
準同型処理を用いた室内伝達特性の抽出∗

☆榎本祐太, 及川靖広, 山﨑芳男 (早大理工)

1 はじめに

我々は日々多種多様な音響空間の中に暮らしてい

る。コミュニケーションのしやすさを含め、個々の空

間の音響的評価は重要である。音響空間の客観的評

価はその大半がインパルス応答を使用するが、日々暮

らしている環境においてインパルス応答を測定する

のは困難が伴うことが多い。

本研究では測定用音源ではなく実環境で発生する

音から音響空間のインパルス応答を抽出することを

目指す。

本研究室では準同型処理の一つである複素ケプス

トラムを用いて音源信号と伝達特性の分離を試みて

きた [1]。また高橋らは建造物診断を目的として機械

振動に適用している [2]。

本稿では伝達特性を示すインパルス応答が時不変

であることに着目し、複素ケプストラムに変換した

残響信号を時間平均することでインパルス応答の抽

出を試みた。

2 複素ケプストラムを用いたインパルス応

答抽出

信号 s(n)の複素ケプストラム c(n)は Z変換と自

然対数を用いて定義されているが [3]、無限長の数列

になる可能性があり扱いが難しい。よって今回使用す

る複素ケプストラムは離散フーリエ変換を用いて

cs(n)=
1

N

N−1∑
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[
ln
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}]
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1
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と計算したものとする。

観測信号の複素ケプストラム cr(n)は

cr(n) = cs(n) + ch(n) (2)
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図－ 1 音声の複素ケプストラム

∗Extraction of room transfer function by homomorphic signal processing. by Yuta ENOMOTO, Yasuhiro
OIKAWA, Yoshio YAMASAKI (Waseda University)

と二つの複素ケプストラムの和で考えることができ

る。cs(n)は音源信号の複素ケプストラムで ch(n)は

インパルス応答の複素ケプストラムである。ただし音

源信号は基本的に時々刻々と変化するのに対し、イン

パルス応答は変化が少ない。ゆえに観測信号を短時間

のフレームに区切り、それぞれ複素ケプストラムに変

換したものをフレーム間で平均することでインパル

ス応答を強調することができる。各フレーム番号を i

として全てのフレームでそのまま加算平均を行うと

E
i
{cr,i(n)} = E

i
{cs,i(n)}+ ch(n) (3)

となり、インパルス応答の複素ケプストラムが強調さ

れる。また Eiは各ケフレンシにおけるフレーム間で

の平均を示す。

3 インパルス応答の抽出

3.1 音声信号

人間が介在する実環境では音声が音源となること

が多いと考え、まず女性話者 1名による三音節の単語

音声を音源信号としてインパルス応答の抽出を試み

た。今回使用したインパルス応答は残響時間 1.22秒

の大隈講堂大講堂のインパルス応答である。まず図－

1に 15種の単語音声の複素ケプストラムを示す。単

語ごとに大きく異なる複素ケプストラムを持つこと

が読み取れる。

図－ 2は図－ 1と同じ音声に大隈講堂のインパル

ス応答を畳みこんだものの複素ケプストラムである。

図－ 3はこの単語音声に大隈講堂のインパルス応

答を畳み込んだものを式 (3)に従い時間平均した結果

を示す。図－ 4には (a)に大隈講堂のインパルス応答

を (b)にフレーム平均によって抽出されたインパルス

応答を示す。本手法ではインパルス応答のエネルギー

の絶対値と線形位相を求めることはできないので、エ

ネルギーを正規化し、時間軸をシフトして表示して
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図－ 2 残響音声の複素ケプストラム
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図－ 3 残響音声の平均複素ケプストラム
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図－ 4 インパルス応答抽出したインパルス応答

いる。インパルス応答が因果であるのに対し、音声

から抽出したインパルス応答は非因果になっている。

抽出したインパルス応答と大隈講堂のインパルス応

答の 0.08秒以後の残響部分が揃っていることからこ

の非因果部と初期反射部は残留した定常的な音源情

報 Ei{cs,i(n)}によるものと考えられる。抽出したイ
ンパルス応答を聞いた場合も非因果部は音声に似て

おり、因果部は主に響きが感じられる。

3.2 音楽信号

音楽信号も実環境で発生しうる音と考えられる。そ

こで無響室で収録した 1分程度のバイオリンの独奏

を音源信号とし、前節と同じ大隈講堂のインパルス

応答を畳み込んで観測信号とした。この残響音楽信

号を 2秒ごとに矩形窓で区切り、それぞれをフレーム

として変換を行った。各フレームで複素ケプストラム

の平均をとり、逆変換で時間波形に直した結果を図－

4(c)に示す。

音声と同じくインパルス応答の残響部は類似した

波形が抽出できているが音源信号の定常成分が残って

いるため非因果な波形となっている。また音源信号の

寄与と考えられる波形全体に振幅の小さい信号が分布

しており、単語音声による抽出よりも精度は悪くなっ
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図－ 5 各インパルス応答の残響曲線

ている。聴感上もバイオリンが響いており、残留音源

成分の量も音声の時よりも多い信号になっている。

4 残響曲線による評価

抽出したインパルス応答と大隈講堂のインパルス

応答の残響曲線を図－ 5に示す。初期反射部は残留

音源成分が強く表れており残響曲線においても異なっ

ているが、音声から抽出したインパルス応答は大隈

講堂のものと残響部の残響曲線は傾きが近く、本手法

はインパルス応答の中でも残響部の抽出が可能であ

ることがわかる。対して音楽信号から抽出されたイ

ンパルス応答の残響曲線は 4秒付近で傾きが小さく

なっている。これは各フレームが前のフレームの残響

の影響を受けている関係で、時間信号全体に残留音

源成分が広く分布していることが原因と考えられる。

対策としてはインパルス応答長に対してフレーム長

をより長く確保するか、適切に信号のない無音区間

で区切ることで改善できると考えられる。

5 むすび

本報告では準同型処理を用いた任意の信号からの

インパルス応答の抽出について検討した。生活環境

に存在する音源からインパルス応答の残響部を抽出

することはできたが、インパルス応答全体の抽出に

おいては音源信号の定常成分となる時間平均が残留

し、完全な抽出には至らなかった。今後は複素ケプス

トラムが極と零点から直接生成できる利点を生かし

残響インパルス応答等のモデルを導入し、定常的な

音源情報と室内伝達特性の分離に取り組む。
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