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Fundamental frequency estimation and separation of noise and signal by generalized
harmonic analysis.

 There are some researches on separation of noise and signal.
 For example, separation of speech from noise by using linear prediction in frequency domain,
fundamental frequency estimation for nonstationary complex signals using Multi-windowed Short-time
Fourier Transforms and separation of noise and signal considering change of amplitude of frequency
 elements.
 In this research, using characteristics possible to analyze frequency exactly on generalized harmonic
analysis, estimate a fundamental frequency and extract harmonies tone. Using distortion signal of
record, we can confirm possibility of separation of noise and signal.
Yasuhiro Ouchi   , Yasuhiro Oikawa   , Yoshio Yamasaki

*1 Chiba Institute of Technology
*2 Advanced Research Institute for Science and Engineering, Waseda University

要旨

　本論文では一般化調和解析の高い周波数分解能を

用いて雑音を含む信号から所望の信号の基本周波数

を推定し倍音成分の抽出を行ない雑音と信号の分離

を行った。また，雑音のみの区間を推定するべく倍

音成分のエネルギーと原信号のエネルギーの比を求

めた。SN比が0dBの信号に対して本手法のシミュレ

ーションを行った結果SN比が4dBと改善された。さ

らに，劣化したレコードの音声信号と楽音信号の2

種類について同様の手法を行った。処理の結果，そ

れぞれの信号に対し倍音成分が抽出でき雑音と信号

の分離が確認できた。

１．まえがき

　本論文では高い周波数分解能をもつ一般化調和解

析を用いて雑音中の信号の基本周波数を推定し，推

定された基本周波数の倍音成分となる周波数成分を

抽出し雑音を抑圧する手法を提案する。また信号を

含まない雑音のみの区間を認識するべく信号のエネ

ルギーと抽出された倍音成分のエネルギーの比を求

めている。

　雑音とは振幅・位相・周波数などが統計的に不規

則に変動する音であるが，日常我々の身の回りに存

在する雑音は性質上さまぎまなものがあり，一般に

我々は性質は雑音でなくとも耳ざわりな信号であれ

ば雑音と呼んでいる。近年のディジタル信号処理理

論の発達に伴いさまざまな雑音抑圧の手法が提案さ

れている。従来の雑音抑圧として，蘆原，賀戸らによ

る周波数軸方向の線形予測を用いて周波数軸上でラ

ンダムな成分を除去する手法　，東山，福田らによる

Multi-Windowed STFTを用いた複合音の基本周波数

推定　，杉山らによる周波数成分の振幅の時間変化に

着目した雑音と信号の分離　がある。本論文における

雑音とは広帯域に周波数が存在する信号である。

　一般に周波数解析にはFFTが用いられており周波

数分解能は解析区間の窓幅に反比例するという特徴

をもつ。また，観測区間の窓幅を周期とする周期的

な信号として解析しているので偽の周波数成分を得

ることがある。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
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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。

また，音声や楽器音が常に周波数が時間とともに変

動しているので，本手法での基本周波数の推定を行

う際，細かな解析区間で周波数解析する必要がある。

したがって本論文では一般化調和解析を導入し基本

周波数の推定を行っている。

　過去の貴重なスピーチ，楽音等が収録された記録

媒体は経年による劣化は避けられない。レコードの

場合は傷の影響が信号にも現われ音質を低下させ

る。そのような信号の劣化を復元し明瞭なものにす

ることは非常に意味のあることである。本論文では，

サンプル音として古いレコードの再生時に生じる雑

音を抑圧する。また，信号として音声信号と楽音信

号を用いる。楽音信号に含まれる雑音は音声信号に

含まれる雑音に比べ小さいがパルス的な雑音が目立

つ信号である。

２．　一般化調和解析

　一般化調和解析は1933年にN.Wienerにより提案

されたものであり観測区間内において原信号から残

差信号のエネルギーが最小となる純音を逐次抽出し

ていくという単純明快な解析手法である。したがっ

て周期的とみなせない信号波形に対しても窓の影響

を受けずに正確な周波数成分を抽出することが可能

であり，観測区間を超えて信号の予測が可能である

などの特徴がある。また，高い周波数分解能を持つ

という特徴も持つ。

　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。また，

東山，平田らはこの一般化調和解析を楽器音の分析

などに導入している　。

　一般化調和解析の流れは以下のようになる。

　信号　　 から(1)式に示す周波数　　  の純音

　を減算したときのエネルギー減少量は(2)式の

ように表される。

(1)

(2)

　ただし

　は解析区間長とする。

　この(2)式を最大とする周波数      を求め(3)式によ

りsin振幅値　，cos振幅値　 を求めることができる。

(3)

３．　一般化調和解析を用いた基本周波数の

推定および雑音と信号の分離

3.1　一般化調和解析を用いた基本周波数の推定

　打楽器音等を除く楽器音や音声では音の強さが一

定になる部分，すなわち定常状態では一定の周期的

な繰り返しが見られ，周波数を1：2：3…と表す

ことができる正弦波の合成で表現することができ

る。このような周波数成分の周波数が整数倍関係に

あることを一般に倍音構造と言われている。一方，

雑音とは振幅，周波数などが統計的に不規則

に変動する音または振動である。したがって，雑音

は楽器音や音声と違って倍音構造を持たず広範囲の

周波数帯域に分布する周波数構造を持つ。雑音と音

声が同じエネルギーである場合，音声の周波数成分

は倍音構造で表され，雑音の周波数成分は広範囲の

周波数に分布するので音声の周波数成分は雑音の周

波数成分に埋もれることはない。図1に音声と雑音

が混在する信号の周波数成分を示す。音声の倍音成

分が周波数軸上に等間隔に大きな周波数成分として

存在している。

　本手法では各区間毎の一般化調和解析結果から基

本周波数を　 と仮定したとき　　　　　　　付近

の周波数成分を抽出する。仮定した基本周波数品を
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変化させて，基音と抽出された2倍音から5倍音まで

のエネルギーの和を求めそのエネルギーが最大とな

るときの　 を基本周波数と推定する。推定した基本

周波数をもとに倍音成分を抽出すれば所望の音声や

楽音の分離が可能となる。倍音成分は10倍音まで抽

出している。

3.2　雑音のみの区間の推定

　上記の方法によると音声や楽音を含まない雑音の

みの区間も同様に基本周波数の推定を行ってしま

う。そのまま抽出された倍音成分を用いて合成した

場合，雑音のみの無音区間となるべき区間は聴感上

達和感のある信号となってしまう。そこで雑音のみ

の区間の推定を行い，その区間を無音区間またはエ

ネルギーの小さな区間に合成する必要がある。図1

に示すような雑音を含む音声の周波数成分から図2

に示すような倍音成分を抽出し倍音以外の成分と比

べると比較的にレベルが大きな成分であることがわ

かる。一方，図3に示すような雑音のみの信号の周

波数成分から抽出された倍音成分は図4のようにな

り倍音以外の成分とのレベルの差は大きくない。

　そこで各区間の雑音を含む信号のエネルギーと抽

出した倍音成分のエネルギーとの比を求め，小さい

ものは雑音のみの区間と推定し重みを付加し信号を

再合成している。

4．処理例

4.1　シミュレーションによる処理例

　シミュレーションとして音声信号にSN比が10.5，

0，－5dBとなる白色性の雑音を計算機上で加算した

信号を用いて信号と雑音の分離を行った。

　シミュレーションの結果として信号対雑音比が－

5dBの場合では雑音成分が倍音成分のとして抽出さ

れ，多くの倍音を抽出にも拘わらずエラー信号エネ

ルギー／ソース信号エネルギーによるSN比は大き

くなってしまった。信号対雑音比が10dB，5dB，

0dBの場合では多くの倍音成分を抽出することによ

りエラー信号エネルギー／ソース信号エネルギーに

よるSN比は6～－2dBと改善された。

図1　雑音を含む音声の周波数成分

図2　雑音を含む音声から抽出した倍音成分

図3　雑音のみの信号の周波数成分

図4　雑音のみの信号から抽出した倍音成分

fn
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4.2　　劣化したレコードの信号に対する処理例

　実際の雑音を含む信号として古いレコードの傷な

どによる劣化した信号を用いている。図8(a)はレコ

ードの劣化による雑音を含む音声信号の時間波形，

図8(b)にその信号の一般化調和解析（一解析区間長

22.6ms）の解析結果を示す。図9(a)は傷によるい

くつかのパルス的な雑音を含む楽音信号の時間波

形，図9(b)にその信号の一般化調和解析（一解析区

間長20.8ms）の解析結果を示す。

図5(a)
雑音を含む音声の時間波形（SN比：-5dB）

図5(b)
抽出した音声信号の時間波形

図5(c)
抽出した音声信号からソース信号を減算し
た時間波形

図6(a)
雑音を含む音声の時間波形（SN比：10dB）

図6(b)
抽出した音声信号の時間波形

図6(c)
抽出した音声信号からソース信号を減算し
た時間波形
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　雑音を抑圧した音声の時間波形を図10(a)，その

周波数分布図を図10(b)に示す。図8(a)，(b)と比較す

ると分かるように雑音が大幅に除去されているのが

わかる。また，図8(a)中の340～430msの雑音を含む

信号の拡大図を図11(a)，図8(b)中の340～430msの

　　雑音を抑圧した信号の拡大図を図11(b)，

　　図11(a)から図11(b)を引いた残差信号を

　　図11(c)に示す。聴感上やや違和感があ

　　り子音部分も聞き取りにくい結果とな

　　ったが，雑音が抑圧され音声信号が復

　　元できた。

　　　雑音を抑圧した楽音の時間波形を図

　　12(a)，その周波数分布図を図12(b)に示

　　す。音声の場合と同様に周波数分布図

　　では倍音成分が抽出されていることが

　　確認できる。音声の場合と比べ雑音の

　　レベルが小さくパルス的な雑音が目立

　　つ。時間波形は雑音抑圧前後で大きな

　　違いは見られないが，図12(a)中の980～

　　1188msの雑音を含む信号の拡大図を図

　　13(a)，図12(b)中の980～1188msの雑音

　　を抑圧した信号の拡大図を図13(b)，図

　　13(a)から図13(b)を引いた残差信号を図

　　13(c)に示し，図13(b)拡大図のほぼ中央

　　にあるパルス的な信号が図13(b)では小

　　さくなっていることからも雑音と信号

　　の分離ができたことが確認できる。レ

　　コードの傷によるパルス的な雑音も音

　　声の場合と同様に雑音と信号が分離で

　　きた。

　　５．　むすび

　　　高い周波数分解能を持つ一般化調和

　　解析を用いて基本周波数を推定し倍音

　　成分を抽出することにより雑音と信号

の分離を行った。処理例として，音声と白色性の雑

音を加算した信号を用いたシミュレーション，傷な

どによる劣化したレコードの音声信号と楽音信号を

用いた信号と雑音の分離を行った。シミュレーショ

ンの結果としてはSN比が4dB改善され本手法の優位

性が確認できた。レコードの信号を用いた信号と雑

図7　シミュレーションの結果

図8　雑音を含む音声の時間波形(a：上)
雑音を含む音声の周波数分布(b：下)
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音の分離では図10(a)，(b)により雑音と

音声の分離が確認できる。また，パルス

的な雑音を含む楽音信号に関しては図

12(a)，(b)からは分離を確認することは

むずかしいが，拡大した図13によりパ

ルス的な雑音が減少していることが分

かる。

　このことからも，本手法は雑音から信

号を抽出する有効な手段であることが

確認できた。
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図 9　雑音を含む楽音の時間波形（a：上）
雑音を含む楽音の周波数分布（b：下）

図10　雑音を抑圧した音声信号（a：上）
雑音を抑圧した音声信号の周波数成分（b：下）
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図11(a)
雑音を含む音声信号（図7(a)の340～430ms）

図11(b)
雑音を抑圧した音声信号（図7(b)の340～
430ms）

図11(c)
残差信号(a)-(b)

図12(a)
雑音を抑圧した楽音信号

図12(b)
雑音を抑圧した楽音信号の周波数成分

図13(a)
雑音を含む楽音信号（図9(a)の980～
1188ms）

図13(b)
雑音を含む楽音信号（図9(b)の980～
1188ms）

図13(c)
残差信号(a)-(b)


