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概要：本研究は，音声の複素スペクトログラムを curvelet領域に展開して処理することで音声強調を試みたものであ
る．curveletは画像の雑音除去などに用いられる冗長系であり，画像のエッジをスパース（疎）に表現できることが
知られている．音声のスペクトログラムは明確な構造をもつ画像とみなすことができるので，curveletを用いた音声
の雑音除去が実現できると考えた．この研究では，複素スペクトログラムを curvelet変換によって展開し，スパース
推定処理を行うことで雑音が除去されることを確認した．また，提案手法の処理結果を客観評価し，スペクトル減算
法と比較してミュージカルノイズの発生量が少なくなることを確認した．
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1. ま え が き
音声の雑音除去には，スペクトル減算 [1] の考え方が

広く用いられている．この方法は強い雑音抑圧効果を示
すが，非線形処理に伴うミュージカルノイズの発生が課
題とされている．ミュージカルノイズの一因はスペクト
ログラム上に発生する突発的な卓越成分であるを考えら
れ，近年，このような成分が残存しにくい雑音除去法が
研究されている．一方，画像の雑音除去では，エッジを
スパースに表現する冗長系の利用が注目されている．ス
ペクトログラムは明確な構造をもつ画像とみなすことが
できるので，画像処理の知見を音声処理にも適用できる
と考えた．本研究では，このような冗長系によりスペク
トログラムを展開して処理する音声強調を試みた．

2. 冗長系とスパース信号処理
2. 1 フ レ ー ム
雑音やデータ損失に強い信号表現として，フレームに

よる冗長展開がある．フレームとは，空間の任意のベク
トルをその線形結合によって表現できるベクトルの集合
のことであり，フレームによる表現は任意性を持つ．こ
のような系を冗長系という．
任意の Hilbert空間上の関数 f に対し，基底と同様の
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が成り立つフレームΦ = {ϕj}j∈J をタイトフレームとい
う．特に，式 (1)において p = 1を満たすものをParseval

タイトフレームという．
2. 2 curveletとスパース推定
curveletは Candésと Donohoによって提案された画

像のための Parsevalタイトフレームで，図–1のような

(a) 空間領域 (b) 周波数領域

図–1 離散空間の curvelet

針状波形 ϕj（mother curvelet）を並進・回転した

ϕj,k,ℓ(x) = ϕj

"
Rθℓ(x− x(j,ℓ)

k )
#

(2)

で定義される．ここで，j, ℓ ∈ N, k ∈ Zはそれぞれスケー
ル，角度，位置を表す添字であり，Rθ は θ回転を表す行
列である．
curveletはエッジのある画像を一般的な基底変換より

もスパースに表現できることが数学的に証明されてお
り [2]，画像処理の分野では curvelet 係数のスパース推
定による画像雑音除去法 [3]などが研究されている．

3. 提 案 手 法
3. 1 概 要
本研究では，音声の複素スペクトログラムが curvelet

によってスパースに表現されることを利用し，curvelet

変換を用いた音声強調法を提案する．提案手法の処理の
流れを図–2に示す．まず，入力信号の時間周波数展開に
よって得られる複素スペクトログラムに対し，高域強調
処理を行う．次に，複素スペクトログラムの実部と虚部
それぞれを curvelet領域に展開し，係数のスレッショル
ディング処理を行う．ここでは，ハードスレッショルディ



①"複素スペクトログラムの⾼域強調

②"curvelet係数のスレッショルディング

③"逆変換による⾳声復元

図–2 処理手順
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図–3 重み付け係数

ングとソフトスレッショルディングの 2つの方法を用い
る．最後に逆変換によって音声を時間領域に復元する．
3. 2 反 復 処 理
SS法は弱い処理を反復的に行うことで，ミュージカル

ノイズ発生量が少なくなることが知られている [4]．そ
こで，本研究でも反復処理を導入する．反復処理は図–2

に示した処理全体を複数回反復して行う．係数処理には
ハードスレッショルディングを用いることとする．
3. 3 重み付け係数
音声と雑音の curvelet係数分布に基づき，スレッショ

ルディング処理において図–3のような重み付け係数を導
入する．図示した重み付け係数はスペクトログラム上の
水平成分に対し，強い抑圧を行うものである．

4. 評 価
4. 1 検 証 方 法
提案手法を用いて音声の雑音除去を行った．まず，音

声信号に SN比 15 dBの高域減衰性雑音を付加した入力
信号に対し，2つのスレッショルディング方法を適用し
た．次に，SN比 10 dBの高域減衰性雑音を付加した音
声に対し，反復処理と重み付け係数を導入した処理を適
用した．2つ目の検証では，バイアスのないハードスレッ
ショルディングによって係数処理をした．両検証におい
て，音声信号には「りんご」と発する女声を用いた．
雑音除去処理の性能評価法には，雑音低減率（noise

reduction rate: NRR）と尖度比を用いた．NNRは SNR

向上量を表す雑音抑圧性能指標の一種であり，雑音除去前
後の SN比の差分によって求められる．尖度比はUemura

らによって提案されたミュージカルノイズ発生量の客観
指標値であり，雑音除去処理によるミュージカルノイズ

表–1 NRR と尖度比（スレッショルディング法の比較）
方法 NRR [dB] 尖度比

スペクトル減算法 38.5484 9.8505

ハードスレッショルディング 39.4341 1.8200

ソフトスレッショルディング 50.0673 4.2365

表–2 NRR と尖度比（反復回数と重み付け係数の導入）
方法 NRR [dB] 尖度比

反復なし・係数重み付けなし 33.2775 5.2259

反復あり・係数重み付けなし 19.4625 3.8448

反復あり・係数重み付けあり 52.6458 3.6119

発生量が多いほど尖度比の値は大きくなる [5]．
4. 2 検 証 結 果
表–1に 1つ目の検証結果を示す．表–1より，提案 2手

法および SS法より高い雑音抑圧効果を示した一方，提
案 2手法は SS法と比較して小さな尖度比を示したこと
が読み取れる．このことから，提案手法は SS法と比較し
てミュージカルノイズの発生が少なかったことが分かる．
表–2 に 2 つ目の検証結果を示す．まず反復処理の有

無による結果の違いを比較する．表–2より，反復処理を
したものは反復処理をしなかったものより尖度比が小さ
く，ミュージカルノイズ発生量が少なかったことが分か
る．次に係数重み付けの有無による結果の違いを比較す
る．表–2より，係数重み付けを行うことによって NRR

が大きく改善することが分かる．

5. む す び
本研究では，音声の複素スペクトログラムが curvelet

によってスパースに表現できることを利用し，curvelet

変換を用いた音声強調を行った．尖度比を用いた評価に
よって，提案手法は SS 法よりもミュージカルノイズを
抑えられることが確認できた．また，反復処理により
ミュージカルノイズがさらに減少し，重み付け係数の導
入によって雑音抑圧効果を高まることが分かった．今後
は，多様な雑音下で高い効果を示すよう，音声の調波構
造や滑らかさなどの特徴を考慮した処理を検討していく．
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