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WaveRNN を利用した音声ロスレス符号化に関する検討と考察 ∗
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はじめに

ネットワークやデジタル機器のブロードバンド化
が進展するとともに、音声信号の高品質化（高サン
プリングレート、高振幅分解能、多チャネル化）の要
望が高まっており、蓄積や配信に必要な情報量が飛躍
的に増大しつつある。信号の品質を全く損うことな
く情報量を削減することができるロスレス符号化は、
高品質が求められる近年において重要な役割を担って
いる。
普及しつつあるロスレス符号化方式として、動画
や音声データを扱う国際標準化団体である MPEG
(Moving Picture Experts Group) により MPEG-4
ALS(Audio Lossless Coding) [1–3] が規格化されてい
る。MPEG-4 ALS はサンプリング周波数 192 kHz、
量子化ビット数 32 bit にまで対応するなど、幅広い
音声音響信号を扱うことができる。
ロスレス符号化では元の信号が完全に復元される
ため、その性能指標としては圧縮率や演算量が注目
される。MPEG-4 ALS では線形予測分析を用いて符
号化を行なっており、残差信号を伝送することでロス
レス符号化を行なっている。予測性能が良ければ残差
信号の振幅は小さくなり、圧縮性能は高くなる。つま
り、線形予測器の性能は圧縮性能に大きく影響する。
ロスレス符号化における線形予測器を改善するため
の研究 [4–6] がこれまでなされてきたが、非線形予測
器を用いることで線形に限らない柔軟な予測を行い、
予測性能を向上させられる余地があると考えられる。
また近年、音声合成用に提案された Deep Neural
Network(DNN) ベースの手法である WaveNet [7] を
非線形予測器として利用し符号化を試みる検討がな
されている [8]。上記で利用されている WaveNet は 8
bit 信号までの対応であることに加え、ネットワーク
構造が大きく演算に時間がかかってしまう問題があ
る。この問題を解決する WaveRNN という手法が提
案されている [9]。
WaveRNN は 16 bit/24 kHz の信号に対応した手
法であり、前の時間のサンプル値を入力として次の時
間のサンプル値の予測確率分布を出力するようにネッ
トワークを学習する。エントロピーを最小化するよ
うに学習を行うため、符号化との相性が良いと考え
られる。
本稿では、WaveRNN を非線形予測器として利用
した音声のロスレス符号化を提案する。また提案法
の性能を調査し、MPEG-4 ALS の後方適応予測モー
ドと比較して考察する。

2

MPEG-4 ALS

MPEG-4 ALS において普及している Simple Profile では PARCOR 係数と線形予測残差信号を伝送し、
元の信号を完全復元するという演算量の軽い方式が
∗

用いられている。一方、演算量が大きいため、これま
で普及していないが、予測係数を伝送しない後方適応
線形予測モードも定義されている [10]。提案手法は、
MPEG-4 ALS の中でも後方適応線形予測モードと類
似性が高いため、比較対象として用いることとする。
MPEG-4 ALS の後方適応予測モードのエンコーダ
のブロック図を Fig. 1 に示す。入力信号はそれぞれ
のフレームについて RLS-LMS 予測器により予測信
号を取得し、入力信号と予測信号から予測残差信号を
計算する。予測残差信号はエントロピー符号化され、
圧縮信号として伝送される。
MPEG-4 ALS の後方適応予測モードのデコーダの
ブロック図を Fig. 2 に示す。伝送されてきた圧縮信
号をエントロピー復号化し予測残差信号を得る。予
測残差信号と RLS-LMS 予測器による予測信号から、
元の信号を完全に復元する。

3

WaveRNN

WaveRNN のネットワーク構造を Fig.3 に示す。
WaveRNN は 1 層の RNN(Recurrent Neural Network) 層と 2 層の NN(Neural Network) 層により構
成されている。入力は予測するサンプル値の１つ前の
サンプル値であり、粗い値 (coarse) と細かい値 (fine)
に変換して利用される。coarse は 16 bit で量子化さ
れたサンプル値の上位 (MSB)8 bit であり、fine は下
位 (LSB)8 bit である。Fig.3 における c は coarse、f
は fine を表している。出力は次のサンプル値におけ
る coarse、fine それぞれの出現確率である。
式 (1) は、前の時間 t − 1 における coarse (ct−1 ) と
fine (ft−1 ) から、次の時間 t における coarse (ct ) と
fine (ft ) の出現確率 P (ct ) と P (ft ) を求める際の全体
の流れを示している。
xt =

[ct − 1 , ft − 1 , ct ]

ut =

σ(Ru ht − 1 + Iu⋆ xt )

rt =

σ(Rr ht − 1 + Ir⋆ xt )

et =

τ (rt ◦ (Re ht − 1 ) + Ie⋆ xt )

ht =

ut ◦ ht − 1 + (1 − ut ) ◦ et

yc , yf =

split(ht )

P (ct ) =

sof tmax(O2 relu(O1 yc ))

P (ft ) =

sof tmax(O4 relu(O3 yf ))

(1)

ここで Ru , Rr , Re は RNN 層の前の隠れ値に再帰重
みをかけた値であり、それぞれ ut , rt , et の 3 つのた
めに計算される。σ および τ は標準的な活性化関数で
あるシグモイド関数とハイパボリックタンジェント関
数である。split() は層を分割する関数を意味してお
り、coarse のための層と fine のための層に分割する
働きがある。また、式 (1) における ⋆ はマスクされた
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Specifications of sound items.

言語数
サンプリング周波数
量子化ビット数
チャネル数
1 音源の録音時間
全音源数

𝑃(c" )

𝐈

Table 2

8ヶ国
16 kHz
16 bit
1 ch
3〜4 秒程度
17,000

Number of units in each network.
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𝐎𝟑

Fig. 3
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NN 層 O2 , O4

WaveRNN のネットワーク構造

行列を表しており、これにより ct は ft の計算にしか
利用されない。
学習時には真値の確率分布と予測確率分布の交差
エントロピーを最小化するように重みの更新を行う。
つまり、予測確率分布における真値の情報量を最小化
する学習となる。

4

WaveRNN を利用したロスレス符号化

本稿で検討する WaveRNN を利用したロスレス符
号化手法について説明する。本手法のエンコーダお
よびデコーダのブロック図を Fig. 4, 5 に示す。Fig.
1, 2 における RLS-LMS 予測器を WaveRNN に置き
換えるような形となる。信号の予測は WaveRNN 部
のみで行うことができるため、予測のために伝送す
る信号は残差信号のみで良い。
エンコーダの WaveRNN において予測確率最大の
サンプル値と真のサンプル値との差 (残差) を計算し
ておき、この残差をデコーダの WaveRNN に伝送す
れば、デコーダにおける予測値を真値と同じ値に完
全に復元できる。ここで伝送する残差は算術符号を
用いれば予測確率における真値の確率によるエント
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入力ユニット数
896
488
488

出力ユニット数
2688
488
256

ロピーから理論上最適な符号を表現でき、学習時の
交差エントロピーに近いビットレートを得られるこ
とが期待できる。
残差の計算と信号の復元を行う流れを Fig. 6, 7 に
示す。デコード時において真値と同じ値に復元できれ
ば、次の時間の予測にもエンコード時に用いた真値
と同じ値を利用することができる。これを繰り返す
ことで、信号全体を完全に復元することができる。

5
5.1

実験結果
実験条件

本実験では、Multilingual Speech Database 2002
[11] の音声データを用いた。実験に用いた音源の情報
を Table 1 に示す。本実験ではこの中から一部の音源
のみを用いた。音源の前後の無発話区間を切り取って
利用したため、各音源の録音時間にばらつきが生ま
れている。また、実験に用いた WaveRNN の構造情
報を Table 2 に示す。

5.2

性能評価基準

本実験における圧縮性能の評価基準について説明す
る。本実験では、音源のエンコード時の平均符号語長
により性能を評価する。平均符号語長とは信号 1 サン
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プルあたりの平均交差エントロピーを示す値であり、
圧縮をした場合の理論上のビットレート [bit/sample]
を示す。平均符号語長 H を式 (2) に示す。ここで N
はサンプル数、pi (xi ) は i 番目のサンプル値の予測確
率分布 pi における真値 xi の出現確率である。
N
1 ∑
− log2 pi (xi )
N i=1

Fig. 7
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1 音源の学習

1 話者による 1 音源のみを学習データとして学習を
行い、その学習用音源および学習に利用していない
評価用音源をエンコードした場合の平均符号語長を
Table 4 に示す。合計における () 内の数字は、MPEG4 ALS における平均符号語長との差分である。
学習データをエンコードした場合 (「学習：1 話者
1 音源」) については、coarse, fine ともに良く予測で
きており、圧縮率は MPEG-4 ALS よりはるかに良い

Lossless reconstruction with WaveRNN.

Table 3 Mean code length compressed with
MPEG-4 ALS
フレーム長
256
512
1024
2048
4096
8192

(2)

また比較対象として、MPEG-4 ALS を用いて Multilingual Speech Database 2002 の米国男女 20 話者
による 200 音源を圧縮をした場合の平均符号語長を
Table 3 に示す。各フレーム長ごとに平均符号語長を
検証したところ、フレーム長 512 サンプルの場合の
8.15 bit/sample が最高性能となった。
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𝑠̂ $

residuals

Fig. 6 Calculation of residuals with WaveRNN.

5.3

𝑠#

estimate

estimate

H=

𝑠$

平均符号語長 [bit/sample]
8.18
8.15
8.19
8.29
8.46
8.69

性能であることがわかる。一方、学習に利用してい
ない音源をエンコードした場合 (「評価：1 話者 1 音
源」) ではうまくいっていないことが確認できる。学
習データをエンコードした結果は他の入力信号に対
する性能を犠牲にした結果であり、幅広い入力信号に
対応できるようにするためには学習データ数を増加
させる等の工夫をする必要がある。

5.4

同一話者音源の学習

米国女性１名の 150 音源を学習データ (「学習：1 話
者 150 音源」) として学習を行なった。同女性の学習
に使っていない 150 音源を「評価：1 話者 150 音源」、
同女性を含めた米国男女各 10 名の計 20 名による 20
音源を「評価：20 話者 20 音源」として評価用音源を
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Table 4 Mean code length of learning with only
one sound source. The number in parentheses is the
diﬀerence from MPEG-4 ALS.

学習：1 話者 1 音源
評価：1 話者 1 音源

合計 [bit/sample]
1.295 (-6.85)
43.272 (+35.12)

coarse
0.055
5.109

fine
1.24
38.163

Table 5 Mean code length of learning with one person. The number in parentheses is the diﬀerence of
mean code length from MPEG-4 ALS.

学習：1 話者 150 音源
評価：1 話者 150 音源
評価：20 話者 20 音源

合計 [bit/sample]
7.18 (-0.97)
7.39 (-0.76)
8.11 (-0.04)

coarse
0.61
0.69
1.17

fine
6.57
6.69
6.94

Table 6 Mean code length of learning with 20 person. The number in parentheses is the diﬀerence of
mean code length from MPEG-4 ALS.

学習：20 話者 100 音源
評価：1 話者 150 音源
評価：20 話者 20 音源

合計 [bit/sample]
7.18 (-0.97)
7.73 (-0.41)
7.62 (-0.53)

coarse
0.71
0.87
0.81

fine
6.48
6.86
6.78

ての性能向上が期待できる。一方で、学習データの範
囲を絞ることによりその範囲においては高い性能を
実現できる。適応範囲と圧縮性能のトレードオフの
管理が課題となる。
今後の展望として、学習データ数や学習データの
範囲および学習回数の変更を検討する。
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おわりに

WaveRNN により符号化を行なった場合の平均符
合語長の評価を３つの条件で行なった。1 音源のみの
学習による評価では、MPEG-4 ALS を大きく超える
圧縮率を実現できる可能性を確認した。同一話者音
源、複数話者音源の学習による評価では、MPEG-4
ALS より 0.53〜0.76 bit/sample 程度優れた圧縮性能
となっていることを確認した。MPEG-4 ALS による
圧縮では平均符号語長 8.15 bit/sample であったとこ
ろ、提案法により 7.62 bit/sample に改善した。
学習データ数や学習データの範囲および学習回数
をさらに増加させることで、より幅広い音源に対し
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