場合にはクロス項も多くなり音場の特徴を助長
するので，可視化には有効な手段となるのではな
いかと考えたわけである  。
　図－1に時間幅1.5ms，周波数幅1～1/240oct．
で平均化を行い振幅の絶対値をデシベル表示した
コンサートホールのウィグナー分布を示す。
　2.4　累積（cumulative）スペクトル
　イギリスKEF社のFinchamらがスピーカシ
ステムの過渡特性を評価する時間周波数分析手法

ムジークフェラインザール フィルハーモニーホール（ミュンヘン）
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図-2  KEFの累積スペクトル処理例

図-3  一般化調和解析の手順

として提案した方法で  ，インパルス応答    か
ら立ち上がり累積スペクトル，

（6）

  立ち下がり累積スペクトル

（7）

として計算される。
　図－2にスピーカの立ち下がり累積スペクトル
処理例を示す。
  2.5　一般化調和解析（GHA）
　前述のようにフーリエ解析は，周期的で調和的
な信号に対する基礎理論でFFTなど広く利用さ
れているが，信号は観測時間外では観測時間内の
波形が周期的に繰り返されると仮定しているの
で，観測区間によって多数の異なった周波数分析
が抽出されるという欠点がある。
　一方，1958年にWienerの提案した一般化調
和解析は観測区間内で原波形から残差エネルギー
が最小となる正弦波を抽出し，残差成分に同様の
処理を繰り返すという単純明快な解析方法であ
る  。従って定常的でない僅かな周波数変動に対
しても正確な周波数成分の抽出が可能であり，観
測区間を越えて信号の予測が可能であるなどの特
徴がある。
　このような多くの特徴を持つ一般化調和解析で
はあるが，膨大な演算時間を必要とするので実用
の信号の分析に使われることはほとんどなかっ
た。平田らは  効率的な算出手法を提案し楽器音
の分析などを試みている。
　一般化調和解析は信号    を0～  間で観察
したとき：

（8）

のエネルギー

（9）

を最小とする純音の周波数        を決定す
る。
　次に残差

（10）
について同じを操作を繰り返し，順次周波数成分
を決定していく。図－3にバイオリン独奏を例に
一般化調和解析の手順を示す  。
　一般化調和解析は非調和周波数分析の分析が可
能であるという特長を持っている。
　パワースペクトル      は

　（11）
によって推定される。
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図-4  時間周波数分析の比較（東山らによる）

　図－4に東山らによる二つのチャープ（Chirp）
信号を（a）短時間フーリエ変換して得たスペクト
ログラム，（b）ウェーブレット分析したスペクト

図-5  ピアノ単音の一般化調和解析（平田，東山）
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図-6  一般化調和解析による高能率符号 図-7  周波数成分の時間変化

ログラム，（c）一般化調和解析した結果を示す。
　東山，平田らの行った一般化調和解析によるピ
アノ音の分析結果を図－5に示す。

  3．一般化調和解析による時間周波数分析
　   の応用

　3.1  聴覚特性を考慮した高速1bit信号の高能
　　　 率符号化
　著者らは高速1bit音響信号処理を提案し，最
も高能率符号化，時間軸圧伸・ピッチ変換等の信
号処理についても検討を加えてきた   。高速1
bit信号は量子化雑音が高域に集中するので一般
化調和解析では量子化雑音の成分が抽出されてし
まう。そこで，周波数成分を可聴領域に限定す
る。オーボエ演奏の信号を窓幅11msで一般化
調和解析を試みた。図－6（a）に示すように100成
分抽出し，それを合成すると聴感上，原音と違い
のない音が合成可能であった。
　聴覚特性にはマスキングや臨界帯域がある。次
に聴覚に着目し一般化調和解析により高速1bit
信号区間ごとにデータレートを変化させる不等長
符号化を検討した。分析区間により違いはあるも
のの図－6（b）に示す平均で約26本程度，伝送容

量的107kbit/sで聴感上原音と変わらない高能
率符号化が可能であることが確認された。
　3.2  時間軸圧伸・ピッチ変換
　一般化調和解析の主周波数成分の時間変化が正
確に抽出できる特長を生かして，時間軸圧伸・ピ
ッチ変換を紹介する  。
　時間軸圧伸・ピッチ変換は抽出された主周波数
成分の時間変化に基づいて，ピッチを変換するに
は振幅変化を保存したまま周波数のみ変換比率に
応じて変更する。

)),98
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図-8  ピアノ単音の時間軸・ピッチ変換処理

図-9  愛知芸術劇場のインパルス応答

図-10  愛知芸術劇場の時間周波数分析

　一方時間軸圧伸には周波数成分を保ったまま振
幅の時間変化を変換比率に応じて圧縮・伸張す
る。
　ピアノの音（基音880Hz）を処理した結果を
図－7に示す。（a）は原音の時間波形であり，（b）
はこの方法で周波数成分を30本抽出した算差で
ある。（c）は，抽出した主周波数成分（439，880，
2,659Hz）である。図－8の（a）は原波形，（b）は
主周波数成分30本を抜いた残差，（c）は主周波数
成分は抽出した時間変化に基づいて合成した波
形，（d）はピッチを1.5倍に上昇させた，（e）は

時間軸を1.5倍に伸張した波形である。
　3.3  室内音場解析への一般化調和解析の導入
　音場のインパルス応答を短い区間に分割し，区
間ごとに一般化調和解析することにより時間と共
に変動する周波数成分の分析を試みた  。
　図－9は愛知県芸術劇場において測定したイン
パルス応答である。分析はデータ点数1,024点
（標本化周波数48kHz）約21msの短区間に矩
形窓によってインパルス応答をそのまま切り出し
て一般化調和解析を行った。それぞれの区間にお

)11
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いて200本の周波数成分を抽出した結果を図－10
（a）に示す。
　同様にデータ点数1,024点の矩形窓によってイ
ンパルス応答を切り出し，FFTによって解析を
行った結果を図－10（b）に示す。周波数は対数軸
で表している。
　周波数分布の時間変化については，FFT，一
般化調和解析，いずれの場合も高域の周波数成分
は低域の周波数より早く減衰しているのが分か
る。FFTによる解析では解析する周波数は分析
窓幅により決定される。従って，解析結果は分析
点数で決まる周波数に現れ，周波数成分の変動等
の細かな分析を行うことが不可能である。一方，
一般化調和解析は短い観測区間を用いて微細な周
波数変動を検出可能であることから，モードの変
化の様子，音場の拡散性の様子を観測することに
適していると考えられる。

4．む　す　び

　以上音響信号の時間周波数分析について解説し
た。本来直交している時間，周波数領域での分析
であるから，それぞれの方法の前提条件や制約を
十分理解して使う必要がある。
　コンピュータの処理能力の飛躍的な向上により
Wienerが1950年代に提唱した調和解析の原点
とも言える一般化調和解析ですら，時間はかかる
もののパーソナルコンピュータで実行することが
可能となった。
　一般化調和解析は定常的でないわずかな周波数

変動に対しても正確な周波数成分の抽出が可能で
あり，観測区間を越えて信号の予測が可能である
などの特徴を持ち，人間の聴覚特性によくなじむ
時間周波数分析手法であり，音響信号処理への応
用が期待される。
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