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歌声分離ならびに統計的歌声声質変換に基づく
楽曲中の歌声加工
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概要：楽曲中の歌声を自在に加工出来れば，聴き手は，より能動的に音楽を鑑賞することが可能となる．
本研究では歌声分離と歌声声質変換を用いた楽曲中の歌声加工法を提案する．歌声分離法として，ロバス
ト主成分分析により教師なし分離されたスペクトログラムをマスクとして用いたスペクトログラムに対し
て，非負値行列因子分解を実施する事で歌声を分離する手法を提案する．歌声声質変換法として，ボコー
ダによる音声波形合成が不要な差分スペクトル補正に基づく歌声声質変換法を用いる．評価実験より，提
案する歌声分離法は，ロバスト主成分分析のみを用いて分離する手法に比べて，分離伴奏に残留する歌声
が大幅に減少するということがわかった．また，歌声声質変換では，自然歌声で学習した変換モデルに比
べ，分離歌声で学習した変換モデルの方が，より高精度に声質を変換可能である事がわかった．

1. はじめに
近年，音楽共有サイトや動画共有サイトにおいて，消費
者生成メディア（Consumer Generated Media: CGM）現
象 [1] が広まり，日々多くの歌唱動画が投稿されている．

CGM の N 次創作では，オリジナル楽曲を基に，異なる歌
手がそれぞれ好きなように歌唱した歌声動画を投稿する事
で，聴取者は，幅広い歌唱動画の中から，自身の好みに基
づき楽曲動画を探索し，聴取する事が可能となる．一方で，
楽曲に対する N 次創作の多様性は，その楽曲の人気度合い
に大きく依存しており，聴取者が所望の歌声を広く探索出
来る楽曲は，全ての投稿楽曲の中でも部分的である．その
ため，聴取者が，個人の利用範囲内において，任意の楽曲
の歌声を能動的に加工・編集し，理想とする歌声で聴取出
来るようになれば，新たな楽曲聴取のスタイルが確立され
ると考えられる．

図 1

楽曲中の歌声声質変換システムの概要図

換手法が求められる．
更に，本研究では変換した歌声を伴奏と足し合わせるた
め，マスキング効果についても考慮する必要がある．マス
キング効果とは，同じ周波数帯で同時に複数の音が発生し
た場合，小さな音が大きな音にかき消されて聞こえなくな
るという現象である．つまり，仮に歌声を変換した際に雑

1.1 楽曲中の歌声変換における特性
歌声に限らず，一般的な声の声質を変換する研究は数多
く行われている．しかし，その殆どは雑音を含まないク
リーンな音声を用いた変換である．一方で，楽曲から分離
した歌声には少なからず伴奏成分が残留しているため，雑
音に対して頑健な歌声声質変換を行う必要があるなど，通
常の歌声声質変換とは異なる本研究に特化した歌声声質変
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音が含まれていても，その雑音が伴奏と足し合わせること
でマスキングされるならば問題ないと言える．
楽曲中の歌声加工は，歌声が混合された楽曲そのものに
対して，加工する事も考えられるが，加工にともなう誤差
が楽曲に対しても影響を与えると考えられる．本稿では，
楽曲中の歌声の加工を実現するするために，楽曲から歌声
を分離する歌声分離と統計的手法に基づく歌声声質変換法
を組み合わせた手法を提案する．
図 1 に，本稿で提案する歌声声質変換システムを示す．
提案システムでは，任意の楽曲を入力として教師なし歌声
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分離を行う．得られた分離歌声に対して，事前に学習され
た歌声声質変換モデルに基づき，聴取者が所望する歌手の
歌声へと変換する．変換歌声と分離された楽曲を再度混合
する事で，任意楽曲に対する歌声加工が可能となる．

1.2 先行研究
歌声分離及び歌声変換の手法にについては，盛んに研
究が行われている．歌声分離において有効な手法の一つ
としてロバスト主成分分析（Robust Principle Component

Analysis: RPCA）[2] に基づく歌声分離手法が提案され
ている [3]．また，更にそこに音高推定を組み合わせたも
の [4] が考案されている．一方で，多様な拡張/応用が検
討されている，非負値行列因子分解（Nonnegative Matrix

Factorization: NMF）[5–10] では，歌声分離手法について
も検討されている [11, 12]．
一方で，歌声変換については混合正規分布モデルに基づ
く手法 [13] や，波形を直接編集することで高品質な変換を
行うことができる差分スペクトル補正に基づく歌声声質変
換が知られている．

図 2

RPCA による行列分解

ある核ノルムを，|| · ||1 は行列に含まれる要素の絶対値の
総和である L1 ノルムを表す．特異値はその行列のランク
と同じ数存在するため，低ランク行列 X L のランクが小さ
いほど最小化する式の値は小さくなる傾向にある．RPCA
を楽曲の振幅スペクトログラムに適用することで，ドラム
やギターなどの規則的な繰り返し成分は低ランク行列とし
て表現され，歌声などの変動が大きい成分はスパース行列
として得られる．この分解した行列を元にスペクトログラ
ム行列に適用するマスクを作成し，楽曲に適用することで
歌声と伴奏に分離することができる．

2.2 F0 軌跡推定に基づく歌声分離手法
楽曲スペクトログラムを歌声と伴奏に分離するもう 1 つ

1.3 先行研究
本稿では，歌声分離について従来より提案されている

RPCA と音高推定を組み合わせた手法に対して，その手法
で分離した歌声と伴奏を仮想的な教師データとして NMF
を用いた歌声分離を適用するといった手法を提案すると
共に，分離した歌声に対して従来の統計的歌声声質変換
（Statistical Voice Conversion: SVC）と差分 SVC の 2 種
類の手法で歌声変換を行い，その性能を客観的な基準で評
価してその結果を報告する．

の手法は，F0 軌跡を利用する方法である [4]．歌声の周波
数成分は，基本周波数 (F0 ) 及びその整数倍の周波数周辺
に局在するため，F0 軌跡を用いてその倍音周辺以外の周波
数成分をマスキングすることで，高精度な歌声分離が可能
となる．これを調波マスクと呼び，F0 軌跡及びその整数倍
の周波数部分に値を持つような行列となる．ただし，一般
に F0 軌跡は未知であるため，F0 軌跡を音源から推定する
必要がある．

F0 軌跡の推定に対して，RPCA により得られる歌声ス

2. 歌声分離法

ペクトログラムを用いることにより，F0 強調スペクトログ
ラムを作成し，ビダビ探索によって最終的に調波マスクを

2.1 RPCA に基づく歌声分離手法
混合音のスペクトログラムを歌声のスペクトログラムと
伴奏のスペクトログラムに分離するための第一の手法は，

RPCA による行列分解を用いた方法である [3]．RPCA は，
主成分分析（Principal Component Analysis: PCA）の一
つであり， 実数で表される観測行列 X を低ランク行列

X L 及びスパース行列 X S の和として表現する．
RPCA による行列分解は，次の最適化問題で表される．

推定するハイブリッド手法についても提案されている．

2.3 NMF に基づく歌声分離手法
教師データを用いて歌声を楽曲から分離する手法とし
て，NMF を用いた手法が存在する．NMF は非負の要素
をもつ行列に対する低ランク行列表現手法であり，観測行
列を二つの非負値行列の積として表現する．音楽音響信号
のスペクトログラムには，調波構造を持つ楽器音の場合は
倍音周波数付近にパワーが集中し，倍音間にはほとんどパ

minimize

||X L ||∗ + λ̂||X S ||1

subject to

XL + XS = X
λ
λ̂ = √
max(T, F )

(1)

ここで，X は分解するサイズ T × F の行列，X L は低ラン

ワーが存在しないなど，スパース性が存在する．このよう
なスパース性に着目し，音響信号のスペクトログラム S に

NMF を適用することで，少数のスペクトルパターン集合
を表す基底行列 T と時間方向の大きさの変化を表す行列

U に分解され，次式のように近似される．

ク行列，X S は疎行列を表す．λ は正の実数値で与えられ
るパラメータである．また，|| · ||∗ は行列の特異値の総和で
c 2017 Information Processing Society of Japan
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S ≃ TU

(2)
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NMF において，分離対象すべてに対して学習データを
用いる教師あり音源分離の枠組みを利用する，教師あり

NMF（Supervised NMF: SNMF）[7] が提案されている．
SNMF では，各音源に対する学習データに対してそれぞれ
NMF を行い，基底行列を学習する．得られた基底行列を
固定して混合音である評価データに対して NMF を行うこ
とで，それぞれの分離音を得ることが可能である．この手
法では，楽曲の一部とその楽曲の歌声の倍音構成・フォル
マント・母音といった情報を事前情報として手動で与える
ことで，歌声と伴奏の基底の初期値を計算してそれを用い
て歌声の分離を行う．その具体的な手順は次のようになる．
まず楽曲のうち歌声のない部分をランダムで抽出し，そ
れを用いて伴奏の基底を計算する．次に歌声の倍音構成・
フォルマント・母音といった 3 つの事前情報を活用して基
底を計算する．歌声及び伴奏のアクティベーションの初期
値は乱数によって与える．得られた歌声及び伴奏の基底を
用いて，目的の混合音スペクトログラムに対して NMF を
行う．これにより混合音スペクトログラムが，歌声基底行
列と歌声アクティベーションの積である歌声スペクトログ
ラム，並びに，伴奏基底行列と伴奏アクティベーション行
列の積の伴奏スペクトログラムに分解できる．

2.4 提案手法
NMF に基づく手法は，音楽音響信号のスペクトログラ
ムにスパース性が存在することに着目し，NMF を用いて，
音響信号のスペクトログラムを 2 つの行列の積に分解する
という操作を行う．ここで，音響信号のスペクトログラム
に NMF を適用する場合，少数のスペクトルパターン集合
を表す行列と時間方向の大きさ変化を表す行列に分解され
る．すなわち，楽曲の一部とその楽曲の歌声の倍音構成・
フォルマント・母音といった情報を事前情報として手動で

図 3

提案手法の概要図

データとみなして，NMF による歌声分離を行う．その際
に，事前処理で得られる歌声と伴奏には多くの分離誤差が
含まれるため，NMF における推定パラメータに対して制
約を課すことで，その影響を緩和する．提案手法の概要図
及び個々の処理を表す図を図 3 及び 4 に記す．図で示した
ように，今回の提案手法は，RPCA と F0 軌跡推定を組み
合わせることによる歌声分離を用いて NMF の教師データ
を用意するという手法である．これを行うことで，事前処
理で得られる歌声と伴奏に含まれる多くの分離誤差に対し
て，NMF における推定パラメータに対する制約を課すこ
とで，その影響を緩和することができる．また，NMF の
教師データを混合音から作成するため，教師データを手動
で与えるという工程が不要となる．

3. 歌声変換法
3.1 差分スペクトル補正に基づく歌声声質変換法
差分スペクトル補正に基づく歌声声質変換は，学習処理
と変換処理で構成される．
学習処理では，入力歌手と目標歌手が同一楽曲を歌
唱したパラレルデータから分析された音響特徴量の結
合確率密度関数を混合正規分布モデル（Gaussian Mixture

は高い分離精度が得られる反面，歌声及び伴奏の音響信号

]T
[
Model: GMM）によりモデル化する．X t = xT
∆xT
t
t
[
]T
T
と Y t = yT
をそれぞれ入力歌声と目標歌声の
∆y
t
t

に関する教師データを必要とする．一方で，RPCA 及び

静的・動的特徴量ベクトルとすると，その結合確率密度関

F0 軌跡推定に基づく手法は，行列を低ランク行列と疎行列

数は，以下の式で与えられる．

与えることで，歌声と伴奏のスペクトルパターン集合の初
期値を計算してそれを用いて歌声の分離を行う．この手法

へと分解する RPCA の特性を活かして，混合音のスペク
トログラムを歌声のスペクトログラムと伴奏のスペクトロ
グラムに分離する．歌声の統計的性質として，伴奏と比較
すると低ランク性が下がる点や，基本周波数に応じた調波
構造を持つ点を利用する．そのため，教師データを必要と
しない分離処理を実現できるが，得られる分離精度は限定
的なものとなる．
本研究では，高精度な教師なし歌声分離処理の実現に向
けて，RPCA と音高推定に基づく手法を事前処理として活
用した NMF による教師なし歌声分離法を提案する．まず，

RPCA と音高推定に基づく手法により，楽曲を歌声と伴奏
に分離する．そして，得られた歌声と伴奏を仮想的な教師
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(
)
P X t , Y t | λ(XY )
([ ] [ (X) ] [ (XX)
M
∑
Σm
Xt
µm
αm N
;
=
(Y X)
(Y ) ,
Σm
µ
Y
t
m
m=1

(XY )

Σm

(Y Y )

Σm

])

(3)

ここで，T は転置を表す．N (·; µ, Σ) は平均ベクトルが

µ，共分散行列が Σ の正規分布を表す．また，m は混合
要素のインデックスを，M は混合要素の全体数を，αm は

GMM の m 番目の混合重みを表す．λ(XY ) は GMM のパ
ラメータである αm , µm , Σm を構成するモデルパラメータ
セットを表す．
入力特徴量ベクトルと目標特徴量ベクトルの結合ベクト
ルを入力特徴量ベクトルと差分特徴量ベクトルの結合ベク
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図 4

提案手法の処理の流れ

トルへと変換する変換行列を用いて，GMM のパラメータ
の変換を行う事で，解析的に入力特徴量ベクトルと差分特
徴量ベクトルの結合確率密度関数を表す差分 GMM が得ら
れる．差分特徴量ベクトルを dt = yt − xt とすると，入
力特徴量ベクトルと差分特徴量ベクトルの結合確率密度関
数は，以下の式で表される．
P (X t , D t | λ)
([ ] [ (X) ] [ (XX)
M
∑
µm
Xt
Σm
;
=
αm N
(D) ,
(DX)
D
µ
Σm
t
m
m=1

表 1 性能評価実験におけるパラメータ
フレーム幅
92.9 ms (4096 pt)
シフト幅

11.6 ms (512 pt)

FFT ポイント数

4096

サンプリング周波数

44100 Hz

RPCA パラメータ λ

0.8

バイナリマスク閾値 γ
(XD)

Σm

(DD)

Σm

対数周波数スペクトログラムの範囲

])

(4)

1
50 - 1600 Hz

分解能

15

F0 強調スペクトログラムの重み α

0.6

調波マスクの周波数幅 w
(Y )
(X)
µ(D)
m = µm − µm

Σ(XD)
m

=

T
Σ(DX)
m

=

(5)
)
Σ(XY
m

−

Σ(XX)
m

Y)
)
X)
Σ(DD)
= Σ(XX)
+ Σ(Y
− Σ(XY
− Σ(Y
m
m
m
m
m

6 cent

調波特性数 N

70 Hz

NMF の基底数

200

NMF の更新回数

200

(6)
MIREX2014 [16] における歌声分離タスクで用いられた以
(7)

変換処理では，入力特徴量系列に対して，最尤系列変換

下の 3 つ [17] を用いる．

( 1 ) Normalized Source to Distortion Ratio (NSDR)
( 2 ) Source to Interferences Ratio (SIR)

法 [15] を行うことで，変換差分特徴量系列が得られる．変

( 3 ) Sources to Artifacts Ratio (SAR)

換差分特徴量系列を用いて，入力歌声に対して補正する事

ここで，NSDR は分離音源に含まれる目的音源以外の全て

で，入力歌声から目標歌声へと変換された変換歌声が得ら

の雑音の大小を，SIR は目的音源以外の音源による雑音の

れる．

大小を，SAR は分離処理によって生じた歪みの大小を表す

4. 実験的評価
4.1 歌声分離の評価実験
提案手法の有効性を確認するために，教師無し歌声分
離実験による評価を実施する．定量的な評価尺度として，

c 2017 Information Processing Society of Japan
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評価尺度である．
今回の実験における各種パラメータは表 1 の通りである．
また，性能評価実験を行う手法は次の 2 種類である．

(i) 従来法：RPCA ソフトマスク，調波マスクの各要素
を掛け合わせて組み合わせたマスクを用いる方法

4
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(RPCA-H)
(ii) 提案法：RPCA-H の手法を用いて分離した歌声及び伴
奏を教師データとして NMF を行ったもの (RPCA-H-

NMF)
4.2 歌声変換の評価実験
本実験では，楽曲中の歌声変換の精度を比較するため，
雑音を含まないクリーンな歌声及び楽曲から分離した歌声
に対してそれぞれ声質変換を行い，比較を行った．実験に
使用したのは日本語の唱和 68 フレーズを 6 人分である．1
フレーズの長さは約 10 秒，歌唱者は声質の異なる 3 名の

図 5 歌声分離の性能比較結果

男性及び 3 名の女性であり，男性から男性，女性から女性
の声質変換を全ての組み合わせである 12 パターンで実行
した．今回は次の 3 つの変換を，前項で説明した統計的歌
声声質変換と統計的スペクトル包絡差分変換の 2 種類の手
法で行った．ここで，変換元の歌唱者を歌唱者 A，変換先
の歌唱者を歌唱者 B として，雑音が含まれていない音声を
クリーン音声と表記する．

(a) 歌唱者 A のクリーン音声から歌唱者 B のクリーン音
声への変換モデルを使用して，歌唱者 A のクリーン音
声を変換

(b) 歌唱者 A のクリーン音声から歌唱者 B のクリーン音
声への変換モデルを使用して，歌唱者 A の分離音声を

図 6 歌声変換の性能比較結果

変換

(c) 歌唱者 A の分離音声から歌唱者 B のクリーン音声へ

みが大きくなるという傾向が見られた．一方で，統計的ス

の変換モデルを使用して，歌唱者 A の分離音声を変換

ペクトル包絡差分変換では比較的残留伴奏成分の変換によ

楽曲の分離音声は，歌声のクリーン音声を伴奏と重ね合わ
せ，それに対して歌声分離処理を施すことで生成した．歌
声分離に使用したのは，提案手法の「RPCA と音高推定に
基づく手法を事前処理として活用した NMF による教師な
し歌声分離法」である．

る歪みが軽減された．

5. 考察
歌声分離については，提案手法が従来手法と比較して伴
奏の残留歌声が減少するという傾向が見られた．一方で，

今回の変換精度の評価実験については，変換音声とター

歌声の残留伴奏については従来手法の方が少なく，また分

ゲット話者との元音声とのメルケプストラム歪み（Mel-

離歌声と分離伴奏の歪みも従来手法の方が高いという特徴

cepstrum distance: Mel-CD）を客観的な評価尺度として

が観測された．本研究の楽曲中の歌声変換という観点で考

用いた．

えると，どちらの手法がより適しているかは明確に言うこ
とはできないと考えられる．

4.3 実験結果

また，歌声変換については，差分 SVC を用いた手法が

歌声分離についての実験結果を図 5 に示す．この結果か

より適していると考えられる．一方で，分離音声の変換に

ら，提案手法は，従来手法と比較し，分離後の歌声に対し

ついては差分 SVC を用いた場合に雑音による影響で変換

て，伴奏の残留成分の増加を最小限に抑えつつ，分離処理

音声の大きさが不自然に変化するという傾向が見られた．

による歪みを大幅に低減できることが分かった．この実験
結果から，本研究で提案した NMF による教師なし歌声分
離法は，楽曲から歌声を分離するという観点においてその

6. まとめ
本稿では，歌声分離と歌声変換を組み合わせることで楽

精度を更に向上させることができるということが判明した．

曲中の歌声変換という手法を提案した．また，歌声分離に

変換した歌声を比較すると，クリーン音声は目的音声と

ついては従来手法を組み合わせた手法を提案し，その性能

のメルケプストラム歪みが小さいが，分離音声の変換はそ

を評価して考察を行った．歌声変換については従来の統計

れと比較して歪みが大きいという結果となった．特に，従

的性質変換と差分 SVC を分離音声に対して実行すること

来の統計的歌声声質変換法で分離音声を変換した際に，歪

でその性能を確認した．
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それらの結果を踏まえて今後の課題は 2 つ挙げられる．

[14]

まず第一に分離音声に対する音声変換の手法の確立であ
る．分離音声は残留伴奏を雑音として含んでおり，そのた
め雑音に頑健な歌声変換法を考案する必要があるためであ
る．次に，歌声分離の手法の特性による性能の変化につい

[15]

ての調査である．歌声分離の手法ごとに性能の高い点が異
なるため，楽曲中の歌声変換という視点でどの手法がより
優れているのかについて改めて調査する必要があると考え
られる．
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