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1 まえがき

音響信号処理において，振幅のみでなく位相スペ

クトログラムの復元も重要であることが近年示され

ており，Griffin–Limアルゴリズムに代表される位相

復元が盛んに研究されている [1]．Griffin–Limアルゴ

リズムは位相に無矛盾性以外の仮定を置かないので，

多様な応用先に適用できる一方，先験情報の乏しさか

ら必ずしも良い性能を与えるとは限らないので，モデ

ルやデータに基づく様々な位相復元手法が提案され

ている [2]．特に興味深い手法として，深層学習に基

づく位相復元が最近提案されている [3]．

この手法の興味深い点は，ネットワークの途中に，

逆短時間フーリエ変換が層として挿入されている点に

ある．すなわち，活性化関数（ここではLeaky ReLU）

による非線形変換が，時間領域で適用されているの

である．そのような時間領域における非線形変換は，

音声強調の文脈で以前より研究されており，半波整流

（すなわちReLU）が標準的に用いられている [4]．つ

まり，音声強調において「高調波の振幅スペクトルを

復元する手法」として有効であることが知られていた

時間領域 ReLUが，位相復元においても有効である

ことが文献 [3]では示唆されているのである．この異

分野間の興味深い類似性は，実はネットワーク等がな

くとも，時間領域 ReLU自体が位相復元を補助でき

る可能性を示しているように見受けられる．

そこで本稿では，この予想を確かめるべく，Griffin–

Limアルゴリズムに時間領域 ReLUを組み込んだ新

たな位相復元手法を提案し，数値実験を行った [5]．

理想Wienerフィルタによる音声雑音除去に対する後

処理として位相復元を行った結果，STOIの意味で時

間領域 ReLUの効果を確認できたので報告する．

2 Griffin–Limの位相復元アルゴリズム

窓関数 wによる短時間 Fourier変換（STFT）を

(Fwx)[m,n] =
∑L−1

l=0
x[l + an]w[l] e2πibml/L (1)

とし，その随伴（逆 STFT）はF ∗
w と記述する．本稿

では，簡単のために自己双対（タイト）な窓関数を用

いることとし，従ってFw が Parsevalタイトフレー

ムとなる場合を考える (x = F ∗
wFwx)．また，複素ス

ペクトログラムをX (= Fwx)と略記する．
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Griffin–Limアルゴリズムでは，「所望の振幅スペ

クトログラム」でありながら「位相が時間信号と無矛

盾」であるという，２つの要求が満たされることを期

待して，以下の手続きを添え字 kについて反復する．

X [k+1] = PA(PC(X
[k])) (2)

ただし，PS は集合 S への距離射影を表す．

PS(X) = arg min
Y ∈S

∥X − Y ∥ (3)

また，∥ · ∥は Euclidノルム，Aは振幅が「所望の振

幅」であるスペクトログラムの集合，C は無矛盾な

スペクトログラムの集合を表す．aを所望の振幅スペ

クトログラム，| · |と .∗と ./を要素毎の絶対値，積，

商として，各集合への射影は以下で計算される．

PC(X) = FwF ∗
wX (4)

PA(X) = a .∗ X ./ |X| (5)

つまり，式 (2)は，上記２つの要求が満たされるよう

に交互射影を行うアルゴリズムとなっている．ただ

し，集合 Aと C が共通部分を持たない場合は，２つ

の要求は同時には満たせないことに注意する．

3 時間領域ReLUを用いた位相復元

式 (2)のGriffin–Limアルゴリズムは，適用可能な

応用先が広い一方，位相の構造を考慮しないので，復

元性能は必ずしも高いとは限らない．そこで本稿で

は，音響信号の調波性を考慮するために，時間領域

ReLUを位相復元に組み込むことを考える．

ReLU(x) = max{x, 0 } (6)

時間領域で負の値を 0に置き換えることで，図–1の

ように高調波が発生する．このとき，高調波に対応

する時間周波数ビンは，振幅のみでなく位相も，基本

波の位相に応じた影響を受ける．この位相に対する

影響が何らかの意味で適切であれば，時間領域ReLU

は位相復元を補助することができると考えられる．

この予想を実験的に確認するために，Griffin–Limに

基づく以下のアルゴリズム (ReLU-GLA)を提案する．

X [k+1] = PA(PN (X [k])) (7)
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図–1 正弦波に対する時間領域 ReLUの影響．上から，時
間波形，振幅スペクトログラム，位相スペクトログラム．

ここで，N は位相無矛盾かつ時間領域で非負なスペ

クトログラムの集合を表し，以下のように射影する．

PN (X) = FwReLU(F ∗
wX) (8)

式 (2)のGriffin–Limアルゴリズムと比較すると，逆

STFTをした後に，STFTをする前に ReLUを挟ん

でいる点のみが異なり，些細な変更であると言える．

提案法は，時間領域ReLUにより非線形歪みを生じる

が，その後の射影 PAで式 (5)の通り振幅の置き換え

が起こるので，振幅スペクトログラムには ReLUの

影響が残らないことに注意する．すなわち，式 (7)に

おいて，ReLUは信号の位相のみに影響を与える．

4 数値実験

TIMITデータベースの男女 100サンプルずつの音

声に対し，10回 Gauss雑音を付加し，理想Wiener

フィルタによるノイズ除去を行った．その後，式 (2)

のGriffin–Limアルゴリズムと，式 (7)の提案法によっ

て位相を復元した．STFTは 32msのタイトなHann

窓を 16msシフトで計算し，初期値は観測位相とした．

音声明瞭度の評価指標である STOIを用い，全 2000

サンプルそれぞれについて提案法と従来法のスコアの

差を算出した．10回反復時の STOIの差を，ヒスト

グラムとして図–2に示す．中央の赤線が同じスコア

の場合を示し，赤線の左側は従来法が，右側は提案法

がより良いことを表す．図–2より，時間領域 ReLU

を導入した提案法の方がわずかにスコアが良いこと

が伺えるが，説得力のある結果とは言えない．

ReLUの効果が微弱な要因の１つとして，反復を重

ねるごとに変化が少なくなり，両者の差が縮まること

が考えられる．そこで，１反復目における STOIの

差，つまり PA(PC(XWiener))と PA(PN (XWiener))の

Difference of STOI improvement

Fr
eq

ue
nc

y

図–2 反復 10回目における提案法と従来法の STOIの差．
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図–3 反復 1回目における提案法と従来法の STOIの差．

スコアの差を図–3に示す．ただし，XWienerはWiener

フィルタを適用しただけのスペクトログラムを表す．

図–3より，時間領域 ReLUが位相復元の効果を高め

ることが確認できる．図に現れていない重要な事実

として，提案法１反復 PA(PN (·))は 2000データ全て

の STOIを向上させた．すなわち，Wienerフィルタ

に提案法１反復を組み合わせることで，音声強調の効

果を簡単に向上できることが示唆された．
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