velvet noise とその変種の聴覚心理・生理研究への応用可能性について
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あらまし velvet noise は、90〜85%が零となり、1 と-1 がランダムに出現する疎な離散信号である。同じパワーの白
色ガウス雑音よりも滑らかな印象を与えることから、velvet noise と命名されている。この velvet noise の構成法を周
波数領域で余弦級数との畳み込みと併用することで、時間的に局在しかつ平坦なパワースペクトルを有する雑音様の
信号を生成することができる。これらを生成する際に用いる乱数の seed の設定と、配置や分割数などの生成パラメタ
を設定することにより、雑音から周期信号、周期的パルス列からランダム位相の周期信号の間を連続的に埋める信号
を生成することができる。この信号は、聴覚における処理と知覚を調べるための新しい手段を提供する。
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Abstract We propose a set of test signals for psychology and physiology of hearing. They are the Velvet noise
and its variant. The Velvet noise is a discrete random sequence of 1 or -1, which are sparsely (5 to 10% of available
time slots) allocated on the discrete time axis. The name “velvet noise” was given because it sounds smoother than
white Gaussian noise. A variant of the velvet noise is generated on the discrete frequency axis and using convolution
with a cosine series to assure the ﬂat power spectrum with temporally localized power distribution. Setting random
seed conditions and generation parameters such as allocation period and the number of division enable to generate
signals which span random to periodic, periodic pulse to random phase periodic signal seamlessly. These signals
provide a unique tool for investigating psychology and physiology of hearing.
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1. は じ め に
全く違うように見える波形を有する音でも、同じ音として聴
こえることがある。様々な年齢、性別、体型の人が発声した同じ
（例えば）単語の波形も、一致することは無いにもかかわらず、
同じ言葉に聴こえる。2016 年の秋に突然発表された WaveNet
と一連の研究 [1–3] は、技術を一挙に十年のオーダーで進め、
柔軟で高品質な音声合成・変換を実用レベルのものとした。し
かし、それらは人間の音声コミュニケーションの本質的な理解
につながる「聴覚は何を聴いているのか」という素朴かつ根本
（注 1）
的な疑問に、答えを与えるものではない。
ここでは、パルスと雑音の知覚と信号の物理的性質との関連
を調べるための新しい可能性について紹介する。ここで用いる
信号は、velvet noise と呼ばれており、音響効果の分野で発明
されたものである [5]。著者の一人は、この velvet noise の発
想を周波数領域で借用することにより、新たに有用な信号を作
成できることを示した [6]。velvet noise と、こうして作られた
velvet noise の変種を用いることで、上記の疑問の理解に貢献
できる可能性がある。また、それらの理解は、合成音声の品質
に大きく影響する「バズ感」や有声／無声判定誤りに伴う耳障
りな劣化を体系的に制御することにもつながる。

2. Violet noise と変種
velvet noise は、自然な残響を付与するための方法として提案
された信号であり、ランダムに 1 と-1 の値をとるパルスを、離散
時間軸上に疎に配置して作られる。標本化周波数が 44,100 Hz
の場合、一秒間のパルス数が 2,000 個を越えると、正規乱数か
ら作られる白色雑音よりも滑らかに感じられると報告されてい
る [5]。この velvet noise に関連する幾つかの変種も作られ、生
成法のパラメタと知覚との関係が調べられている [7]。
最初に提案された velvet noise を (OVN: Original Velvet
Noise) と記す。OVN の m 番目の信号の位置を表す離散時刻
kovn (m) は、次式で表される。
kovn (m) = ||mT d + r1 (m)(Td − 1)||,

{

2||r2 (m)|| − 1
0

n = kovn (m)
,
otherwise

wp (k, Bk ) =

(2)

M
∑
m=0

(
a(m) cos

)

πkm
,
Bk

(3)

ここで Bk は離散周波数軸上での wp (k, Bk ) の定義域の 1/2 を表
し、M は余弦級数の次数を表す。この定義域 (−Bk ≦ k ≦ Bk )
の外では、wp (k, Bk ) = 0 とする。なお、Bw = Bk /M/2 を、
設定帯域幅と呼ぶことにする。
この余弦級数を位相を操作する単位として用い、離散周波数
軸上での余弦級数の中心の位置 kfvn (m) を、velvet noise と同
様の手順で配置する。なお、添字 fvn は、FVN に関するもので
あることを表す。

kfvn (m) = ||mFd + r1 (m)(Fd − 1)||,

(4)

ここで Fd は、周波数間隔の平均を表す。また、r1 (m) は、(0, 1)
に分布する一様乱数の系列を表す。なお、離散 Fourier 変換を
用いるため、0 < kfvn (m) < K(fs /2) とする。ここで K(·) は、
周波数を離散周波数に変換する離散値をとる関数である。
K を、このようにして配置した kfvn (m) を要素とする集合と
する。実信号の Fourer 変換の位相の性質である奇対称を保証
するため、以下のようにして FVN の位相を設定する。

(1)

ここで || · || は、値を最も近い整数とする丸め関数を表し、Td
は、パルスの平均時間間隔を表す。また、r1 (m) は、0 と 1 の
間に分布する一様分布の系列を表す。時刻 n におけるパルスの
値 sovn (n) は、次式で求められる。

sovn (n) =

このように、振幅周波数特性が平坦で位相特性が変化する信
号をインパルス応答とするフィルタを all-pass ﬁlter と呼ぶ [9]。
しかし、極と零の対を用いる方法 [9] や、群遅延を直接操作す
る方法 [10] では、最近提案された対数領域パルスモデル [11]
と同様に、インパルス応答が目的とする範囲外に拡がるという
問題があった。前の段落で説明した方法で設計した信号は、イ
ンパルス応答の局在性と平坦な周波数特性を両立させること
ができる。周波数領域で設計する velvet noise の変種なので、
以下ではこの信号を周波数領域 velvet noise (FVN: Frequency
domain Velvet Noise) と呼ぶことにする。
2. 1. 1 余弦級数を用いた設計：FVN
ま ず 、Nuttall の 方 法 [12] を 用 い て 設 計 さ れ る 余 弦 級 数
wp (k, Bk ) を、離散周波数 k の関数として用意する。

φfvn (k) =

∑

φmax (wp (k−kc , Bk )−wp (k+kc , Bk )) . (5)

kc ∈K

この位相を有する複素指数関数を離散逆 Fourier 変換すること
により、目的とする FVN 信号 hfvn (n) を得る。

hfvn (n) =

K−1
(
)
2knπj
1 ∑
exp
+ jφfvn (k) ,
K
KN

(6)

k=0

ここで r2 (m) は、0 と 1 の間に分布する一様分布のもう一つの
系列を表す。
2. 1 Velvet noise を利用した allpass ﬁlter の設計
velvet noise を直交行列を用いて離散 Fourier 変換すると、離
散周波数軸上の複素数の実部と虚部の前半は、それぞれ、独立
な正規乱数とみなすことができる [8]。したがって、時不変の帯
域通過フィルタを通過した velvet noise の実部と虚部は、それ
ぞれが帯域通過フィルタの利得により整形された雑音となる。
これを応用すると、周波数軸上で velvet noise と同様に位相特
性を局所的に操作する関数を配置することで、振幅特性が平坦
で、位相特性が（滑らかに）ランダムに変化する信号を作るこ
とができる。
（注 1）：なお、この研究を行った DeepMind をかかえる Alphabet は、同時に、
真剣にこの疑問に取り組んでいるグループを傘下の Google に有している [4]。

N は離散 Fourer 変換の周期を表し、虚数単位を j とした。
一連の数値実験に基づいて、余弦級数として Nuttall による
4 項のもの（MATLAB の関数 nuttallwin）を用いることとし
た。この場合、φmax = π/2.5、Fd = Bw /5 とすることで、Bw
のみの調整により、目的とする持続時間を有するインパルス応
答を求めることができる。
2. 1. 2 極と零点による all-pass ﬁlter を用いた設計：CFVN
極と零の対を用いた all-pass ﬁlter は、応答が無限に続くも
のの、設計に必要なパラメタが極だけなので、使いやすい [9]。
ここでは、この all-pass ﬁlter を用いて、もう一つの FVN を構
成する。余弦級数を用いたものと異なり、こうして構成された
応答は因果律を満たすため、CFVN(Causal FVN) と呼ぶこと
にする。
一次の all-pass ﬁlterH(z) は、z 変換を用いて次式で表される。
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zc∗ − z −1
,
1 − zc z −1

0

(7)

(8)

この周波数 fc に対応する離散周波数 kfvn (m) は、FVN にな
らって式 (4) に基づいて設定することができる。また、bw は、
必要とする等価矩形長に応じて設定することになる。
ただし、極と零を配置する方法では、velvet noise 構成の次
のステップである極性のランダム化を行うことができない。ま
た、極の個数 K に応じて 2πK だけ位相が遅れるため、応答
波形の重心は 2K サンプル後の離散時刻になる。これらの影響
は、fc を配置する各帯域の幅をランダムに変化させることで軽
減することができる。
2. 1. 3 周波数毎の等価矩形信号長の設定
ここまでで、設定帯域幅あるいは極の帯域幅を操作すること
により、等価矩形信号長を制御できることを見てきた。これら
の帯域幅を周波数の関数として変化させることにより、等価矩
形信号長を周波数毎に設定することができる。ここでは FVN
を例として説明する。CFVN も、同じ手続きで設定が可能で
ある。
設計の目的である周波数 f の関数としての等価矩形信号長
を g(f ) とする。ここでは、g(f ) > 0 の条件を満たす正値関数
を対象とする。FVN の位相 φfvn は、定数の Bw に対して生成
されている。この際に用いられる周波数を ν とする。こうして
生成された位相 φfvn (ν) を、周波数を a 倍することで圧縮して
φfvn (aν) とすると見かけ上の設定帯域幅が Bw /a となり、等価
矩形信号長が a 倍になる。言い替えると、Bw が定数になる周
波数 ν を目的とする周波数の関数としたときの導関数は、g(f )
に比例する。したがって、g(f ) を積分して定数倍することに
よって目的とする周波数 f の関数として ν(f ) を求めることが
できる。

∫

f

ν(f ) = α

g(u)du,

(9)

0

ここで校正用の係数 α は、拘束条件 ν(f s/2) = f s/2 から求め
られる。
FVN の位相の生成に用いる設定帯域幅 Bworg は、g(f ) が最
大となる周波数 fmax における ν(f ) の導関数とその周波数に
おける設定帯域幅 Bwtgt (ν(fmax )) から、次式を用いて求めら
れる。

Bworg = Bwtgt (ν(fmax ))

dν(f )
df

,

(10)

f =fmax

こうして求められた FVN の位相 φfvn (ν) を、目的とする周
波数 f から FVN 生成用の周波数軸への変換関数 ν(f ) を用い
ることで, 周波数領域での等価矩形信号長が設計された FVN
の変種の位相 φmod (f ) を求めることができる。具体的には、次
式となる。

φmod (f ) = φfvn (ν(f )).

(11)
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図 1 Average RMS (root mean squared) values of FVN shapes.
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ここで zc は、極を表す（一般には）複素数であり、zc∗ は、そ
の共役複素数を表す。極が実数の場合は、そのまま使うことが
できるが、複素数の場合には、共役複素数である zc∗ を極とす
るものと組み合わせて、２次の IIR フィルタとして用いる。な
お zc は、極の周波数 fc と帯域幅 bw を用いて、次のように表
される。
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図 2 Example of the generated FVN waveform with Bw = 200
(upper plot) and the corresponding phase (lower plot).

ここまでの定式化では、g(f ) > 0 のみを条件としてきた。た
だし g(f ) に不連続や急激な変化があると、変換された φmod (f )
にも急速に変化する成分が含まれ、求められた all-pass ﬁlter の
応答が時間方向に広がる。実用上は、g(f ) には滑らかな関数を
用いることが適切である。
2. 2 数 値 例
ここでは FVN と CFVN について、具体例を幾つか示す。ま
ず、FVN について、設定帯域幅 Bw による変化を示す。
2. 2. 1 設定帯域幅が定数の場合：FVN
図 1 に、凡例に示す設定帯域幅のそれぞれについて 5,000 個
の FVN を発生させた結果をまとめたものを示す。縦軸は波形
の自乗平均値 (RMS) を表す。これらの数値実験の結果を利用
することにより、目標とする FVN の等価矩形長 TERL（単位：
s）から、次式を用いて生成に用いる設定帯域幅 Bw（単位：Hz）
を決めることができる。

Bw =

1.4
.
TERL

(12)

図 2 に、Bw = 200 Hz として生成される位相特性 φfvn (k) と
波形の例を示す。この位相特性を用いることにより、図 2 の下
に示される FVN が生成される。なお、図中には波形とそれに
対応する等価矩形長で同じエネルギーを有する矩形を示す。
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図 4 Designed frequency axis mapping between original and the
warped one. A generated phase function φfvn (ν) shown on
the left using a constant Bw is converted to the modiﬁed
phase function φmod (f ) shown on the bottom, which corresponds to the frequency dependent Bw .
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2. 2. 2 設定帯域幅が周波数の関数の場合：FVN
ここでは等価矩形長が図 3 に示す周波数特性を有する場合
を例として提案した方法の動作を説明する。この特性は、変
曲点の周波数が 6,000 Hz、1 Hz あたりの傾斜が 1/500 である
sigmoid 関数を重みとして、高い周波数端で Bwtgt が 200 Hz、
低い周波数端で Bwtgt が 20,000 Hz となるようにした。
図 4 に、図 3 に設定した等価矩形長に基づいて求めた元の周
波数から変形した周波数への変換関数を示す。ここでは、併せ
て、定数の Bw を用いて生成した位相特性 φfvn (ν) の例を変換
関数の左側に、変換関数を用いて求められた周波数依存性を持
つ位相特性 φmod (f ) を変換関数の下側に配置した。また、変換
関数の動作を見易くするために、位相特性のピークの対応関係
を点線で示した。
この変換関数を用いて求められた位相特性の例を図 5 に示
す。低い周波数領域で等価矩形長が小さくなるように設計して
いるため、その領域での位相特性の変化がゆっくりとしている
ことが分かる。
図 6 に、周波数特性を有する等価矩形長を用いて生成された
FVN と、定数の等価矩形長を用いて生成された FVN の例を示
す。この例では、定数の等価矩形長として、周波数特性を有す
る等価矩形長の Nyquist 周波数での値を用いた。原点から離れ
た位置では、原点からの距離に応じて両者の波形の振幅が同じ
ような傾向で減少していることが分かる。
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図 7 Spectrogram of the example FVN using 10 ms Nuttall window.

生成された信号を定性的に理解するためにスペクトログラム
を求めた例を示す。図 7 に、10 ms の Nuttall による 4 項の余
弦級数窓を用いて 0.1 ms 毎に求めたスペクトログラムを示す。
この表示では周波数分解能が高いため、設定した位相特性に対
応する群遅延を周波数の関数として把握することができる。
音声合成への応用では、周波数帯域ごとに信号の持続時間（あ
るいは等価矩形長）を指定したいことがある。標本化周波数を
16 kHz とした統計的音声合成システムの例では、[0-1], [1-2],
[2-4], [4-6], [6-8] kHz の 5 個の帯域に分割している [13]。
図 8 に、上記の帯域ごとに等価矩形長を設定して生成した信
号のスペクトログラムを示す。帯域の境界周波数において、応

—4—

0

-10

-10

6000

-20

-20

5000

-30

4000

-40

3000

-50

2000

-60

1000

-70

-0.01

0

time (s)

0.01

0.02

-80

averaged sgram for 16000 Hz sampling

-30
-40
-50
-60
-70

0

2

4

6

time (s)

8

10

12

14

10 -3

図 10 Average RMS (root mean squared) values of CFVN shapes.
Legend shows bandwidths.

0

7000

-10

6000

-20

5000

-30

4000

-40

3000

-50

2000

-60

1000

-70

0
-0.02

200
400
800
1600
3200

-80

図 8 Spectrogram of the band-wise ERL deﬁned FVN example
using 10 ms Nuttall window

8000

average RMS level (dB)

7000

0
-0.02

frequency (Hz)

0

0

0.4
0.2
0

-0.01

0

time (s)

0.01

0.02

-80

図 9 Averaged spectrogram of the band-wise ERL deﬁned FVN
using 10 ms Nuttall window

-0.2
-0.4

0

1

2

time (s)

3

4

5

10 -3

10 -3

3

group delay (s)

frequency (Hz)

8000

2.5
2
1.5
1

0

0.5

1

frequency (Hz)

1.5

2

10 4

図 11 Examples of the impulse response and group-delay.

答が時間方向に広がっていることが分かる。
図 9 は、底辺が 400 Hz の raised cosine を使って g(f ) を平
滑化した場合の結果を示す。ここでは、結果を解釈しやすくす
るために、スペクトログラムを 1,000 回加算平均している。境
界周波数での広がりは、平滑化によってほぼ消失している。
2. 2. 3 帯域幅が同一の場合：CFVN
CFVN については、帯域幅が同一の all-pass ﬁlter を用い
た構成についてのみ、数値例を紹介する。標本化周波数は、
44,100 Hz とする。図 10 に、44 個の２次の all-pass ﬁlter を配
置した例を示す。極を配置する各帯域の幅を、0.3 と 1 の間に
一様分布する乱数を用いて設定した。極の帯域幅は凡例に示す
ように、200, 400, 800, 1600, 3200 Hz とした。図中の○印は、
時刻 0 での応答の値を示す。平均振幅のピークは、標本化周期
の 2K 倍に相当する 2 ms 付近にある。ピークから離れる際の
傾斜の絶対値は、帯域幅に比例している。これらの性質は、目
的とする応答を設計する際に利用できる。
図 11 に帯域幅を 800 Hz とした場合に生成された信号と、対
応する群遅延の例を示す。

聴こえる。それでも、さらに注意すると、局所的に音色が変化
するパターンを感じることがある。パルス数を少なくしていく
と、そのような局所的な音色は聴こえなくなり、数えることは
できないものの、ランダムに刺激される感じが生ずる。
ある長さで切り出したガウス雑音を繰り返すことにより、ピッ
チと、ビート（motorboating）と、繰返しが知覚される境界が
19 Hz, 4 Hz, 1 Hz にあると報告されている [14]。また、この
繰返しの知覚は 0.5 Hz 以下になると、急速に困難になると報
告されているこれは、聴覚における（波形に近い）低レベルで
の記憶バッファの長さが 1 秒程度であることを意味していると
解釈して良いのであろうか？
自分を被験者として実験してみると、雑音の揺らぎで生ずる
特有の音色のパターンに注目して、（意識的に／無意識に）数
えようとしていることが自覚される。OVN を用いて、系統的
に手がかりを少なくして行った場合、ビートと繰返しの知覚に
は、同様な周波数に同様な境界はあるのであろうか？どのよう
な結果になるにせよ、聴覚における低次の情報表現と処理機構
を理解するための有用な手がかりが得られると考えられる。

3. OVN の応用
OVN は、パルス数が多い場合には、正規分布する乱数で発
生させた白色雑音と同じような雑音と感じられる。両者を注意
して比較すると、OVN の方が変動が少なく感じられ滑らかに

4. FVN、CFVN の応用
聴覚は、同じ統計的パラメタから生成される二つの独立な正
規雑音や OVN を区別できない。このことは、聴覚は位相の情
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報の全てを利用している訳ではないことを示唆する。しかし、
聴覚は、条件が整えば各調波の相対位相が異なる調波複合音を
区別することができる [15, 16]。我々の聴覚がどのような条件
でどのような位相の違いを知覚しているか、それは何故なのか
について、見通しの良い理解はまだ得られていない。FVN は、
時不変の all-pass ﬁlter として、信号の位相構造を局所的に少
ない副作用で操作する手段を提供する。また、固定した FVN
と毎回ランダムに生成される FVN の位相を線形補間すること
により、ランダム信号から周期信号にいたる刺激音を、シー
ムレスに合成することができる。これらの性質から、FVN は
ピッチ知覚の研究に広く用いられている IRN(Iterated Rippled
Noise) [17] を補完する信号として利用できる可能性がある。
基底膜を伝播する信号の遅延を補償するチャープ信号を用い
ることにより、聴性脳幹反応が最大化される [18] にも関わら
ず、知覚される信号の凝集度 (compactness) は、単発のクリッ
ク（パルス）が最大であり、遅延を補償するチャープ信号を時間
反転させた信号の方が元の信号よりも高いとの報告がある [19]。
CFVN は、時間軸を反転させたものと対にして用いることによ
り、この問題を含め、聴覚における信号処理と知覚の関係を、
より深く調べるための有用なツールとなる可能性がある。
音声合成において問題となる「バズ感」の解消への応用を想
定して、群遅延操作の知覚への影響を組織的に検討した報告が
ある [20]。FVN は時間方向の振幅分布の局在性とスペクトル
の平坦性が両立している信号であり、これらについて、より統
制された組織的検討を可能にする。ここでも、CFVN とその時
間反転したものの対は、有用なツールとなる可能性がある。
簡単な予備検討では、一個の FVN を時不変のフィルタとし
て STRAIGHT による合成音声を処理するだけで「バズ感」を
大きく軽減できる可能性が示されている。また、駆動音源とし
て用いる場合、帯域ごとの等価矩形長を設定したランダムな
FVN を利用する通常の方法に加え、一個の固定した FVN と毎
回ランダムに生成される FVN を周波数特性のある重みを用い
て混合する方法も、実用的な方法として利用できそうである。

5. お わ り に

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

ここでは、ランダムに 1 と-1 の値をとるパルスを、離散時
間軸上に疎に配置して作られる velvet noise OVN と、周波数
軸上に配置して作られる変種 FVN、因果律を満たす CFVN を
提案した。これらの信号は、聴覚における処理や情報表現を研
究するためのツールとして有用である可能性があることに加
え、音声合成の分野でも興味深い応用の可能性がある。今後は、
これらの可能性を追求して行く予定である。なお、関連する
MATLAB による実装を、筆頭著者のサイトで公開している。
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