
1. はじめに

人間の情報処理機構を 明するために、 算論

的アプローチが盛んに取られるようになっている

[1,2]。もちろんこの立場は、 算機が現実的なも

のとなり人間との対比が考えはじめられた時点よ

りあることは うまでもない。この中で、もっと

も代表的なものは、人工知能研究の隆盛とともに

脚光をあびた約20年前のMarrによる視 の 算理

論の提案であろう[3]。この視 の 算論の研究

は、情景分析という枠組みでロボットビジョンと

ともに歩み、批判も含め実りのある研究成果の原

点となっている。

これに対し、聴 系においても 算理論と呼べ

るものは過去提案されていて、昔は視 系よりも

進んでいた。古くは、基底膜周波数分析の進行波

理論の基礎となったvon　Bekesyの基底膜振動観

測[4]・Fletcher(1940)の聴 フィルタの臨界帯域

やマスキングのパワースペクトルモデル[5]・

Lickleider　(1951)の自己相関関数を用いたピッ

チ知 理論[6]・Jeffress(1948)の方向知 の一致

モデル[7]などが挙げられる。その後も、さまざま

実験データを説明する個別のモデルは多数提案さ

れているが、上記の理論の影 力を えるような

理論はないようである。個別のモデルについて

は、生理学[8]や心理物理学[9,10]の教科書にも

載っているので省略する。最 、視 系に対応し

て「聴 情景分析」[11]が提唱され、これに対す

る 算論的アプローチと称する研究も多い。しか

しながら、発見的手法で記述された数多くの現象

を統一的に説明・予測できるようにはなっていは

ない。また、音 修復など、知 的にきわめて重

要にもかかわらず 算論的にはまだ難しく手を出

しかねている現象もある。

アプローチが困難な一つの要因は、人間に与え

る刺激が直感的な（と思われている）視 系と異

なり、聴 系が瞬時に消えてしまう音波を対象と

していて、スペクトログラム等の表現を取らない

と「目に見える」形にならないためかもしれな

い。また、目に見えたと思っていた信号表現が、

人間の信号表現と異なるために、かえって理 が

妨げられていたのかもしない。

このように聴 系の理論構築には研究の最初の

取り付きから困難があるものの、信号処理からの

アプローチから、機能のごく一 が少しずつなが

らも見えてきたこともある。ここでは、著者らが

提案してきた新たな聴 算理論の心理・生理学

的側面[12~21]を紹介する。

2. 初期聴 の 算理論

2.1 初期視 系の理論と聴 系での議論

Marrの視 算論の一番最初の処理は、ガウス

関数による視 フィルタとそれによるエッジ検出

である[3]。フーリエ変換表現の最小不確定性関数

はガウス関数である。これを視 フィルタとすれ

ば最適かつ滑らかで 合良いという議論であっ

た。それでは、聴 系で 似の議論ができるので

あろうか？

まず、聴 末梢系においては、内耳（蝸牛）で

周波数分析が行われ、数10Hz~20kHzの音が周波

数に対応した場所の聴神経の発火に変換される

[8,9]。この周波数分析機能は基底膜の機械的な振

動によって実現されていて、割合狭帯域のフィル

タが周波数 上に多数並んでいる系（フィルタバ

ンク）で 似できることがわかっている。この

フィルタバンクは、約500Hz以上で中心周波数と

帯域幅が比例するウェーブレット変換的な処理と

なっている。それ以下では、序々に比例関係を満

たさなくなり、一定帯域幅にだんだん くなって

くる。また、入力音圧が低いとフィルタの利得が

増加し、逆に いと減少するAGC的な圧縮 線形

特性を持っていることも知られている。この 線

形性も特殊な制約がかかっていて、ある範囲でほ

ぼ線形であるとして話をすすめてもそれほど大き

くはずすことはない。フィルタバンクを構成する

各々の聴 フィルタは、生理データの 析から、

包絡線がガンマ関数で搬送波が正弦波で 似でき

ることがわかっている。これは「ガンマトーン」

フィルタと呼ばれている。

それでは、元の視 とのアナロジーの 問にも

どって、このガンマトーンフィルタの関数は何ら

かの意味で最適なのであろうか。フーリエ変換表

現の最小不確定性関数は、ガウス関数かそれに正

弦波の搬送波が乗っているガボール関数である。

したがって、この関数系はフーリエ変換の意味で

は最適ではない。生体は聴 系では最適性をあき

らめてしまったのであろうか。あるいは、フーリ

エ変換を周波数分析の前提として仮定するがため

に、最適性を えないだけなのであろうか。著者

らは後者の立場をとり、聴 系はフーリエ変換で

はない別の変換を取っているという仮説を立てて
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いる[12,13]。この問題を考えるためには、聴知

特性の考察が必要である。

2.2. 聴知 特性の考察

声は声帯で生成されたパルス音源を、口の中の

舌の位置(=声道の形状）によって決まるフィルタ

に通して、必要な周波数成分を強調することに

よって生成されている。このフィルタは、声道の

断面積を測定したもの（断面積関数）によって特

性が特定できる。舌を動かすことにより、この

フィルタ特性が変化し、さまざまな音 に対応で

きるようになっている。

素朴な観察をしてみよう。この図1に示すが、大

人が発声した声と子供が発声した同じ母音の声

は、頭の寸法が異なり、声道の さが異なるため

周波数成分の分布では異なる。ところが聞く側で

は 的には同じクラスに聞くことができる。こ

の時、口の中の舌の位置は相対的にはおおよそ同

じであることがわかっている。すなわち、おおま

かに えば、声道断面積関数がおたがいに伸縮関

係になっている。

そこで同じように聞くためには、音波で伝わる

情報から、声道の さ(=寸法)情報を正 化して、

声道の形状情報を抽出する機能が聴 系には備

わっているのではないかと考えられる。内耳の

分では、音波を神経発火に変換する機能と周波数

分析の機能しかなく、このような寸法正 化がで

きる機能を持っていない。内耳から出た神経発火

の情報は、聴 経路にあるさまざまな神経核によ

り中継されて大脳に伝わり、最終的に認 され

る。そこで我々は図2に示すように、このような寸

法正 化・形状情報抽出がその聴 経路のいずれ

かの神経核かあるいは大脳で行われていると仮定

した。さらに、その機能を実現する数理的な定式

化としてメリン変換が取られているという仮説を

立てた[12, 13, 15, 16,17]。

2.3. メリン変換

時間 で定義されるメリン変換は、

S( p) = s(t )t p-1

0

•

Ú dt = s(t )e( p-1)ln t

0

•

Ú dt 　　　(1)

で表せる。 pは複素変数。この変換の特徴は、
if s(t) fi S( p) , then s(at ) fi a- pS( p) 　　　(2)

を満たすことである。すなわち信号s(t)が伸縮され
てs(at)となった場合、分布S( p)は、単に定数倍さ
れるだけである。特に pが純 数の場合、絶対値

は一致する。このことから、振幅の正 化をすれ

ば伸縮に対していつも同じ絶対値分布 | S( p) |で表
されることになる。

ところで、式(1)からわかるように、この変換は

原点０から積分が始まっている。原点０がきちり

と決まらないと式(2)に示した性 が得られないシ

フト不変ではない変換である。そこで変換前に原

点を決める問題を く必要がある(2.5節参照)。こ

れに対して、フーリエ変換の振幅成分はシフト不

変なので、どこでも短時間窓をかければその範囲

内の周波数成分を抽出できる。従来、メリン変換

が音の分析にあまり用いられてこなかった理由は

この原点の扱いの難しさにあるかもしれない。

　声道の話にもどると、声道の断面積関数が伸縮

した場合、その時間応答のインパルス応答も時間

に対しで伸縮することが物理的にわかってい

る。すなわち、子供と大人で声道断面積関数が伸

縮しているとすれば、この声道寸法が正 化でき

て声道の形の情報だけを抽出でき、同じ音 と同

定できることになる。

2.4. 聴 系でのメリン変換

このメリン変換がどのようなアルゴリズムで聴

系内で実現されうるであろうか。これに対し

て、著者らは図3に示すような安定化ウェーブレッ

ト-メリン変換という信号処理手法を提案した

[15,16,18]。

まず、空気の振動で1次元信号として耳に入る

音が、内耳でウェーブレット変換的な周波数分析

を受け、２次元の時間-周波数表現に変換される。

ここでメリン変換を適用したいが、前節で述べた

ように、原点が特定されていないと不可能であ

る。そこで、生理学者がよくやるように神経発火

間隔のヒストグラムを逐次作っていると仮定する

と、原点を固定することができる。ある時点で、

各周波数チャネルごとに特徴的なピークを原点と

してヒストグラムを取ったものは、図4に示される

ような横 に時間間隔 ・縦 に周波数 を持つ

２次元表現になる。これを安定化聴 イメージ

(SAI)と呼ぶ。ここで縦に並んだ３つの活性度固ま
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りのパターンの間隔が音源の基本周期に相当す

る。この２次元イメージを時間系列で作って3次元

として再生すれば、イメージが動くようになる。

この安定化聴 イメージに対してメリン変換を

算する。そのためには図4の神経細胞の模式図の

ように、活性度の山に沿って正弦波荷重関数が

乗った結線をして、その荷重和を取ればよい。す

ると、ある特定の条件のメリン変換値（メリンイ

メージの1ピクセル）が 算できることになる。接

続の場所と荷重の正弦波の周波数の関数として、

メリン変換表現も各時点で2次元イメージとなる。

この処理は、初期段階のウェーブレット変換・

時間間隔ヒストグラムによる表現の安定化・時間

周波数方向へのメリン変換からなるので、安定化

ウェーブレットメリン変換と呼ぶことにした。

2.5. イベント検出と知 の時間 対称性

音声の時間間隔ヒストグラムを作るためには、

声帯が閉鎖する時点に相当するイベントを検出す

ることがもっとも良い。このように原点を決定し

て、ヒストグラムを取ると、音声等のパルスとそ

れ続く減衰応答をそのまま表現の上で保持するこ

とに相当する。

ピアノのキーを叩いた時の指数減少音とその時

間反転音は、フーリエ変換振幅スペクトルが全く

同じである。ところが、我々にとっては、時間反

転音はオルガンの音のように聞こえる。そこで、

そのような音に含まれるクリック的な成分と連続

的な成分の比を被験者に答えさせると、知 の時

間 対称性を測ることができる[19,20]。この実験

結果を説明するためには、 対称性を保持する表

現が必要であることが示唆されている。また、そ

の中で、音開始時点を検出する手法として「デル

タガンマ」関数を使うことも提案した。これは、

Marr視 系のエッジ検出理論に対応する音 的な

エッジ検出の理論となっている。

3. 聴 フィルタの最適性と実験適合

前節で述べたメリン変換仮説の面白い所は、図2

の矢印で示すように、前処理である内耳の聴

フィルタやフィルタバンクの最適性が える点に

ある[5]。

3.1. ウェーブレット変換

前述のように末梢系の周波数分析はウェーブ

レット変換的である。ウェーブレットは核関数を

伸縮させることによって各周波数におけるフィル

タを構成している。メリン変換は、伸縮を正 化

するので、ウェーブレットのどの周波数のフィル

タも全く同じ分布で表すことができる。これによ

り、外界からの音が伸縮しているのであれば、

ウェーブレットのどの周波数のフィルタを通った

としても、全く同じメリン表現で表すことができ

るようになる。この意味で、ウェーブレット変換

はメリン変換にとって「透明」で、情報を変形を

させることなく伝達できる最適な変換である。

3.2. ガンマチャープ聴 フィルタ

それでは、メリン変換を前提として、ウェーブ

レットの核関数である聴 フィルタ関数は最適で

あろうか。これについては、メリン変換が張る空

間での最小不確定性関数を 析的に求めることに

より答えが出る[5]。これは固有値問題の として

得られ、

gc (t ) = at n-1 exp(-2p bet) exp( j2p fr t + jc ln t + jf)　(3)
と表される。ここで、 t (t > 0)は時間,aは振幅,n
, be , fr , c , fは特性を決めるパラメータである。
t n-1 exp(-2pbet )はガンマ関数で包絡線となってい
る。次項の指数関数の引数はすべて 数なので振

動項、すなわち搬送波を示している。引数を微分

して瞬時周波数を 算すると、 fi = fr + c /(2p t)と
なり、時刻 tによって周波数が変化することがわか
る。cが正ならば い周波数から低い周波数へ、負

ならば逆になり、最終的に frに漸 する。これを

音で聞けば「チャープ」なので、包絡線のガンマ

関数とあわせて「ガンマチャープ」と命名した。

この式でcが零の場合、周波数が変化しない一定周
波数の「トーン」になる。すなわち、前述の生理

学的観察からフィッティング関数として定式化さ

れた「ガンマトーン」は「ガンマチャープ」の特

別な場合であることがわかる。
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3.3. 生理実験・心理物理実験データによる検証

それでは、ガンマチャープが聴 フィルタ関数

として実験データに照らして妥当であろうか。実

験データを説明できて始めて理論としての妥当性

が える。これに関しては最 、最新の生理実験

データと心理物理実験データの両方のデータに対

してガンマチャープが定量的に良く適合できるこ

とを示した[17]。

3.3.1 生理実験結果に対する適合

「ガンマトーン」が提案された論文での生理

データは、revcor法と呼ばれる手法を使って測定

された、哺乳 の聴 フィルタのインパルス応答

であった。最 になって、このインパルス応答を

詳しく再 析すると搬送波が周波数変化していて

いることが確認された。ガンマ関数の包絡線と合

わせて、まさしく「ガンマチャープ」と呼ぶべき

関数であったのである。

式(3)は 析 であるが、これを関数系を少し変

形することによって、内耳の 線形性も記述でき

るようになった。まず周波数分析の基本となる内

耳の受動的な働きをこの 析的なガンマチャープ

で 似する。そして 線形性の元になる能動的な

働きをガンマチャープの周波数特性から導出され

るハイパスフィルタ[14]に分担させた。これを

「圧縮型ガンマチャープ」と呼ぶようにし、上記

の生理データに誤差を十分小さく適合させること

ができることを示した[17]。

3.3.2. 心理物理実験結果に対する適合

この圧縮型ガンマチャープは、ノッチ 音マス

キング法と呼ばれる心理物理実験から得られる聴

フィルタ形状の記述にも精度良く使えることが

わかった。この特性は、前節の生理学データに適

合させて得られた圧縮型ガンマチャープをフーリ

エ変換した周波数特性と相似になる。

すなわち、人間を対象とした心理物理実験で

も、動物を対象とした生理実験でも、刺激や手法

の条件がまったく異なるにもかかわらず、同じ圧

縮型ガンマチャープの枠組で表せることがわかっ

た[17]。

3.4. メリン変換自体の直接的検証

以上ではガンマチャープを支持する生理的・心

理物理的知見を紹介した。しかし、これらはメリ

ン変換仮説の傍証にすぎず、まだ直接的には検証

できていない。これは、いままでメリン変換を作

業仮説として持っていなかったため、検証するた

めの実験が組み立てられていなかったためでもあ

る。今後、生理・心理物理的な検証実験を行う予

定にしている。結果を期待したい。

4. まとめ

著者らが行ってきた聴 の 算論の研究の一

を紹介した。まず、音源の寸法情報と形状情報を

分離する聴 機能がありメリン変換で 算される

という理論的仮説を示した。これを実現するため

のアルゴリズムとして「安定化ウェーブレット-メ

リン変換」を提案した。さらに、メリン表現にお

いて、聴 フィルタ関数が最小不確定性を満たす

関数として 析的に求まり「ガンマチャープ関

数」となることを示した。このガンマチャープ関

数が生理実験データ・心理物理実験データの両者

を同じ枠組みで定量的に良く説明できることを紹

介した。さらに、ここでは述べなかったが、この

初期聴 系のスケール理論を通して、聴 末梢系

の内耳の進化と音声コミュニケーションの発達お

よびその関連を説明できる可能性があるのではな

いかと憶測している[21]。今後さまざまな手法を

通じて検証にむけて検討を進めるつもりである。

辞　ここに紹介した研究は主にCambridge大

生理学科CNBH,Patterson博士との共同研究の成果

である。本研究の一 は和歌山大学・河原教授が

代表のCREST聴 脳プロジェクトにATR・NTT時

代から支援を受けた。NTT研究所音声オープンラ

ボ片桐 には研究サポートを受けた。ここに感

する。
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