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概要：本研究では，補聴器のための低遅延かつ簡易的な残響低減手法を提案し，聴き取り改善を目的として，残響低

減度合いを調整するパラメータを選定するための評価実験を，複数の客観指標にもとづいて選定し，それぞれの選定

結果に対して主観評価を行った．音声の残響低減度合いを評価する SRMRによる文章音声を用いたパラメータ選定，

及び真の残響エネルギーと残響推定エネルギーとの誤差エネルギーによるノイズ及び単語音声を用いたパラメータ選

定及び残響推定精度の評価を行い，選定結果を用いて主観評価を行った．また，パラメータごとの役割に着目した上

で，残響推定誤差エネルギーを用いたパラメータ選定を残響時間・周波数帯域ごとに行い，主観評価では既存の手法

との比較実験により，提案システム及び選定したパラメータの有効性を確認した．
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1. ま え が き

残響は難聴者にとって音声の聞き取りを妨げる要因となり，

補聴器のような小さなデバイスでの残響低減を行うには計算

コストと入出力の低遅延化が必要となる．本研究では，アタッ

ク・リリース付き指数平滑平均を用いた簡易残響低減手法に，

高域の遅延が少なく聴覚特性に応じた処理が可能な分析合成

系をそれぞれ適用したシステムを提案手法とする．その聴こ

えを改善することを目的として，残響低減度合いを調整する

パラメータを選定するために複数の客観指標にもとづいて評

価実験を行った．

2. 指数平滑平均を用いた簡易残響低減手法

残響成分を簡易的に推定するアタック・リリース付き指数

平滑平均を用いた簡易的な残響低減アルゴリズムを簡単に説

明する．時刻フレーム l，帯域 ω におけるフィルタバンク分

析出力信号 X(l, ω) より，以下の式によって入力信号のエネ

ルギー

|X̂(l, ω)|2 = β|X(l, ω)|2 + (1− β)|X̂(l − 1, ω)|2, (1)

を求める．ただし，β ∈ (0, 1]は，指数平滑平均における重み

を表すパラメータである．|X̂(l, ω)|2 に含まれる残響成分のエ
ネルギー |Ẑ(l, ω)|2 を，

|Ẑ(l, ω)|2=γ(l)|X̂(l, ω)|2+{1− γ(l)}|Ẑ(l − 1, ω)|2, (2)

のように，再帰的な処理で求めることで演算量を低減する．こ

のうち，時定数を制御するパラメータ γ は

γ(l) =

γat, {|X̂(l, ω)|2 > |Ẑ(l − 1, ω)|2}

γre, (otherwise)
, (3)

のように与えられる．式 (2) の推定残響エネルギー，観測信

号のエネルギーより，フィルタバンク分析出力信号 X(l, ω)に

乗算するゲイン G(l, ω) は，

G(l, ω) =



√
|X̂(l,ω)|2−|Ẑ(l,ω)|2

|X̂(l,ω)|2
,

{if |X̂(l, ω)|2> |Ẑ(l−1, ω)|2}

η, (otherwise)

(4)

と求められる．ただし，η はゲインの下限値であり，求まった

ゲインには指数平滑平均によるスムージング処理を行う．

3. パラメータ選定方法

3. 1 SRMRを用いたパラメータ選定
Speech to Reverberation Modulation energy Ratio

(SRMR) は，Falk らによって提案された変調エネルギー

を利用した残響音声の客観評価指標である [1]．入力信号とな

る残響音声 x[n] の j 番目 (j ∈ N, 1 <= j <= 23) のガンマトー

ンフィルタ出力信号 x̂j [n]をヒルベルト変換して (H{·})，時
間包絡 ej [n] を得る．変調周波数 f，時間フレーム m におけ

る変調エネルギー Ej(m, f) は，時間包絡のフーリエ変換 F
の二乗によって，

Ej(m, f) = |F(ej [m,n])|2, (5)

のように得られる．Ej(m, f) の時間方向での平均を Ej,k と
すると，各変調周波数における変調エネルギー Ek は聴覚フィ
ルタ方向に平均をとることで得られる．SRMRは，高変調周

波数のエネルギーに対する低変調周波数のエネルギーの比を

とり，

SRMR =

∑4
k=1 Ek∑8
k=5 Ek

, (6)

と求めることができる．残響時間が長くなるにつれて，高い

変調周波数でのエネルギー Ek が大きくなり SRMRの値が小

さくなることが知られている [1]．そのため，残響が低減され

ていると SRMR が大きくなる．本研究では，周波数帯域ご

との評価指標 SRMRband を，

SRMRband(j ) =

∑4
k=1 Ej ,k∑8
k=5 Ej ,k

, (7)

のように定義した．図 1 に，中心周波数 695 Hz において残



響時間を 0.1 秒ごとに変化させたときの原音声，残響音声及

び異なる γat を適用した処理後音声の SRMRband の変化を

示す．Cond.A から Cond.E にかけてパラメータの値が大き

く残響の推定量も大きくなるように設定した．ここで，残響

時間が 0.3 秒のときに，残響低減音声の SRMRband がドラ

イソースの SRMRband を上回らずにもっとも高くなるパラ

メータを帯域ごとに選択した．
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図–1 残響時間に対する SRMRband の変化 (中心周波数 695 Hz)

3. 2 残響推定誤差エネルギーを用いたパラメータ選定
本研究では，真の残響エネルギーを定義し，残響推定エネル

ギーとの差を残響推定誤差エネルギーとしてパラメータ選定

に用いた．γat 及び γre について 3条件ずつ用意し，残響時間

1.0秒の残響音声に対して，この残響推定誤差エネルギーの絶

対値が小さくなるようにスピーチノイズを用いてパラメータ

選定を行った結果，γat = 1.250×10−4, γre = 6.250×10−3

の時が誤差エネルギーが最小となった．この選定結果を提案

手法に適用し，残響時間 0.3–2.0 秒の残響音声に対して比較

手法と提案手法とで処理を行った結果の残響推定誤差エネル

ギーの絶対値の時間方向における和を図–2 に示す．値が小さ

い方が誤差が小さく正確に推定できていることが示唆される．
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図–2 残響時間に対する残響推定誤差エネルギーの変化

結果より，残響時間が 0.6 秒以上になると，提案手法の方

が比較手法の残響推定誤差エネルギー下回ることが読み取れ

る．したがって，提案手法は，長い残響における残響成分の

推定に有効であることが示唆される．また，前節・本節での

パラメータ選定の結果を踏まえ，実際の残響環境下にて実機

を用いた主観評価実験を行った．

3. 3 パラメータの役割に着目した選定
前節では，音声全体の誤差エネルギーを少なくするような

選定方法であった．本節では，式 (3) のように音声区間・残

響区間でそれぞれ γat, γre が作用することに着目し，音声区

間では残響を低減しすぎないように，残響区間では確実に残

響を低減できるように，それぞれ残響推定誤差エネルギーに

基準を設け，スピーチノイズを用いてパラメータを選定した．

残響時間を 0.3 秒から 1.7 秒まで，0.1 秒ごとに変えて実験

を行い，残響時間・周波数帯域ごとにパラメータを決めた．選

定結果を以下の主観評価に適用した．

主観評価では，提案手法と既存手法 [2] との比較を行った．

残響を付加していない基準となる音声（音声 Xとする）の後，

提案手法及び比較手法どちらかの手法で処理を施した先行音

（音声 A とする），その 2 秒後にもう一方の手法で処理をし

た後続音（音声 B とする）を流した．そのあと，音声 A 及

び音声 B を聴き比べて，どちらが音声 X に近いかを選択す

る XAB 法を用いて 5 段階で評価した．実験参加者は健聴者

7 名（男性 3 名， 女性 4 名）であり，1 つの残響時間につき

1 人あたり 50 試行であった．

図–3に，残響時間 0.5 秒,1.0 秒及び 1.5 秒の単語音声に対

する実験結果の平均値と標準偏差及び有意差を示す．エラー

バーは，各残響時間における標準偏差である．値が大きい方

が提案手法に選定パラメータを適用した処理後音声の方がよ

り原音に近い聴こえになることを示す．

図–3より，全ての残響時間において平均値が 3を超えてい

るため，提案手法の方が原音に近く聞こえるということが言

える．また，残響時間が長くなるにつれて値が大きくなるた

め，残響が長くなるほど提案手法の方が原音に近い聞こえに

なるということが読み取れる．
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図–3 主観評価結果

4. む す び

本研究では，残響音声の聴き取り改善にむけて，補聴器の

ための残響低減システムを提案し，その中の残響低減度合い

を調整するパラメータを複数の指標によって残響時間及び周

波数帯域ごとに選定し，それぞれの結果に対して主観評価を

行った．結果より，聞こえに合わせ残響推定エネルギーを調

整することが可能となり，提案手法によって原音に近い聞こ

えに処理できることが明らかになった．今後は，環境の変化

に合わせてリアルタイムにパラメータ設定が変更可能となる

ような，包括的なシステムの開発を目指す．
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