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概要：近年，深層ニューラルネットワーク (DNN)を用いた時間周波数マスキングによる歌声分離手法が多く提案さ
れている．多くの DNNを用いた時間周波数マスキングを推定する手法では，単一のスペクトログラムを DNNの入
力として用いている．しかし，単一のスペクトログラムでは抽出できる特徴に制限がある．そこで本論文では，複数
の解像度のスペクトログラムを DNNへの入力として用いることによって，単一スペクトログラムのみからでは得ら
れない情報を持つ特徴量の抽出ができると期待する．このことから，複数の解像度のスペクトログラムを入力特徴量
として用いて歌声分離を行う枠組みを提案し，数値実験により有効性を確認した．
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1. ま え が き

近年，深層ニューラルネットワーク (DNN)を用いた
時間周波数マスキングが歌声分離に適用されており，時
間周波数変換として短時間フーリエ変換 (STFT)が広く
用いられている．スペクトログラムは STFTパラメータ
の選択により得られる特徴が異なり，単一のスペクトロ
グラムで表現できる特徴には制限がある．従来の DNN

を用いた歌声分離手法では，単一のスペクトログラムか
ら特徴量抽出を行っているが，本論文では複数解像度の
スペクトログラムを DNNへの入力として用いて歌声分
離を行う枠組みを提案する．

2. DNNを用いた歌声分離

混合信号 xは歌声信号 sと伴奏音信号 vが足し合わさ
れたものとすると

x[t] = s[t] + v[t] (1)

と表せる．ここで tは時間のインデックスである．式 (1)

を STFTΥ による時間周波数変換を行うことで

XΥ[ω, τ ] = SΥ[ω, τ ] + VΥ[ω, τ ] (2)

と表せる．ここで Υ は STFT パラメータで，Υ :=

{g, l, a,m}とし，g を窓関数，l を窓長，aをシフト幅，
mを FFT長とする．また，ω と τ はそれぞれ周波数と
時間のインデックスである．
時間周波数マスキングを用いた歌声分離では，マスク

GΥ[ω, τ ]を用いて歌声信号 ŜΥ[ω, τ ]を

ŜΥ[ω, τ ] = GΥ[ω, τ ]XΥ[ω, τ ] (3)

と推定する．DNN歌声分離では，このマスク G[ω, τ ]を
DNNを用いた関数M で

　　 GΥ[ω, τ ] = Mθ(XΥ)[ω, τ ] (4)

と推定する．ただし，θ は DNNのパラメータである．

2. 1 複数解像度のスペクトログラム

STFTは窓幅を大きくして周波数分解能を高くすると
時間分解能が低くなり，窓幅を短くして時間分解能を高
くすると周波数分解能が低くなるというトレードオフが
あり，STFTパラメータの選択により得られるスペクト
ログラムの特徴は異なる．

図–1 歌声信号の複数の解像度のスペクトログラム．サンプリ
ングレート 16 kHzの歌声信号に対して窓関数 gに Hann窓，
シフト幅 aを 2 ms，FFT長 mを 256 ms で共通の値とし，
窓長 l のみ 4 ms，64 ms，256 ms とした

STFT パラメータの選択によって得られる歌声のス
ペクトログラムの特徴の違いを示す例として，窓関数，
シフト幅，FFT長を共通の値として窓長のみ 4 ms，64

ms，256 msと変更して歌声信号を STFTをしたものを
図–1 に示す．図–1 に示すように，窓長が短いと周波数
方向に滑らかな構造のスペクトログラム，窓長が長いと
時間方向に滑らかな構造のスペクトログラムが得られる．
このことから，STFTで歌声信号の特徴を抽出するのに
STFTパラメータの選択は重要なものとなっている [1]．
U-Net [2]を複数の解像度の従来のDNNを用いた歌声

分離は，単一の STFTパラメータを用いて得られるスペ
クトログラムを入力としている [2–4]．しかし，単一のス
ペクトログラムで高い周波数分解能と高い時間分解能を
両立することは困難であり，抽出できる特徴には制限が
ある．そこで，複数の異なる STFTパラメータを用いて
得られる複数のスペクトログラムを DNNへの入力とす
ることで，単一スペクトログラムのみからでは得られな
い情報を持つ特徴量の抽出が期待できる．したがって，

GΥ1 [ω, τ ] = Mθ(XΥ1 , XΥ2 , . . . , XΥN )[ω, τ ] (5)

のように，異なる N 個のスペクトログラムを入力して，
単一の時間周波数マスクを推定する枠組みを提案する．

3. 数 値 実 験

3. 1 複数解像度のスペクトログラムを用いたDNN

複数解像度のスペクトログラムを入力できるように拡
張したU-Net++を提案し，複数解像度のスペクトログラ
ムの入力の有効性を確認した．U-Net++の構造を図–2

に示す．今回は，表–1に示す 3つの STFTパラメータを
用いて STFTして得られる 3つのスペクトログラムを入



図–2 U-Netを複数の解像度のスペクトログラムを入力できるように拡張した
U-Net++の構造．各層の色は図上部の色と対応している

力として用いた．ここで，XΥ1 に対する 1つのマスクを
推定するものとし，XΥ2，XΥ3 は補助情報として用いる．
U-Net++では，畳み込み層でダウンサンプリングする過
程で XΥ1 と XΥ2，XΥ3 の周波数チャンネル数と時間フ
レーム数を合わせ，チャンネル方向に結合することで，
複数解像度のスペクトログラムの入力を実現した．ベー
スラインとなる U-Net との比較に加え，XΥ2，XΥ3 を
補助情報として一つずつ用いる U-Net+Υ2，U-Net+Υ3

と比較することで，補助情報として複数解像度のスペク
トログラムを入力に用いることが有効か，どのスペクト
ログラムを補助情報として用いることが有効かを検証し
た．比較した各モデルの入力は

• U-Net: XΥ1 のみ
• U-Net+Υ2: XΥ1 と XΥ2

• U-Net+Υ3: XΥ1 と XΥ3

• U-Net++: XΥ1，XΥ2，XΥ3 を全て
とした．また，各モデルのパラメータ数が U-Netと同程
度となるように設計した．

3. 2 実 験 条 件

提案手法の性能の評価のためのデータセットとし
て DSD100を利用した．DSD100内の Vocals，Drums，
Bass，Ohterとラベリングされた 4つの音源が足し合わ
されたものを混合信号とする．混合信号を 16 kHzにダ
ウンサンプリング，2チャンネルの信号を平均してモノ
ラル化，66304サンプル (約 4.1 s)切り出し，DNNへの
入力として用いた．チャンネル数，カーネルサイズ，ス
トライドサイズ，のパラメータは [2]を参考にした．コス
ト関数として，推定した時間周波数マスクから得られる
歌声信号の振幅スペクトログラムと正解の歌声信号の振
幅スペクトログラムの平均二乗誤差を用いた．最適化に
は Adamを用いて，ミニバッチサイズは 20とした．推
定したマスクから得られる歌声の振幅スペクトログラム
はXΥ1 の位相と，STFTパラメータΥ1 に対応した逆短
時間フーリエ変換 (ISTFT) によって時間領域信号に戻
した．歌声分離の性能の評価指標として SDR (Signal to

Distortion Ratio)，SIR (Source to Interference Ratio)，
SAR (Source to Artifacts Ratio)を用いた．

3. 3 実 験 結 果

各モデルで同じテストデータ 50曲を用いてテストし，
その SDR，SIR，SARの平均を表–2にまとめた．ベー
スラインである U-Netに対し，補助情報として異なる解
像度のスペクトログラムを一つずつ用いた U-Net+Υ2，

表–1 本実験で用いた STFT パラメータ．各パラメータで窓
関数 g は Hann 窓を用いた

パラメータ 窓幅 l [ms] シフト幅 a [ms] FFT 長 m [ms]
Υ1 64 16 64
Υ2 32 8 32
Υ3 128 32 128

表–2 歌声分離結果

Method SDR [dB] SIR [dB] SAR [dB] パラメータ数　
U-Net 4.02 11.82 5.34 19,646,626

U-Net+Υ2 4.34 11.46 5.93 19,646,226
U-Net+Υ3 4.26 11.30 5.85 19,621,826
U-Net++ 4.42 11.87 5.80 19,621,426

U-Net+Υ3 は SDR，SARの値が向上した．補助情報と
して異なる解像度のスペクトログラムを 2つ入力として
用いた U-Net++は SDR，SIR，SAR全ての評価指標で
値が向上した．さらに，SDR，SIRの値が他のどのモデ
ルよりも大きいことから複数の解像度のスペクトログラ
ムを入力特徴量として用いることの有効性が確認できる．
このことから，解像度の異なるスペクトログラムの入力
数を増やすことにより性能が向上することが示唆される．

4. む す び

本論文 では複数解像度のスペクトログラムを DNNへ
の入力として用いて歌声分離を行う枠組みを提案した．
その有効性を，U-Netを複数の解像度のスペクトログラ
ムを入力できるように拡張した U-Net++を用いて数値
実験を行い確認した．今後は U-Net以外の DNNにおい
て複数の解像度のスペクトログラムを入力できるように
拡張し，その有効性を検証する所存である．
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