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研究の目的

雑音中の信号抽出などの手法として欠かせない

ものに適応処理があるが，これは古くは

に始まり，その後広い分野で多くの研究者によっ

て改善され，実用化されて現在最も注目されてい

る手法の つになっている ．適応信号処理は，雑

音と信号が混在している時系列サンプルに対して，

ある重みを逐次乗じることによって得られた値と，

予期されている所望の信号サンプル値との差を求

め，たとえば最小 乗平均誤差の考え方に基づい

て，差の 乗誤差が最小になるまで，重みを繰り

返して修正していくものである．ただし， ア

ルゴリズムでは平均値操作を省略していることか

ら，これを確定信号のためのフィルタ係数を求め

るアルゴリズムとみなすことも可能である．

そこで，本研究では，本研究室でこれまで研究

してきた確定信号に対する適応同定理論から適

応信号処理手法の統一的解釈を試みる．基本とな

るのはディジタル系の安定性理論であり，これに

より多様な適応アルゴリズムを導出することが可

能になる．ついで，この適応アルゴリズムを用い

た 適応フィルタの設計法を提案する．さらに，

提案したアルゴリズムをエコーキャンセラに応用

し，その有効性を検証する．

フィルタの歴史

フィルタとは，雑音に埋もれた何らかの有用な

情報をもった信号を抽出するものである．これを

式で書くと，

ただし， が有用な情報をもった信号， は

雑音信号， が実際に観測される信号である．

取り扱う信号が連続信号か離散時間信号かに

より，アナログフィルタとディジタルフィルタに

分類される．また，処理される信号が確定信号

か確率信号かにより，確定信号処理，確率信号処

理と呼ばれる．ディジタルフィルタには，インパ

ルス応答の長さが有限か無限かで

フィルタと

フィルタがある．取り扱う信号が確定

信号の場合， フィルタや フィルタの伝達

関数の周波数特性を用いて雑音の影響をカットす

ることができるが，有用な信号の情報もフィルタ

によりカットされてしまうことになる．



ところが，信号と雑音の統計的な関係の度合

いを表す相関関数が既知である場合には，統計的

手法を用いて雑音に埋もれた信号を抽出できると

いうフィルタが フィルタ 年 である．

これは，推定誤差の 乗の平均値 平均 乗誤差と

いう を最小にするという意味で最適なフィルタで

ある．ただし，信号と雑音には定常性を仮定して

いる．さらに， 年 により，

フィルタを再帰化するとともに期待値を省略し

た近似的なフィルタであるが，計算量が少なく，

柔軟性に富んだフィルタである

適応フィルタが提案されている．適応フィ

ルタは計算法が簡単で実用的であり，

上での実現が容易であり，近年，

システム同定やエコーキャンセラ，等化器，ノイ

ズキャンセラなど信号処理全般に急速に普及して

いる．

フィルタの適用を困難にしている最大

の要因は，信号と雑音に定常性が仮定されている

ことである． フィルタを非定常の場合に

理論的に拡張したものが フィルタ

年 である． は信号の相関性が白色雑音

を入力とする動的システムの特性に由来すること

に着目し， フィルタに動特性を追加する

ことにより非定常な場合への拡張に成功した．こ

のとき，システムの内部状態という概念を導入し，

これが汎用性をもった推定理論 オブザーバ

年 を生み出すもととなった．現在， フィ

ルタは宇宙・航空工学をはじめ，制御，通信，計測，

情報工学に留まらず，土木，農業，医学，経済，

社会科学など幅広い分野に応用されている．最近

では， を用いた

カーナビゲーションシステムにも使われている．

さらに，近年の 制御 年以降 の発展と

供に， フィルタや フィルタなどの

ように平均 乗誤差を最小にするのではなく，最

悪誤差を最小にするという意味で最適な フィ

ルタが提案されている．これは，雑音 外乱 から

推定誤差までの伝達関数の ノルムを最小にす

るロバストな最適フィルタであり，確定的な信号

処理に属するが，最終的に得られたアルゴリズ

ムは フィルタと類似したものになってお

り，ある極限状態において フィルタのア

ルゴリズムと完全に一致する．また，近似的なア

ルゴリズムと考えられていた アルゴリズム

は，実は厳密に 最適であることが明かにされ

ている 年 ．

一方，確定信号の流れる未知の動的システムの

構造や内部信号を推定するために，リアプノフの

安定論の立場から適応機構を構成したものが適応

同定理論である ．これは適応機構を動的シス

テムとして捉える点で，他の方法よりも解析が精

密になるとともに，新しい適応機構の構成も簡単

になるといった利点がある．

変換とは

自分でまとめること．

フィルタと フィルタ

フィルタの定義

フィルタはディジタルのスカラ入力信号を

，スカラ出力信号を とし，出力に入るノ

イズを とすると，次式で書ける．

図 フィルタ

この フィルタの伝達関数は次式のように

なる．

この式は，フィルタのインパルス応答が有限個で

あることを意味し，これが

の語源となっている．さらに，状態変

数 を



とおくと，つぎの状態方程式が得られる．

ただし，つぎのようにおいている．

フィルタの定義

フィルタはディジタルのスカラ入力信号を

，スカラ出力信号を とし，出力に入るノ

イズを とすると，次式で書ける．

フィルタの伝達関数は次式のようになる．

この式は，分母多項式を無限級数展開すること

により，インパルス応答式に直すことができる．

これは，フィルタのインパルス応答が無限個で

あることを意味し，これが

の語源となっている．

の場合の フィルタは次図のよう

になる．この図の状態方程式を求める．図中の

を状態変数

とおくと，つぎの状態方程式が得られる．

図 フィルタの例

ただし，つぎのようにおいている．

フィルタによる適応フィルタ

設計

モデル

対象の離散時間システムの入出力を次式のよう

におく．

入力

出力

対象の構造を同定するために，つぎのような

フィルタによるモデル化することを考える．

同じ入力を対象とモデルの両方にいれたときの出

力の差 は次式のようにかける．



未知

図 フィルタの構成

フィルタ 最小 乗法による

フィルタ係数の決定

モデルで対象を近似するためには，同じ入力に

対する つのシステムの出力の誤差が小さくなる

ようなモデルを選べばよい．このような考え方を

出力誤差法という． とも確率信号である

とすると， も確率変数になる．そこで，この

信号のノルムは次式のように平均 乗値でとる．

これは次式のように書きなおせる．

ただし，上式では信号 ともに定常確率

過程 平均や分散などの統計量が時間に依存せず

一定 であると仮定し，次式のように統計量をお

いている．

最小 乗の意味で最適な 適応フィルタを

フィルタ 厳密には因果的 フィル

タ という．そこで，評価関数 を

次式で定義し，これを最小にする フィルタ係

数の条件は次式のようになる（制御工学では，性

能の指標として正のスカラー量である評価関数を

定義して，これを最適化 最大あるいは最小にす

る する）．

これは次式のように変形できる．

ここで，

であるので，これから

となる．これより， フィルタの係数は次

式を満足しなけらばならない．

これは，相関関数である を用いて書く

と，次式のようになる．

これを行列方程式で書くと，次式のようになる．

これを 方程式という システム同定

では 方程式ともいう ．ただし，各行

列とベクトルは次式のように定義されている．

非因果的フィルタは次式のようなものである．



行列 は対称行列であることに注意する．これか

ら フィルタの係数は次式のようになる．

このとき， フィルタは次式のようになる．

ついでに，評価関数も行列形式で書くと，つぎ

のようになる．

評価関数の最小値を とおくと，次式のよう

になる．

と との関係は次式のようになる．

上式を平方完成といい，右辺第 項は 次形式で

非負のスカラー量であり，評価関数が 次関数を

ベクトルに拡張したものになっていることがわか

る．これを図に書くとつぎのようになる．

図 評価関数は単峰性をもつ

フィルタは当時それまでのフィルタの

処理能力を超える画期的なフィルタであったが，

フィルタ係数を求める際に相関行列や逆行列計算

が必要となり，実時間処理 信号の流れと同時に

使用する処理 に適さないために，適応フィルタ

が考えられた．

適応フィルタとは

フィルタは，事前に信号の統計量 相関

関数 を求めたり，逆行列の計算が必要であるこ

とから実時間計算に適さない．さらに，信号の統

計量が設計段階と異なればフィルタの設計係数は

最適ではなくなる．そこで，フィルタ係数を相関

行列の逆行列を用いて一度に求めるのではなく，

ある初期値からフィルタ係数を適応的に少しずつ

自己調整し，最終的に最適なフィルタを実現する

フィルタが考案された．このようにフィルタ係数

の自己調整機能 適応アルゴリズムという をもっ

たディジタルフィルタを適応フィルタ

という．直接 の解を求めずに，逐次計算

により求めるには，つぎのような式を用いる．

ただし， が の更新量きめるベクトルになる．

これを，つぎのようなアルゴリズムで計算する．

初期値として適当な値 を選定して，

とおく．



に代入して， の更新値である を

計算する．

と置きなおして， へ戻る．

さらに，更新を信号のサンプル時刻ごとに行うと，

次式のような更新アルゴリズムになる．

更新量である を決める方法には，最急降下法

，

アルゴリズム，正規化

アルゴリズムがある．

適応

最小化

図 適応フィルタの構造

最急降下法

まず，評価関数のパラメータベクトルに関する

微分を定義する．

の勾配

勾配については，つぎの性質が成り立つ．

ベクトル は，関数 の

等高線，つまり の接線ベクト

ルに直交する．また，このベクトルは，

の増加する方向を向いている．つ

まり，最も増加の急な方向を示している

と言える．ここで，肩字 は転置をあら

わす．

これは，等高線上の をパラメータ に関して

表して，その位置を規定するとする（時刻 に等

高線のどの位置にあるかを表すのが である

と考えればよい）．このとき， での

で等高線に接線と引くと，これは，ベクトル

として表すことができる．

図 評価関数の等高線

また， の両辺を で微分すると次式

のようになる．

したがって，接線ベクトルとつぎの の勾配

ベクトル は直交することがわかる．



また， の近傍 で をテーラー展

開 次までで近似すると，つぎのようになる．

これより， を が増加する方向にとると，も

し， となり，次式が成り

立つ．

これは，ベクトル と の内積が正と

なる．これは， つのベクトルのなす角度が 度

以内であることを意味する．

であることから，ベクトル は の増加す

る方向であることがわかる．これより，ベクト

ル も の増加する方向になり，か

つ， の等高線に直交することから，最も増

加する方向を表していると考えられる．

図 勾配の方向

このようなことから， のもっとも減少する方

向 に を更新するものが最急降下法であ

り，次式のようになる．

評価関数は

であることから，勾配は次式のようになる．

そこで，最急降下法による適応アルゴリズムは次

式のようになる．

ここで， はステップサイズと呼ばれ，更新量の

ゲインを表すものである．ステップサイズを大き

くすると収束は速くなるが，大きくしすぎると振

動し，不安定になってしまうこともある． の各

成分をタップ係数といい，次元 をタップ長

という．収束条件として，つぎの定理が成り立つ．

定理 ステップサイズ がつぎの条件を満たす

とき， 式の更新アルゴリズムは 解に

収束する．

ただし， は の固有値の集合で，

はその最大値を意味する．

証明 を 解とすると，次式が成り立

つ．

ここで，更新ベクトル と 解 との誤

差を次式のように定義する．

誤差方程式は次のようにして導出できる．

は対称行列であるので，直交行列 を用いて

次式のように対角化できる．



直交行列は であるので，次式

のように誤差方程式を変形できる．

誤差をつぎのように変数変換する．

誤差方程式は次式のようになる．

と の安定性は等価である．したがって，誤差

が漸近安定，つまり，すべての初期条件 に対

して，

が成り立つための必要十分条件は，次式のように

なる．

これは，次式と等価である．

■

アルゴリズム

アルゴリズムは平均値操作を行わない最

急降下法である．これにより飛躍的に計算が簡単

になる．これは， を確定信号とみなして最適

化したことに相当する．

サンプル時刻 におけるフィルタの誤差方程式

は次式のようになる．

評価関数を次式のようにおく．

の に対する最急降下の方向は であり，

次式のように計算できる．

そこで，更新アルゴリズムは次式のようになる．

ここで， とおいている．このアルゴリ

ズムを提案者の名前を取って， の

アルゴリズムという．

更新アルゴリズムの両辺の平均をとると，最急降

下法に一致することから，つぎのような特徴があ

ることがわかる．

回の試行だけで最適な 解が得られ

るとは限らない．しかしながら，試行を重ね

て適応係数を平均していけば，ある の範囲

で最急降下法と同じように 解が得ら

れることが証明できる．これは，更新アルゴ

リズムの両辺の平均をとると，次式になるこ

とからわかる．

ここで，信号 と係数 が無相関 と仮定す

ると，次式が成り立つ．

評価関数の更新による増減はランダムである

が，平均すると最急降下法と同じように減少

していく．

収束しても評価関数は最急降下法で得られる

最小値よりも大きくなる．これは勾配ベクト

ルを瞬時値で近似しているためである．

確率変数 と が無相関のとき，

が成り立つ．



これを確定信号に対する安定論として解析して

みよう．次式の更新アルゴリズムを離散時間シス

テムとみなす．

平衡点をゼロにするために， 解との誤差

に関する差分方程式に直すと，次

式のようになる．

これを誤差システムの状態方程式と考える．さら

に，誤差システムの出力を とすると，次式が

成り立つ．

正値関数 を誤差システムの出力の 乗とし

て次式のように定義する．

正値関数は，つぎのように 展開の 次まで

で近似できると仮定する ．

そこで，更新量 を，

とおくと， に対して，正値関数に関してつ

ぎの不等式が成り立つ．

したがって，更新量 が非ゼロである場合に

は，正値関数は減少し続けることになり，これは，

が減少することを意味する．正値関数は，

を仮定していることになる．

であることから，次式が成り立つ．

これより，更新量は

となり，更新アルゴリズムは次式のようになり，

アルゴリズムのものと一致することがわか

る．

正値関数 は 関数の一種であると考え

られ，誤差システムの安定論より，更新アルゴリ

ズムが導出できることになる．これは，適応フィ

ルタが適応同定理論や適応制御理論の枠組みで議

論できることを意味しており，このような考え方

に基づくことにより，より高性能の更新アルゴリ

ズムを提案できる可能性があることがわかる．

正規化 アルゴリズム

入力信号 に振幅が大きくなるとその相関行

列 の固有値も大きくなるので，入力信号の大

きさが激しく変動する場合，固定したステップサ

イズでは アルゴリズムが収束条件を満たさ

なくなる恐れがある．ステップサイズを可変にし

たアルゴリズムに学習同定法と正規化 アル

ゴリズムがある．

学習同定法：更新アルゴリズムは次式で与え

られる．これは，入力信号の大きさ が

小さい場合の更新速度を増加させる利点があ

るが，あまりに入力信号の大きさが小さい場

合にはステップサイズが大きくなりすぎ，数

値的不安定性を招く場合がある．

正規化 アルゴリズム：更新アルゴリズ

ムは次式で与えられる．これは学習同定法の

数値的不安定性を回避するために 項を付加

したものである．

宿題：正規化 アルゴリズムを安定論の立場

から議論してみよう



適応フィルタ設計法

フィルタでは，場合によってはタップ長

フィルタの次数 が長くなる場合がある．このよ

うな場合には， フィルタを用いた方がタップ

長を短くすることができる．ここでは，前章での

べた確定信号に対する安定論を用いて， 適応

フィルタを設計してみよう．ここでは，我々が提

案している適応アルゴリズム を離散時間

に直したものが基本となっている．

適応フィルタの構造

推定すべき出力が次式のシステムで表されると

する．

未知パラメータおよび利用可能なデータとして，

つぎを仮定する．

仮定 つぎの つを仮定する．

システムは安定，つまり，

のすべての解は複素平面の単位円内にある．

現時刻までの入力と出力である

が入手可能である．

システムパラメータ

は未知である．

式は未知パラメータと入手可能信号の積和

の形になっていることから，次式のようにベクト

ル表現できる．

ただし， は未知パラメータベクトル， は入

手可能信号ベクトル レグレッサという であり，

次式のようにおいている．

これは全く フィルタの場合と同じであるの

で，同様にして アルゴリズムなどを適用す

ることができる．

ついで，システムが安定であるという仮定がな

い場合を考える．この場合に，信号のうち

の有界性が保証されないことか

ら，は前述の アルゴリズムをそのまま適用

することはできない．そこで，つぎのように変形

を行う．

ここで，多項式を次のように定義する．

ただし， は任意の安定多項式 のす

べての解は複素平面の単位円内になる とし，設

計者が自由に選定する．

を 変換すると次式のようになる．

このままでは，伝達関数の中に未知パラメータが

含まれるので，この部分を取り出して，未知パラ

メータと入手可能信号の積和で表す式を導出する．

これをパラメトリックモデルという．

ただし， は未知パラメータベクトル，

は入手可能信号で，次式のように定義している．



したがって， にも アルゴリズムなどを

適応することが可能になる．

安定システムに対する最小 乗法を用

いた適応フィルタ設計

アルゴリズムは瞬時ごとに最小になる方

向に推定パラメータを動かしていくものであった．

最小 乗法はデータ区間内のすべての 乗誤差の

和を最小にするようにパラメータを決める方法で

ある．

問題設定

にノイズ の入った式をデータ区間

まで考えると，次式のようになる．

ここでパラメータは一定であるので，

とおき，ベクトル形式で上式を書くと，次式のよ

うになる．

ただし，次式のように定義している．

逐次最小 乗法によるパラメータ推定ア

ルゴリズムの導出

最小にすべき評価関数は次式で定義される．

を最小にする は， の解として，与える

ことができる．

したがって，データ までを使った最小 乗解

は次式のようになる．

上式を変形することにより，逐次最小 乗法によ

るパラメータ推定アルゴリズムを導出する．次式

が成立する．



ここで，

を代入すると， の逐次推定式は次式のようにな

る．

また， の逐次推定式は，逆行列補題

を用いると，次式のようになる．

さらに， とおくと，次式が成

り立つ．

したがって，次のようなステップにより推定が達

成される．

データ を取得する．

推定値の初期化

を適当な値に設定する．

を次式で計算する．

で次式を計算する．

適応パラメータ調整則を用いたパラメー

タ推定アルゴリズムの導出

付録 を参考にして， の対する適応パラ

メータ調整則を用いたパラメータ推定アルゴリズ

ムの導出せよ．

伝達関数表現に基づく 適応フィル

タの一般的設計法

通信路などのディジタルシステムは次式のよう

に与えられると仮定する．

このような状態方程式表現を適応フィルタで用い

る利点がつぎのとおりである．

状態方程式で記述されている先進的な制御系

設計法を適応フィルタ設計に適用できる．

必要とするデータ数を減少させることができ

る場合がある．

システム性能を統一的に定量化できるととも

に，指定された性能を達成するフィルタ設計

が可能である．

システムが不安定な場合にも適応フィルタが

設計可能である．

しかし， には未知パラメータが含まれてい

ることから，このままでは適応フィルタを構成す

ることはできない．このため，システムを未知パ

ラメータと入手可能信号と積和の形で表現しなお

す必要がある．

不安定なシステムにも適用できるように，自己

回帰部分のダイナミクスをレグレッサに組みこま

ずに取り扱う．システム表現は 変換表現におけ

る 作用素を，離散時間関数のシフトオペレータ

で置換えたものを用いる ．つまり，次式が成り

立つ を遅延オペレータとする．

連続時間のラプラス変換の を微分作用素 で置き換え

たものに対応している．



はつぎのように遅延オペレータを用

いた伝達関数表現で書くことができる．

ただし，伝達関数 次式のようにおいてい

る．

ただし， はシステムがもつサンプル遅れを表し

ている．

つぎを仮定する．

は既知で， とする ．

の符号は既知

こちらで設計する 次安定多項式を次式で定

義する．

連続時間系と同様に，任意の に対して，次

式が成り立つような が存在するこ

とが知られている．

を用いて を変形すると次式のよう

になる．

は入力信号が サンプル時刻以上遅れて出力に

出ることを意味し，特に のときは，インパルス応答

であることに注意せよ．

時刻をシフトすると，次式になる．

このとき，未知パラメータ の推定値を ，出力の

推定値を とおき， は入手可能信号であるの

で， システムの推定器を次式で定義する．

出力の推定誤差を ，パラメータ

の推定誤差を とおくと，次式のように

なる．

このとき， を保証するつぎのパ

ラメータ調整則として，次式が得られる ．

ここで， は次式のように変形することがで

きる． に右から をかけると，次式の

ように変形できる．



これを用いると， は次式のように変形できる．

この式に左から ，右から をかけ

ると，次式のようになる．

これより，次式の繰返し式が得られる．

また，次式が成り立つ．

さらに，つぎの誤差を定義する．

ここで， より，つぎの関係式が成り立つ．

正値関数 を

とおくと， より，次式のように変形できる．

適応アルゴリズムから，次式が成り立つ．

これより，次式が成り立つ．

これより， となる

ことを示せば良い．

ロバスト適応アルゴリズム

や を安定論の立場から一般化した適

応同定アルゴリズムは，対象にモデル化誤差や外

乱がある場合に不安定性を招くことがある．ロバ

スト適応アルゴリズムは，これらの不安定性を回

避するためのものである．次式の出力方程式を考

える．

ここで， は 次インパルス応答でモデル化され

ない高次の 次モデル化誤差を表すインパルス

応答 である．このような状況は，エコーパス

の伝達関数の次数推定がうまく行っていない場合

やエコーパスに遅延時間が存在する場合などが考

えられる．

モデル化誤差がない場合

モデル化誤差がない場合には，出力方程式は次

式のようになる．

の推定パラメータを とおき，出力の推定器

を次式で定義する．

出力の推定誤差を ，パラメータ

の推定誤差を とおくと，次式のよ

うになる．

適応則を次式のようにおく．



ただし，次式のようにおいている．

正値関数 を次式で定義する．

これはつぎのように変形できる．

ここで，

であることから，次式が成り立つ．

ここで，

より，次式が成り立つ．

これより，次式が成り立つ．

こ れ よ り， は 単 調 非 増 加 関

数となり， であることから，

であることがわかる．

離散時間系のロバスト適応アルゴリズム

連続時間系をそのまま離散時間系に置きなおす

と，いかのようなアルゴリズムになる．

法 らの方法

パラメータの推定値の発散を防ぐアルゴリズムで

あり，誤差の有界性は保証されるが，漸近安定性

は保証されない．

修正法 らの方法

誤差の局所安定性を保証できるが，漸近安定性は

保証されない．

修正法 ら方法

性が保証されなくても，誤差の有界性を保証

でき，理想状態では，誤差の漸近安定性も保証で

きる．

周波数重み法 らの方法

ただし， は フィルタとして設計し，連

続時間系の場合は，逆モデルとして設計できるが，

離散系の場合には，設計指針をまだ求めていない

ので，モデル化誤差が存在する場合にその誤差の

影響を小さくするような条件を求める必要がある．

適応エコーキャンセラの構造

エコーキャンセラとエコーサプレッサ

の背景

公衆電話網

におけるエコーの問題は，電話が発

明された時点からの問題であった．長距離通話で

の時間遅れがエコー信号となって現れ，これが通

話性能を劣化させていたが， 年代には高速通

信の実現により，それはあまり問題にならなくなっ



た．しかし， 年代に入って，衛星通信が導入

されるに伴い， （往復時間遅れ ）

が顕著なエコー問題として登場してきた．この問

題に対して，エコーサプレッサ ）

と呼ばれる装置が開発されたが，エコーだけでな

く，通話そのものも劣化させるために，通話検出

誤差が大きくなってしまうという欠点があった．

年代末に， により，今日のエコ

ー除去手法 の基礎

が築かれた．エコー経路 伝達関数を

推定し，帰ってきた信号 から

推定したエコーを差し引く 機構である

エコーキャンセラ を導入した．こ

図 エコーキャンセラモデル

れは，エコー経路伝達関数の事前情報を必要とせ

ず， アルゴリズムを用いてエコー経路伝達関

数を逐次的に推定することを要求している．アナ

ログ回路実現が同じ論文に述べられているが，本

来の有効な実現はディジタル信号処理技術の登場

を待たなければならなかった．今日の では

をもつたいていの

通信路にこの手のエコーキャンセラが用いられて

いる．最近のエコーキャンセリングの研究では，

収束の速くて，簡単な構造のアルゴリズムの開

発に興味が注がれている．この つの性質を達成

する つの方法は，音声信号を異なる周波数帯域

に分割することである． 信号

のスペクトル特性に比較して， 信号のス

ペクトル特性が収束率の改善が見られるかを考え，

信号のダウンサンプリングにより計算の

複雑さを低減するものである．周波数サブバンド

法 は，キャンセ

ルされる信号の時間遅れを導入するものとそうで

ないものに分けられる．前者では，伝送路推定と

エコーキャンセルがサブバンドごとに行われ，そ

れから全体の信号（フルバンド信号）がサブバン

ドから再構成される．この方法の利点は，構造が

簡単 であることで，欠点は，信

号に時間遅れが導入されていることである．後者

の方法は，時間遅れのないサブバンドエコーキャ

ンセラでサブバンドにおける伝達関数のみを推定

し，それから推定されたフルバンド伝達関数から

それらの推定値をキャンセルすることにより，フ

ルバンド信号におけるエコーキャンセルが達成さ

れる．利点は時間遅れがないことであるが，構造

が複雑となる欠点がある．最近のエコーキャンセ

ラは，離散 変換

を用いて，狭いサブバンドに信号を分

割し，サブバンド伝達関数の推定は繰返し型最小

乗法 アルゴリズムを

用いる．また，エコーキャンセラの周辺技術とし

て，ダブルトーク検出器 とエコーサプレッ

サがある． 人の話者が同時に両側から話し出す

という と，伝達関数同定を行って

も誤差が大きくなるので，

を導入し，同定のオンオフを行う．さら

に，エコーサプレッサは，エコーキャンセリング

した後の残余信号 を無相関化す

るフィルタ ，白色化フィルタ と

信号の振幅調整を行う自動ゲイン調整器からなっ

ている．

通信路とエコー発生モデル

エコーは と の通信路が完全

に分離されていない状況下で起きる．下図では，話

者 から への伝送路

とすると，話者 から への伝送路が

である．国際電話など長距離電

話回線では，信号増幅などの理由から 線式回線

が用いられている．一方，加入者回線は比較的短

距離なので， 線式回線が使用されている． 線

式回線と 線式回線の接続部には図のようにハイ

ブリッドトランス が導入さ

れ，インピーダンスが導入され，インピーダンス

整合が行われている．このインピーダンス整合が

完全であれば，話者 からの信号 音声 は話者

に一度だけ到達する．しかし，一般に整合は完全

にはできず，受信信号の一部はと 線式回線に漏

れ，増幅された後，再び受信者 話者 に戻ると

いった現象が起こる．これがエコーである．エコ

ーは伝送距離が長くなるにつれて 遅延時間がな

がくなるについれて 影響が大きくなり，著しく



話者話者

ハイブリッド

アンプ

アンプ

線式 線式 線式

図 通信系とエコー

通話の品質を劣化させる パルス伝送においては

近距離であってもエコーによる通話品質の劣化は

問題となる ．

さらに，ハイブリッドと 線式回線モデルを詳

しく書くと次図のようになる． 信号はデ

ィジタル信号で， では符号化および復号

化ならびにアナログ・ディジタル変換を行う結合

変換器である． 側の信号はアナログ信

号である． は遅延時間 を表してお

り，制御ではこれをむだ時間という．ハイブリッ

ドコイルの漏れ磁束 がエコーを発生さ

せるが，これを連続時間インパルス応答 でモ

デル化している ． 側の音声信号 は

相手側はなしていると

きに同時に話すこと と からなって

いる． がエコーである．

図 エコー経路モデル

は線形であると見なすことができ，量

子化誤差がないとすると，ハイブリッドエコー経

路 はディジタルシステムと見

なすことができる．これを表したのがつぎの図で

ある． はディジタルインパルス応答で，

をラプラス変換したものが連続時間伝達関数にな

る．

はディジタル信号である．このモデルでは，全体

図 エコー経路モデル

のシステムを完全なディジタルシステムとして見

なすことを意味している．

遅延時間推定を行うエコーキャンセラ

設計法

エコーキャンセラの設計では，信号は

を用いて，狭いサブバ

ンドに分割し，逐次最小 乗法

アルゴリズムを用いて推定するも

のである．このとき，特に，遅延時間を推定する

ものと無視する方法がある．本論文では，最近良

く用いられている遅延時間を無視する方法を採用

するが，ここでは，基礎のためにまず，遅延時間

をどのようにして推定するか説明し，それに基づ

くエコーキャンセラの設計法について説明する．

遅延時間推定

遅延時間を含むエコーのディジタルモデルを次

式で定義する．

ただし， はディジタル信号の畳み込みで， が遅

延時間である．エコー推定モデルを次式で与える．

エコーの推定誤差を 残留エコー と

いい，次式で定義される．

と の相互相関関数 は次式で与え

られる．



ただし， は確率空間での平均値操作であり，

確率変数の分布関数あるいは密度関数が既知で

なければ計算できない．そこで，エルゴード性を

仮定することにより，確率空間の平均を時間平均

で置換える．データが有限個で，

の場合，相互相関関数 は次

式で与えられる．

遅延時間が であるので， が最大になるは

ずである．そこで，相互相関関数 を計算す

ることにより，遅延時間を推定することができる．

しかしながら，相互相関関数の計算はセグメント

ごとに行うのは面倒である．ただし，伝達関数の

推定に相互スペクトル密度を利用する場合には，

ちょっとした計算を追加すれば，相互相関関数が

計算できる．

遅延時間推定値を用いたエコーパス伝達

関数推定

遅延時間推定値を とすると，

残留エコー は次式のようになる．

ただし，エコーパスの推定モデルは長さ の

を用いている．

評価関数を次式で与える．

評価関数を最小にする

の係数は次式で与えられる．

ただし，つぎのように行列とベクトルを置いて

いる．

エコー には とシステムノ

イズの和 が加わっている． と

の両方が存在するときのことを，

という．エコーパスの伝達関数の推

定精度をあげるには， が存在すると

きは，伝達関数推定を中止したほうがよい．この

ために， が存在するかどうかを検出

する を構成し，これにより

スイッチングを行う． は

と のコヒーレンス関数 関連度関数ともよば

れ，相互スペクトル密度を規格化した量

によりもとめることができる．ただし， は

相互スペクトル密度 相互相関関数の 変換

値 ， と とは，自己スペクトル密度で

ある． の場合には， は の線形結

合になるので，コヒーレンス関数は に近くなる

が， が始まると一気にコヒーレンス関

数は小さくなることから，検出できるわけである．

最近のエコーキャンセラ

今日の交換式電話網

では，次図のようなエコーキャンセラが用

いられる．

遅延時間の推定は行わず，残留エコーとエコー

パスの伝達関数の逐次推定式を次式のようにおく．

上式の逐次推定法を

法である．



図 標準エコーキャンセラ

時間遅延 を分離して推定していないが，伝達

関数の推定値 に陰に含まれることになる． が

大きいときには， の 回目の の多くは，ゼ

ロでなければならない ．

推定を更新するか否かの決定は， で行わ

れるが，前述した ではなく，以下のような

次前置フィルタ の が用いられる．

ただし，フィルタゲイン で， と

している．もし，次式が成り立つならば，

があると見なす．

遅延時間を無視したエコーキャンセラ

設計法

国際電話など長距離電話回線では，信号増幅な

どの理由から 線式回線が用いられている．一方，

加入者回線は比較的短距離なので， 線式回線が

使用されている． 線式回線と 線式回線の接続

部には図のようにハイブリッドトランスが導入さ

れ，インピーダンスが導入され，インピーダンス

整合が行われている．このインピーダンス整合が

完全であれば，話者 からの信号 音声 は話者

に一度だけ到達する．しかし，一般に整合は完全

にはできず，受信信号の一部はと 線式回線に漏

れ，増幅された後，再び受信者 話者 に戻ると

いった現象が起こる．これがエコーである．エコ

ーは伝送距離が長くなるにつれて 遅延時間がな

がくなるについれて 影響が大きくなり，著しく

通話の品質を劣化させる パルス伝送においては

がおおきいと信号が現れないからである．

話者話者

ハイブリッド

アンプ

アンプ

線式 線式 線式

図 通信系とエコー

近距離であってもエコーによる通話品質の劣化は

問題となる ．

そこで，図のようにエコーキャンセラを導入し，

直接観測可能な受信信号を用いてエコーパルスの

インパルス応答を逐次推定し，それを利用して得

た疑似エコーによって，実際のエコーを打ち消す

ことが考えられている．

ハイブリッド エコーキャンセラ

エコー

残留エコー

回線雑音

疑似エコー

受信信号

話者

エコーパス

図 エコーキャンセラの原理

エコーキャンセラに要求されるロバス

ト性

遅延時間 を無視して伝達関数の推定を行う

ことから，遅延時間にあまり影響をうけない推

定法を検討する必要がある．これは，モデル化誤

差に対するロバスト性である．さらに，

にも影響を受けにくい推定法が望ましい．

これは未知信号に対するロバスト性であると考え

られる．

エコーキャンセラ

エコーパスのインパルス応答の推定は，残留エ

コー の平均 乗誤差が最小になるように行わ



れる．このとき，エコーパスの推定を妨害する要

素は，回線雑音と話者 からの信号 音声 であ

る．一般に話者 人が同時に話し始めた ダブル

トーク ときはインパルス応答の推定を中断する．

また，ハイブリッドトランスのインパルス応答長

は 程度であるので，サンプリング周期を

とすると，エコーパスのインパルス応答

の次数は実際には 程度になる．図のように各

信号を定義する．このとき，エコーを出力，受信

信号を入力とするエコーパスのインパルス応答モ

デルは次式のように書ける．

ただし，インパルス応答モデルの次数を と仮

定している．さらに，実際のエコーの観測値

は回線雑音が付加された次式となる．

ただし，回線雑音 は平均値 分散

の定常な白色ガウス雑音とし，サンプリング

周期 は便宜上 に規格化しているものとする．

また，計算機シミュレーションを行うために，

音声信号である受信信号 は次式のような

モデルで近似できると仮定する．

ただし， は， とし，平均

値 分散 の定常ガウス雑音とする．エ

コーパスのインパルス応答の推定値を とおく

と，エコーの推定値 疑似エコー が次式のように

得られる．

ただし， のとき， とする．

を求める アルゴリズムは次式のように

なる．

ただし， は次式で与えられる．

自分で求めること

このとき，疑似エコーは次式のようになり，これ

を送信信号から差し引けばエコーキャンセラが実

現できる．

エコーキャンセラ

ロバスト適応エコーキャンセラの

設計

エコーサプレッサの構造と設計法

残留エコー の低減 を行うこ

とにより，より高性能化をはかることができる．こ

れを という．

の基本的な機能は， を除去す

るのではなく，無相関にする ことに

より，信号を耳にここと良いものにすることであ

る ．さらに， は の検出誤差

に対してロバストでなければならない． は，

白色化フィルタ ，自動ゲイン調

整機構 およびソ

フト スイッチからなる．全体の構造は次図

のとおりである．

図 エコーサプレッサの構造

白色化フィルタ

残留エコーは定常確率過程ではないが，十

分短時間であれば，定常自己回帰

モデルで近似しても良い．特に，エコー

キャンセラにより音声成分が除去されているこ

無音よりも白色ノイズ 無相関な確率過程 のほうが耳

に心地よいと考えている．



とから，残留エコーセグメントは低次の モデ

ルで近似できる．つまり，残留エコー は白色

雑音 に対して次

式のようにモデル化できる．

ただし， は定数である．これは，記号

を用いると，次式のようにも書ける．

の推定器を次式で構成する．

このとき，推定誤差 は次式のよ

うになる．

を を用いて最小 乗推定を行うことにより，

は白色化可能であることから，次図のような

白色化フィルタを構成できる． を推定する正規

化最小平均 乗アルゴリズム

は次式のようになる．

ただし， は次式とする．

図 白色化フィルタ

自動ゲイン調整器

白色化フィルタの出力 の 次モーメント

（分散）を推定し，信号を規格化するのが，自動

ゲイン調整器 であ

る． はつぎの 通りの方法で推定できる．

移動平均フィルタ に

よる推定

フィルタによる推定

ただし， は忘却係数 と呼

ばれ，通常は を設定する．

推定されたモーメント で信号 を規格化

し，さらに指定のゲイン をかけてゲイン調整し

た出力 を発生させるのが，自動ゲイン調整器

であり，次式で与えられる．

ソフトスイッチ

白色化フィルタは がないかあ

るかで， する必要がある．遅延時間がない

場合には， の開始とともに，白色

化フィルタを にすればよい．

は で検出できるので，これが検出されたと

きには，白色化フィルタを にし，検出されな

いときには にすればよい．しかし，急に

確率変数 の 次のモーメント 積率 は， で定義

される．



を行うと好ましくないノイズを発生することが多

いので，次式のようなソフトスイッチを用いる．

ただし， はランプ関数で， とし，

ランプ関数の長さは とすることが多い．

最近のエコーサプレッサ

最近の残留エコーサプレッサは非線形演算器に

よりなり， と

心地よいノイズ発生器 から構成されてい

る． は，次式のような非線形関数

で与えられる．

ただし，非線形関数 は振幅の小さな信号を除

去するもので，次図のいずれかとする．

図

シミュレーション

本研究では，エコーキャンセラ部分の設計のみ

を行い．エコーサプレッサについては検討しない．

次 適応フィルタの設計例

エコーキャンセラの設計例

エコーパスのインパルス応答が で，つ

ぎのように与えられるときに， エコーキャン

セラによる性能を にてシミュレーシ

ョンせよ．

ロバスト性について検討すること．遅延時間や

をいれて影響をみる．さらに，

同定モデルの次数を 次から小さくして 次程

度で行い，各アルゴリズムのロバスト性を調べる

こと．

エコーキャンセラの設計例

結論

やったことをまとめること．本論文では，・・・・・・

について検討した．まず，・・・・・．ついで，・・・・・．

さらに，・・・・した．その結果，・・・・・というような

結果が得られた．これらの結果から，・・・・・とい

うことが結論づけられる．なお，ロバストなエコ

ーサプレッサの設計法については今後の課題とし

たい．
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付録

離散時間線形システムの安定性

判別

離散時間システムの安定性理論

次式の差分方程式を考える．

ただし， はサンプル時刻 は 次元実ベクトル

で， はなめらかな 次元ベクトル場である．シ

ステムは任意の初期時刻 ，初期条件 に対

して，一意解

システムの平衡点は である，つまり，

このときつぎの定理が成り立つ．

定理 平衡点 は，以下のすべての条件

を満たすような 関数 が存在す

るならば，大域的に漸近安定である．

は正定である．つまり，

で，すべての に対して，



となるような なる連続な非減少関

数 が存在する．ただし， はベクトル

の大きさを表し，ノルムと呼ばれ，次式で定

義されるものとする．

時刻 において を通る差分方程式の解軌道

に沿っての の増分

が，すべての に対して，

となるような なる連続な関数 が存

在する．

すべての に対して，

となるような なる連続な非減少関

数 が存在する．

のとき，

定理 上の定理の条件 はつぎの条件で置換

えることができる．

すべての に対して，

任意の に対し， において恒

等的には

とならない．

定理 差分方程式の平衡点 は，

条件 が満足されるならば，一様漸近

安定である．

条件 が満足されるならば，一様安

定である．

条件 が満足されるならば，安定であ

る．

つぎの線形時不変差分方程式を考える．

ただし， は 実定数行列とする．つぎの定

理が成り立つ．

定理 上の線形時不変差分方程式の平衡点

が漸近安定となるための必要十分条件は，

任意の に対して， 方程式

を満足する が存在することである

．

証明 が存在すると仮定する．このとき，

関数として次式を考えることができる．

関数の増分はつぎのように計算できる．

上式は に対して恒等的にゼロにならないこ

とから，平衡点は漸近安定になる．

逆に，差分方程式が安定であるときには，

方程式の解 は次式で与えられることが

わかる ．

適応パラメータ調整則の導出

未知パラメータベクトル を含む次式の離散時

間システムを考える．

ただし， はスカラ， は一定値， は入手可

能信号 レグレッサ とする．上式のための同定モ

が成り立つ行列を正定行列という．ただ

し， は任意のベクトル に対して，スカラー値で

ある 次形式 が成り立つことを意味している．

安定のとき，無限級数和が収束することから， の存在

がいえる



デル を未知パラメータ部分を推定パラメータで

置換えた次式で設定する．

ただし， が出力 の推定値， が未知パ

ラメータ の推定値である．時刻 での出力の推

定誤差を次式のようにおく．

このとき，誤差方程式は次式のようになる．

ただし，つぎのようにおいている．

つぎの定理が成り立つ．

定理 推定パラメータを適応則

で調整することにより，

が達成される．ただし，

正定値行列

としている．さらに， は逆行列補題を用い

ると，つぎのように書き直すことができる．

を選び方により，つぎのような適応則

が得られる．

固定ゲイン適応則

同定とは，広くは入出力データからシステムの内部構

造全般を推定することをいい，狭くはシステムの伝達関数

や状態方程式の未知パラメータを推定することをいう．

斬減ゲイン適応則

この定理を次のようにリアプノフ関数をおいて

証明せよ．

確率

統計量

分布関数と密度関数

確率過程とは

定常性とエルゴード性

相関関数


