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要　旨

　正確な周波数解析が可能であるという一般化調和

解析の利点に着目し，マスキング等の聴覚特性を考

慮した高能率符号化に一般化調和解析を適用した。

音源信号を矩形窓で切り出し各窓ごとに一般化調和

解析を行ない，その結果をもとにマスキング効果，

臨界帯域等の聴覚特性をあてはめ聴感上必要十分な

数の主成分を抽出する。さらに，人間の周波数弁別

閾を考慮し周波数のまるめを行い，伝送する周波数，

振幅，位相を得る。また，一般化調和解析では周波

数，振幅，位相の3つの値が求められる。周波数は

求めたものを用い振幅，位相を選び直すことにより

一般化調和解析による解析結果の最適化が可能であ

り，より精度の高い解析，符号化が可能である。

　本方式により約　　　　から　　　　 程度の伝送

速度でさまぎまな種類の音源について符号化を行な

うことができた。

１．まえがき

　信号の伝送を行なう上で重要な要素は伝送する信

号の情報量である。現在高能率符号化の手法として

MPEG，MDなどが広く用いられているが，通常

MPEGなどの高能率符号化では，標本化周波数が32

       ,量子化ビット数が　　　　 のディジタル

データが音源として用いられている　　。しかし，

この現行の標本化周波数および量子化ビット数が必

ずしも人間の聴覚特性に馴染むものではない。また，

高能率符号化の音源というものを考えた場合，さま

ぎまな品質の符号化に対応できるという点でも高速

1bit信号は通常のマルチビット信号より適している

と考えられる。本研究では，高速1bit信号を音源と�������� 	
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した高能率符号化を提案する。

　また，一般に周波数解析にはFFTが用いられてい

るが，窓の影響を受け，適切に用いないと偽の周波

数成分を得ることがある。これは窓を周期とする周

期的な信号として解析するからである。一方，N．

Wienerにより提案された一般化調和解析は周波数成

分を逐次求めていくという単純明快な解析手法であ

る　。具体的には，着目する窓内で残差のエネルギ

ーを最小とする正弦波を見つけだし，それを原信号

から引き算し，残差成分に対して計算し直すという

処理を踏んでいく。それゆえ，信号は窓の影響を受

けることなく解析される。工学院大学の東山，平田

らは非定常信号の解析にこの一蝦化調和解析を導入

した　。また，有村は高速1bit信号の量子化維音の

解析に一般化調和解析を導入した　。

　本論文では聴覚になじみ，正確な周波数解析が可

能であるという一般化調和解析の利点に着目し，マ

スキング等の聴覚持性を考慮した高能率符号化に一

般化調和解析を導入した　。また，一般化調和解析

では周波数，振幅，位相の3つの値が求められが，

周波数は求めたものを用い振幅，位相を選び直すこ

とにより一般化調和解析による解析結果の最適化が

可能である　。この手法を用いることにより周波数

のまるめを行った場合でも波形ひずみのすくない符

号化を実現することができた。

2．一般化調和解析

2.1　解析方法

　一般化調和解析は1958年にN．Wienerにより提案

された周波数解析手法の一つである。最近では，東

山，平田らがこの手法をピアノの音や人の歌声など

の非定常信号の解析に導入した。

　通常，高能率符号化を目的とした周波数解析には

FFTやDCTが用いられる。しかし，窓の影響を受け

非周期的信号の解析には適していない。一方，一般

化調和解析はいわば信号処理の原点に立ち戻った解

析手法であり，一本ずつ正弦波を抽出していくこと

により解析を行なう。以下のように処理は行なわれ

る。

　はじめに，原信号から一つの正弦波を抜くことに

より残差成分

を求める。ここで

であり，　　 は区間　　 で与えられた原信号である。

　次に残差成分のエネルギー

を求める。

　すべての正弦波に対して同様の操作を繰り返し，

残差成分のエネルギー　　 が最小となる正弦波を見

つけだし，それを第一周波数成分とする。

　原信号　　 の代わりに残差信号

を用いることにより，第二周波数成分を抽出する。

　このようにして，十分残差が小さくなるまでN成

分を抽出した時，

となる。ただし，　　　  である。パワースペクト

ルは

となる。

2.2　一般化調和解析の最適化

　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。一椴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
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意味で最適なものを選び直すこ

とが可能である。

2.3　音響信号への適用

　実際の音響信号を一般化調和

解析により解析し，その結果に

対し振幅，位相の選び直しを行

い，解析結果の最適化を行なっ

た。

　図1に一般化調和解析を行な

った際の残差成分の減少の様子

と最適化を行なった際の残差成

分の減少の様子を示す。実線は

最適化を行なわなかった場合で

あり，破線は最適化を行なった

場合である。

　本数が少ないうちは最適化の

自由度が少ないので，最適化を

行なわなかった場合も行なった

場合も差が見られない。しかし，

抽出本数が多くなるにつれその

効果が現れてくるのがわかる。

図1の場合，残差成分が－25dB

になるのに最適化を行なわなかった場合は60本抽出

したのに対し，最適化を行なった場合は55本の周波

数成分の抽出となった。

　また，同数の成分の場合で比べると，最適化を行

なうことにより残差成分を1～2dB程度減らすことが

可能であることが確かめられた。

　実際に一般化調和解析により分析，再合成を行な

つた波形，および最適化を行ない再合成した波形を

示す。図2(a)に原波形を示す。図2(b)に一般化調和

解析により100成分抽出し再合成した波形，図2(c)に

その際の残差成分を示す。また，図2(d)に一般化調

和解析により100成分抽出し最適化を行なった後再

合成した波形，図2(e)にその際の残差成分を示す。

最適化により残差成分が減少しているのがわかる。

3．高能率符号化

3．1マスキング，臨界帯域の考慮

　以下のような手順によりマスキング効果，臨界帯

域を考慮した高能率符号化を行なう。まず，音源信

図2
原音と再合成音との比較
および残差

図1　残差成分の減少の様子
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号を矩形窓で切りだし，各

窓ごとに一般化調和解析に

より解析し，信号の周波数

成分を求める。その結果を

もとにマスキング効果，臨

界帯域を考慮してマスキン

グ曲線を求め，それをあて

はめることにより聴感上必

要十分な数の周波数成分を

抽出する。

　音源信号は時々刻々変化

し，情報量も変化する。マ

スキングを考慮することに

より，情報量の多い区間に

は情報量の少ない区間より

多くのビットを割り当てる

ことが可能となり，区間毎

に伝送速度を変化させる不

等長符号化を実現する。

3.2　周波数弁別閾の考慮

　前節では一般化調和解析

を用いると正確な周波数解

析が可能であるという利点

に着目し，より正確なマス

キング曲線を求め，聴覚特

性を考慮した高能率符号化

を行なった。しかし，一般

化調和解析で求まる周波数

成分が正確であるがゆえ

それを表すに必要な語長が長くなってしまうという

問題点も持っている。本節では，周波数弁別閾を考

慮し符号化を行なうことによりその点を解決する。

　人間の聴覚には限界があり，多少周波数が変化し

ても音が変わったと感じないことがある。この人間

の周波数の弁別能を巧みに利用することにより，周

波数を表す語長を減らすことが可能である。つまり，

一般化調和解析により得られた周波数を，人間にわ

からない範囲である決められた周波数にまるめてし

まうことにより，周波数成分を伝送する際の語長を

短くしようというものである。

3.3　振幅，位相の最適化

　人間の周波数弁別閾を巧みに利用することによ

り，高能率符号化を行うが，周波数のまるめ幅を大

きくするにしたがい，再合成した波形ひずみが増し

図3(1)
ヴァイオリンを信号源とし
て処理した例
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音は原音との違いのない音に復元できた。それぞれ

の窓で100本の周波数域分を抽出し1成分　  で表現

した場合，伝送速度は約480kbit/sとなる。

　図3(d)に聴覚得性を考慮した場合の再合成信号，

図3(e)にその際の残差信号を示す。抽出周波数本数

は分析区間により違いはあるが，一区間あたり平均

23本，伝送速度は約110kbit/sと減り，聴感上違和感

のない音の復元が可能となった。聴覚特性を考慮す

ることで周波数成分数が大幅に減り，伝送容量を節

約することが可能となった。また，図4(a)に一般化

調和解析による解析結果，図4(b)に聴覚特性を考慮

した場合のスペクトルを示す。

　図3(f)，図3(g)に2セント間隔で決められた周波数

にまるめた場合の再合成した波形および残差波形を

示す。これは，マスキングを考慮し高能率符号化を

行なったものに対して処理を行なった。2～3セント

でまるめても，聴感上まったく問題がない結果とな

った。

　周波数のまるめを行わなかった結果および2セ

ントで周波数をまめた結果に対し振幅・位相の最適

化を行なった結果を図3(h)～図3(k)に示す。最適化

を行わなかった場合と比べ，残差成分が減っており

残差成分が大きくなってしまったり，各窓でのつな

ぎ目で不連続となり，音の劣化が生じる可能性があ

る。周波数をまるめた結果に対し振幅・位相の選び

直しを行なうことによりこれを解決する。

3.4　処理例

　原音には無響室で録音し

たヴァイオリン音を用いた。

ヴァイオリン音は矩形窓に

より約10msの短時間に切り

出した。図3(a)に原音信号を

示す。図3(b)に再合成した信

号，図3(c)にはその際の残差

信号を示す。再合成信号は

一般化調和解析によりそれ

ぞれの窓で抽出された100本

の周波数成分を合成したも

のである。原液形とほとん

ど同じ波形となっている。

また，聴感上，再合成された

bit48

図4　スペクトラム比較

図3（2）　ヴァイオリンを信号源として処理した例



JAS journal  JANUARY  2000 No.1

処理音も各窓での不連続感がなくなった。

3.5　評価

　本符号化方式について品質の客観評価を行った。

評価指標としては，波形ひずみについて着目した

SNRを

により計算した。　　は符号化の入力値，　　 は符

号化の出力値とする。　はサンプル数であり信号全

体を対象として計算を行う。各符号化方式でのSNR

を表1に示す。

4．むすび

　一般化調和解析を用いた高速1bit信号の高能率符

号化について検討を加えた。持に，マスキングを考

慮した高能率符号化，周波数弁別　を考慮した高能

率符号化，高能率符号化への一般化調和解析の最適

化の導入等について検討を加えた。

　マスキング，臨界帯域を考慮した高能率符号化に

ついては，不等長符号化が可能となり約80kbit/sか

ら120kbit/s程度の伝送速度でさまぎまな種類の音源

について符号化を行なうことができた。

　周波数弁別　を利用した高能率符号化の可能性に

ついても検討を加えた。その結果，さらに10kbit/s

程度伝送容量を節約することが可能であることが確

かめられた。

　一般化調和解析による解析結果の最適化について

は，最適化を行なうことにより行なわなかった場合

の伝送速度より一割程度少ない伝送速度で同質の符

号化が可能であった。さらに，周波数弁別　を利用

し周波数をまるめた結果に対し本手法を適用するこ

とにより，波形ひずみを減らすことが可能であり，

聴感的にも音質を改善することが可能であった。
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符号化方式      SNR[dB]

GHA(100 成分)

GHA(マスキング，臨界帯域)

GHA(マスキング，臨界帯域，最適化)

GHA(マスキング，臨界帯域，周波数まるめ)

GHA(マスキング，臨界帯域，周波数まるめ，最適化)

MPEG-1 Audio Layer-3(128kbit/s)

MD

(GHA：一般化調和解析)

36.4

21.5

21.8

13.4

18.2

30.7

6.3

表1　各符号化方式の　　
iSNR
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