
高速1bit 信号の高能率符号化への
一般化調和解析の導入

Introduction of generalized harmonic analysis
to high efficiency high speed 1bit coding

及川靖広*  山崎芳男*  天田 武**
Yasuhiro OIKAWA*, Yoshio YAMASAKI* and Takeshi AMADA

*早大理工  **千葉工大
*Waseda University  **Chiba Institute of Technology

図－1: 1bit信号のスペクトル（一般化調和解析） 図－2: 1bit信号のスペクトル（FFT）

1. はじめに
　一般化調和解析は，周波数成分を一本づつ抽出していく
という信号処理の原点に立ち戻った解析方法である。
　東山，平田らはウィナーにより提案された一般化調和解
析  を用いピアノ音等の波形分析を行なった  。また，有
村らは高速1bit信号の量子化雑音の解析に一般化調和解
析を導入しその有用性を示した  。さらに，唐川らは1bit
信号の高能率符号化に一般化調和解析を導入した  。
　本稿では，マスキングや臨界帯域等の聴覚特性を考慮し
不等長符号化を導入した高速1bit信号の高能率符号化に
ついて報告する。また，一般化調和解析による解析結果で
は，周波数，振幅位相の3つの値が得られるが，解析後に
さらに振幅，位相を選び直すことにより精度の向上が期待
できる。振幅，位相の選択の手法，本手法により処理をおこ
なった場合と行なわなかった場合の比較等についても報告
する。
2. 一般化調和解析とその最適化
　FFTでは，信号が観測区間外では観測波形が周期的に繰
り返されることを仮定しているため，解析結果は窓の影響
を受ける。ウィナー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が最小となる純音を逐次抽出し，残
差成分に対して同様の処理を行なうことにより解析を行な
う。したがって，FFTとは異なり窓の影響を受けずに任意
の周波数成分について解析を行なうことが可能である等の
特徴がある。
　高速1bit信号を一般化調和解析により解析した結果を
図－1に，FFTにより解析した結果を図－2に示す。

　いずれの場合も量子化雑音が高域に押し上げられている
のがわかる。また，FFTによる解析では，周波数成分は等間
隔にしか出てこないが，一般化調和解析ではそのようなこ
とはない。したがって，量子化雑音の分布がかならずしも
均一でない様子も確かめられる。
　一般化調和解析は周波数分析の一つの手法であり，その
解析結果では周波数，振幅，位相の3つの値が得られる。一
般化調和解析により得られた周波数はそのまま用い，振幅，
位相を最小2乗近似の意味で最適なもの選び直す。これを
最適化と呼ぶことにする。最適化の手法は以下のとおりで
ある。
　一般化調和解析により   成分を抜き出した時，原信号
     は

(1)

と近似することができる。ただし，        である。離
散信号に対しては
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となる。ここで，           は信号の解析点数である。
       のすべての   について行列を用いてまとめて表
すと
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となる。ここで
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図－3: 原音

図－4: 再合成（各区間100成分）

図－5: 再合成（振幅，位相の最適化）
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ことにより，80kbit/s程度の伝送速度で聴感上必要十分な
符号化が可能であることが確認された。
　今後，位相情報の処理の最適化，窓幅の適応化等につい
て検討を加えていく。

(4)

である。
　                   を未知数として最小2乗近
似解を求めることにより解析結果の最適化を行なうことが
可能である。
3. 高能率符号化
　人間の聴覚特性には，ある音の存在により最小可聴値の
レベルが上昇するマスキング効果や臨界帯域がある。マス
キング効果により聞こえなくなった成分を取り除き，聴感
上必要十分な成分のみを符号化することにより伝送速度を
減らすことが可能である。
　また，一般化調和解析で細かく特定された周波数成分を
伝送するため，語長が長くならざるをえない。一方，人間
の周波数弁別には限界があり，必ずしも一般化調和解析で
得られた周波数を伝送する必要はない。そこで，人間には
わからない範囲である決められた周波数にまるめることに
より，伝送速度の削減が期待できる。
　符号化の手続きとしては，まず一般化調和解析により主
成分を抽出する。その結果に聴覚特性を考慮することによ
り，聴感上必要十分な成分を選ぶ。さらに，人間の周波数弁
別闘を考慮し，周波数のまるめをおこなう。最後に，振幅と
位相を選び直す。
4. 音響信号への適用
　解析はバイオリン演奏信号を約10msごとに切り出し一
般化調和解析を行った。図－3に原波形を示す。図－4に
一般化調和解析により各区間について100成分抽出し再
合成した波形を示す。伝送速度は約450kbit/sである。
　また，図－5に聴覚特性（マスキング，周波数弁別闘）を
考慮し聴感上必要十分な成分を抽出し，さらに振幅，位相を
選び直し再合成した波形を示す。
　聴感特性を考慮することにより，選ばれる成分数は区間
により異なるが平均23成分となった。このとき伝送速度
は約103kbit/8である。
　周波数のまるめについては，1セント～10セントの範囲
のまるめを試みたところ，3セント程度の間隔で決められた
周波数にまるめた場合まで違和感のない伝送が可能であっ
た。このとき伝送速度は約85kbit/sとなる。
5. むすび
　今回，高速1bit信号の解析に一般化調和解析を導入し，
一般化調和解析による高速1bit信号の高能率符号化につ
いて検討を加えた。その結果人間の聴覚特性を考慮する
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