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楽器の種類・寸法と音色楽器の種類・寸法と音色

類似の形状と構造
寸法の違い

類似した音色

 Scaling



寸法変化に不変な性質を抽出
する変換としての
寸法変化に不変な性質を抽出
する変換としての  Mellin 変換Mellin 変換
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内耳における周波数分析内耳における周波数分析
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内耳における分析の最適性内耳における分析の最適性
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時間時間-スケール領域での
最小不確定性を有する関数

-スケール領域での
最小不確定性を有する関数
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生理学的裏付け生理学的裏付け

de Boer and Nuttall (1997)
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n 変化が本質的n 変化が本質的

n 不動点に基づく方法n 不動点に基づく方法
—二段階選択—二段階選択
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信号のモデル信号のモデル

音声の場合：ωkに調波的構造

k=0  :基本波成分
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STRAIGHTでのSTRAIGHT
実装

での
実装

nn C/N ：C/N 背景のカラー
不動点：○印
：背景のカラー

不動点：○印

n 抽出されたn 抽出されたF0F0

n 各不動点のn 各不動点のC/NC/N
—基本波成分：緑，赤—基本波成分：緑，赤

—その他の成分：黒—その他の成分：黒



EGGをEGG 基準とした評価：女性を基準とした評価：女性

誤抽出

後処理無：0.72%
後処理後：0.32%
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イベント：時間領域での定義イベント：時間領域での定義

n 窓のn 中心時刻から窓内のエネルギーの窓の
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squared whitened signal energy centroid

Gaussian
window

energy
concentration

speech
waveform



waveform

windowed 
energy centroid

identity map

fixed-point



mean time

duration

Event: time-domain definitionEvent: time-domain definition
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Actual event location andActual event location and
windowed locationwindowed location

Gaussian time window

Gaussian signal model

windowed event location
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From acoustic event to itsFrom acoustic event to its
excitation: inverse problemexcitation: inverse problem
nn Frequency domain representations ofFrequency domain representations of

event attributes defined in the time-domainevent attributes defined in the time-domain

nn Assumption: causalityAssumption: causality

負号をつけたもの
が群遅延



Equivalence of temporal andEquivalence of temporal and
frequency representationsfrequency representations

波形

時間領域で求めた重心

周波数領域で求めた重心

群遅延
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Excitation estimation byExcitation estimation by
minimum phase compensationminimum phase compensation

observed group delay

minimum phase group delay

compensated location

compensated duration



Observed group delay, minimum phase group delay and
compensated group delay

Observed group delay
Minimum phase
group delay

Compensated group delay



イベント抽出と駆動源の推定イベント抽出と駆動源の推定

イベントのエネルギ集中度 駆動源のエネルギ集中度

エネルギー重心

補償後の
群遅延

駆動源

声門閉止
時刻に対応



イベントの多重解像度分析イベントの多重解像度分析

推定された
駆動源位置

音声波形
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