結晶型アレイを用いた実環境雑音抑圧の検討∗
◎伊藤 信貴、小野 順貴、嵯峨山 茂樹 (東大院情報理工)

1

はじめに

4

我々は背景雑音や室内残響などの拡散性雑音を小
サイズのアレイを用いて抑圧する目的で、結晶型の
アレイ配置を用いた手法を研究している [1–4]。前発
表 [4] ではシミュレートした雑音を用いた実験により
本手法の有効性を示したが、本発表ではより現実に即
した実環境雑音を用いた評価実験の結果を報告する。
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問題設定

短時間 Fourier 変換（STFT）領域での観測モデル
は、各センサにおける信号を並べたベクトル形式で、

x(τ, ω) = s(τ, ω)d(ω) + n(τ, ω)

(1)

と書ける。但し、x(τ, ω)：観測信号、s(τ, ω)：目的信
号、d(ω)：ステアリングベクトル（既知）、n(τ, ω)：
拡散性雑音である。雑音抑圧の問題とは、x(τ, ω) か
ら s(τ, ω) を推定することである。s(τ, ω) と n(τ, ω)
は零平均・無相関と仮定する。このとき、

Φxx (τ, ω) = φss (τ, ω)d(ω)dH (ω) + Φnn (τ, ω) (2)
£
¤
が成立する。但し、φαβ (τ, ω) , E α(τ, ω)β ∗ (τ, ω) 、
£
¤
Φγγ (τ, ω) , E γ(τ, ω)γ H (τ, ω) である。
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背景

3.1 ポストフィルタリング
拡散性雑音環境では、指向性制御単独では雑音を
十分に抑圧できないが、後段で更に時間周波数マス
キングを行うポストフィルタリング [5] により SN 比
を格段に向上させ得る。特に、最小分散ビームフォー
マの出力
dH (ω)Φ−1
xx (τ, ω)x(τ, ω)
(3)
y(τ, ω) ,
−1
dH (ω)Φxx
(τ, ω)d(ω)
を、Wiener ポストフィルタ
H(τ, ω) , φss (τ, ω)/φyy (τ, ω)
(4)
で処理するのが、平均二乗誤差（MSE: Mean Square
Error）の意味で最適である [6]。Wiener ポストフィ
ルタ (4) を設計する際には、目的信号のパワースペク
トル φss (τ, ω) を、雑音の重畳した観測信号から精確
に推定する方法が重要である。
3.2 従来のポストフィルタ設計
Wiener ポストフィルタ設計の従来法である Zelinski
法 [5] では、φss (τ, ω) を精確に推定するために、セン
サ間の距離を波長に対して十分大きく（文献 [5] では
60cm）してセンサ間の雑音相関を除去し、(2) の非対
角成分をノイズフリーとする：
φxm xn (τ, ω) = φss (τ, ω)dm (ω)d∗n (ω) (m 6= n) (5)
£
¤
これを解いた φxm xn (τ, ω)/ dm (ω)d∗n (ω) を平均し、
X φx x (τ, ω)
1
m n
φ̂Zel
(6)
ss (τ, ω) ,
M (M − 1)
dm (ω)d∗n (ω)
m6=n

により φss (τ, ω) を推定する（M はセンサ数）。一方、
M
1 X φ xm xm
(7)
φ̂Zel
(τ,
ω)
,
yy
M
|dm |2
m=1

とし、ポストフィルタは次式で与えられる。
Zel
Ĥ Zel (τ, ω) , φ̂Zel
ss (τ, ω)/φ̂yy (τ, ω)
∗

(8)

結晶型アレイによるポストフィルタ設計

4.1 雑音の無相関化
φ̂Zel
ss (τ, ω) により精確な推定を行うためには、セン
サ間の距離を波長に対して大きくする必要があるが、
我々は、アレイサイズが小さい場合にも φss (τ, ω) を
精確に推定するために、Φnn (τ, ω) を対角化すること
を考える。未知の行列 Φnn (τ, ω) を対角化することは
通常不可能だが、我々が結晶型と呼ぶクラスのアレイ
配置を用いると、等方性雑音の共分散行列 Φnn (τ, ω)
は特別な構造を持ち、アレイ配置により決まる既知
の定行列 P で対角化できる [1, 3]。
4.2 ポストフィルタ設計
(2) に対し、左から P H を、右から P を乗ずると、
Φx0 x0 (τ, ω) = φss (τ, ω)d0 (ω)d0H (ω) + Φn0 n0 (τ, ω) (9)
となる。但し、x0 (τ, ω) , P H x(τ, ω) であり、d0 (ω)、
n0 (τ, ω) も同様に定義する。Φn0 n0 (τ, ω) は対角行列
ゆえ、(9) の非対角成分はノイズフリーである：
φx0m x0n (τ, ω) = φss (τ, ω)d0m (ω)d0∗
n (ω) (m 6= n) (10)
上式から最小二乗法により φss (τ, ω) を推定する [2,4]：
P
0∗
0
0
0
m6=n dm (ω)dn (ω)φxm xn (τ, ω)
prop
P
φ̂ss (τ, ω) ,
(11)
0
2
0
2
m6=n |dm (ω)| |dn (ω)|
尚、Zelinski 法も目的信号源が far field にある場合
は最小二乗法とみなせる。φyy (τ, ω) の推定値には、
Zelinski 法と同様 φ̂Zel
yy (τ, ω) を用い、
Zel
Ĥ prop (τ, ω) , φ̂prop
ss (τ, ω)/φ̂yy (τ, ω)

(12)

が提案するポストフィルタである [2,4]。提案法では、
Zelinski 法と異なり、雑音の無相関化を基底変換に
よって行っているため、センサ間の距離を波長に対し
て大きくする必要はない。
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実環境雑音を用いた検証実験

提案法の実環境雑音に対する有効性を検証するた
めの実験を行った。

5.1 実環境雑音の収録と観測信号の生成
Fig. 1 のような直径 5cm の小サイズの正方形アレ
イ（結晶型に属す）を試作し、雑音として新宿駅の駅
前、駅構内、電車内における音を収録した。マイク
ロフォンはソニー製 ECM-C10（エレクトレット型）、
入力ボードは東京エレクトロンデバイス製 TD-BD8CSUSB（8ch、アンプ付き）を用いた。アレイは約
1.2m の高さに、向きは等方性がより良く成立するよ
う水平に固定した。目的信号は、ATR 音声データベー
ス B セット [7] の連続音声を、平面波伝播を仮定して
シミュレーションにより加えた。尚、16kHz へのダウ
ンサンプリングを行った。
5.2 実験条件
こうして得られた観測信号（約 4 秒）に対し、最
小分散ビームフォーマの後段で、Ĥ Zel (τ, ω) または
Ĥ prop (τ, ω) によるポストフィルタリングを行い、雑
音を抑圧した。STFT の分析条件は、フレーム長：512
点、フレームシフト：16 点、窓関数：Hamming とした。
(3) における Φxx (τ, ω) には、x(τ, ω)xH (τ, ω) の全フ
レームにわたる時間平均を代入した。(6)、(7)、(11)
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(a) target speech
Fig. 1

Produced crystal array.

(b) observed signal (SNR: 5.0dB)

Fig. 2 Estimation accuracy of the target power
spectrum. Input SNR: 0.0dB. Zel.: Zelinski; prop.:
proposed.

(c) minimum variance beamformer (SNR: 12.5dB)

における φxm xn (τ, ω)、φx0m x0n (τ, ω) は、32 フレーム
ごとに、xm (τ, ω)x∗n (τ, ω)、x0m (τ, ω)x0∗
n (τ, ω) の時間
平均により計算した。定義より 0 ≤ H(τ, ω) ≤ 1 ゆ
え、Ĥ(τ, ω) < 0 ならば Ĥ(τ, ω) ← 0、Ĥ(τ, ω) > 1
ならば Ĥ(τ, ω) ← 1 とする後処理を行った。

5.3 実験結果
本稿では評価指標として SN 比を用いるが、波形を
ベクトルとみなしたときの、目的信号方向成分と直
交成分のパワー比と定義し、雑音抑圧量と目的信号
の歪みの双方を考慮した尺度であることに注意する。
まず、Zelinski 法 (6)、提案法 (11) による φss (τ, ω)
の推定精度を比較するために、横軸を φss (τ, ω) の真
値、縦軸をその推定値とした散布図を Fig. 2 に示す。
ここで言う真値とは、雑音の重畳しないクリーンな
音声から算出した φss (τ, ω) を指す。雑音環境は駅前、
入力 SN 比（@mic.1、以下も同様）は 0.0dB とした。
Fig. 2 から分かる通り、今回用いたような小サイズの
アレイに対しては、センサ間の雑音相関が無視でき
ないため、Zelinski 法の推定精度は高くないが、基底
変換に基づく提案法では精確に推定できている。
Fig. 3 は雑音環境：駅前、入力 SN 比：5.0dB の場
合のスペクトログラムである。Zelinski 法は雑音相関
が高い低域では雑音を十分に抑圧していないが、提案
法は全帯域で雑音を効果的に抑圧している。 Table 1
は様々な雑音環境・入力 SN 比の条件下での各手法の
出力 SN 比である。station square は駅前、in station
Table 1 Performance comparison by SNR (dB).
MV: Minimum Variance beamformer; Zel.: Zelinski;
prop.: proposed.
environment
station square

in station

in train

input
5.0
0.0
−5.0
5.0
0.0
−5.0
5.0
0.0
−5.0

MV
12.5
10.8
7.3
12.2
9.7
5.6
12.8
10.9
7.3

Zel.
12.8
11.2
7.9
12.6
10.3
6.3
13.1
11.3
7.7

prop.
13.7
12.4
10.3
14.3
13.2
10.9
13.4
11.5
8.7

(d) Zelinski (SNR: 12.8dB)

(e) proposed (SNR: 13.7dB)
Fig. 3 Performance comparison by spectrograms.
Input SNR: 5.0dB. Horizontal axis: time (sec); vertical axis: frequency (kHz).
は駅構内、in train は電車内である。どの条件下でも、
提案法が Zelinski 法よりも高い SN 比を示している。
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まとめ

結晶型アレイを用いた雑音抑圧法の実環境雑音に
対する有効性が示された。今回は目的信号の伝播は
シミュレーションであり、ステアリングベクトルの誤
差などの影響に関しては不明だが、今後目的信号も
実環境で収録する実験も行う予定である。
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