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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収音器の出力信号または前記収音器の出力信号から遠端信号に基づいてエコーレプリカ
信号を推定するエコーキャンセラの出力信号を減じた信号を第１の信号とし、前記エコー
キャンセラの出力信号を第２の信号としたとき、周波数領域に変換された前記第２の信号
に洩れこみ係数を乗算することで前記第１の信号に含まれるエコーの量の推定し、該推定
したエコーの量を前記第１の信号から減ずることで前記第１の信号のエコー成分を抑圧す
るエコー抑圧方法であって、
　前記洩れこみ係数が、予め設定された値であるエコー抑圧方法。
【請求項２】
　予め設定された複数の洩れこみ係数のうち、前記第１の信号の補正に用いる洩れこみ係
数を所定の使用状況に応じて選択する請求項１記載のエコー抑圧方法。
【請求項３】
　前記使用状況は、
　前記エコーキャンセラの出力信号の電力または振幅、前記遠端信号の電力または振幅、
前記遠端信号の特定の周波数成分の電力または振幅のいずれかである請求項２記載のエコ
ー抑圧方法。
【請求項４】
　前記使用状況は、
　前記拡声器の音量設定値である請求項２記載のエコー抑圧方法。
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【請求項５】
　前記使用状況は、
　前記収音器と前記拡声器との相対的な位置関係である請求項２記載のエコー抑圧方法。
【請求項６】
　前記使用状況は、
　前記収音器または前記拡声器の少なくとも一方が複数存在するとき、使用する収音器ま
たは拡声器である請求項２記載のエコー抑圧方法。
【請求項７】
　収音器の出力信号に対して前記収音器と拡声器間の音響結合により発生するエコーを抑
圧し、該エコーが抑圧された信号を出力するエコー抑圧装置であって、
　前記拡声器への入力信号に基づいて前記エコーを推定するエコーキャンセラと、
　前記収音器の出力信号または前記収音器の出力信号から前記推定されたエコーを減じた
信号の何れか一方を第１の信号とし、前記推定されたエコーを第２の信号とするとき、前
記第１の信号及び前記第２の信号を所定の周波数領域毎に分割する周波数分割部と、
　前記周波数領域毎に、予め設定された値である洩れこみ係数を生成する係数発生部と、
　前記周波数領域毎に、前記第２の信号と前記洩れこみ係数とを乗算することで前記第１
の信号に含まれるエコーの量を推定し、該推定したエコーの量を前記第１の信号から減ず
ることで前記第１の信号のエコー成分を抑圧する補正部と、
　前記周波数領域毎に補正された第１の信号を合成する周波数合成部と、
を有するエコー抑圧装置。
【請求項８】
　収音器の出力信号に対して前記収音器と拡声器間の音響結合により発生するエコーを抑
圧し、該エコーが抑圧された信号を出力するエコー抑圧装置であって、
　前記拡声器への入力信号に基づいて前記エコーを推定する変換領域エコーキャンセラと
、
　前記収音器の出力信号から前記推定されたエコーを減じた信号を前記変換領域エコーキ
ャンセラ内で所定の周波数領域毎に分割した信号を第１の信号とし、前記変換領域エコー
キャンセラの出力信号の周波数領域毎の信号を第２の信号とするとき、前記周波数領域毎
に、予め設定された値である洩れこみ係数を生成する係数発生部と、
　前記周波数領域毎に、前記第２の信号と前記洩れこみ係数とを乗算することで前記第１
の信号に含まれるエコーの量を推定し、該推定したエコーの量を前記第１の信号から減ず
ることで前記第１の信号のエコー成分を抑圧する補正部と、
　前記周波数領域毎に補正された第１の信号を合成する周波数合成部と、
を有するエコー抑圧装置。
【請求項９】
　収音器の出力信号に対して前記収音器と拡声器間の音響結合により発生するエコーを抑
圧し、該エコーが抑圧された信号を出力するエコー抑圧装置であって、
　所定の周波数領域毎に展開された前記拡声器への入力信号に基づいて前記エコーを推定
するエコーキャンセラと、
　前記収音器の出力信号と前記拡声器への入力信号を所定の周波数領域毎に展開するサブ
バンド分析フィルタと、
　前記周波数領域に展開された前記収音器の出力信号または前記周波数領域に展開された
前記収音器の出力信号から前記推定されたエコーを減じた信号のいずれか一方を第１の信
号とし、前記推定されたエコーを第２の信号とするとき、前記周波数領域毎に、予め設定
された値である洩れこみ係数を生成する係数発生部と、
　前記周波数領域毎に、前記第２の信号と前記洩れこみ係数とを乗算することで前記第１
の信号に含まれるエコーの量を推定し、該推定したエコーの量を前記第１の信号から減ず
ることで前記第１の信号のエコー成分を抑圧する補正部と、
　前記補正部で補正された第１の信号を合成するサブバンド合成フィルタと、
を有するエコー抑圧装置。
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【請求項１０】
　収音器の出力信号に対して前記収音器と拡声器間の音響結合により発生するエコーを抑
圧し、該エコーが抑圧された信号を出力するエコー抑圧装置であって、
　所定の周波数領域毎に展開された前記拡声器への入力信号に基づいて前記エコーを推定
するエコーキャンセラと、
　前記収音器の出力信号と前記拡声器への入力信号を所定の周波数領域毎に展開するフー
リエ変換器と、
　前記周波数領域に展開された前記収音器の出力信号または前記周波数領域に展開された
前記収音器の出力信号から前記推定されたエコーを減じた信号のいずれか一方を第１の信
号とし、前記推定されたエコーを第２の信号とするとき、前記周波数領域毎に、予め設定
された値である洩れこみ係数を生成する係数発生部と、
　前記周波数領域毎に前記第２の信号と前記洩れこみ係数とを乗算することで前記第１の
信号に含まれるエコーの量を推定し、該推定したエコーの量を前記第１の信号から減ずる
ことで前記第１の信号のエコー成分を抑圧する、前記周波数領域に対応して設けられた複
数の補正部と、
　前記補正部で補正された第１の信号を合成する逆フーリエ変換器と、
を有するエコー抑圧装置
【請求項１１】
　前記係数発生部は、
　予め設定された複数の洩れこみ係数のうち、前記第１の信号の補正に用いる洩れこみ係
数を所定の使用状況に応じて選択する請求項７乃至１０のいずれか１項記載のエコー抑圧
装置。
【請求項１２】
　前記係数発生部は、
　所定の使用状況を検出する検出部と、
　予め設定された複数の前記洩れこみ係数を前記第１の信号の周波数領域毎に、かつ前記
使用状況に対応して保持し、前記検出部で検出された前記使用状況に対応する洩れこみ係
数を周波数領域毎に出力する記憶装置と、
を有する請求項７乃至１０のいずれか１項記載のエコー抑圧装置。
【請求項１３】
　前記使用状況は、
　前記エコーキャンセラの出力信号の電力または振幅、前記拡声器への入力信号の電力ま
たは振幅、前記拡声器への入力信号の特定の周波数領域の電力または振幅のいずれかであ
る請求項１１または１２記載のエコー抑圧装置。
【請求項１４】
　前記使用状況は、
　前記拡声器の音量設定値である請求項１１または１２記載のエコー抑圧装置。
【請求項１５】
　前記使用状況は、
　前記収音器と前記拡声器との相対的な位置関係である請求項１１または１２記載のエコ
ー抑圧装置。
【請求項１６】
　前記使用状況は、
　前記収音器または前記拡声器の少なくとも一方が複数存在するとき、使用する収音器ま
たは拡声器である請求項１１または１２記載のエコー抑圧装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスピーカによる拡声とマイクロホンによる収音とが同時に行われたときに発生
するエコーを抑圧するためのエコー抑圧方法及び装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　図１は第１従来例のエコー抑圧装置の構成を示すブロック図である。
【０００３】
　図１はハンズフリー電話器で発生するエコーを抑圧するためのエコー抑圧装置の構成例
を示している。
【０００４】
　図１において、入力端子１０から入力された通話相手の音声信号（以下、遠端信号と称
す）はスピーカ２から遠端音声として拡声される。一方、マイクロホン１には、例えば話
者の声（以下、近端音声と称す）が収音されると共にスピーカ２から拡声された不要な遠
端音声が入力される。このスピーカ２からマイクロホン１に入力される音はエコーと呼ば
れる。また、遠端信号からマイクロホン１の出力信号までの音響伝達系はエコー経路と呼
ばれる。音響伝達系にはスピーカ２及びマイクロホン１が含まれる。
【０００５】
　出力端子９から近端信号として出力したいのは近端音声のみであり、近端信号に含まれ
る不要な遠端音声は除去したい。特に近端信号に大きな遠端音声の信号成分が含まれてい
る場合、通話相手は遅延した遠端音声をエコーとして聞くことになるため通話が困難にな
る。このような問題に対しては、従来から線形エコーキャンセラを用いて近端信号からエ
コーを除去する方法が採用されている。線形エコーキャンセラについては、例えば非特許
文献１（Eberhard　HANSLERによる論文“The　hands-free　telephone　problem:an　ann
otated　bibliography　update」、annals　of　telecommunications”，1994年，p360-3
67）に記載されている。
【０００６】
　線形エコーキャンセラ３は、エコー経路の伝達関数を推定（エコー経路推定）し、この
推定した伝達関数に基づきスピーカ２の入力信号（遠端信号）からマイクロホン１へ入力
されるエコーの模擬信号（エコーレプリカ信号）を生成する。
【０００７】
　線形エコーキャンセラ部３で生成されたエコーレプリカ信号は減算器４へ入力され、減
算器４によりマイクロホン１の出力信号からエコーレプリカ信号を減ずることで近端音声
の信号成分が抽出される。
【０００８】
　音声検出部５は、マイクロホン１の出力信号、線形エコーキャンセラ３の出力信号、減
算器４の出力信号及び遠端信号を受信し、それらの信号からマイクロホン１の出力信号に
近端音声が含まれているか否かを検出し、その検出結果を線形エコーキャンセラ３へ出力
する。
【０００９】
　音声検出部５は、線形エコーキャンセラ３の動作を制御するために、マイクロホン１の
出力信号から近端音声を検出した場合は音声検出結果として「０」あるいは極めて小さな
値を出力し、近端音声を検出しない場合は大きな値を出力する。
【００１０】
　図２は図１に示した線形エコーキャンセラの一構成例を示すブロック図である。
【００１１】
　図２に示すように、線形エコーキャンセラ３は、線形フィルタである適応フィルタ３０
及び乗算器３５を備えた構成である。適応フィルタ３０には、ＦＩＲ型、ＩＩＲ型、ラチ
ス型等の様々なフィルタが用いられる。
【００１２】
　適応フィルタ３０は、端子３１から入力された遠端信号をフィルタリングし、その処理
結果を端子３２から減算器４へ出力する。適応フィルタ３０は、端子３３から入力される
減算器４の出力信号が最小となるように所定の相関演算を用いてフィルタ係数を更新する
。そのため、適応フィルタ３０は、減算器４の出力信号のうち、遠端信号と相関がある成
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分が最小となるように動作する。すなわち、減算器４の出力信号からエコー（遠端音声）
が除去されることになる。
【００１３】
　ところで、適応フィルタ３０は、マイクロホン１の出力信号に近端音声が含まれている
状態でフィルタ係数を更新すると、フィルタ係数の変動によりエコーの除去能力が低下す
ることがある。
【００１４】
　乗算器３５は、適応フィルタ３０によるフィルタ係数の更新を制御するために備え、減
算器４の出力信号と音声検出部５の出力信号とを乗算し、その演算結果を適応フィルタ３
０へ出力する。マイクロホン１の出力信号に近端音声が含まれているとき、上述したよう
に音声検出部５の出力信号は「０」あるいは極めて小さな値であるため、適応フィルタ３
０によるフィルタ係数の更新が抑制され、フィルタ係数の変動が小さくなる。その結果、
エコーの除去能力の低下が抑制される。
【００１５】
　このように第１従来例のエコー抑圧装置では適応フィルタを用いることで遠端信号のエ
コーを除去している。
【００１６】
　次に第２従来例のエコー抑圧装置について説明する。
【００１７】
　第２従来例のエコー抑圧装置は、折りたたみ型の携帯電話装置において、ヒンジ部の角
度に応じてエコーの抑圧に用いる擬似エコー（エコーレプリカ信号）を修正する構成であ
る。このような構成は、例えば特開平８－９００５号公報に記載されている。
【００１８】
　第２従来例のエコー抑圧装置は、ヒンジ部の角度を検出し、その角度に応じた制御信号
を出力する制御信号発生部と、該制御信号に基づいてエコーを抑圧するエコー制御部とを
有する構成である。
【００１９】
　エコー制御部は、ヒンジ部の角度によって変動するエコー経路に対応した擬似エコーを
生成するために、予め設定された複数のエコー経路追従係数を保持しておき、制御信号発
生部から出力される制御信号をアドレス信号に用いてエコー経路追従係数を選択する係数
選択回路と、係数選択回路で選択されたエコー経路追従係数に基づき擬似エコーを修正す
るための擬似エコー修正信号を出力する適応制御回路と、擬似エコー修正信号に基づき擬
似エコーを生成する擬似エコー発生回路と、生成した擬似エコーを音声入力部（マイクロ
ホン）の出力信号から減ずる減算回路とを備えている。
【００２０】
　次に第３従来例のエコー抑圧装置について説明する。
【００２１】
　第３従来例のエコー抑圧装置は、例えば特開２００４－０５６４５３号公報に記載され
た技術である。第３従来例のエコー抑圧装置では、マイクロホン（収音器）の出力信号、
または収音器の出力信号からエコーキャンセラの出力信号を減じた信号の何れか一方を第
１の信号とし、エコーキャンセラの出力信号を第２の信号としたとき、第１の信号（近端
信号）へ洩れこむ第２の信号（遠端信号、エコー）の洩れこみ量を推定し、この推定結果
に基づいて第１の信号を補正する。
【００２２】
　このエコーの洩れこみ量の推定値には、近端音声が検出されない期間における第２の信
号の振幅または電力に応じた量と、第１の信号の振幅または電力に応じた量との比を用い
る。第３従来例のエコー抑圧装置では、第１の信号及び第２の信号の周波数成分毎に、第
１の信号と第２の信号とからエコーの洩れこみ量の推定値を算出し、この算出した推定値
に基づいて第１の信号を補正している。
【００２３】
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　ところで、上述した第１従来例及び第２従来例のエコー抑圧装置では、エコー経路が持
つ歪等の非線形要素が小さいときにはエコーを十分に抑圧できる。しかしながら、実際の
装置ではスピーカ等が大きな非線形要素を持っている。歪を含むエコー経路の伝達関数は
非線形であり、線形エコーキャンセラ３でエコー経路の正確な伝達関数を模擬できない。
特に携帯電話装置等で用いる小型のスピーカから大音量が発せられる場合、その音声の歪
は大きいため、エコーが２０ｄＢ程度しか抑圧されない。その場合、エコーが近端信号と
して送信され、通話相手の話者にも聞こえるために通話が困難になる。
【００２４】
　これに対して、第３従来例では、エコー経路の歪が大きくてもエコーが十分に抑圧され
る。しかしながら、第３従来例のエコー抑圧装置では、エコーの洩れこみ量の推定処理が
複雑であるために演算量が多くなる。特に除算の演算量が多くなる。また、マイクロホン
の出力信号に近端音声が含まれている否かを検出した音声検出結果を用いているため、音
声検出結果に誤りがあると、エコーの洩れこみ量の推定値に大きな誤差が生じ、それに基
づいて補正される第１の信号の補正後の信号が劣化する。すなわち、エコーが十分に抑圧
されないか、近端音声に大きな歪が生じる。特に、近端音声と共に大きな騒音（近端騒音
）が入力される環境で使用する場合、音声検出結果の誤差が大きくなる可能性が高いため
、エコーが十分に抑圧されないか、近端音声に大きな歪が生じる。
【発明の開示】
【００２５】
　そこで、本発明はエコー経路に起因する歪が大きい場合でも簡便にエコーを十分に抑圧
できるエコー抑圧方法及び装置を提供することを目的とする。
【００２６】
　また、本発明は、近端騒音の影響を受けずにエコーを抑圧できるエコー抑圧方法及び装
置を提供することを目的とする。
【００２７】
　上記目的を達成するため本発明では、収音器の出力信号または収音器の出力信号からエ
コーキャンセラの出力信号を減じた信号の何れか一方を第１の信号とし、エコーキャンセ
ラの出力信号を第２の信号としたとき、第１の信号へ洩れこむ第２の信号の洩れこみ量の
算出に用いる、予め設定された値である洩れこみ係数を用いて第１の信号を補正する。
【００２８】
　エコーキャンセラが線形エコーキャンセラである場合、該エコーキャンセラの出力には
遠端信号に含まれる高調波成分がほぼそのまま現れる。また、このエコーキャンセラが非
線形エコーキャンセラであっても該エコーキャンセラの出力には遠端信号に含まれる高調
波成分が少なからず含まれる。
【００２９】
　一方、収音器（マイクロホン）の出力信号には、収音器と拡声器間の音響結合による遠
端信号のエコー及び音響系の歪により発生する高調波成分が含まれる。これらの高調波成
分の比、すなわちエコーの洩れこみ量を示す値は音声通話等の限定された目的では一定範
囲の値となる。
【００３０】
　したがって、エコーの洩れこみ量の算出に用いる洩れこみ係数を定数とし、洩れこみ係
数と第２の信号とから第１の信号に含まれるエコーの量を推定し、推知した値を第１の信
号から減算するか、あるいは洩れこみ係数と第１の信号及び第２の信号から第１の信号に
含まれる近端信号の割合を推定し、この推定した割合を第１の信号に乗じることで、第１
の信号からエコーを除去できる。
【００３１】
　本発明では、洩れこみ係数として定数を用いる。そのため、近端信号に大きな雑音が含
まれる場合でもエコー経路の起因する歪が大きいエコーを十分に抑圧できる。また、第３
従来例で示したエコーの洩れ込み量の推定のように、複雑な演算が不要であるため、演算
量を削減できる。したがって、近端騒音の影響を受けずにエコーを簡便に抑圧できる。



(7) JP 4702371 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は第１従来例のエコー抑圧装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は図１に示した線形エコーキャンセラの一構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は本発明のエコー抑圧装置の一構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は図３に示した変換部の一構成例を示すブロック図である。
【図５】図５はエコーレプリカ信号と残留エコーのスペクトルの相関を調べた実験結果を
示すグラフである。
【図６】図６は複数のスピーカ及びマイクロホンを備えた携帯電話装置の構成例を示す模
式図である。
【図７】図７はエコーを十分に抑圧できる洩れこみ係数と線形エコーキャンセラの出力信
号の電力との関係を示すグラフである。
【図８】図８は本発明のエコー抑圧装置の第１実施例の構成を示すブロック図である。
【図９】図９は図８に示した係数発生部の一構成例を示すブロック図である。
【図１０】図１０は図８に示した係数発生部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１１】図１１は図８に示したスペクトルサブトラクション部の一構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１２】図１２は図１１に示したフーリエ係数減算器の第１構成例を示すブロック図で
ある。
【図１３】図１３は本発明のエコー抑圧装置の第２実施例の構成を示すブロック図である
。
【図１４】図１４は本発明のエコー抑圧装置の第３実施例の構成を示すブロック図である
。
【図１５】図１５は図１４に示したスペクトルサプレッション部の一構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１６】図１６は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第１構成例を示すブロック図で
ある。
【図１７】図１７は図１６に示した平滑部の一構成例を示すブロック図である。
【図１８】図１８は図１６に示した平滑部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１９】図１９は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第２構成例を示すブロック図で
ある。
【図２０】図２０は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第３構成例を示すブロック図で
ある。
【図２１】図２１は本発明のエコー抑圧装置の第４実施例の構成を示すブロック図である
。
【図２２】図２２は本発明のエコー抑圧装置の第５実施例の構成を示すブロック図である
。
【図２３】図２３は図２２に示したエコーキャンセラの一構成例を示すブロック図である
。
【図２４】図２４は図２２に示したスペクトルサブトラクション部の一構成例を示すブロ
ック図である。
【図２５】図２５は本発明のエコー抑圧装置の第６実施例の構成を示すブロック図である
。
【図２６】図２６は本発明のエコー抑圧装置の第７実施例の構成を示すブロック図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　次に本発明について図面を用いて説明する。
【００３４】
　図３は本発明のエコー抑圧装置の一構成例を示すブロック図である。
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【００３５】
　図３に示すように、本発明のエコー抑圧装置は、図１に示した第１従来例のエコー抑圧
装置に加えて、マイクロホン１とスピーカ２の音響結合により発生する、近端信号へ洩れ
こむ遠端信号（エコー）の洩れこみ量の算出に用いる係数（以下、洩れこみ係数と称す）
を生成する係数発生部２００と、マイクロホン１の出力信号または減算器４の出力信号の
何れか一方を第１の信号とし、線形エコーキャンセラ３の出力信号を第２の信号としたと
き、係数発生部２００で生成した洩れこみ係数と第２の信号とに基づいて第１の信号を補
正し、第１の信号からエコーを除去した近端信号を出力する変換部１００とをさらに有す
る構成である。スピーカ２に入力される遠端信号は端子１０から入力され、近端信号は端
子９から出力される。
【００３６】
　なお、線形エコーキャンセラ３は、非線形エコーキャンセラであってもよい。
【００３７】
　係数発生部２００は、第１の信号及び第２の信号を所定の周波数領域毎に分割したとき
、該周波数領域に対応する洩れこみ係数を生成する。このとき、変換部１００は対応する
洩れこみ係数を用いて第１の信号を周波数領域毎に補正する。さらに、係数発生部２００
は予め設定された所定の使用状況に応じて洩れこみ係数を切り替えることが好ましい。
【００３８】
　図４は図３に示した変換部の一構成例を示すブロック図である。
【００３９】
　図４に示すように、変換部１００は、周波数分割部１６０、周波数分割部１６１、Ｍ個
の補正部１６６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）及び周波数合成部１６４を備えた構成である。
【００４０】
　周波数分割部１６０は、端子１６２を介して入力された第１の信号を所定の周波数領域
毎にＭ分割し、該周波数領域に対応する補正部１６６ｍへ出力する。周波数分割部１６１
は、端子１６３を介して入力された第２の信号を所定の周波数領域毎にＭ分割し、該周波
数領域に対応する補正部１６６ｍへ出力する。補正部ｍは、端子１６７を介して入力され
る、係数発生部２００で生成した洩れこみ係数と、第２の信号とを用いて第１の信号を補
正し、補正後の信号を周波数合成部１６４へ出力する。周波数合成部１６４は、補正部ｍ
の出力信号を周波数合成して端子１６５から出力する。
【００４１】
　補正部１６６ｍは、洩れこみ係数と第２の信号とを用いて第１の信号に含まれるエコー
の大きさを推定し、推定したエコーの大きさを第１の信号から減ずることで第１の信号を
補正する。補正部１６６ｍは、洩れこみ係数、第１の信号及び第２の信号に基づき第１の
信号に含まれる近端信号の割合を推定し、推定した近端信号の割合を第１の信号に乗ずる
ことで第１の信号を補正してもよい。
【００４２】
　周波数分割部１６０、１６１は、フーリエ変換、コサイン変換、サブバンド分析フィル
タバンク等の任意の線形変換を用いて周波数分割を行う。周波数合成部１６４は、周波数
分割部１６０、１６１で用いる線形変換に対応する逆フーリエ変換、逆コサイン変換、サ
ブバンド合成フィルタバンク等を用いて周波数合成を行う。
【００４３】
　本発明のエコー抑圧装置は、洩れこみ係数を定数とする点で、エコーの洩れこみ量を第
１及び第２の信号から適宜算出する第３従来例と異なっている。第３従来例では、エコー
の洩れこみ量が遠端信号の周波数スペクトル分布に依存するため、洩れこみ係数を定数と
することは不適当であると認定していた。しかしながら、本発明者は、音声通話を目的と
する限り、女性と男性の音声周波数スペクトル分布の相違程度では、洩れこみ係数を定数
にしても十分にエコーを抑圧できることを実験により確認した。以下、この点について詳
述する。
【００４４】
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　図５はエコーレプリカ信号と残留エコーのスペクトルの相関を調べた実験結果を示すグ
ラフである。図５に示すグラフの横軸はエコーレプリカ信号の振幅（線形エコーキャンセ
ラ３の出力振幅）を示し、縦軸は残留エコーの振幅（第１の信号に含まれるエコー成分）
を示している。
【００４５】
　相関の傾き（残留エコーの振幅／エコーレプリカの振幅）はエコーの歪の大きさを示し
、傾きが大きいほど歪が大きいことを示している。すなわち、相関の傾きは洩れこみ係数
に相当する。
【００４６】
　図５に示すように、同じ女性の声であっても周波数によって相関の傾きが異なることが
分かる。男性の場合も同様である。しかしながら、同一の周波数で比較すると、女性の声
の相関の傾きと男性の声の相関の傾きは、ほぼ同じになっている。図５では示していない
が、音楽のように人の声とスペクトル分布が著しく異なる音を遠端信号とした場合、図５
のグラフに示した周波数と同じ周波数であっても（１２５０Ｈｚ、３１２５Ｈｚ）、相関
の傾きは人の声と全く異なっている。その理由は、より低い周波数成分を含む音楽等では
、残留エコーの原因である高調波の発生元となる周波数成分が人の声よりも遥かに多いか
らである。
【００４７】
　このようにエコーレプリカ信号と残留エコーの相関の傾きは、遠端信号の周波数スペク
トル分布に依存するが、女性と男性の音声周波数スペクトル分布の相違程度では周波数毎
の相関の傾きが類似していることが確かめられた。この結果から、音声通話を目的とする
限り、同一の洩れこみ係数を用いても良いことが分かる。
【００４８】
　但し、図５に示すように、エコーレプリカ信号と残留エコーの相関の傾きは周波数によ
って異なる。そのため、係数発生部２００にて第１の信号の周波数領域毎に異なる洩れこ
み係数を生成し、変換部１００にて周波数領域に応じた洩れ込み係数を用いて第１の信号
を補正すればエコーを十分に抑圧できる。
【００４９】
　ところで、線形エコーキャンセラ３で十分に抑圧できないと言われるエコーの歪音は、
スピーカ２自体から発生する歪音と、マイクロホン１やスピーカ２が実装された筐体が振
動することで発生する歪音とに大別される。さらに、それらの歪音はエコーの抑圧対象で
ある装置の利用状況によっても変化する。したがって、係数発生部２００は、エコーの抑
圧対象である装置の利用状況に応じて洩れこみ係数を切り替えて出力することが望ましい
。
【００５０】
　以下、携帯電話装置を例にして利用状況に応じて洩れこみ係数を切り替える例について
説明する。
【００５１】
　スピーカ２自体から発生する歪音の原因はスピーカ特性の非線形性にある。したがって
、図６に示すように複数のスピーカ３０１～３０３を適宜切り替える携帯電話装置では、
個々のスピーカ特性が相違する場合、利用するスピーカによってエコーの歪音が相違する
。そのような使用状況では、使用するスピーカを検出し、検出したスピーカに応じて洩れ
こみ係数を切り替えればよい。
【００５２】
　また、スピーカ２を１つしか実装していない携帯電話装置でも、マイクロホン１との位
置関係によってスピーカ２からマイクロホン１へ到達する歪音の大きさが変わるため、エ
コーの歪も変化する。そのような使用状況では、スピーカ２とマイクロホン１の相対位置
を検出し、検出した相対位置に応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。例えば、図６に
示す折りたたみ型の携帯電話装置３００の場合、スピーカ２とマイクロホン１の位置関係
はヒンジ部３２１の角度によって決まるため、ヒンジ部３２１の角度を検出し、該角度に
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応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。
【００５３】
　また、図６に示す折りたたみ型の携帯電話装置３００において、複数のマイクロホン３
１１、３１２を適宜切り替えて使用する場合、使用するマイクロホンによってスピーカ２
との相対位置が変わる。そのような使用状況では、使用するマイクロホンを検出し、検出
したマイクロホンの位置に応じて予め設定された洩れこみ係数に切り替えればよい。
【００５４】
　一方、筐体の振動に起因する歪音は、主として部品どうしの接合部で発生する。例えば
、スピーカ２の出力音によって筐体が振動し、部品どうしの接合部から歪んだ音が発生す
る場合、この歪音がエコーの歪としてマイクロホン１に入力される。したがって、スピー
カ２の音量が変化すると、スピーカ２から筐体へ伝わる音響エネルギーが変化し、部品ど
うしの接合部で生じる歪音も変化する。そのような使用状況では、スピーカ２の音量設定
値を検出し、該音量設定値に応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。
【００５５】
　また、図６に示した折りたたみ型の携帯電話装置３００では、完全に折り畳まれている
か否かによって筐体の振動量が変化し、部品どうしの接合部で発生する歪音も変化する。
そのような使用状況では、携帯電話装置３００が完全に折り畳まれているか否かを検出し
、その検出結果に応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。
【００５６】
　また、図６に示した折りたたみ型の携帯電話装置３００では、折り曲げ角度によってス
ピーカの位置が変化するため、筐体内の同じ部位であってもヒンジ部３２１の角度によっ
てスピーカ２から伝わる音響エネルギーが変化し、部品どうしの接合部で生じる歪音が変
化する。したがって、そのような使用状況でもヒンジ部３２１の角度を検出し、該角度に
応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。
【００５７】
　なお、スライド型の携帯電話装置では、スライドの有無やスライド量を検出し、その検
出結果に応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。スライド機構と折りたたみ機構の両方
を備えた携帯電話装置では、ヒンジ部の角度、携帯電話装置が折り畳まれているか否か、
スライドの有無、あるいはスライド量を検出し、その検出結果に応じて洩れこみ係数を切
り替えればよい。また、スライド型でも折りたたみ型でもない携帯電話装置では、例えば
筐体内の部品どうしの接合部に伝わる音響エネルギーが変化する要因やエコーの音量変化
に影響する要因を検出し、その検出結果に応じて洩れこみ係数を切り替えればよい。
【００５８】
　さらに、本発明者は、線形エコーキャンセラ３から出力される信号の電力あるいは振幅
が大きくなると、エコー経路の非線形性が変化することを実験により確認した。すなわち
、マイクロホン１の出力信号に近端信号を全く含まない状態において歪のあるエコーを発
生させたとき、エコーを十分に抑圧できる洩れこみ係数と線形エコーキャンセラ３の出力
信号の電力との関係を調べると、図７に示すような結果が得られた。なお、図７は、１８
７５Ｈｚを中心とする周波数帯域における線形エコーキャンセラ３の出力信号とそれに応
じた洩れこみ係数の関係を示している。図７に示すグラフの横軸は線形エコーキャンセラ
３の出力信号の電力を示し、縦軸はエコーを十分に抑圧できる洩れこみ係数を示している
。
【００５９】
　図７に示すプロット点の分布から分かるように、エコーを十分に抑圧できる洩れこみ係
数は、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力値が２００００００を境にして急変して
いる。これは、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力が大きいとき、線形エコーキャ
ンセラ３の入力信号、すなわちスピーカ２へ入力する遠端信号の電力も大きいため、スピ
ーカ特性の非線形性に起因するエコーの歪が急激に増えるためと考えられる。
【００６０】
　したがって、本発明のエコー抑圧装置では、線形エコーキャンセラ３から出力される信
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号の電力あるいは振幅を使用状況として検出し、その検出値に応じて洩れこみ係数を切り
替える。このような方法は、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力や振幅の代わりに
、遠端信号の電力や振幅、あるいは遠端信号に含まれる特定の周波数成分の電力や振幅を
用いることも可能である。
【００６１】
　線形エコーキャンセラ３の出力信号に基づき洩れこみ係数を切り替える方法は、スピー
カ２の音量設定値に基づき洩れこみ係数を切り替える方法と類似している。しかしながら
、後者は遠端信号が全く無いためにエコーの抑圧が不要の場合でも音量設定に応じた洩れ
こみ係数を選択してしまう。一方、前者はそのような洩れこみ係数を誤って選択すること
が無い点で優れている。
【００６２】
　以上説明した洩れこみ係数を切り替える方法は、上述した全ての使用状況を検出して洩
れこみ係数を切り替える必要はなく、その内の１つあるいは複数の使用状況を検出して洩
れこみ係数を切り替えてもよい。
【００６３】
　例えば、複数のカメラを装備した携帯電話装置を用いて互いの映像を交換しながら通話
を行う状況において（いわゆるテレビ電話）、該携帯電話装置が使用するカメラに応じて
マイクロホンやスピーカが自動的に切り替わる構成の場合、使用するマイクロホンやスピ
ーカを直接検出する代わりに、カメラで撮影した画像情報から使用しているマイクロホン
やスピーカを検出してもよい。
【００６４】
　洩れこみ係数の切り替えに用いる使用状況が決定したら、該使用状況に対応する最適な
洩れこみ係数を実験やコンピュータによるシミュレーションによって決定し、洩れこみ係
数を使用状況に対応付けて係数発生部２００に保存しておく。
【００６５】
　なお、ヒンジ部の角度、スピーカの音量設定値、使用するスピーカ等、エコー抑圧装置
の外部に設けたセンサ等で検出可能な使用状況は、その検出結果を係数発生部２００に入
力すればよい。一方、遠端信号の電力や振幅、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力
や振幅、遠端信号に含まれる特定の周波数成分の電力や振幅等の使用状況は、エコー抑圧
装置内で検出し、その検出結果を係数発生部２００に入力すればよい。
【００６６】
　本発明のエコー抑圧装置によれば、洩れこみ係数を定数とすることで、定数である洩れ
こみ係数は雑音に影響されないため、近端音声として大きな雑音が入力される環境でもエ
コー経路に起因して発生するエコーを十分に抑圧できる。また、第３従来例で示したエコ
ーの洩れ込み量の推定のような複雑な演算が不要であるため、演算量を削減できる。した
がって、近端騒音の影響を受けずにエコーを簡便に抑圧できる。
【００６７】
　特に、使用状況に応じて最適な洩れこみ係数を選択することで、歪音に起因して発生す
るエコーについても良好に抑圧できる。
【００６８】
　次に本発明のエコー抑圧装置の実施例について図面を用いて説明する。
［第１実施例］
　図８は本発明のエコー抑圧装置の第１実施例の構成を示すブロック図である。
【００６９】
　第１実施例のエコー抑圧装置は、図３に示した変換部１００として、スペクトルサブト
ラクション部６を用いる例である。
【００７０】
　第１実施例の係数発生部２００は、上述したようにマイクロホン１とスピーカ２の音響
結合により発生するエコーの洩れこみ量を示す洩れこみ係数を生成する。
【００７１】
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　スペクトルサブトラクション部６には、減算器４の出力信号、線形エコーキャンセラ３
の出力信号、係数発生部２００で生成された洩れこみ係数及び音声検出部５の音声検出結
果が入力される。
【００７２】
　スペクトルサブトラクション部６は、減算器４の出力信号と線形エコーキャンセラ３の
出力信号とをそれぞれ所定の周波数領域毎に分割し、分解後の周波数領域の信号成分毎に
エコーを除去する。
＜係数発生部２００＞
　図９は図８に示した係数発生部の一構成例を示すブロック図である。
【００７３】
　図９に示す係数発生部２００は、帯域１から帯域Ｍの各周波数領域に適した洩れこみ係
数を保持する係数記憶部２０１を備えた構成である。
【００７４】
　係数発生部２００は、係数記憶部２０１に格納された周波数領域（帯域）毎の洩れこみ
係数を読み出し、スペクトルサブトラクション部６へ出力する。これら洩れこみ係数は、
例えば図５に示した周波数１２５０Ｈｚにおける相関の傾きや周波数３１２５Ｈｚにおけ
る相関の傾きに相当する。
【００７５】
　図１０は図８に示した係数発生部の他の構成例を示すブロック図である。
【００７６】
　図１０に示す係数発生部２００は、帯域１から帯域Ｍの各周波数領域に適した洩れこみ
係数群を保持する係数記憶部２０２と、本発明のエコー抑圧装置を備えたシステムの各種
使用状況を検出する使用状況検出部２０３とを備えた構成である。
【００７７】
　図１０に示す係数発生部２００は、各周波数領域に対応した洩れこみ係数群のうち、使
用状況検出部２０３で検出された使用状況に対応する洩れこみ係数を係数記憶部２０２か
ら読み出し、スペクトルサブトラクション部６へ出力する。
【００７８】
　図１０に示した構成では、各周波数領域に対応した洩れこみ係数群に、使用状況１用の
洩れこみ係数、使用状況２用の洩れこみ係数、…、使用状況Ｎ用の洩れこみ係数を備えて
いる。Ｎは２以上の任意の値とする。
【００７９】
　例えば、使用状況の一例として、スピーカ２の音量設定値を検出する場合、使用状況検
出部２０３は、スピーカ２の音量設定値を検出するセンサと、検出した音量設定値と所定
の閾値とを比較し、比較結果を２値以上のデジタル値に変換する弁別部とを有する。
【００８０】
　使用状況の他の例として、折りたたみ型携帯電話装置におけるヒンジ部の角度を検出す
る方法がある。この場合、使用状況検出部２０３は、ヒンジ部の角度を検出するセンサ（
不図示）と、検出角度と所定の閾値とを比較し、比較結果を２値以上のデジタル値に変換
する弁別部（不図示）とを有する。
【００８１】
　使用状況の他の例として、複数のスピーカを備えた携帯電話装置から使用しているスピ
ーカを検出する場合、使用状況検出部２０３は、どのスピーカが用いられているかを判定
し、判定結果を２値以上のデジタル値で出力する判定部（不図示）を有する。
【００８２】
　使用状況の他の例として、複数のマイクロホンを備えた携帯電話装置から使用している
マイクロホンを検出する場合、使用状況検出部２０３は、どのマイクロホンが用いられて
いるかを判定し、判定結果を２値以上のデジタル値で出力する判定部（不図示）を有する
。
【００８３】
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　使用状況の他の例として、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力または振幅を検出
する場合、使用状況検出部２０３は、線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力または振
幅を検出する検出部（不図示）と、検出された電力または振幅を閾値判定して２値以上の
デジタル値に変換する弁別部（不図示）とを有する。例えば、本発明のエコー抑圧装置を
含むシステムに、図５のグラフで示した特性を備えている場合、線形エコーキャンセラ３
の出力電力が２００００００を境にして必要な洩れこみ係数が１から２０に急変するため
、閾値を２００００００に設定し、２００００００以下であれば「０」を出力し、２００
００００を越えていれば「１」を出力すればよい。
【００８４】
　その他、使用状況にはエコーの洩れこみ量に影響するものであれば、どのようなもので
も使用できる。また、複数の使用状況を組み合わせて用いることも可能である。
【００８５】
　係数記憶部２０２は、各周波数領域に対応して予め登録された複数の洩れこみ係数の中
から、使用状況検出部２０３の出力信号に対応する１つを選択し、選択した洩れこみ係数
をスペクトルサブトラクション部６へ出力する。
【００８６】
　例えば、図７に示した線形エコーキャンセラ３の出力信号の電力特性を使用状況として
用いる場合、１８７５Ｈｚを中心とする周波数領域に対応して図７の太い実線で示す「１
」と「２０」の２つの洩れこみ係数を保持し、使用状況検出部２０３から「０」が出力さ
れた場合は洩れこみ係数として「１」を出力し、使用状況検出部２０３から「１」が出力
された場合は洩れこみ係数として「２０」を出力する。
＜スペクトルサブトラクション部６＞
　図１１は図８に示したスペクトルサブトラクション部の一構成例を示すブロック図であ
る。
【００８７】
　図１１に示すように、スペクトルサブトラクション部６は、フーリエ変換器６０、フー
リエ変換器６１、フーリエ係数減算器６６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）及び逆フーリエ変換機６４を
備えた構成である。
【００８８】
　フーリエ変換器６０は、減算器４の出力信号に対してＭ点フーリエ変換処理を実施し、
処理結果（振幅と位相）を第１のフーリエ係数として各周波数領域に対応するフーリエ係
数減算器６６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）へ出力する。
【００８９】
　フーリエ変換器６１は、線形エコーキャンセラ３から出力されたエコーレプリカ信号に
対してＭ点フーリエ変換処理を実施し、処理結果（振幅と位相）を第２のフーリエ係数と
して各周波数領域に対応するフーリエ係数減算器６６ｍへ出力する。
【００９０】
　フーリエ係数減算器６６ｍは、フーリエ変換器６０から出力された第１のフーリエ係数
と、フーリエ変換器６１から出力された第２のフーリエ係数と、図８に示した係数発生部
２００から出力された洩れこみ係数とを受け取り、それらの振幅成分を用いた減算処理を
実施することでフーリエ係数を算出し、算出結果（振幅と位相）を逆フーリエ変換器６４
に出力する。
【００９１】
　逆フーリエ変換器６４は、フーリエ係数減算部６６１～６６Ｍから出力されたフーリエ
係数群の逆フーリエ変換処理を実施し、処理結果の実数部を出力する。
【００９２】
　次に図１１に示したフーリエ係数減算器６６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）について図１１２を用い
て説明する。
【００９３】
　図１２は図１１に示したフーリエ係数減算器の第１構成例を示すブロック図である。
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【００９４】
　図１１に示したフーリエ変換器６０から出力された周波数領域毎の第１のフーリエ係数
は端子７００を介して減算器７０６へ供給される。
【００９５】
　図１１に示したフーリエ変換器６１から出力された第２のフーリエ係数は端子７０３を
介して乗算器７０７へ供給される。また、係数発生部２０で生成された洩れこみ係数は端
子１６７を介して乗算器７０７へ供給される。
【００９６】
　乗算器７０７は、洩れこみ係数と第２のフーリエ係数とを乗算し、乗算結果を減算器７
０６へ出力する。減算器７０６は、第１のフーリエ係数から乗算器７０７の出力値を減じ
、その演算結果を出力する。減算器７０６の計算結果は図１１に示した逆フーリエ変換器
６４へ出力される。
【００９７】
　ここで、洩れこみ係数と線形エコーキャンセラ３の出力信号から算出された第２のフー
リエ係数とを乗算器７０７で乗算することで、乗算器７０７からは第１のフーリエ係数に
残留するエコーによるフーリエ係数の推定値が得られる。このエコーによるフーリエ係数
の推定値を減算器７０６により第１のフーリエ係数から減ずることで、エコー成分が抑圧
された近端信号のフーリエ係数の推定値が得られる。
【００９８】
　この周波数領域毎の推定値は、図１１に示した逆フーリエ変換器６４によって合成され
、近端信号として出力される。結果として、合成後の近端信号はエコーが抑圧された信号
となる。
【００９９】
　以上説明したフーリエ係数減算器６６ｍの動作について式を用いて説明する。
【０１００】
　近端信号のフーリエ係数をＳとし、近端信号に含まれる近端音声の成分をＡ、エコー成
分をＥ、雑音成分をＮとすると、
Ｓ＝Ａ＋Ｅ＋Ｎ　　　…（１）
の関係がある。
【０１０１】
　また、エコーレプリカ信号のフーリエ係数をＲとし、洩れこみ係数の値をＰ１とする。
Ｐ１は、遠端信号Ｒが近端信号にエコーとして洩れこむ割合の近似値であり、エコー経路
におけるエコーのゲインに相当する。ちなみに、第３従来例のエコー抑圧装置ではＰ１を
次式で表している。
【０１０２】
　Ｐ１　＝　Ａｖ[Ｓ／Ｒ]　＝　Ａｖ[（Ｅ＋Ｎ）／Ｒ]　　　…（２）
　ここで、Ａｖ[・]は平滑化処理を表す。
【０１０３】
　したがって、この洩れこみ係数Ｐ１にエコーレプリカ信号のフーリエ係数Ｒを乗じた値
Ｐ２（乗算器７０７の出力信号に相当）がエコー成分の推定値となる。
Ｐ２＝Ｐ１×Ｒ
　　＝Ｅｘ[Ｅ]　　　…（３）
　ここで、Ｅｘ[・]は推定値を示す。
【０１０４】
　このＰ２をＳから減じた値Ｐ３（減算器７０６の出力信号に相当：近端信号）は、
Ｐ３＝Ｓ－Ｐ２
　　＝Ｓ－Ｐ１×Ｒ
　　＝Ａ＋Ｅ＋Ｎ－Ｅｘ[Ｅ]
　　＝Ｅｘ[Ａ＋Ｎ]　　　…（４）
となる。すなわち、減算器７０６の出力は、エコー成分Ｅが除去された近端音声のフーリ
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エ係数成分Ａと雑音成分Ｎの和の推定値となる。
【０１０５】
　次に、エコー経路内のスピーカ等で歪が発生した場合に図８に示した第１実施例のエコ
ー抑圧装置がどのように動作するかについて説明する。
【０１０６】
　エコー経路で歪が発生した場合、第１実施例のエコー抑圧装置では、スペクトルサブト
ラクション部６における周波数領域の非線形演算によってエコーにおける歪成分を除去し
ている。第１実施例のエコー抑圧装置は、周波数領域の非線形演算において重要な信号成
分の時間変化を線形エコーキャンセラ３により調整することでエコーに含まれる歪成分を
効果的に除去している。
【０１０７】
　マイクロホン１の出力信号には、遠端信号に加えて遠端信号の歪に起因して発生するエ
コーが含まれている。このエコーは遠端信号の高調波成分と考えることができる。
【０１０８】
　以下、説明を簡単にするためにエコー成分Ｅが歪による高調波成分のみである場合を考
える。
【０１０９】
　上述した式（３）から分かるように、スペクトルサブトラクション部６は、遠端信号の
フーリエ変換係数Ｒがゼロでない限り、エコー成分Ｅを除去することが原理的に可能であ
る。ここで、エコー成分Ｅを除去するのに重要なのはエコー経路におけるエコーのゲイン
に相当する洩れこみ係数Ｐ１の精度である。
【０１１０】
　第３従来例のエコー抑圧装置では、音声検出結果に基づきマイクロホンの出力信号から
近端音声が検出されないときにエコーの洩れこみ量を推定しているが、近端騒音が大きい
環境では音声検出を正確に行うことは困難である。音声検出結果に誤りがある場合、洩れ
こみ係数Ｐ１が異常に大きな値となり、誤った洩れこみ係数Ｐ１に基づいて算出される近
端信号Ｐ３も劣化する。すなわち、近端信号Ｐ３に含まれるエコーが十分に抑圧されず、
近端音声に大きな歪が生じる。このような問題を避けるために洩れこみ係数Ｐ１を更新し
ないように制御した場合、エコーの洩れこみ量が変動すると、洩れこみ係数Ｐ１の誤差が
大きくなり、洩れこみ係数Ｐ１に基づいて算出される近端信号Ｐ３も劣化する。
【０１１１】
　例えば、ハンズフリー電話器が折り畳み型の携帯電話装置である場合や使用するスピー
カを切り替えることができる場合、折り畳み用のヒンジ部の角度や使用するスピーカ等に
よってエコーの洩れこみ量が変動する。近端騒音が大きい環境では、話者は音がよく聞こ
えるようにヒンジ部の角度を変えたり、使用するスピーカを切り替える等の使用状況を変
更することがよく行われる。その場合、第１の信号の補正後の信号が劣化することになる
。
【０１１２】
　一方、本実施例では、洩れこみ係数Ｐ１として、使用状況に応じて予め設定した定数を
用いている。そのため、ヒンジ部の角度や使用するスピーカを検出すれば、近端信号に含
まれる雑音の影響を受けることなく洩れこみ係数Ｐ１を得ることができる。
【０１１３】
　本発明者が携帯電話装置を用いて行った実験によると、誤差の大きい推定値を洩れこみ
係数Ｐ１として用いるよりは、使用状況に応じて予め設定した定数を洩れこみ係数Ｐ１と
して用いる方が、エコー及び近端音声の歪音の除去に良好な結果が得られた。
【０１１４】
　また、第１実施例のエコー抑圧装置では、図８に示した線形エコーキャンセラ３が誤っ
たエコー経路推定を行った場合でも、残留したエコーを除去できる効果がある。
【０１１５】
　上述した説明では、エコー成分Ｅが歪による高調波成分のみである場合を考えたが、歪
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に起因しない遠端信号のエコー成分、すなわち高調波成分を除いたエコー成分も本実施例
のエコー抑圧装置は抑圧できる。
【０１１６】
　例えば線形エコーキャンセラ３でエコー経路の推定を誤った場合、図８に示した減算器
４においてエコーを除去せずに逆に付加してしまう場合がありうる。しかしながら、その
ような場合でも、スペクトルサブトラクション部６によって遠端信号の成分が除去される
ため、エコーが十分に抑圧される。
【０１１７】
　また、本実施例のエコー抑圧装置は、スペクトルサブトラクション部６によるエコーの
抑圧効果を備えることで、線形エコーキャンセラ３のタップ数（適応フィルタのタップ数
）を低減することによる演算量の削減も可能である。
【０１１８】
　図１に示した第１従来例のエコー抑圧装置では、線形エコーキャンセラ３のみ備えた構
成であるため、線形エコーキャンセラ３が備える適応フィルタのタップ数を低減するとエ
コーの除去能力が低減する。しかしながら、図８に示した第１実施例のエコー抑圧装置で
は、スペクトルサブトラクション部６を備えることで適応フィルタのタップ数を低減して
もエコーの除去能力の低減が補われるため、十分なエコーの除去能力を備えたエコー抑圧
装置が得られる。
【０１１９】
　第１実施例のエコー抑圧装置は、線形エコーキャンセラ３と、スペクトルサブトラクシ
ョン部６による周波数領域の非線形演算とを備え、互いの不得手な処理を補うことで十分
なエコーの除去能力を得ている。
【０１２０】
　すなわち、エコー経路に歪がある場合や線形エコーキャンセラ３でエコー経路推定を誤
った場合等、線形エコーキャンセラ３だけではエコーを十分に抑圧できない場合でもスペ
クトルサブトラクション部６によってエコーを抑圧できる。
【０１２１】
　また、線形エコーキャンセラ３の出力信号を用いてマイクロホンの出力信号を補正する
ことで、スペクトルサブトラクション部６による周波数領域の非線形演算だけでは対応で
きない時間的なずれを考慮することなく、振幅値だけを用いた簡単な推定処理により歪の
原因となる高調波成分を抑圧できる。
【０１２２】
　また、スペクトルサブトラクション部６で用いる洩れこみ係数Ｐ１を使用状況に応じて
予め設定した定数を用いることで、例えば近端騒音が大きい環境等において使用状況を変
更した場合でも、エコーを十分に抑圧して、歪の少ない近端音声を得ることができる。
【０１２３】
　さらに、第１実施例のエコー抑圧装置は、第３従来例のエコー抑圧装置のように、エコ
ーの洩れこみ量を推定するための複雑な演算処理が不要であるため、演算量が低減する。
[第２実施例］
　図１３は本発明のエコー抑圧装置の第２実施例の構成を示すブロック図である。
【０１２４】
　第２実施例のエコー抑圧装置は、スペクトルサブトラクション部６に減算器４の出力信
号ではなくマイクロホン１の出力信号を入力する点で第１実施例のエコー抑圧装置と異な
っている。
【０１２５】
　第１実施例のエコー抑圧装置では線形エコーキャンセラ３によってエコーの主要成分を
除去していたが、第２実施例のエコー抑圧装置ではスペクトルサブトラクション部６によ
ってエコーの主要成分を除去する。その他の構成及び動作は第１実施例と同様であり、第
１実施例と同様に歪に起因するエコーの除去効果についても同様に得られる。
【０１２６】
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　したがって、第２実施例のエコー抑圧装置も、第１実施例と同様に音響伝達系に歪があ
る場合や線形エコーキャンセラ３でエコー経路推定を誤ったときのように線形エコーキャ
ンセラ３だけではエコーを十分に抑圧できない場合でも、スペクトルサブトラクション部
６によってエコーを十分に抑圧できる。
【０１２７】
　また、スペクトルサブトラクション部６で用いる洩れこみ係数Ｐ１として、使用状況に
応じて予め設定した定数を用いることで、近端騒音が大きい環境において使用状況を変更
した場合でも、エコーを十分に抑圧して、歪の少ない近端音声を得ることができる。
【０１２８】
　なお、スペクトルサブトラクション部６は、第１実施例及び第２実施例で示した構成以
外に、例えば非特許文献２（Xiaojian　Lu、Benoit　Champagneによる論文“Acoustical
　EchoCancellation　Over　A　Non-Linear　Channel”,　International　Workshop　on
　Acoustic　Echo　and　Noise　Control　2001）に記載されたスペクトラルサブトラク
ション（Spectral　Subtraction）、あるいは非特許文献３（A．Alvarez等による“A　Sp
eech　Enhancement　System　Based　On　Negative　Beamforming　And　Spectral　Subt
raction”,　International　Workshop　on　Acoustic　Echo　and　Noise　Control　20
01）に記載されたスペクトラルサブトラクション（Spectral　Subtraction）を用いるこ
とも可能である。
［第３実施例］
　図１４は本発明のエコー抑圧装置の第３実施例の構成を示すブロック図である。
【０１２９】
　第３実施例のエコー抑圧装置は、図８に示したスペクトルサブトラクション部６に代わ
ってスペクトルサプレッション部７を用いる点で第１実施例のエコー抑圧装置と異なって
いる。その他の構成及び動作は第1実施例と同様であるため、その詳細な説明は省略する
。
【０１３０】
　以下、図１４に示したスペクトルサプレッション部７について図面を用いて説明する。
【０１３１】
　図１５は図１４に示したスペクトルサプレッション部の一構成例を示すブロック図であ
る。
【０１３２】
　図１５に示すように、スペクトルサプレッション部７は、フーリエ変換器７０、フーリ
エ変換器７１、フーリエ係数乗算器７６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）及び逆フィーリエ変換器７４を
備えた構成である。
【０１３３】
　フーリエ変換器７０は、端子７２を介して入力される、図１４に示した減算器４の出力
信号に対してＭ点フーリエ変換処理を実施し、処理結果（振幅と位相）を第１のフーリエ
係数として各周波数領域に対応するフーリエ係数乗算器７６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）へ出力する
。
【０１３４】
　フーリエ変換器７１は、端子７３を介して入力される、図１４に示した線形エコーキャ
ンセラ３の出力信号（エコーレプリカ信号）に対してＭ点フーリエ変換処理を実施し、処
理結果（振幅と位相）を第２のフーリエ係数として各周波数領域に対応するフーリエ係数
乗算器７６ｍへ出力する。
【０１３５】
　フーリエ係数乗算器７６ｍは、フーリエ変換器７０から出力された第１のフーリエ係数
と、フーリエ変換器７１から出力された第２のフーリエ係数と、端子６７を介して入力さ
れる、図１4に示した係数発生部２００から出力された洩れこみ係数とを受け取り、それ
らの振幅成分を用いた乗算処理を実施することでフーリエ係数を算出し、算出結果（振幅
と位相）を逆フーリエ変換器７４へ出力する。
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【０１３６】
　逆フーリエ変換器７４は、フーリエ係数乗算器７６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）から出力されたフ
ーリエ係数群の逆フーリエ変換処理を実施し、処理結果の実数部を端子７５から出力する
。図１５に示す構成では、フーリエ係数乗算器７６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）によってエコー成分
が抑圧された近端信号が得られる。
【０１３７】
　次に、フーリエ係数乗算器７６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）の構成及び動作について図１６を用い
て説明する。
【０１３８】
　図１６は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第１構成例を示すブロック図である。
【０１３９】
　図１６に示すように、第１構成例のフーリエ係数乗算器は、絶対値計算部７３１、絶対
値計算部７３４、乗算器７３７、割算器７４５、乗算器７４６、平滑部７４７及び減算器
７４４を備えた構成である。
【０１４０】
　図１５に示したフーリエ変換器７０から出力された周波数領域毎の第１のフーリエ係数
は端子７３０を介して絶対値計算部７３１及び乗算器７３７へ出力される。また、図１５
に示したフーリエ変換器７１から出力された第２のフーリエ係数は端子７３３を介して絶
対値計算部７３４へ出力される。
【０１４１】
　絶対値計算部７３１は、第１のフーリエ係数の絶対値を計算し、その計算結果を割算器
７４５へ出力する。また、絶対値計算部７３４は、第２のフーリエ係数の絶対値を計算し
、その計算結果を割算器７４５へ出力する。割算器７４５は、絶対値計算部７３４の計算
結果を絶対値計算部７３１の計算結果で除算し、その計算結果を乗算器７４６へ出力する
。
【０１４２】
　乗算器７４６は、端子１６７から入力される、係数発生部２００で生成された洩れこみ
係数と割算器７４５の出力信号とを乗じ、その計算結果を平滑部７４７へ出力する。平滑
部７４７は、乗算器７４６の出力信号を平滑化して減算器７４４へ出力する。
【０１４３】
　減算器７４４は、値「１．０」から平滑部７４７の出力値を減じ、その計算結果を乗算
器７３７へ出力する。乗算器７３７は、減算器７４４の出力値とフーリエ変換器７０から
出力された第１のフーリエ係数とを乗じ、その乗算結果を出力する。乗算器７３７の出力
信号は、端子７８９を介して図１５に示した逆フーリエ変換器７４へ出力される。
【０１４４】
　図１７は図１６に示した平滑部の一構成例を示すブロック図である。
【０１４５】
　図１７に示す平滑部７４７は、減算器８０１、乗算器８０２、加算器８０３、リミッタ
８０７及び遅延器８０４を備えた構成である。
【０１４６】
　平滑部７４７の入力信号（乗算器７４６の出力信号）は端子８００を介して減算器８０
１へ供給される。減算器８０１は、入力信号から１サンプル時間だけ遅延させる遅延器８
０４の出力信号（平滑部の出力信号）を減じ、その計算結果を乗算器８０２へ出力する。
【０１４７】
　乗算器８０２は、減算器８０１の出力信号と端子８０６を介して入力された平滑化係数
とを乗じ、その演算結果を加算器８０３へ出力する。加算器８０３は、乗算器８０２の出
力信号と遅延器８０４の出力信号とを加算し、その演算結果をリミッタ８０７へ出力する
。リミッタ８０７は、加算器８０３の出力信号の振幅を所定の上限値及び下限値内に制限
し、制限後の信号を出力端子８９９及び遅延器８０４へ出力する。遅延器８０４は、リミ
ッタ８０７の出力信号を１サンプル時間だけ遅延させ、その遅延後の信号を減算器８０１
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及び加算器８０３へ出力する。
【０１４８】
　図１７に示す平滑部７４７は、いわゆるリーク積分器、または一次ＩＩＲ型低域フィル
タと呼ばれる構成である。図１７に示す平滑部７４７では、入力する平滑化係数と平滑化
処理の時定数とが反比例の関係にある。平滑部７４７には、図１７に示した構成だけでな
く、高次ＩＩＲ型フィルタ等の平滑効果がある任意の構成を採用してもよい。
【０１４９】
　図１８は図１６に示した平滑部の他の構成例を示すブロック図である。
【０１５０】
　図１８に示す平滑部７４７は、図１７に示した平滑部に加えて、平滑化係数を生成する
平滑化係数決定部８１０を備えた構成である。平滑化係数決定部８１０は、減算器８０１
の出力信号から平滑化係数を生成し、乗算器８０２へ出力する。このような構成では、平
滑部７４７の出力信号の立ち上がり時の速度と立ち下がり時の速度を異なる値に設定でき
る。
【０１５１】
　平滑化係数決定部８１０は、減算器８０１の出力信号が正である場合、すなわち減算器
８０１の出力信号が増加するときは比較的小さな係数、例えば０．００１を出力し、減算
器８０１の出力値が負である場合、すなわち減算器８０１の出力信号が減少するときは比
較的大きな係数、例えば０．０１を出力する。
【０１５２】
　このように平滑化係数を設定すると、平滑部７４７の出力信号が増大する速度、すなわ
ち立ち上がり速度が遅くなり、平滑部７４７の出力信号が減少する速度、すなわち立ち下
がり速度が速くなる。そのため、図１６に示した減算器７４４の出力信号、すなわち近端
信号に含まれる近端音声及び近端騒音の割合の推定値の立ち上がり時の速度が速くなり、
立ち下がり時の速度が遅くなる。
【０１５３】
　一般に、音声や音楽の振幅変化、すなわち包絡線特性は、立ち上がり時が速く、立ち下
がり時が遅い場合が多い。図１８に示した平滑部では、このような包絡線特性を備えるこ
とが可能であり、近端信号に含まれる近端音声及び近端騒音の割合の推定精度を改善でき
る。
【０１５４】
　ここで、図１６に示した減算器７４４の動作について数式を用いて説明する。
【０１５５】
　上述した式（４）の第２行目をＳで除算することで平滑した値Ｐ４は下記式（５）で表
すことができる。この式（５）の右辺は図１６に示した減算器７４４の出力値に相当する
。
Ｐ４＝Ａｖ[Ｐ３／Ｓ]
　　＝Ａｖ[１－｛（Ｒ／Ｓ）×Ａｖ[（Ｅ＋Ｎ）／Ｒ]｝]
　　＝１－Ａｖ[｛（Ｒ／Ｓ）×Ａｖ[（Ｅ＋Ｎ）／Ｒ]｝]　　　…（５）
　また、値Ｐ４は、式（４）の第３行目をＳで除算することで平滑した値として、
Ｐ４＝Ａｖ[{（Ａ＋Ｅ＋Ｎ）－Ｅｘ[Ｅ＋Ｎ]}／Ｓ]
＝Ａｖ[Ｅｘ[Ａ]／Ｓ]
＝Ｅｘ[Ａ／Ｓ]　　　…（６）
と表すこともできる。式（６）と式（５）を比較すると、減算器７４４の出力値Ｐ４が近
端信号に含まれる近端音声の割合の推定値となることが分かる。
【０１５６】
　したがって、図１６に示した乗算器７３７を用いて、減算器７４４の出力値と図１４に
示した減算器４の出力信号とを乗ずることで、近端信号に含まれるエコー以外の信号、す
なわちエコーを抑圧した近端音声のフーリエ係数の推定値が得られる。その推定値を図１
５に示した逆フーリエ変換器７４にて周波数合成することでエコーが抑圧された近端信号
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が得られる。
【０１５７】
　次に、エコー経路のスピーカ２等で歪が発生した場合に第３実施例のエコー抑圧装置が
どのように動作するかについて説明する。
【０１５８】
　式（５）及び式（６）で示したように、図１６に示した減算器７４４の出力値Ｐ４は近
端信号に含まれる近端音声の割合の推定値である。
【０１５９】
　この値Ｐ４は式（５）で示したように第１実施例で示したＰ３を用いて計算している。
第１実施例で説明したように、Ｐ３は近端音声のフーリエ係数成分の推定値であり、エコ
ー成分や雑音成分だけでなく歪により発生した高調波成分のエコーも取り除かれている。
したがって、上記Ｐ４も歪により発生した高調波成分のエコーが取り除かれた値であり、
このＰ４を乗ずることで得られるフーリエ係数も歪のエコー成分が抑圧されている。
【０１６０】
　上述したように、マイクロホン１の出力信号には、遠端信号（エコー成分）だけでなく
、遠端信号の歪によるエコーも含まれている。この歪によるエコーは、遠端信号の高調波
成分と考えることができる。
【０１６１】
　第３実施例のエコー抑圧装置によれば、スペクトルサプレッション部７を備えることで
、遠端信号に含まれる高調波成分を用いて、遠端信号の歪により発生するエコーを抑圧で
きる。
【０１６２】
　すなわち、第３実施例のエコー抑圧装置においても、エコー経路に歪がある場合や線形
エコーキャンセラ３にてエコー経路推定を誤った場合等、線形エコーキャンセラ３だけで
はエコーを十分に抑圧できない場合でも、スペクトルサプレッション部７によってエコー
を十分に抑圧できる。
【０１６３】
　さらに、使用状況に応じて予め設定した定数を洩れこみ係数として用いることで、例え
ば近端騒音が大きい環境等において使用状況を変更した場合でも、エコーを十分に抑圧し
て、歪の少ない近端音声を得ることができる。
【０１６４】
　図１９は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第２構成例を示すブロック図である。
【０１６５】
　第２構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍは、絶対値計算部７３１から割算器７４５の信
号経路に平滑部７４０が挿入され、絶対値計算部７３４から割算器７４５の信号経路に平
滑部７４１が挿入された点で図１６に示した第１構成例と異なっている。
【０１６６】
　平滑部７４０及び平滑部７４１には、平滑化係数が異なることを除けば平滑部７４７と
同様の構成を用いればよい。したがって、ここではその詳細な説明は省略する。
【０１６７】
　図１９に示すフーリエ係数乗算器７６ｍでは、平滑部７４０及び平滑部７４１によって
割算器７４５の入力値が平滑化されるため、割算器７４５から乗算器７４６を介して平滑
部７４７に供給される値も平滑化されている。したがって、平滑部７４７からは図１６に
示した第１構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍよりも安定した出力値が得られる。
【０１６８】
　第１構成例及び第２構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍでは、減算器７４４から近端信
号に含まれる近端音声の割合の推定値が得られる構成である点に変わりはない。
【０１６９】
　したがって、図１９に示した第２構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍを用いた場合も、
図１６に示した第１構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍを用いた場合と同様に、上述した
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本発明の効果を得ることができる。
【０１７０】
　図２０は図１５に示したフーリエ係数乗算器の第３構成例を示すブロック図である。
【０１７１】
　第３構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍは、平滑部７４０及び平滑部７４１から乗算器
７３７に至る経路の処理の順序が異なる点で図１９に示した第２構成例と異なっている。
【０１７２】
　第３構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍでは、平滑部７４０の出力値が減算器７４４及
び割算器７４５へ出力され、平滑部７４１の出力値が乗算器７４６へ出力される。
【０１７３】
　乗算器７４６は、平滑部７４１の出力値に係数発生部２００で生成された洩れこみ係数
を乗じ、その演算結果を減算器７４４へ出力する。減算器７４４は、平滑部７４０の出力
値から乗算器７４６の出力値を減じ、その演算結果を割算器７４５へ出力する。割算器７
４５は、減算器７４４の出力値を平滑部７４０の出力値で除算し、その演算結果を平滑部
７４８へ出力する。平滑部７４８は、割算器７４５の出力値を平滑し、その処理結果を乗
算器７３７へ出力する。
【０１７４】
　平滑部７４８には、平滑化係数が異なることを除けば平滑部７４７と同様の構成を用い
ればよい。
【０１７５】
　ここで、平滑部７４８に図１８に示した構成を採用すると、立ち上がり時で速く、立ち
下り時で遅い包絡線特性を備えることが可能であり、近端信号に含まれる近端音声及び近
端騒音の割合の推定精度を改善できる。
【０１７６】
　平滑部７４８の出力値Ｐ５を式で示すと下記式（７）のようになる。
Ｐ５＝Ａｖ[（Ａｖ[Ｓ]－Ｐ１×Ａｖ［Ｒ］（Ｓ）／Ａｖ[Ｓ]）]
　　＝Ａｖ[（Ａｖ[（（Ａ＋Ｅ＋Ｎ）Ｓ－Ｅｘ[Ｅ]　））／Ａｖ[Ｓ]]
　　＝Ａｖ[Ｅｘ[Ａ＋Ｎ]／Ａｖ[Ｓ]]
　　＝Ｅｘ[（Ａ＋Ｎ）／Ｓ]　　　…（７）
　式（７）から平滑部７４８の出力値Ｐ５は、上記Ｐ４と同様に近端信号に含まれる近端
音声の割合の推定値であることが分かる。
【０１７７】
　したがって、図２０に示す第３構成例のフーリエ係数乗算器７６ｍも図１９に示した第
２構成例と同様の機能を備えており、図１６に示した第１構成例のフーリエ係数乗算器７
６ｍを用いた場合と同様に、上述した本発明の効果を得ることができる。
［第４実施例］
　図２１は本発明のエコー抑圧装置の第４実施例の構成を示すブロック図である。
【０１７８】
　第４実施例のエコー抑圧装置は、スペクトルサプレッション部７に減算器４の出力信号
ではなくマイクロホン１の出力信号を入力する点で図１４に示した第３実施例のエコー抑
圧装置と異なっている。
【０１７９】
　そのため、第３実施例のエコー抑圧装置では線形エコーキャンセラ３によってエコーの
主要成分を除去しているが、第４実施例のエコー抑圧装置ではスペクトルサプレッション
部７によってエコーの主要成分を除去している。
【０１８０】
　その他の構成及び動作は第３実施例と同様であり、第３実施例と同様に歪に起因するエ
コーの除去効果についても同様に得られる。
【０１８１】
　したがって、第４実施例のエコー抑圧装置も、第３実施例と同様に音響伝達系に歪があ
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る場合や線形エコーキャンセラ３でエコー経路推定を誤った場合のように線形エコーキャ
ンセラ３だけではエコーを十分に抑圧できない場合でも、スペクトルサプレッション部７
によってエコーを十分に抑圧できる。
【０１８２】
　さらに、スペクトルサプレッション部７で使用する洩れこみ係数として、使用状況に応
じて予め設定した値を用いることにより、近端騒音が大きい環境において使用状況を変更
した場合でも、エコーを十分に抑圧して、歪の少ない近端音声を得ることができる。
【０１８３】
　以上、本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した第１実施例～第４実施例
に限らず、以下に示すような各種の変更も可能である。
【０１８４】
　例えば第１従来例～第４従来例では、スペクトルサブトラクション部６及びスペクトル
サプレッション部７において、所定のサンプル周期毎にフーリエ変換を行う例で説明した
が、所定のサンプル周期毎に限らず、一定間隔のフレーム単位で処理することも可能であ
る。
【０１８５】
　また、フレームをオーバーラップさせて処理することも可能である。その際、オーバー
ラップセーブやオーバーラップアドなどの手法を用いて、演算量を削減することも可能で
ある。オーバーラップセーブやオーバーラップアドについては、例えば非特許文献４（Jo
hn　J.　Shynkによる論文“Frequency-Domain　and　Multirate　Adaptive　Filtering”
,　IEEE　Signal　Processing　Magazine,　1992年1月、pp.14-37）に記載されている。
【０１８６】
　また、第１従来例～第４従来例では、スペクトルサブトラクション部６及びスペクトル
サプレッション部７においてフーリエ変換を行う例で説明したが、フーリエ変換以外に、
コサイン変換やフィルタバンク等の線形変換を用いることも可能であり、サブバンド領域
に変換して後、処理を行うことも可能である。その場合、フーリエ係数用の減算器や乗算
器は、それらの線形変換に対応して変更すればよい。例えばコサイン変換を用いる場合は
、コサイン係数用の減算器、コサイン係数用の乗算器を用いればよい。それら各種の演算
器の動作は上述した第１従来例～第４従来例で示した線形変換にフーリエ変換を用いる場
合と同様である。
［第５実施例］
　第１実施例～第４実施例では線形エコーキャンセラ３を用いる例を示したが、エコーの
抑圧には変換領域エコーキャンセラを用いることも可能である。その場合、変換領域エコ
ーキャンセラの変換領域を上述したスペクトルサブトラクション部６やスペクトルサプレ
ッション部７と同一の変換領域とすれば、エコー抑圧装置全体の演算量の削減及び演算に
伴う遅延時間を短縮できる。
【０１８７】
　なお、変換領域エコーキャンセラとは、線形変換によって展開された変換領域において
エコーの抑圧処理を行い、逆線形変換によって元の領域に再合成するエコーキャンセラを
指す。
【０１８８】
　以下、変換領域エコーキャンセラとして、例えば上記非特許文献４に記載されたフーリ
エ変換領域エコーキャンセラを用いる例で説明する。
【０１８９】
　図２２は本発明のエコー抑圧装置の第５実施例の構成を示すブロック図である。
【０１９０】
　第５実施例のエコー抑圧装置は、エコーキャンセラ１３及びスペクトルサブトラクショ
ン部１６がフーリエ変換領域において処理を行う構成である。エコーキャンセラ１３は変
換領域信号群１及び変換領域信号群２をスペクトルサブトラクション部１６に出力する。
【０１９１】
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　図２３は図２２に示したエコーキャンセラの一構成例を示すブロック図である。
【０１９２】
　図２３に示すエコーキャンセラ１３は、フーリエ変換器３５、適応フィルタ群３８、逆
フーリエ変換器３６、フーリエ変換器３７及び乗算器３９ｍ（ｍ＝１～Ｍ）を備えた構成
である。
【０１９３】
　端子３１より入力された遠端信号は、フーリエ変換器３５によってフーリエ変換領域に
展開され、周波数領域毎に適応フィルタ群３８へ出力される。また、図２２に示した減算
器４から端子３３を経由して入力された減算結果は、フーリエ変換器３７によりフーリエ
変換領域に展開され、周波数領域毎にそれぞれ乗算器３９ｍ（ｍ＝１～Ｍ）へ出力される
。
【０１９４】
　乗算器３９ｍ（ｍ＝１～Ｍ）は、フーリエ変換器３７から受信した信号に端子３４を介
して受信した音声検出結果を乗じ、その演算結果を適応フィルタ群３８へ出力する。
【０１９５】
　適応フィルタ群３８は、Ｍ個の適応フィルタを備え、フーリエ変換器３５から出力され
た信号群２と乗算器３９ｍ（ｍ＝１～Ｍ）から出力された信号群１とを受信し、対応する
信号を用いて適応フィルタによる処理を行う。適応フィルタの処理によって得られたフィ
ルタ出力は逆フーリエ変換器３６へ出力される。
【０１９６】
　逆フーリエ変換器３６は、適応フィルタ群３８で処理されたフィルタ出力の逆フーリエ
変換処理を実施し、その処理結果を端子３２から出力する。端子３２から出力される信号
がエコーキャンセラとしての出力信号となる。
【０１９７】
　また、エコーキャンセラ１３は、スペクトルサブトラクション部１６で用いる、フーリ
エ変換器３７の出力信号を変換領域信号群１としてベクトル型出力端子４１から出力し、
適応フィルタ群３８の出力を変換領域信号群２としてベクトル型出力端子４２から出力す
る。
【０１９８】
　変換領域信号群１は、図２２に示した減算器４の出力信号をフーリエ変換した信号であ
り、変換領域信号群２は、図２２に示したエコーキャンセラ１３から減算器４へ出力され
る信号をフーリエ変換した信号と解釈できる。
【０１９９】
　次に、図２２に示したスペクトルサブトラクション部１６の構成及び動作について図面
を用いて説明する。
【０２００】
　図２４は図２２に示したスペクトルサブトラクション部の一構成例を示すブロック図で
ある。
【０２０１】
　図２４に示すスペクトルサブトラクション部１６は、図１１に示したフーリエ変換器６
０及びフーリエ変換器６１が削除され、変換領域信号群１及び変換領域信号群２が入力さ
れる点で第１実施例のエコー抑圧装置で用いたスペクトルサブトラクション部６と異なっ
ている。
【０２０２】
　上述したように、変換領域信号群１は、図２２に示した減算器４の出力信号をフーリエ
変換した信号であり、変換領域信号群２は、図２２に示したエコーキャンセラ１３から減
算器４へ出力される信号をフーリエ変換した信号と解釈できる。これらの信号群は、図１
１に示したスペクトルサブトラクション部６が備えるフーリエ係数減算器６６ｍ（ｍ＝１
～Ｍ）に入力される２つの信号と全く同一である。そのため、図２４に示すスペクトルサ
ブトラクション部１６は、図１１に示したスペクトルサブトラクション部６と全く同一の
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信号を出力する。したがって、図２２に示した第５実施例のエコー抑圧装置も本発明の第
１実施例のエコー抑圧装置と同様の効果を備えている。
【０２０３】
　第５実施例のエコー抑圧装置では、スペクトルサブトラクション部１６へエコーキャン
セラ１３から出力された変換領域信号群１及び変換領域信号群２を供給することで、スペ
クトルサブトラクション部１６のフーリエ変換処理を低減できる。
【０２０４】
　このような構成は、第２実施例～第４実施例で示したエコー抑圧装置にも適用可能であ
る。また、フーリエ変換領域以外にコサイン変換領域等を用いることも可能である。
［第６の実施例］
　第１実施例～第４実施例では線形エコーキャンセラ３を用いる例を示したが、エコーの
抑圧には、例えば非特許文献４に記載されたサブバンド領域エコーキャンセラを用いるこ
とも可能である。その場合、スペクトルサブトラクション部６やスペクトルサプレッショ
ン部７の処理をサブバンド領域で処理を行えば、サブバンド領域に変換するためのフィル
タを省略できる。
【０２０５】
　図２５は本発明のエコー抑圧装置の第６実施例の構成を示すブロック図である。
【０２０６】
　第６実施例のエコー抑圧装置は、サブバンド領域においてエコーキャンセラ及びスペク
トルサブトラクション部による処理を行う。
【０２０７】
　図２５に示すように、第６実施例のエコー抑圧装置では、マイクロホン１の出力信号が
サブバンド分析フィルタバンク９１によってＮ個の周波数帯域に展開され、遠端信号がサ
ブバンド分析フィルタバンク９２によってＮ個の周波数帯域に展開される。
【０２０８】
　エコーキャンセラ部９３ｎ、減算器９４ｎ、音声検出部９５ｎ及びスペクトルサブトラ
クション部９６ｎ（ここでｎ＝１～Ｎ）は、サブバンド分析フィルタバンク９１及びサブ
バンド分析フィルタバンク９２によって展開された周波数帯域に対応して備えている。
【０２０９】
　スペクトルサブトラクション部９６ｎの出力信号は、サブバンド合成フィルタバンク９
９によって元の信号領域へ逆変換され、近端信号として出力される。
【０２１０】
　各周波数帯域における、減算器９４ｎ、音声検出部９５ｎ及びスペクトルサブトラクシ
ョン部９６ｎ（ここでｎ＝１～Ｎ）の処理は、エコーキャンセラのタップ数や、スペクト
ルサブトラクション部のフーリエ変換器の規模が異なる点を除けば、図８に示した第１実
施例のエコー抑圧装置と同様に動作する。したがって、これらの装置の構成や動作につい
ての説明は省略する。
【０２１１】
　第６実施例のエコー抑圧装置では、全ての処理がサブバンド領域に展開されて行われる
ため、線形エコーキャンセラ３における合成フィルタバンク、及びスペクトルサブトラク
ション部におけるサブバンド分析フィルタバンクを省略できる。そのため、サブバンド分
析フィルタバンク及びサブバンド合成フィルタバンクに相当する演算量を削減でき、さら
にその演算に相当する遅延時間を短縮できる。
【０２１２】
　図２５に示した第６実施例の構成は、第２実施例～第４実施例で示したエコー抑圧装置
にも適用可能である。また、フーリエ変換領域以外にコサイン変換領域等を用いることも
可能である。
［第７実施例］
　図２６は本発明のエコー抑圧装置の第７実施例の構成を示すブロック図である。
【０２１３】
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　第７実施例のエコー抑圧装置は、エコーキャンセラ及びスペクトルサブトラクションの
処理をフーリエ変換領域で行う。
【０２１４】
　図２６に示すように、第７実施例のエコー抑圧装置では、マイクロホン１の出力信号が
フーリエ変換器１９１によってＭ個の周波数帯域に展開され、遠端信号がフーリエ変換器
１９２によってＭ個の周波数帯域に展開される。
【０２１５】
　エコーキャンセラ部１９３m、減算器１９４m、音声検出部１９５m及びフーリエ係数減
算器６６ｍ（ｍ＝１～Ｍ）は、フーリエ変換器１９１及びフーリエ変換器１９２によって
展開された周波数帯域に対応して備えている。
【０２１６】
　周波数帯域毎のフーリエ係数減算器６６ｍの出力信号は、逆フーリエ変換器１９９によ
って元の信号領域へ逆変換され、近端信号として出力される。
【０２１７】
　各周波数帯域における、減算器１９４m、音声検出部１９５mの処理は、エコーキャンセ
ラのタップ数が異なる点を除けば、図８に示した第１実施例のエコー抑圧装置と同様に動
作する。したがって、これらの装置の構成や動作についての説明は省略する。
【０２１８】
　第７実施例のエコー抑圧装置は、第６実施例と同様にエコーキャンセラ及びスペクトル
サブトラクション部の処理を変換領域において行っているが、フーリエ変換領域で処理を
行うために周波数帯域の数Ｍが第６実施例よりも多くなり、スペクトルサブトラクション
部に代わってフーリエ係数減算器６６ｍを用いる点で第６実施例のエコー抑圧装置と異な
っている。
【０２１９】
　第７実施例のエコー抑圧装置では、フーリエ変換領域に展開して処理するため、スペク
トルサブトラクションの処理のためにフーリエ変換を行う必要がない。そのため、第７実
施例では、スペクトルサブトラクション部が備えるフーリエ変換器及び逆フーリエ変換器
が不要となり、フーリエ係数減算器６６ｍのみでスペクトルサブトラクションの処理に必
要な動作を行っている。
【０２２０】
　第７実施例のエコー抑圧装置では、省略したフーリエ変換器及び逆フーリエ変換器に相
当する演算量を削減できる。
【０２２１】
　図２６に示した第７実施例の構成は、第２実施例～第４実施例で示したエコー抑圧装置
にも適用可能である。また、フーリエ変換領域以外にコサイン変換領域等を用いることも
可能である。
【０２２２】
　なお、第７実施例では線形エコーキャンセラを用いる例を示したが、エコーの抑圧には
非線形エコーキャンセラを用いることも可能である。その場合もスペクトルサブトラクシ
ョン部やスペクトルサプレッション部の処理をフーリエ変換領域で行えば、上記と同様の
効果が得られる。
【０２２３】
　以上、本発明のエコー抑圧装置をハンズフリー電話器を例にして説明したが、本発明は
、スピーカから音楽が拡声されている状態で収音する場合や、ハンドセットが備えるレシ
ーバからのエコーが問題となるような場合等、スピーカによる拡声とマイクロホンによる
収音とが同時に行われる各種の装置に適用可能である。
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