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1. はじめに
本稿では音楽音響信号に対する残響抑圧について述べ

る. 残響は音楽の演奏や鑑賞の場面では楽曲の印象を豊
かにすべく積極的に活用されている半面,楽曲解析のた
めの音響信号処理の場面では弊害となることが多い. 残
響の影響を取り除く事ができれば,楽曲検索などのため
の自動採譜や音源分離の精度向上が期待される. また,既
存楽曲の残響効果を自由に操作できるようになれば個人
の嗜好に合わせた音楽鑑賞システムへと応用できる.
音楽音響信号での残響の特徴は,コンサートホールで

見られるように, 強度が強く時間が長いことである. 残
響抑圧は従来より音声信号を対象に広く研究されている
が [1],音楽音響信号は想定されてこなかった. 我々が実
際に既存の残響抑圧法 [2, 3]を音楽信号に適用したとこ
ろ,二つの問題点：1)全極モデルやノンパラメトリック
モデルによる音源スペクトル表現が音楽音響信号の特徴
である調波構造と対応しにくい, 2)逆畳み込みによる残
響抑圧処理では強くて長い残響を取りきることはできな
い,が発見された.
本稿では音楽音響信号に適した残響抑圧法として, 1)

調波Gaussian Mixture Model (GMM) [4]による音源スペ
クトル推定, 2)音源モデル情報を利用したWienerフィル
タによる残響抑圧処理,に基づく新たな手法を報告する.
Wienerフィルタは従来の線形フィルタでは取りきれない
残響成分を抑圧するのに有効である. また,調波GMMに
よる音源スペクトル情報を元にWienerフィルタを設計
することで,音源成分を高精度に抽出する.

2. 本手法における残響抑圧処理
本稿では,残響特性が未知のもと,モノラル音響信号の

時間周波数表現 yn,l から音源信号 sn,l を復元する問題を
扱う. ここで nは時間フレーム, l は周波数ビンとする.
本残響抑圧法は,従来法 [2]と同じく,以下の仮定から

なる観測モデルに基づき定式化される.

1. 音源信号 sn,l は各時間フレーム,各周波数ビンにて
平均 0,分散 λn,l の複素正規分布に従う. このとき
λn,l はパワースペクトル密度 (PSD)と対応する.

2. 観測信号 yn,l は音源信号によって駆動される K 次
の自己回帰システムによって生成される.

yn,l =
K

∑
k=1

g∗k,lyn−k,l + sn,l (1)

ここで, ∗ は複素共役を表し, gk,l は第 l 周波数ビ
ンの第 k自己回帰係数である. gk,l を本稿では残響
フィルタと呼ぶ.

観測信号全体 Y = {yn,l}0≤n≤N−1,0≤l≤L−1 が与え
られたときのパラメータ {λn,l}0≤n≤N−1,0≤l≤L−1,
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{gk,l}1≤k≤K,0≤l≤L−1 の最尤推定は, 以下に示す板倉
斎藤擬距離と等価なコスト Qの最小化問題となる.

Q =
N−1

∑
n=0

L−1

∑
l=0

(
logλn,l +

|yn,l −∑K
k=1 g∗k,lyn−k,l |2

λn,l

)
(2)

この最尤推定は, λn,l , gk,l を交互に繰返し推定することで
達成される. なお,残響フィルタ gk,l の更新方法は従来法
[2]をそのまま用いる.

2.1 調波 GMM音源モデルに基づく音源推定
音源生成過程における音源 PSD λn,l は [3]のようにそ
のままノンパラメトリックに扱うことも可能だが,対象
となる音源の性質を良く表すようにモデル化する方が高
い残響抑圧性能が得られると期待される. 吉岡らは音声
を対象に,フォルマント構造を表現する全極モデルによ
り λn,l をモデル化した [2]. しかしこれは音楽音響信号に
おいて重要な要素である調波構造を明示的に表現しない.
我々は残響抑圧法を音楽音響信号に適用するため,基

本周波数推定 [4]及び楽器音の分析合成 [5]のためのモデ
ルとして使われている調波GMMを用いる. 音源 PSDが
J個の調波構造と一つの残差成分の重み付き混合からな
ると仮定し,それぞれを混合ガウス分布でモデル化する.

λn,l =
J

∑
j=1

(
w(H)

n ( j)
M

∑
m=1

Hn,l( j,m)

)
+w(I)

n

I

∑
i=1

In,l(i) (3)

Hn,l( j,m) =
un( j,m)√

2πσ 2
exp
[
−(ωl −mµn( j))2

2σ2

]
(4)

In,l(i) =
vn(i)√
2πγ2

exp
[
−(ωl −ν(i))2

2γ2

]
(5)

ここで, ωlは周波数ビンからHzへの写像であり, w(H)
n ( j),

µn( j), un( j,m), σ2 はそれぞれ第 j調波構造の重み,基本
周波数, 第 m倍音相対強度, 調波ピークの広がりを表す
分散である. 一つのガウス分布が一つの調波ピークに対
応する. 残差に対応させる式 (3)第 2項も GMMである
が,予め設定した固定の平均 ν(i)と広い分散 γ2 を用い,
重み w(I)

n 及び相対強度 vn(i)だけを適応させる. この残
差成分用モデルは,調波構造モデルの谷にパワーが全く
ないと仮定されることで残響フィルタ推定が不安定にな
るのを防ぐのに重要である.
調波 GMM音源モデルの推定は式 (2)で示したとおり

板倉斉藤擬距離の最小化問題であるが,調波 GMMのパ
ラメータ {w(H)

n ( j), un( j,m), σ2, µn( j), w(I)
n , vn(i)}を板倉

斉藤擬距離で解析的に更新することは困難であるため,
代わりに Kullback-Leibler (KL)擬距離 Q′ の制約付き最
小化問題に近似する.

Q′ =
N−1

∑
n=0

L−1

∑
l=0

|s̄n,l |2 log
|s̄n,l |2

λn,l
. (6)

ただし, ∀n : ∑J
j=1 w(H)

n ( j)+w(I)
n = ∑L−1

l=0 |s̄n,l |2,

∀ j,n : ∑M
m=1 un( j,m) = 1,∀n : ∑I

i=1 vn(i) = 1
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表 1: 実験条件.
サンプリングレート 44.1 kHz
STFT窓 1024 pt Gaussian
STFTシフト幅 256
J : 調波 GMM の仮定音源数 8
P : 全極モデルの次数 128

表 2: 残響抑圧結果: hgmm=調波 GMM, ap=全極
モデル, np=ノンパラメトリックモデル, deconv=
逆畳み込み, wiener=Wienerフィルタ. )

Method β α LSDI(dB)
hgmm deconv - - 0.938

ap deconv - - 0.628
np deconv - - 0.367

hgmm wiener 2.0 0.8 1.511
ap wiener 2.5 0.0 1.308
np wiener 2.5 1.0 1.156

図 1: 残響信号とその抑圧結果: (上)フルート, (下)バイオリン,それぞれ左から
順に観測信号,全極モデル・逆畳み込みによる残響抑圧結果,調波 GMM・Wiener
フィルタによる残響抑圧結果.

ここで, s̄n,l =
∣∣∣yn,l −∑K

k=1 g∗k,lyn−k,l

∣∣∣2は反復推定途中の残
響フィルタを用いて推定した音源信号である. 板倉斉藤
擬距離と KL擬距離は等価ではないが, パラメータが発
散するような結果にはならないことを実験的に確認した.
調波GMMのKL擬距離による最小化は EMアルゴリズ
ムを用いて効率的に解くことができる. 例えば基本周波
数 µn( j)はMステップにおいて以下の式で更新される.

µn( j) =
∑M

m=1 ∑L−1
l=0 mωlH̄n,l( j,m)

∑M
m=1 ∑L−1

l=0 m2H̄n,l( j,m)
(7)

ここで, H̄n,l( j,m)は Eステップで求められる第 j番目調
波 GMMの m次高調波成分の期待値である.

2.2 Wienerフィルタを用いた残響抑圧
音楽音響信号中の長くて強い残響を抑圧するために,

本手法ではWienerフィルタを用いる. Wienerフィルタ
に基づく音源信号の推定値 s̃n,l は以下の式より導かれる.

s̃n,l = Wn,lyn,l (8)

Wn,l はWienerゲインであり,

Wn,l =
κn,l

κn,l +α|rn,l |2
(9)

κn,l = βλ̂n,l +(1−β )|ŝn,l |2 (10)

と定義する. ここで rn,l = ∑K
k=1 ĝ∗k,lyn−k,l は推定された

残響フィルタ ĝ∗k,l により算出される残響成分である. α
(> 0)は残響の抑圧強度を調整するパラメータであり, β
(0 ≤ β ≤ 1)は推定後の音源モデルが示すパワースペクト
ル λ̂n,l と逆畳み込みによる残響抑圧結果が示すパワース
ペクトル

∣∣ŝn,l
∣∣2 =

∣∣yn,l − rn,l
∣∣2 との混合比である. λ̂n,l が

うまく推定されていれば, β > 0とすることで ŝn,l を直接
出力とする従来法に比べて線形フィルタで取りきれない
残響成分も抑圧できると期待される

3. 評価実験
本手法の音楽音響信号に対する残響抑圧性能を評価す

るために行ったシミュレーション実験について述べる.
MIDI音源によって合成した残響の存在しない音響信号
を真の音源信号とし,これに残響時間 RT60が 1秒を越え
るインパルス応答を畳み込んだものを観測信号として残
響抑圧を行う. 評価データには無伴奏演奏を用い,バイオ
リン 3曲,フルート 3曲,チェロ 3曲の計 9曲を用いる.
残響抑圧の精度は抑圧結果と音源信号との間の対数スペ

クトル距離改善量 (LSDI) :

LSDI = LSD(Y,S)−LSD(Ŝ,S) (11)

LSD(η ,ξ ) =
√

∑N−1
n=0 ∑L−1

l=0 (20log10

∣∣∣ηn,l
ξn,l

∣∣∣)2
/

NL (12)

によって評価する. ここで, S = {sn,l}0≤n≤N−1,0≤l≤L−1 は
真の音源信号, Ŝ = {ŝn,l}0≤n≤N−1,0≤l≤L−1は残響抑圧後の
信号である. その他の実験条件を表 1に記す.
本稿で報告した調波 GMMとWienerフィルタの組み

合わせと,比較対象の従来法として全極モデルおよびノ
ンパラメトリックモデル,逆畳み込み法を用いた残響抑
圧結果に対する LSDIを表 2に記す. なおWienerフィル
タパラメータ α と β は最適値を実験的に定めた. 音源モ
デルの比較では調波 GMMモデルを用いた本手法が,残
響抑圧処理方法ではWienerフィルタによるものがそれぞ
れより良い結果となっている. また,最適な音源モデル比
β が全極モデルでは 0に近いのに対し,調波 GMM及び
ノンパラメトリックモデルでは 1に近く,調波 GMM音
源モデルが音響信号をより的確にとらえることでWiener
フィルタ精度を向上させていることが分かる.
図 1に実演奏音響信号に対する残響抑圧結果のスペク

トログラムを示す. 右端の本手法を用いたものが最も単
音が明瞭に確認できることから,残響成分が確実に抑圧
されていることが分かる.

4. おわりに
本稿では,調波構造音源モデルとWienerフィルタを用

いた音楽音響信号向けの新しい残響抑圧法を報告した.
今後は,本手法を多重奏音響信号へ適応した場合の挙動
等について評価していく. なお,本研究は,科研費, GCOE
の支援を受けた.
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