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はじめに

我々は背景雑音や室内残響などの拡散性雑音を、実
用性の高い小サイズのマイクロフォンアレイを用いて
抑圧するための研究を行っている。これまでアレイ配
置の対称性を利用した手法を提案してきた [1–5] が、
本発表では任意配置のアレイに適用可能な新しい抑
圧法を提案する。
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提案法

2.1 記法
複素共役を ∗ 、転置を T 、Hermite 転置を H で表
す。信号は短時間 Fourier 変換（STFT）領域で表
現し、フレーム番号、角周波数をそれぞれ τ 、ω で
表す。スカラーの信号 α(τ, ω)、β(τ, ω) のクロスス
ペクトルを φαβ (τ, ω) , E[α(τ, ω)β ∗ (τ, ω)]、ベク
トルの信号 γ(τ, ω) の共分散行列を Φγγ (τ, ω) ,
E[γ(τ, ω)γ H (τ, ω)] と表記する（E[·]：期待値）。
2.2 観測モデル
拡散性雑音の存在下で既知の方向から到来する目
的信号を M 素子からなるアレイで観測するとする。
観測信号を x(τ, ω) ∈ C M 、目的信号を s(τ, ω)、ステ
アリングベクトル（既知）を d(ω) ∈ C M 、拡散性雑
音を v(τ, ω) ∈ C M と書く。このとき観測モデルは
x(τ, ω) = s(τ, ω)d(ω) + v(τ, ω)
(1)
と書ける。s(τ, ω) と v(τ, ω) は零平均・無相関と仮定
すると、x(τ, ω) は零平均で共分散行列は
Φxx (τ, ω) = φss (τ, ω)d(ω)dH (ω) + Φvv (τ, ω) (2)
となる。
2.3 Wiener ポストフィルタ
拡散性雑音は指向性制御だけでは十分に抑圧でき
ないが、最小分散ビームフォーマの出力
dH (ω)Φ−1
xx (τ, ω)x(τ, ω)
y(τ, ω) ,
(3)
−1
dH (ω)Φxx
(τ, ω)d(ω)
を更に Wiener ポストフィルタ（時間周波数マスク）
p(τ, ω) , φss (τ, ω)/φyy (τ, ω)
(4)
により後処理する枠組みは効果的であり、平均二乗誤
差規範で最適であることも示されている [6]。Wiener
ポストフィルタ (4) の設計においては、分子の目的信
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。
Zelinski [7] の推定法はチャネル間で雑音が無相関
であるという仮定に基づく。しかし、この仮定はマイ
クロフォン間の距離が波長に対して十分大きい場合
にのみ妥当な仮定であり、アレイサイズが小さい場合
には Zelinski 法の性能は大きく低下する。小サイズ
のアレイで推定を行うために、我々は結晶型と呼ぶ対
称なアレイを用いた雑音無相関化に基づく方法を提
案してきた [1–5]。本稿では更にアレイ配置に対する
制約を取り除くため、チャネル間クロススペクトルの
位相に着目した新しい方法を提案する。
∗

2.4 提案するポストフィルタ設計法
拡散性雑音が等方的であり、チャネル間クロススペ
クトルがマイクロフォン間の距離のみで決まると仮
定すると、任意のマイクロフォン対に対して、
φvm vn (τ, ω) = φvn vm (τ, ω)

(5)

が成り立つ。これは拡散性雑音のクロススペクトル
は常に実数でモデル化できることを意味する。一方、
特定方向から到来する目的信号に対しては、クロス
スペクトルは到来時間差で決まる位相を持ち、実数
とは限らないため、理想的には観測信号のクロスス
ペクトルの虚部は、

=[φxm xn (τ, ω)] = φss (τ, ω)=[dm (ω)d∗n (ω)]

(6)

のように目的信号成分のみからなる（=[·]：虚部）。
式 (6) から最小二乗法に基づき、φss (τ, ω) を
P
=[dm (ω)d∗n (ω)]=[φxm xn (τ, ω)]
P
φ̂ss (τ, ω) ,
(7)
=[dm (ω)d∗n (ω)]2
P
sin[ω(δm − δn )]=[φxm xn (τ, ω)]
=−
(8)
P 2
sin [ω(δm − δn )]
P
により推定する。但し、 は m, n に関する和、δm は
m 番目のマイクロフォンに対する目的信号の時間遅れ
である。一方、Wiener ポストフィルタの分母 φyy (τ, ω)
は Zelinski の推定法

φ̂yy (τ, ω) ,

M
1 X
φx x (τ, ω)
M m=1 m m

(9)

により推定し、p̂(τ, ω) , φ̂ss (τ, ω)/φ̂yy (τ, ω) が提案
するポストフィルタ設計である。なお、定義より 0 ≤
p(τ, ω) ≤ 1 であるから、次の簡単な後処理を行う。
(
p̂(τ, ω) ← 0, if p̂(τ, ω) < 0
(10)
p̂(τ, ω) ← 1, if p̂(τ, ω) > 1
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実験

3.1 実験条件
提案法の有効性を確認するためにシミュレーション
を行った。Fig. 1 に音源とアレイの配置を示す。マイ
クロフォンは直線上に等間隔に配置した。等間隔 64
方向から異なる音声の平面波を重畳してカクテルパー
ティーの状況を模擬した。一方、目的信号としてア
レイの軸方向から音声の平面波を加えた。音声デー
タは ATR 音声データベース B セット [8] の連続音声
を用いた。観測信号の SN 比は 1 番目のマイクロフォ
ンにおいて 0.0 dB とした。ここで、本稿での SN 比
の定義は、波形をベクトルと見なしたときの目的信
号方向成分とその直交成分のパワー比であり、雑音
抑圧量だけでなく目的信号の歪みも考慮に入れた尺
度であることに注意する。データ長は 4.096 sec、サ
ンプリング周波数は 16 kHz とし、STFT においては
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Configuration of the sources and the array.
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Fig. 3 Output SNR as a function of the number of
microphones.
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Fig. 2 Output SNR as a function of the array
length.
フレーム長 512、フレームシフト 16 とし、窓関数は
Hamming 窓を用いた。最小分散ビームフォーマ (3)
のための Φxx は、x(τ, ω)xH (τ, ω) の全フレームに亙
る時間平均により求めた。一方、ポストフィルタのた
めの φxm xn (τ, ω) は、xm (τ, ω)x∗n (τ, ω) を 32 フレー
ム毎に時間平均して求めた。

3.2 結果
Fig. 2 はアレイ長に対して出力 SN 比をプロットし
たものである。マイクロフォン数は 4 とした。提案
法、Zelinski 法、最小分散ビームフォーマ単独（ポス
トフィルタなし）の 3 手法を比較した。また、各マイ
クロフォンにおける目的信号及び雑音がそれぞれ与
えられたとして計算した理想的な Wiener ポストフィ
ルタの結果も参考のため示す。図から分かるように、
アレイ長が大きい場合（約 30 cm 以上）には提案法と
Zelinski 法は同等の性能を示すが、アレイ長が小さく
なると、Zelinski 法は性能が低下して最小分散ビーム
フォーマ単独の性能に近付いて行くのに対し、提案法
の性能はほぼ不変である。これは、Zelinski 法は雑音
の無相関性を仮定しているため、アレイサイズが小
さいと高い雑音相関のために上手く働かないと説明
できる。また、アレイサイズと並んでマイクロフォン
の個数も実用上重要であるが、Fig. 3 に示すように、
提案手法はマイクロフォン数が小さい場合にも良好
な性能を示す。（アレイ長は 6 cm とした。）Fig. 4 は
スペクトログラムの例である。Zelinski 法は雑音相関
が高い低域では雑音抑圧が不十分であるが、提案法
は全帯域で雑音を抑圧している。
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まとめ

拡散性雑音抑圧のための Wiener ポストフィルタの
新しい設計法として、チャネル間クロススペクトルの
虚部を用いた目的信号のパワースペクトルの推定に

Fig. 4 Performance comparison using spectrograms. (a) Target speech; (b) observed signal (SNR:
0.0 dB); (c) minimum variance beamformer (SNR:
6.4 dB); (d) Zelinski’s method (SNR: 6.6 dB); (e)
proposed method (SNR: 7.8 dB).
基づく方法を提案した。本手法は任意配置かつ小サ
イズのアレイに対して適用できる。実験により提案
法が Zelinski 法よりも高い SN 比を与えること、アレ
イサイズによらず有効であることが示された。
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