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あらまし

我々は, 拡散性雑音抑圧の新しい枠組として, 結晶型のアレイ配置を用いた, 拡散性雑音のブラインドな無

相関化に基づく手法を研究している。拡散性雑音抑圧のための手法として近年注目されているのが多チャネル Wiener
フィルタであるが, これを実現するには, 雑音を含む観測信号から目的信号のパワースペクトルを推定する必要がある。
その際に, 従来, 素子間距離が小さい場合において, 素子間の雑音相関が問題となっていた。これに対し, 本発表では,
結晶型アレイを用いた雑音無相関化により精確に推定された信号パワースペクトルを用いて, 素子間距離が小さい場
合でも Wiener ポストフィルタを適切に設計する方法を示す。
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Abstract We are studying a new framework for diffuse noise suppression, which is based on blind decorrelation
of diffuse noise using microphone arrays with crystal-like symmetry. Recently, many researchers have been studying the multichannel Wiener filter as a potential tool for diffuse noise suppression, where estimation of the power
spectrum of the target signal from the observed signals is required. Formerly, noise correlation between sensors was
main problem. To this end, this paper describes a method to design the multichannel Wiener filter properly even
when the intersensor distance is small, utilizing signal power spectrum estimate obtained via noise decorrelation
with crystal arrays.
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1. は じ め に

また, 多くの応用においては, 比較的長い音波の波長に対して
十分に大きな開口を取ることは困難である。これに対し, 適応

マイクロフォンアレイを用いて, 既知の方向から到来する目

ビームフォーマは, 少数の点音源から発生する雑音に対しては,

的音を強調し, 他の音響信号 (以下「雑音」) を抑圧する技術

指向性の零点を向けることにより, 原理的には開口サイズによ

は, 補聴器 [1], テレビ会議 [2], 音声認識 [3], 携帯電話 [4] を始め

らず効果的な除去が可能である。一方, 残響の多い室内, カクテ

として多様な応用があり, 数多くの研究がなされてきた [5], [6]。

ルパーティー, 空港, 車内などのように, あらゆる方向から雑音

最も基本的な遅延和ビームフォーマは, アレイ開口を波長に対

が到来する環境においては, 適応ビームフォーマによる雑音抑

して十分大きくすれば, 鋭いビームを形成して雑音を効果的に

圧は不十分であり, 音響信号処理における課題の一つである。

抑圧することができる。しかし, その際, 空間的エリアシングを
回避するためには多数のマイクロフォンを用いる必要がある。

このような拡散性雑音を抑圧するための枠組みとして近年注
目されているのが, 目的信号の線形最小平均二乗誤差 (Linear
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Minimum Mean Square Error: LMMSE) 推定器 [7] である多

を最小化する W (τ, ω) であり,

チャネル Wiener フィルタ [8]〜[11] である。これを実現する
には, 雑音を含む観測信号から目的信号のパワースペクトルを

W MVDR (τ, ω) ,

推定する必要がある。この問題に対し, Zelinski は, 拡散性の雑
音場では素子間距離を波長に対して十分大きく取れば, 素子間
での雑音相関が小さくなることに着目し, 観測信号のクロスス

Φ−1
XX (τ, ω)D(ω)
H
D (ω)Φ−1
XX (τ, ω)D(ω)

(11)

で与えられる。

MVDR ビームフォーマは, 雑音が少数 (M − 1 個以下) の点

ペクトルから目的信号のパワースペクトルを推定する方法を提

音源からのみ到来する場合には, 雑音源方向に指向性の零点を

案した [12]。

向けて効果的に抑圧を行う。一方, あらゆる方向から雑音が到来

本発表では, 結晶構造のような対称的なアレイ [13] を用い
た, 雑音無相関化に基づく目的音の正確なパワースペクトル推
定 [14], [15] に基づく, 素子間隔が小さい場合にも適用可能な多
チャネル Wiener フィルタの設計法 [15] について述べる。

2. 背

する拡散性の雑音環境においては, その性能は著しく低下する。

2. 3 多チャネル Wiener フィルタ
多チャネル Wiener フィルタ (multichannel Wiener filter)
は, 平均二乗誤差

ˆ
˜
E |Ŝ(τ, ω) − S(τ, ω)|2

景

(12)

を最小化する W (τ, ω) であり,

2. 1 雑音抑圧の問題設定
アレイを構成する M 個のマイクロフォンの各々が, 遅延・減

W MWF (τ, ω) , Φ−1
XX (τ, ω)ΦX S (τ, ω)

衰した目的信号 (音源位置既知) に拡散性雑音が加わった信号
を観測すると仮定する。観測モデルは, 時間周波数領域で

Xm (τ, ω) = S(τ, ω)Dm (ω) + Nm (τ, ω)

(1)

(13)

で与えられる。
多チャネル Wiener フィルタは, 次のように MVDR ビーム
フォーマとその出力における Wiener フィルタ M (τ, ω) に分解

と表される。ここで, m = 1, 2, . . . , M はマイクロフォンの番

できることが知られている [9]。

号, Xm (τ, ω) は観測信号, S(τ, ω) は目的信号, Dm (ω) は S か

W MWF (τ, ω) = M (τ, ω)W MVDR (τ, ω)

ら Xm への伝達関数 (既知), Nm (τ, ω) は雑音である。

h
X (τ, ω) , X1 (τ, ω)

X2 (τ, ω)

...

iT
XM (τ, ω)

(2)

とし, D(ω), N (τ, ω) も同様に定義すると, (1) はまとめて

X (τ, ω) = S(τ, ω)D(ω) + N (τ, ω)

ここで,

M (τ, ω) ,

る。本稿で扱う問題は, X (τ, ω) から S(τ, ω) を推定することで

H
Y (τ, ω) , W MVDR
(τ, ω)X (τ, ω)

ΦY Y (τ, ω) , E[|Y (τ, ω)|2 ]

Ŝ(τ, ω) , W H (τ, ω)X (τ, ω)

(4)

(15)

(16)

は MVDR ビームフォーマの出力であり,

ある。推定量のクラスとしては, 線形推定量

(17)

である。従って、

ΦY Y は

を考える。以下では次の表記を用いる (E[·] は期待値)：

ΦXX (τ, ω) , E[X (τ, ω)X H (τ, ω)]

(5)

ΦN N (τ, ω) , E[N (τ, ω)N H (τ, ω)]
ˆ
˜
ΦSS (τ, ω) , E |S(τ, ω)|2

(6)

ΦX S (τ, ω) , E[X (τ, ω)S ∗ (τ, ω)]

ΦSS (τ, ω)
ΦY Y (τ, ω)

である。但し,

(3)

と書ける。S(τ, ω), N (τ, ω) は零平均で互いに無相関と仮定す

(14)

(7)

Φ̂Y Y (τ, ω) ,

M
1 X
Φ̂Xm Xm (τ, ω)
M m=1

(18)

により推定できる [12] から, 分子の ΦSS (τ, ω) の推定が重要で
ある (ˆは推定値)。

(8)

3. 目的信号のパワースペクトルの推定

2. 2 MVDR ビームフォーマ
適応ビームフォーマの一種である MVDR (Minimum Vari-

ance Distortionless Response) ビームフォーマは, 目的信号を

の推定値から ΦSS を推定する必要がある。

歪ませないことを意味する線形拘束条件

W H (τ, ω)D(ω) = 1

信号のパワースペクトル ΦSS を推定する必要がある。ところ
が観測できるのは X であるから, 観測パワースペクトル ΦXX

(9)

ΦXX = ΦSS DD H + ΦN N

(19)

であるが, 雑音パワースペクトル ΦN N の存在下で ΦSS をいか

の下で, 出力パワー

にして推定するかが問題である。

W H (τ, ω)ΦXX (τ, ω)W (τ, ω)

(10)
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(24)

ζ9

である (ΦN N , α, β, γ の引数 τ, ω は省略) 。ここで, ζ ,

exp(j 2π
) = j である (j は虚数単位) 。
4
(19) にブラインド雑音無相関化の基底変換を施すと
ΦX̃ X̃ = ΦSS D̃ D̃ H + ΦÑ Ñ

(25)

となる (˜は基底変換行列 P の共役転置を左から掛ける変換) 。

ΦÑ Ñ は対角行列ゆえ, (25) の非対角成分より

図 1 結晶型アレイの例

ΦX̃m X̃n = ΦSS D̃m D̃n∗ (m =
| n)

3. 1 Zelinski の方法 [12]
Zelinski は, 拡散性の雑音環境においては, 波長に対して素子
間距離を十分大きくすれば, 素子間での雑音の相関が小さくな
ることに着目した。素子間で雑音が無相関であると近似すると,

ΦN N は対角行列ゆえ, (19) の非対角成分より,
ΦXm Xn =

ΦSS Dm Dn∗

(m =
| n)

Zel(m,n)

Φ̂SS

,<

Φ̂Xm Xn
Dm Dn∗

–

(20)

Φ̂Zel
SS ,

1
M (M − 1)

X

4. 検証実験と結果
提案法の有効性を実証するためにシミュレーション実験を
行った。平面内の 64 方向から相異なる音声が到来する雑踏環

(m =
| n)

(21)

を得ることができる。これを m, n に関して平均して, 最終的
な推定値

(27)

により ΦSS を推定できる [15]。

を得る。従って, 各非対角成分から, ΦSS の推定値

»

を得る。従って, 最小二乗法を用いて,
#
"P
∗
prop
m<n D̃m D̃n Φ̂X̃m X̃n
Φ̂SS = < P
2
2
m<n |D̃m | |D̃n |

(26)

Zel(m,n)

Φ̂SS

(22)

m<n

境において, 提案法および Zelinski の方法による信号パワース
ペクトル推定に基づく多チャネル Wiener フィルタにより目的
音声 (到来方向既知) を取得した。音声は ATR 音声データベー
ス B セット [16] の連続音声を用いた。アレイは半径 1.5cm の
正方形アレイを用いた。
信号パワースペクトルの推定精度を確認するため, 推定値 (縦

を得る。

3. 2 提 案 手 法

軸) とクリーンな信号から計算した「真値」 (横軸) の散布図

素子間隔が小さい場合には, 雑音は素子間で強い相関を持ち,

を図 2 に示す。各点はある時間周波数スロット (τ, ω) における

これが Zelinski の方法の大きな誤差要因となっていた。仮に

ΦSS に対応する。赤い点 (提案法) が緑の点 (Zelinski の方法)

線形変換により ΦN N を対角化できれば, 変換によりノイズフ

よりも直線 y = x の近くに集中していることから, 提案法によ

リーとなった (19) の非対角成分から ΦSS をより精度良く推定

る推定がより精確であると分かる。

できると期待される。問題は未知の ΦN N をいかにして対角化

図 3 にスペクトログラムの例を示す。1) は目的信号, 2) は観
測信号 (SN 比：5.0dB) であり, 3) および 4) は Zelinski の方

するかということである。
我々は, 雑音分散は素子に依らず, 雑音共分散は 2 素子間の

法および提案法による多チャネル Wiener フィルタの出力であ

距離のみに依存するという仮定の下, 図 1 に示す結晶型アレ

る。Zelinski の方法では十分に雑音を抑圧できていない (特に

イを用いれば, ΦN N を定行列により対角化できることを示し

素子間の雑音相関が顕著な低周波帯域) が, 提案法では効果的

た [13], [14]。これにより, ΦN N を未知のまま, いわばブライン

に抑圧できていることが分かる。

ドに対角化することができる。これをブラインド雑音無相関化

5. お わ り に

と呼んでいる。例えば正方形アレイを用いた場合, ΦN N は巡
結晶型アレイによるブラインド雑音無相関を用いて, 素子間

回行列

ΦN N

2
α
6
6β
=6
6
4γ
β

β

γ

α

β

β

α

γ

β

β

3

7
γ7
7
7
β5

距離が小さい場合にも有効な多チャネル Wiener フィルタを設
計する方法を述べた。

(23)

α

であるから, 対角化行列 P は, DFT (Discrete Fourier Trans-

form) 行列

展望としては, 結晶型アレイを実際に製作して実環境で実験
を行う準備を進めており, 更に, ブラインド雑音無相関化の音源
定位への応用も検討中である。
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