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概要：本研究は，実空間上の特定の場所のみで対象の音を受聴でき，それ以外の場所では了解性のない（例えば，周り

は騒がしいが，銀行 ATM等の個人端末や窓口，展示物の前に行くと関連する音声が受聴できる）再生システムを目

指している．近年，音声や会話からの情報洩れを防ぎ秘話性を向上させる手段として，マスキング効果を利用したサ

ウンドマスキングシステムに関する研究や，一次独立な雑音を複数用いて対象の音響信号をそれらの線形結合として

表現する，ランダムベクトル表現に関する研究がなされている．そこで，本研究では音響信号を複数の了解性のない

信号（雑音）に展開し，それらを空中で合成して復元させることを考えた．誤差の無作為分散を用いた手法を提案し，

ランダムベクトル表現による雑音展開と比較した． また，標本化周波数を変化させることで可聴域の雑音レベルが変

わることを示した．
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1. ま え が き

銀行 ATM等の個人端末用音声や窓口での会話には個

人情報が含まれており，情報の漏洩が懸念されている．

また，展示会場のアナウンスや駅構内の案内放送等，複

数の音が発生する場所では，音が混ざってしまい，各々

が聴き取りにくくなる．ヘッドホン等の機器を使用すれ

ば，秘話性が向上し，音の混合も避けることができるが，

そのような接触型の機器では拘束感が生じてしまう．

近年，音声や会話からの情報洩れを防ぎ秘話性を向上

させる手段として，マスキング効果を利用したサウンド

マスキングシステムについての研究 [1]がなされている．

また，一次独立な雑音を複数用いて，対象の音響信号を

それらの線形結合として表現するランダムベクトル表現

に関する研究 [2] や，ランダムベクトル表現によって得

た信号を分割，合成する研究 [3]がなされている．

本研究では，特定の場所のみで所望の音を受聴でき，

他の場所では了解性のない，秘話性のある音響再生シス

テムを目指す．

2. ランダムベクトル表現による雑音展開

信号は，直交基底ベクトルの線形結合で表現可能であ

る．よって，互いに直交するK 本の雑音を基底に用いれ

ば，音響信号は雑音の線形結合で表現でき，

f(t) =

K∑
k=1

aknk(t) (1)

となる．ここで，f(t)は原信号，ak は係数，nk(t)は一

次独立な雑音，K は離散信号のデータ点数である．式

(1)をベクトルで表現すると，

f = a1n1 + a2n2 + · · ·+ aknk ≡ Na (2)

となる．ここで，行列Nの逆行列をN−1 と表すと，

N−1f = N−1Na (3)

となり，係数ベクトルは，

a = N−1f (4)

と求められる．

信号を短時間フレームに区切り，各々のフレームごと

に直交雑音に展開することを考える．一次独立な雑音ベ

クトル（ランダムベクトル）を 1フレームにおけるデー

タ点数K と同じ数だけ用意し行列を作り，QR分解する

ことによって K ×K の直交行列を作成する．この行列

の各列は互いに直交する雑音なので，音響信号をこれら

の線形結合として表現し，得られたランダムベクトルの

うち，絶対値の大きい係数を持つものから順次抽出し分

割雑音を生成する．分割雑音の生成において，上記の直

交関数展開をデータ数 K ずつ行っていくので直交関数

展開をデータ数／ K 回繰り返す．

このランダムベクトル表現は直交な雑音の生成に特別

な演算が必要で，ここでは QR分解により直交行列を作

成している．また，フレーム長のデータ点数に依存する．

3. 誤差の無作為分散による雑音展開と合成

一つの簡単な方法として，マスキング効果を用いた雑

音生成がある．これは，雑音信号およびその逆相の信号

を用意し，それぞれを原信号に足し合わせると各々は原

信号がマスキングされ了解性のない信号となる．それぞ

れを足し合わせると雑音信号は打ち消し合い，原信号が



復元される．この手法は簡単な作業ではあるが，原信号

の了解性がなくなるまで雑音のレベルを上げなければな

らない．尚，以下の手法による分割雑音との可聴域の雑

音レベルのゲイン差は 4.9854 dBである．

そこで，雑音と原信号との誤差を分散させ，足し合わ

せると原信号と同じ信号になる，複数の信号（分割雑音）

を作成した．この手法は，各時刻ごとの演算のみで信号

を雑音化する．分割雑音の生成が簡単であり，フレーム

長のデータ点数には依存しない．また，分割数に制約は

なく，分割雑音をすべて足し合わせると，必ず原信号が

復元される．

図―1のように，任意の本数（分割数）iの雑音ベクト

ル（ランダムベクトル）を生成し，雑音 ni(t)を時刻ご

とに取り出し，原信号 xとの差

error =

N∑
i=1

ni(t)− x(t) (5)

をとる．その誤差を，分割数に無作為に分散させ，それ

ぞれの雑音から引く．

ni = ni − error ·Di (6)

ただし，Di は毎回ランダムに生成される分布であり，

N∑
i=1

Di = 1 (7)

を満たす．生成されたそれぞれの雑音を足し合わせたと

き，原信号との誤差なしの信号が復元される．上記のマ

スキング効果を用いた生成雑音，および提案法による生

成雑音の分割数を変化させたときの可聴域の雑音レベル

の比較を図―2に，また，標本化周波数を変化させたと

きの可聴域の雑音レベルの比較を図―3に示す．

分割した複数の雑音を実空間上で再生した場合，各々

の分割雑音には原信号の了解性はほぼない．すべての雑

音を合成することで，原信号を復元できる．ある特定の

場所で，各出力信号の位相と音圧を一致させると，それ

ぞれの雑音が実空間上で合成され，原信号が復元される．

他の場所では，各出力信号の位相と音圧は一致せず，原

信号は復元されない．このように，特定の場所のみで対

象の音を受聴でき，それ以外の場所では了解性のない，

秘話性のある音響再生システムの作成が可能となる．図

―4に空中合成の一例を示す．

4. む す び

今回，特定の場所のみで所望の音を受聴でき，他の場

所では了解性のない，秘話性のある音響再生システムを

目指す目的で，誤差の無作為分散による雑音展開を提案

し，ランダムベクトル表現による雑音展開と比較した．

ランダムベクトル表現では音声の復元を確認したが，分

割音に了解性が生じた．誤差の無作為分散では音声の復

元を確認し，分割音に了解性は見られなかった．また，

標本化周波数を高くすることで可聴域の雑音レベルが小

さくなることを確認した．

今後は，分割音がより小さい再生システムの構築や，

リアルタイム処理の実現を目指す．
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図―1 誤差の無作為分散
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図―2 生成法および，分割数による雑音レベルの比較
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図―3 標本化周波数による雑音レベルの比較
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図―4 空中合成の一例（上から見た図）
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