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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピーチ入力信号から修正済みスピーチ信号を生成する装置であって、前記スピーチ入
力信号は複数のスピーチサブバンド信号を含み、前記修正済みスピーチ信号は複数の修正
済みサブバンド信号を含み、前記装置は、
　前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）のため
の重み付け情報

を、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の信号パワー（Φn［ｌ］）に依存して生
成する、重み付け情報生成部（１１０）と、
　前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）に対し
て当該スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報

を適用することにより、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号
（ｓn［ｋ］）を修正し、前記複数の修正済みサブバンド信号の１つの修正済みサブバン
ド信号を取得する、信号修正部（１２０）と、を含み、
　前記複数のスピーチサブバンド信号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブ
バンド信号が第１増幅度を用いて増幅され、前記複数のスピーチサブバンド信号のうちの
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第２信号パワーを有する第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度を用いて増幅されるよ
うに、前記重み付け情報生成部（１１０）は前記複数のスピーチサブバンド信号の各々の
ための前記重み付け情報を生成し、かつ前記信号修正部（１２０）は前記スピーチサブバ
ンド信号の各々を修正するよう構成され、
　前記第１信号パワーが前記第２信号パワーよりも大きいとき、前記第１増幅度は前記第
２増幅度よりも低く設定されている、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、
　ノイズ入力信号の複数のノイズサブバンド信号のうちの１つのノイズサブバンド信号（
ｒn［ｋ］）が前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ
］）に対して割り当てられ、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピー
チサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報

を、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブバンド信号（ｒn［ｋ］
）のノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）に依存して生成するよう構成されており、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピー
チサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報

を、前記スピーチサブバンド信号のスピーチスペクトルレベル（ｅn［ｌ］）に依存して
生成するよう構成されている、装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、
前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記スピーチスペクトルレベル（ｅn［ｌ］
）と、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブバンド信号（ｒn［ｋ
］）の前記ノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）との信号対ノイズ比（ｑ（ｅn，ｄn）
）を決定することにより、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信
号（ｓn［ｋ］）の重み付け情報

を生成するよう構成されている、装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ス
ピーチスペクトルレベル（ｅn［ｌ］）と、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の
前記ノイズサブバンド信号（ｒn［ｋ］）の前記ノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）と
の前記信号対ノイズ比（ｑ（ｅn，ｄn））は次式により定義され、

【数８】

ここで、ｅnは前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記スピーチスペクトルレベ
ルであり、ｄnは前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブバンド信号
（ｒn［ｋ］）の前記ノイズスペクトルレベルである、装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の装置であって、
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を決定すること、及び、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号
（ｓn［ｋ］）について、当該スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記スピーチスペ
クトルレベル（ｅn［ｌ］）と、当該スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズ
サブバンド信号（ｒn［ｋ］）の前記ノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）との信号対ノ
イズ比（ｑ（ｅn，ｄn））を決定することによって、前記スピーチ入力信号の前記複数の
スピーチサブバンド信号の前記重み付け情報

を、生成するよう構成されており、
　前記スピーチ了解度指数（ＳＩＩ）は前記スピーチ入力信号のスピーチ了解度を示す、
装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置であって、
前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記スピーチ了解度指数

を次式に従って決定するよう構成されており、
【数９】

ここで、ｎは前記複数のスピーチサブバンド信号のｎ番目のスピーチサブバンド信号を示
し、Ｎは前記スピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、ｑ（ｅn，ｄn

）は、前記ｎ番目のスピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）のスピーチスペクトルレベル
（ｅn［ｌ］）と、前記ｎ番目のスピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブ
バンド信号（ｒn［ｋ］）のノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）との信号対ノイズ比を
示し、ｕnは固定値であるスピーチスペクトルレベルを示し、ｉnは帯域重要度を示す、装
置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記ス
ピーチ了解度指数

に依存し、前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の信号パワー（Φn［ｌ］）に依存
し、かつ前記複数のスピーチサブバンド信号の全てのスピーチサブバンド信号の信号パワ
ーの合計（Φ(max)［ｌ］)に依存して、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチ
サブバンド信号（ｓn［ｋ］）について線形ゲイン（ｗn,(lin)）を決定することにより、
前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重
み付け情報を生成するよう構成されている、装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記複数のス
ピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）についての線形ゲイン
ｗn,(lin)を、次式に従って生成するよう構成され、
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【数１０】

　ここで、ｎは前記複数のスピーチサブバンド信号のｎ番目のスピーチサブバンド信号を
示し、Ｎは前記スピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、Φn［ｌ］
はｎ番目のスピーチサブバンド信号の信号パワーを示し、Φ(max)［ｌ］は前記複数のス
ピーチサブバンド信号の全てのスピーチサブバンド信号の信号パワーの合計を示す、装置
。
【請求項９】
　請求項３乃至６のいずれか一項に記載の装置であって、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、圧縮比ｃｒn［ｌ］を次式に従って決定するよ
う構成されており、

【数１１】

　ここで、ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［ｌ］）は、前記スピーチスペクトルレベルと前記ノイズ
スペクトルレベルとの信号対ノイズ比であり、前記信号対ノイズ比ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［
ｌ］）は０と１の間のある数値を示し、ｃｒ(max)はある固定値を示し、ｌはあるブロッ
クを示す、装置。
【請求項１０】
　請求項７又は８に記載の装置であって、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、圧縮比ｃｒn［ｌ］を次式に従って決定するよ
う構成されており、
【数１２】

　ここで、ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［ｌ］）は、前記スピーチスペクトルレベルと前記ノイズ
スペクトルレベルとの信号対ノイズ比であり、前記信号対ノイズ比ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［
ｌ］）は０と１の間のある数値を示し、ｃｒ(max)はある固定値を示し、ｌはあるブロッ
クを示す、装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の装置であって、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピー
チサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報を、当該サブバンド信号（ｓn［ｋ］
）の圧縮ゲインｗn,(comp)を次式に従って決定することにより、生成するよう構成され、
【数１３】

　ここで、Ｍはブロックｌの長さを示し、Φn［ｌ］は前記スピーチサブバンド信号（ｓn

［ｋ］）の信号パワーを示し、
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は前記スピーチサブバンド信号のスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定の二乗を示
す、装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置であって、
　前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記スピーチサブバンド信号のスピーチ信号振
幅の包絡の平滑化された推定

を次式に従って決定するよう構成され、
【数１４】

　ここで、ｓn［ｋ］は前記スピーチサブバンド信号を示し、｜ｓn［ｋ］｜は当該スピー
チサブバンド信号の振幅を示し、αaは第１平滑化定数であり、αrは第２平滑化定数であ
る、装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１
１０）は、次式を適用することで、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブ
バンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報

を生成するよう構成されており、
【数１５】

　ここで、ｎは前記複数のスピーチサブバンド信号のｎ番目のスピーチサブバンド信号を
示し、Ｎはスピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、αpは平滑化定
数であり、

は前記スピーチサブバンド信号のスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定の二乗を示
し、

は

の線形のインターポーレーションおよびエクストラポーレーションを実行する関数を示し
、

は平滑化された入力－出力－特性を示す、装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の装置であって、全てのスピーチサブバンド信
号の全てのスピーチ信号パワー（Φn［ｌ］）の第１合計と、全ての修正済みサブバンド
信号の全てのスピーチ信号パワーの第２合計との違いが２０％よりも小さくなるように、
前記重み付け情報生成部（１１０）は前記複数のスピーチサブバンド信号の各々について
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前記重み付け情報を生成し、かつ前記信号修正部（１２０）は前記スピーチサブバンド信
号の各々を修正するよう構成されている、装置。
【請求項１５】
　請求項２に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、前記複数のス
ピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記重み付け情報を
、重み付きの加算（ａn［ｌ］）を決定することで生成するよう構成されており、前記重
み付きの加算は、当該スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブバンド信
号（ｒn［ｋ］）の前記ノイズスペクトルレベル（ｄn［ｌ］）に依存し、かつ残響スペク
トルレベル（ｚn［ｌ］）に依存している、装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、ラウドスピ
ーカとマイクロホンとの間の室内インパルス応答に依存し、残響時間Ｔ６０に依存し、又
は直接対残響のエネルギー比に依存して、前記残響スペクトルレベル（ｚn［ｌ］）を生
成するよう構成されている、装置。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の装置であって、前記重み付け情報生成部（１１０）は、前
記重み付きの加算ａn［ｌ］を次式に従って決定するよう構成されており、
【数１６】

　ここで、ｄn［ｌ］は前記スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）の前記ノイズサブバン
ド信号（ｒn［ｋ］）のノイズスペクトルレベルであり、ｚn［ｌ］は前記残響スペクトル
レベルを示し、βは実数である、装置。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれか一項に記載の装置であって、前記装置は、第１フィルタバ
ンク（１０５）と第２フィルタバンク（１２５）とを更に備え、
　前記第１フィルタバンク（１０５）は、時間ドメインで表現されている未処理のスピー
チ信号を、時間ドメインからサブバンドドメインへと変換して、前記複数のスピーチサブ
バンド信号を含む前記スピーチ入力信号を取得するよう構成されており、
　前記第２フィルタバンク（１２５）は、前記サブバンドドメインで表現され且つ前記複
数の修正済みサブバンド信号を含む前記修正済みスピーチ信号を、前記サブバンドドメイ
ンから前記時間ドメインへと変換して、時間ドメインの出力信号を取得するよう構成され
ている、装置。
【請求項１９】
　スピーチ入力信号から修正済みスピーチ信号を生成する方法であって、前記スピーチ入
力信号は複数のスピーチサブバンド信号を含み、前記修正済みスピーチ信号は複数の修正
済みサブバンド信号を含み、前記方法は、
　前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号のための重み付け情報
を、当該スピーチサブバンド信号の信号パワーに依存して生成するステップと、
　前記各スピーチサブバンド信号に対して当該スピーチサブバンド信号の前記重み付け情
報を適用することで、前記複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号を
修正して、複数の修正済みサブバンド信号の1つの修正済みサブバンド信号を取得するス
テップと、を含み、
　前記複数のスピーチサブバンド信号の各々のための前記重み付け情報を生成するステッ
プと、前記スピーチサブバンド信号の各々を修正するステップとは、前記複数のスピーチ
サブバンド信号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバンド信号が第１増幅
度を用いて増幅され、前記複数のスピーチサブバンド信号のうちの第２信号パワーを有す
る第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度を用いて増幅されるように実行され、
　前記第１信号パワーが前記第２信号パワーよりも大きいとき、前記第１増幅度は前記第
２増幅度よりも低く設定されている、方法。
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【請求項２０】
　コンピュータ又はプロセッサ上で操作されたとき、請求項１９に記載の方法を実行する
、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーディオ信号処理に関し、特に、背景ノイズにおけるスピーチ了解度(spe
ech intelligibility)を増幅及び圧縮により向上させる装置と方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多くのスピーチ伝達アプリケーション（例えば鉄道駅の構内放送システムや移動電話な
ど）においては、付加的ノイズ及び／又は残響によって妨害される状況下でも高いスピー
チ了解度を維持することが非常に重要である。その目標を維持する一つの簡易な手法は、
出力する前にスピーチ信号を増幅して、良好な信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を達成すること
である。しかし、そのような簡易な増幅は、増幅システムの技術的な制限や不快なほど高
い音響レベルにより、不可能である場合が多い。従って、スピーチ了解度を向上させる一
方で、入力時のパワーと比較して同等の出力パワーを維持するようなアルゴリズムが望ま
れる。本発明は、全体のスピーチレベルを増大させることなく、付加的なノイズを有する
シナリオ内でスピーチ了解度を向上させることが可能なアルゴリズムを含む。
【０００３】
　簡易な増幅器を超える信号処理の指針については、非特許文献１、非特許文献２、非特
許文献３、非特許文献５及び非特許文献６に開示されている。
【０００４】
　しかしながら、スピーチ伝達アプリケーションのための改善された信号処理概念が提供
されるとすれば、大きな意義があるであろう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ANSI (1997). Methods for calculation of the speech intelligibili
ty index. American National Standard ANSI S3.5-1997 (American National Standards
 Institute, Inc.), New York, USA.
【非特許文献２】Sauert, B. and Vary, P. (2010). Recursive closed-form optimizati
on of spectral audio power allocation for near end listening enhancement. In Pro
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【０００６】
　本発明の目的は、スピーチ伝達アプリケーションのための改善された信号処理概念を提
供することである。本発明のこの目的は、請求項１に記載の装置と、請求項１９に記載の
方法と、請求項２０に記載のコンピュータプログラムにより達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　スピーチ入力信号から修正済みスピーチ信号を生成する装置が提供される。そのスピー
チ入力信号は、複数のスピーチサブバンド信号を含む。修正済みスピーチ信号は複数の修
正済みサブバンド信号を含む。その装置は、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチ
サブバンド信号のための重み付け情報を、当該スピーチサブバンド信号の信号パワーに依
存して生成する重み付け情報生成部を含む。さらにその装置は、スピーチサブバンド信号
に対して当該スピーチサブバンド信号の重み付け情報を適用することで、複数のスピーチ
サブバンド信号の各スピーチサブバンド信号を修正して、複数の修正済みサブバンド信号
の各修正済みサブバンド信号を取得する信号修正部を含む。複数のスピーチサブバンド信
号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバンド信号が第１増幅度(first deg
ree)を用いて増幅され、複数のスピーチサブバンド信号のうちの第２信号パワーを有する
第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度(second degree)を用いて増幅されるように、
重み付け情報生成部は複数のスピーチサブバンド信号の各々のための重み付け情報を生成
し、かつ信号修正部はスピーチサブバンド信号の各々を修正するよう構成され、第１信号
パワーが第２信号パワーよりも大きいとき、第１増幅度は第２増幅度よりも低く設定され
ている。
【０００８】
　複数のスピーチサブバンド信号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバン
ド信号が第１増幅度を用いて増幅され、また、複数のスピーチサブバンド信号のうちの第
２信号パワーを有する第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度を用いて増幅される。第
１増幅度が第２増幅度よりも低い場合には、例えば第１スピーチサブバンド信号を増幅し
た結果として得られる第１修正済みサブバンド信号の信号パワーと第１スピーチサブバン
ド信号の信号パワーとの比が、第２スピーチサブバンド信号を増幅した結果として得られ
る第２修正済みサブバンド信号の信号パワーと第２スピーチサブバンド信号の信号パワー
との比よりも低いことを意味している。
【０００９】
　本提案の概念を用いた実施形態は、時間及び周波数依存のゲイン特性と時間及び周波数
依存の圧縮特性とを組み合わせてもよく、両特性は共に推定されたスピーチ了解度指数（
ＳＩＩ）の関数である。そのゲインは、スピーチレベルが一定に保持される一方で了解度
が最大化されるように、現在のノイズ信号に依存してスピーチ信号を適応的に前処理する
ために使用されてもよい。
【００１０】
　この概念が使用される技術システム、例えば対応するアルゴリズムが作動している技術
システムに依るが、スピーチレベルを更に変化させる目的で、この概念（例えばアルゴリ
ズム）を一般的な音量制御と組み合わせてもよく、又は組み合わせなくてもよい。以下に
、アルゴリズムの一つの可能な実現例の詳細な説明を提供する。
【００１１】
　個々のステップの具体的なパラメータ又は機能は修正可能であり、当業者であればその
ような修正を認識することができるであろう。
【００１２】
　スピーチ入力信号から修正済みスピーチ信号を生成する方法が提供される。そのスピー
チ入力信号は複数のスピーチサブバンド信号を含む。修正済みスピーチ信号は複数の修正
済みサブバンド信号を含む。その方法は、
－複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号のための重み付け情報を、
当該スピーチサブバンド信号の信号パワーに依存して生成するステップと、
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－前記スピーチサブバンド信号に対して当該スピーチサブバンド信号の重み付け情報を適
用することで、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号を修正して、
複数の修正済みサブバンド信号の１つの修正済みサブバンド信号を取得するステップと、
を含む。
【００１３】
　複数のスピーチサブバンド信号の各々のための重み付け情報を生成するステップとスピ
ーチサブバンド信号の各々を修正するステップとは、複数のスピーチサブバンド信号のう
ちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバンド信号が第１増幅度を用いて増幅され
、複数のスピーチサブバンド信号のうちの第２信号パワーを有する第２スピーチサブバン
ド信号が第２増幅度を用いて増幅されるように実行され、第１信号パワーは第２信号パワ
ーよりも大きく、第１増幅度は第２増幅度よりも低い。
【００１４】
　更に、コンピュータ又は信号プロセッサ上で作動するときに上述の方法を実行するコン
ピュータプログラムが提供される。
【００１５】
　好ましい実施形態は従属請求項において提供される。
【００１６】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照しながら更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】修正済みスピーチ信号を生成する一実施形態に係る装置を示す。
【図２】修正済みスピーチ信号を生成する他の実施形態に係る装置を示す。
【図３ａ】スピーチサブバンド信号の増幅が行われる前のスピーチサブバンド信号のスピ
ーチ信号パワーを示す。
【図３ｂ】スピーチサブバンド信号の増幅の結果として得られた修正済みサブバンド信号
のスピーチ信号パワーを示す。
【図４ａ】修正済みスピーチ信号を生成する更なる実施形態に係る装置を示す。
【図４ｂ】修正済みスピーチ信号を生成する他の実施形態に係る装置を示す。
【図５ａ】記述されたアルゴリズムの一実施形態に係るフローチャートを示す。
【図５ｂ】記述されたアルゴリズムの他の実施形態に係るフローチャートを示す。
【図６】一実施形態に係る近端(near-end)リスニング強化が備えられた信号モデルを示す
。
【図７】１～１６０００Ｈｚの中心周波数についての長期間スピーチレベルを示す。
【図８】主観的評価から得られた結果を示す。
【図９】主観的結果に関する相関分析を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、スピーチ入力信号から修正済みスピーチ信号を生成する、一実施形態に係る装
置を示す。スピーチ入力信号は複数のスピーチサブバンド信号を含む。修正済みスピーチ
信号は複数の修正済みサブバンド信号を含む。
【００１９】
　その装置は、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号のための重み
付け情報を、当該スピーチサブバンド信号の信号パワーに依存して生成する重み付け情報
生成部１１０を含む。
【００２０】
　さらにその装置は、各スピーチサブバンド信号に対してそのスピーチサブバンド信号の
重み付け情報を適用することで、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド
信号を修正して、複数の修正済みサブバンド信号の各修正済みサブバンド信号を取得する
信号修正部１２０を含む。
【００２１】
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　複数のスピーチサブバンド信号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバン
ド信号が第１増幅度を用いて増幅され、複数のスピーチサブバンド信号のうちの第２信号
パワーを有する第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度を用いて増幅されるように、重
み付け情報生成部１１０は複数のスピーチサブバンド信号の各々のための重み付け情報を
生成し、かつ信号修正部１２０はスピーチサブバンド信号の各々を修正するよう構成され
、第１信号パワーは第２信号パワーよりも大きく、第１増幅度は第２増幅度よりも低い。
【００２２】
　図３ａと図３ｂとは、この状態を更に詳細に示す。特に、図３ａはスピーチサブバンド
信号の増幅が行われる前のスピーチサブバンド信号のスピーチ信号パワーを示す。図３ｂ
はスピーチサブバンド信号の増幅の結果として得られた修正済みサブバンド信号のスピー
チ信号パワーを示す。
【００２３】
　図３ａと図３ｂとは、第１スピーチサブバンド信号のオリジナルの第１信号パワー３１
１が増幅され、その増幅によって低減され、その結果として、第１スピーチサブバンド信
号のより小さい第１信号パワー３２１が得られる実施形態を示す。第２スピーチサブバン
ド信号のオリジナルの第２信号パワー３１２は増幅され、その増幅によって増強され、そ
の結果として、第２スピーチサブバンド信号のより大きな第２信号パワー３２２が得られ
る。このように、第１スピーチサブバンド信号は第１増幅度を用いて増幅されており、第
２スピーチサブバンド信号は第２増幅度を用いて増幅されており、第１増幅度は第２増幅
度よりも低い。第１スピーチサブバンド信号の第１のオリジナルの信号パワーは、第２ス
ピーチサブバンド信号の第２のオリジナルの信号パワーよりも大きいものであった。
【００２４】
　図３ａと図３ｂとにおいて、第１及び第３のスピーチサブバンド信号の各信号パワー３
１１及び３１３は増幅によって低減されており、第２、第４及び第５のスピーチサブバン
ド信号の各信号パワー３１２、３１４及び３１５は増幅によって増強されている。このよ
うに、第１及び第３のスピーチサブバンド信号の各信号パワー３１１及び３１３は、第２
、第４及び第５のスピーチサブバンド信号を増幅するのに用いられる増幅度よりも低い増
幅度を用いてそれぞれ増幅されている。第１及び第３のスピーチサブバンド信号のオリジ
ナルの各信号パワー３１１及び３１３は、第２、第４及び第５のスピーチサブバンド信号
のオリジナルの各信号パワー３１２、３１４及び３１５よりも大きいものであった。
【００２５】
　更に、図３ａと図３ｂとにおいて、第２スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワ
ー３１２は、第４スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１４よりも大きいこ
とが分かる。第２スピーチサブバンド信号と第４スピーチサブバンド信号との両方が増幅
によって増強されているが、第２サブバンド信号は、第４サブバンド信号を増幅するのに
用いられた増幅度よりも低い増幅度を用いて増幅されている。なぜなら、第２スピーチサ
ブバンド信号における修正済み（増幅済み）信号パワー３２２とオリジナル信号パワー３
１２との比が、第４スピーチサブバンド信号における修正済み（増幅済み）信号パワー３
２４とオリジナル信号パワー３１４との比よりも低いからである。
【００２６】
　例えば、第２スピーチサブバンド信号の修正済み（増幅済み）信号パワー３２２は、第
２スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１２の大きさの２倍であり、従って
、第２スピーチサブバンド信号における修正済み信号パワー３２２とオリジナル信号パワ
ー３１２との比は２である。第４スピーチサブバンド信号の修正済み（増幅済み）信号パ
ワー３２４は、第４スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１４の大きさの３
倍であり、従って、第４スピーチサブバンド信号における修正済み信号パワー３２４とオ
リジナル信号パワー３１４との比は３である。
【００２７】
　更に、図３ａと図３ｂとにおいて、第３スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワ
ー３１３は、第１スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１１よりも大きいこ
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とが分かる。第３スピーチサブバンド信号と第１スピーチサブバンド信号との両方が増幅
によって低減されているが、第３のサブバンド信号は、第１のサブバンド信号を増幅する
のに用いられた増幅度よりも低い増幅度を用いて増幅されている。なぜなら、第３スピー
チサブバンド信号における修正済み（増幅済み）信号パワー３２３とオリジナル信号パワ
ー３１３との比が、第１スピーチサブバンド信号における修正済み（増幅済み）信号パワ
ー３２１とオリジナル信号パワー３１１との比よりも低いからである。
【００２８】
　例えば、第３スピーチサブバンド信号の修正済み（増幅済み）信号パワー３２３は、第
３スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１３の大きさの６７％であり、従っ
て、第３スピーチサブバンド信号における修正済み信号パワー３２３とオリジナル信号パ
ワー３１３との比は０．６７である。第１スピーチサブバンド信号の修正済み（増幅済み
）信号パワー３２１は、第１スピーチサブバンド信号のオリジナル信号パワー３１１の大
きさの７１％であり、従って、第１スピーチサブバンド信号における修正済み信号パワー
３２１とオリジナル信号パワー３１１との比は０．７１である。
【００２９】
　例えば、修正済みサブバンド信号を得るべくスピーチサブバンド信号を増幅するために
用いられた増幅度は、修正済みサブバンド信号の信号パワーとスピーチサブバンド信号の
信号パワーとの比である。
【００３０】
　複数のスピーチサブバンド信号のうちの第１信号パワーを有する第１スピーチサブバン
ド信号が第１増幅度を用いて増幅され、かつ、複数のスピーチサブバンド信号のうちの第
２信号パワーを有する第２スピーチサブバンド信号が第２増幅度を用いて増幅され、第１
増幅度が第２増幅度よりも低い場合には、例えばこれは、第１スピーチサブバンド信号の
増幅の結果として得られた第１修正済みサブバンド信号の信号パワーと第１スピーチサブ
バンド信号の信号パワーとの比が、第２スピーチサブバンド信号の増幅の結果として得ら
れた第２修正済みサブバンド信号の信号パワーと第２スピーチサブバンド信号の信号パワ
ーとの比よりも低いことを意味する。
【００３１】
　一実施形態によれば、全てのスピーチサブバンド信号の全てのスピーチ信号パワー（Φ

n［ｌ］）の第１合計と、全ての修正済みサブバンド信号の全てのスピーチ信号パワーの
第２合計との違いが２０％よりも小さくなるように、重み付け情報生成部１１０は複数の
スピーチサブバンド信号の各々について重み付け情報を生成し、かつ信号修正部１２０は
スピーチサブバンド信号の各々を修正するよう構成されてもよい。
【００３２】
　換言すれば、全てのスピーチサブバンド信号の全てのスピーチ信号パワー（Φn［ｌ］
）の第１合計を、全ての修正済みサブバンド信号の全てのスピーチ信号パワーの第２合計
で除算すると、その結果が値ｄとなり、ここで、０．８≦ｄ≦１．２が真となる。
【００３３】
　図２は、修正済みスピーチ信号を生成する、他の実施形態にかかる装置を示す。
【００３４】
　図２の装置と図１の装置との相違点は、図２の装置が第１フィルタバンク１０５と第２
フィルタバンク１２５とを更に備える点である。
【００３５】
　第１フィルタバンク１０５は、時間ドメインで表現されている未処理のスピーチ信号を
、時間ドメインからサブバンドドメインへと変換して、複数のスピーチサブバンド信号を
含むスピーチ入力信号を取得するよう構成されている。
【００３６】
　第２フィルタバンク１２５は、サブバンドドメインで表現され且つ複数の修正済みサブ
バンド信号を含む修正済みスピーチ信号を、サブバンドドメインから時間ドメインへと変
換して、時間ドメインの出力信号を取得するよう構成されている。
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【００３７】
　図４ａは、修正済みスピーチ信号を生成する、更なる実施形態にかかる装置を示す。
【００３８】
　図２の実施形態とは対照的に、図４ａの装置は第３フィルタバンク１０８を更に含み、
この第３フィルタバンク１０８は、時間ドメインのノイズ参照（noise reference）ｒ［
ｋ］を、時間ドメインからサブバンドドメインへと変換して、ノイズ入力信号の複数のノ
イズサブバンド信号ｒn［ｋ］を取得する。
【００３９】
　更に、この実施形態にかかる重み付け情報生成部１１０をより詳細に説明する。この重
み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々についてのスピーチ信号パワ
ーを以下のように計算する、スピーチ信号パワー計算部１３１を含む。更に、重み付け情
報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々についてのスピーチスペクトルレベル
を以下のように計算する、スピーチスペクトルレベル計算部１３２を含む。更に、重み付
け情報生成部１１０は、ノイズ入力信号のノイズサブバンド信号の各々についてのノイズ
スペクトルレベルを以下のように計算する、ノイズスペクトルレベル計算部１３３を含む
。
【００４０】
　一実施形態において、ノイズ入力信号の複数のノイズサブバンド信号のうちの１つのノ
イズサブバンド信号ｒn［ｋ］が、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバン
ド信号ｓn［ｋ］に割り当てられている。例えば、各ノイズサブバンド信号が同じサブバ
ンドのスピーチサブバンド信号に割り当てられている。重み付け情報生成部１１０は、複
数のスピーチサブバンド信号のうちの各スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］の重み付け情
報を、当該スピーチサブバンド信号（ｓn［ｋ］）のノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］のノ
イズスペクトルレベルｄn［ｌ］に依存して生成するよう構成されている。更に、重み付
け情報生成部１１０は、複数のスピーチサブバンド信号のうちの各スピーチサブバンド信
号ｓn［ｋ］の重み付け情報を、当該スピーチサブバンド信号のスピーチスペクトルレベ
ルｅn［ｌ］に依存して生成するよう構成されている。
【００４１】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々について信号対ノ
イズ比を以下のように計算する、ＳＮＲ計算部１３４を含む。
【００４２】
　例えば、一実施形態によれば、重み付け情報生成部１１０は、複数のスピーチサブバン
ド信号のうちの各スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］の重み付け情報を、当該スピーチサ
ブバンド信号ｓn［ｋ］のスピーチスペクトルレベルｅn［ｌ］と、スピーチサブバンド信
号ｓn［ｋ］のノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］のノイズスペクトルレベルｄn［ｌ］との
信号対ノイズ比を決定することで、生成するよう構成されている。例えば、スピーチサブ
バンド信号ｓn［ｋ］のスピーチスペクトルレベルｅn［ｌ］と、スピーチサブバンド信号
ｓn［ｋ］のノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］のノイズスペクトルレベルｄn［ｌ］との信
号対ノイズ比ｑ（ｅn，ｄn）は、次式により定義されてもよい。
【００４３】
【数１】

【００４４】
　ここで、ｅnは前記スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のスピーチスペクトルレベルであ
り、ｄnは前記スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］のノ
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イズスペクトルレベルである。
【００４５】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々についての圧縮比
を以下のように計算する、圧縮比計算部１３５を含む。
【００４６】
　例えば、一実施形態によれば、重み付け情報生成部１１０、例えば圧縮比計算部１３５
は、圧縮比ｃｒn［ｌ］を次式に従って決定するよう構成されている。
【００４７】
【数２】

【００４８】
　ここで、ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［ｌ］）は、前記スピーチスペクトルレベルの信号対ノイ
ズ比であり、その信号対ノイズ比ｑ（ｅn［ｌ］，ｄn［ｌ］）は０と１の間のある数値を
示し、ｃｒ(max)はある固定値を示し、ｌはあるブロックを示す。ｎはスピーチサブバン
ド信号のうちの一つ（ｎ番目のスピーチサブバンド信号）を示す。
【００４９】
　スピーチサブバンド信号の各々が複数のブロックを含み得ることに留意すべきである。
ここで、ｌはｎ番目のスピーチサブバンド信号の複数のブロックのうちの一つのブロック
を示す。複数のブロックの各ブロックは、スピーチサブバンド信号の複数のサンプルを含
んでもよい。
【００５０】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々について、スピー
チ信号振幅の包絡の平滑化された推定(smoothed estimate)を以下のように計算する、平
滑化済み信号振幅計算部１３６を含む。
【００５１】
　例えば、一実施形態において、重み付け情報生成部１１０、例えば平滑化済み信号振幅
計算部１３６が、スピーチサブバンド信号のスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定

を次式に従って決定するよう構成されてもよい。
【００５２】
【数３】

【００５３】
　ここで、ｓn［ｋ］は前記スピーチサブバンド信号を示し、｜ｓn［ｋ］｜は前記スピー
チサブバンド信号の振幅を示し、αaは第１平滑化定数であり、αrは第２平滑化定数であ
る。
【００５４】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々について圧縮ゲイ
ンを以下のように計算する、圧縮ゲイン計算部１３７を含む。
【００５５】
　例えば、重み付け情報生成部１１０は、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサ
ブバンド信号ｓn［ｋ］の重み付け情報を、例えば圧縮ゲイン計算部１３７を使用して、
前記サブバンド信号（ｓn［ｋ］）の圧縮ゲインｗn,(comp)を次式に従って決定すること
により、生成するよう構成されている。
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【数４】

【００５７】
　ここで、Ｍはブロックｌの長さを示し、Φn［ｌ］は前記スピーチサブバンド信号ｓn［
ｋ］の信号パワーを示し、

は前記スピーチサブバンド信号のスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定の二乗を示
す。
【００５８】
　Φn［ｌ］は、長さＭの（完全な）ブロックｌについてのスピーチサブバンド信号ｓn［
ｋ］のスピーチ信号パワーを示してもよく、

はそのブロックの特定サンプルのスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定の二乗を示
してもよい。圧縮、例えば音量の大きなサンプルが低減される一方で、静かなサンプルが
増大する。
【００５９】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチ了解度指数を以下のように計算する、ス
ピーチ了解度指数計算部１３８を含む。
【００６０】
　例えば、一実施形態において、重み付け情報生成部１１０、例えばスピーチ了解度指数
計算部１３８は、スピーチ了解度指数

を次式に従って決定するよう構成されてもよい。
【００６１】
【数５】

【００６２】
　ここで、ｎは複数のスピーチサブバンド信号のうちのｎ番目のスピーチサブバンド信号
を示し、Ｎはスピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、ｑ（ｅn，ｄn

）は、ｎ番目のスピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のスピーチスペクトルレベルｅn［ｌ］
と、ｎ番目のスピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］のノイ
ズスペクトルレベルｄn［ｌ］との信号対ノイズ比を示し、ｕnは固定値であるスピーチス
ペクトルレベルを示し、ｉnは帯域重要度（band importance）を示す。
【００６３】
　更に、重み付け情報生成部１１０は、スピーチサブバンド信号の各々について以下に説
明するように線形ゲインを計算する、線形ゲイン計算部１３９を含む。
【００６４】
　例えば、一実施形態によれば、重み付け情報生成部１１０はスピーチ了解度指数
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チサブバンド信号ｓn［ｋ］について、スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のスピーチスペ
クトルレベルｅn［ｌ］と、スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］のノイズサブバンド信号ｒ

n［ｋ］のノイズスペクトルレベルｄn［ｌ］との信号対ノイズ比を決定することにより、
スピーチ入力信号の複数のスピーチサブバンド信号の重み付け情報を生成するよう構成さ
れてもよい。スピーチ了解度指数ＳＩＩはスピーチ入力信号のスピーチ了解度を示してい
る。
【００６５】
例えば、重み付け情報生成部１１０は、例えば線形ゲイン計算部１３９を使用して、スピ
ーチ了解度指数

と、スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］の信号パワーΦn［ｌ］と、複数のスピーチサブバ
ンド信号の全てのスピーチサブバンド信号の信号パワーの合計（Φ(max)［ｌ］)とに依存
して、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］について線
形ゲインｗn,(lin)を決定することにより、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチ
サブバンド信号ｓn［ｋ］の重み付け情報を生成するよう構成されてもよい。
【００６６】
　例えば、重み付け情報生成部１１０は、複数のスピーチサブバンド信号の各スピーチサ
ブバンド信号ｓn［ｋ］についての線形ゲインｗn,(lin)を、次式に従って生成するよう構
成されてもよい。
【００６７】
【数６】

【００６８】
　ここで、ｎは複数のスピーチサブバンド信号のうちのｎ番目のスピーチサブバンド信号
を示し、Ｎはスピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、Φn［ｌ］は
ｎ番目のスピーチサブバンド信号の信号パワーを示し、Φ(max)［ｌ］は複数のスピーチ
サブバンド信号の全てのスピーチサブバンド信号の信号パワーの合計を示す。例えば、Φ

(max)［ｌ］はブロックｌ内のスピーチ信号の広帯域パワーを示す。
【００６９】
　上述した式を理解し易くするために、ブロックｌに対する

の依存性は明示されていない。しかしながら、

はブロックｌに依存している点に留意すべきである。
【００７０】

は０（了解度なし）と１（完全な了解度）との間のある指数であってもよい。上述したｗ

n,(lin)の式について、
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のような極端な場合を以下に考察する。
【００７１】

の場合、第１項の分子と第２項の分母とが同一になり、従って上述のｗn,(lin)の式から
除去され得る。更に、

の場合、第２項の分子と第１項の分母とが同一になり、従ってまた上述のｗn,(lin)の式
から除去され得る。このようにスピーチ了解度が完全である場合、ｗn,(lin)が１となり
、例えばその信号は修正されない。
【００７２】

の場合、第１項は１／Ｎとなり、その結果、例えば全体のパワーはＮ個の全ての周波数帯
域の中で均等に分配される。
【００７３】
　図５ａは一実施形態に従うアルゴリズムのフローチャートを示す。
【００７４】
　ステップ１４１では、時間ドメインで表現された未処理のスピーチ信号ｓn［ｋ］が時
間ドメインからサブバンドドメインへと変換されて、サブバンドドメインで表現されたス
ピーチ入力信号が取得され、そのスピーチ入力信号は複数のスピーチサブバンド信号ｓn

［ｋ］を含む。
【００７５】
　ステップ１４２では、時間ドメインで表現された時間ドメイン・ノイズ参照ｒ［ｋ］が
時間ドメインからサブバンドドメインへと変換されて、複数のノイズサブバンド信号ｒn

［ｋ］が取得される。
【００７６】
　ステップ１５１においては、以下に説明するように、スピーチサブバンド信号の各々に
ついてスピーチ信号パワーが計算される。更に、ステップ１５２では、以下に説明するよ
うに、スピーチサブバンド信号の各々についてスピーチスペクトルレベルが計算される。
更に、ステップ１５３では、以下に説明するように、スピーチサブバンド信号の各々につ
いてノイズスペクトルレベルが計算される。更に、ステップ１５４では、以下に説明する
ように、スピーチサブバンド信号の各々について信号対ノイズ比が計算される。更に、ス
テップ１５５では、以下に説明するように、スピーチサブバンド信号の各々について圧縮
比が計算される。更に、ステップ１５６では、以下に説明するように、スピーチサブバン
ド信号の各々についてスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定が計算される。更に、
ステップ１５７では、以下に説明するように、スピーチサブバンド信号の各々について圧
縮ゲインが計算される。更に、ステップ１５８では、以下に説明するように、スピーチ了
解度指数が計算される。更に、ステップ１５９では、以下に説明するように、スピーチサ
ブバンド信号の各々について線形ゲインが計算される。
【００７７】
　ステップ１６１において、以下に説明するように、それぞれのスピーチサブバンド信号
に対して、スピーチサブバンド信号の圧縮ゲインを適用し、かつスピーチサブバンド信号
の線形ゲインを適用することで、複数のスピーチサブバンド信号が増幅される。
【００７８】
　ステップ１６２において、複数の修正済みサブバンド信号を有する修正済みスピーチ信
号がサブバンドドメインから時間ドメインへと変換され、時間ドメインの出力信号
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が取得される。
【００７９】
　図４ｂは、修正済みスピーチ信号を生成する、他の実施形態にかかる装置を示す。
【００８０】
　図４ｂに示す実施形態においては、室内音響的情報が提案のアルゴリズム内で考慮され
てもよい。スピーチ信号はラウドスピーカによって再生され、妨害されたスピーチ信号が
マイクロホンによって集音される。録音された信号は、ノイズｒ［ｋ］と残響スピーチ信
号とを含む。残響スピーチ信号の中に含まれた残響のいくらかの部分は有害であると認め
られ得る一方で、他の部分はスピーチ了解度にとって有益であると考えられ得る。例えば
ラウドスピーカとマイクロホンとの間の室内インパルス応答をモデル化するフィルタであ
る室内音響的情報生成部（ＲＩＧ）、残響時間Ｔ６０（６０ｄｂ減衰する時間として定義
される）、又は直接対残響エネルギー比（ＤＲＲ）を使用して、残響スペクトルレベルｚ

n［ｌ］が、重み付け情報生成部１１０、例えば残響スペクトルレベル計算部１６３によ
り、室内音響的情報生成部から提供された情報と各サブバンドにおけるサブバンドスピー
チ信号ｓn［ｋ］とを用いて計算されてもよい。重み付けファクタβを用いて重み付きの
加算ａn［ｌ］が決定され得る。
【００８１】
【数７】

【００８２】
　この加算は、重み付け情報生成部１１０、例えば重み付き加算部１６４により決定され
てもよく、また重み付き加算ａn［ｌ］は後続の計算において使用されてもよく、その他
の場合にはノイズスペクトルレベルｄn［ｌ］だけが使用される。
【００８３】
　ｄnについて定義された全ての式は、ｄnをａnに置き換えることで、ａnについても適用
可能である。例えば、幾つかの実施形態によれば、式（４）、式（５）及び／又は式（８
）内において、ｄnはａnで置き換えることができ、その置き換えにより、これらの式は重
み付きの加算ａnを考慮に入れることができる。
【００８４】
　例えば、βは実数であってもよく、ここで、例えば０≦β≦１が適用されてもよい。
【００８５】
　本質的に、ａnは残響に関する追加的情報（例えば室内インパルス応答、Ｔ６０、ＤＲ
Ｒなど）を考慮してもよい。
【００８６】
　以下に、実施形態の概念、とりわけ図１、図２、図４ａ、図４ｂ、図５ａ及び図５ｂの
実施形態で用いられる概念について、より詳細に説明する。
【００８７】
　本アルゴリズムの入力における明瞭なスピーチ信号（「未処理のスピーチ信号」とも称
される）は、離散的な時間指数ｋにおいてｓ［ｋ］により表される。
【００８８】
　ノイズ参照（例えば時間ドメインで表現されている）はｒ［ｋ］により表され、参照マ
イクロホンを用いて録音され得る。
【００８９】
　両方の信号は、あるフィルタバンク、例えばデシメーションなしのＩＩＲフィルタバン
クにより、オクターブ帯域に分割される。この点に関しては、例えばＶａｉｄｙａｎａｔ
ｈａｎらによる非特許文献４を参照されたい。結果として得られるサブバンド信号は、ｓ
［ｋ］とｒ［ｋ］とについて、それぞれｓn［ｋ］とｒn［ｋ］とで表される。
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【００９０】
　長さＭのブロックｌについてサブバンドスピーチ信号パワーΦn［ｌ］は、次式（１）
により計算される。

【００９１】
　式（１）と中心周波数ｆnを有するオクターブ帯域の帯域幅Δｆnとを用いて、等価スピ
ーチスペクトルレベルが計算され得る。

【００９２】
　同様の計算がノイズサブバンド信号ｒn［ｋ］（「ノイズ参照信号」とも称される）に
ついても実行され、等価ノイズスペクトルレベルが導かれる。

【００９３】
　次に、各ブロックについて信号対ノイズ比（ＳＮＲ）のマッピングが演算され得る。

【００９４】
　この式（４）からのマッピング関数を使用して、各周波数チャネル内の圧縮比が予め決
定された最大圧縮比ｃｒ(max)を使用して計算され得る。最大圧縮比は、典型的にはｃｒ(

max)＝８の値に設定される。

【００９５】
　更に、スピーチ信号振幅の瞬時包絡の平滑化された推定が以下のように計算される。

　ここで、αaとαrとは、増大する信号振幅の場合と減少する信号振幅の場合とにおける
平滑化定数をそれぞれ表している。
【００９６】
　Φn［ｌ］、ｃｒn［ｌ］、及び

を使用して、圧縮ゲインｗn,(comp)［ｋ］が以下のように計算される。
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【００９７】
　更に、スピーチ了解度指数（ＳＩＩ）の推定が以下のように計算される。

ここで、ｕnは、ＡＮＳＩ（１９９７）に従って標準的等価スピーチスペクトルレベルと
して定義される。例えば、ｕnは固定値であってもよい。
【００９８】
　ここで、Ｎは例えばサブバンドの総数を示す。ｉnは例えば帯域重要度の関数であり、
例えばｎ番目のサブバンドについての帯域重要度を示しており、ここで、ｉnは例えば０
～１の間の値であり、Ｎ個の全てのサブバンドのｉnの値は合計して１となる。
【００９９】
　以下の項目は、ＳａｕｅｒｔとＶａｒｙ（２０１０）（非特許文献２を参照）から採用
したものである。

【０１００】
　ＳＩＩ値は例えば０～１の間の値であり、１は非常に良好なスピーチ了解度を示し、０
は非常に劣悪なスピーチ了解度を示す。
【０１０１】
　この推定されたＳＩＩを使用して、いわゆる線形ゲイン関数が計算される。

【０１０２】
　上述の式（９）が理解し易くなるように、ブロックｌに対する

の依存性は明示されていない。しかしながら、

はブロックｌに依存している点に留意すべきである。
【０１０３】
　Φ(max)［ｌ］は、複数のスピーチサブバンド信号の全てのサブバンド信号の信号パワ
ーの合計を示す。例えば、Φ(max)［ｌ］は、ブロックｌの中のスピーチ信号の広帯域パ
ワーを示す。
【０１０４】
　次に、両方のゲイン関数が組み合わされて、サブバンド信号がそれぞれのゲイン関数で
乗算される。即ち、
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 従って、式（１０）は次式と等価となる。

【０１０５】
　一実施例によれば、ここで逆フィルタバンクが適用され、修正済みスピーチ信号が再構
築される。
【０１０６】
　しかし他の実施形態によれば、逆フィルタバンクを適用して修正済みスピーチ信号を生
成する前に、特にブロックの境界におけるゲイン関数内の急速な変化を防止するために、
平滑化処理がｗn［ｌＭ－ｍ］に対して適用される。
【０１０７】
　一実施形態において、重み付け情報生成部１１０は、次式を適用することにより複数の
スピーチサブバンド信号の各スピーチサブバンド信号ｓn［ｋ］の重み付け情報

を生成するよう構成されている。

【０１０８】
　ここで、ｎは複数のスピーチサブバンド信号のｎ番目のスピーチサブバンド信号を示し
、Ｎはスピーチサブバンド信号の総数を示し、ｌはブロックを示し、αpは平滑化定数で
あり、

はスピーチサブバンド信号のスピーチ信号振幅の包絡の平滑化された推定の二乗を示す。
【０１０９】
　以下に、一実施形態にかかる平滑化について説明する。
【０１１０】
　平滑化は、ｗn［ｌＭ－ｍ］の基底にある入力－出力－特性（ＩＯＣ）に対して適用さ
れる。その入力－出力－特性は、パラメータベクトルλn［ｌ］の一部である入力パワー
γn,i［ｌ］および出力パワーξn,i［ｌ］の集合により定義される。即ち、

【０１１１】
　次に、入力－出力－特性は以下の式で定義される。

及び
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【０１１２】
　ここで、νはｄＢ　ＦＳをｄＢ　ＳＰＬへと変換する。例えば、０ｄＢ　ＦＳが１００
ｄＢ　ＳＰＬと等しいと仮定すると、ν＝１０(100/10)となる。ＩＯＣの線形のインター
ポーレーションおよびエクストラポーレーションを実行する関数

は、例えば、現在の入力パワー

に依存してデシベルドメインで上述のパラメータによって定義され、前記現在の入力パワ
ーとしては、例えば式（６）に従って定義されるように、スピーチ信号振幅の包絡の平滑
化された推定がある。従って、次式のように記述できる。

【０１１３】
　次に、パラメータベクトルλn［ｌ］の各要素λn,j［ｌ］に対し、再帰的な平滑化が適
用されて、次式が導かれる。

は平滑化されたパラメータベクトルであり、αλは平滑化定数である。
【０１１４】
　次に、平滑化されたゲインが次式のように計算される。

ここでαpは、ゲイン関数を時間にわたって更に平滑化するための平滑化定数である。
【０１１５】

　は、平滑化された入力－出力－特性

の線形のインターポーレーションおよびエクストラポーレーションを実行する関数として
定義され、

は例えば式（１３）と式（２１）とにより定義されている通りである。
【０１１６】
　次に、出力信号は次式をもたらす。
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【０１１７】
　最後に、逆フィルタバンクが適用されて、修正済みスピーチ信号

が再構築される。
【０１１８】
　入力パワーと出力パワーとの差を低減するために、アルゴリズムの出力と入力において
、各ブロック内のパワーが平滑化されたパワー推定を用いて正規化される。従って、平滑
化された入力パワーは次式のように定義される。

【０１１９】
　ここで、αLは平滑化定数であり、Φｓ［ｌ］は、サブバンド信号ではなく広帯域入力
信号ｓ［ｋ］を用いて式（１）に従って計算されたものである。次に、平滑化された出力
パワー

が本アルゴリズムの出力信号

を使用して計算される。
【０１２０】
　次に、再生されるべき信号が次式のように計算される。

【０１２１】
　これらの実施形態は従来技術と比べて幾つかの点で異なっている。
【０１２２】
　例えば、幾つかの実施形態では、多帯域スペクトル整形アルゴリズムと多帯域圧縮スキ
ームとが組み合わされており、これらは、多帯域スペクトル整形アルゴリズムと単一帯域
圧縮スキームとが組み合わせられたＺｏｒｉｌａらの手法（２０１２ａ，ｂ）（非特許文
献５、非特許文献６を参照）とは対照的である。
【０１２３】
　本提案の概念は、従来技術とは対照的に、線形ゲインと圧縮ゲインとを組み合わせ、そ
の線形ゲインと圧縮ゲインとの両方が時間変化し、瞬時スピーチ信号とノイズ信号とに適
応する。
【０１２４】
　更に、幾つかの実施形態は、静的な圧縮スキームを使用したＺｏｒｉｌａらの手法（２
０１２ａ，ｂ）（非特許文献５、非特許文献６を参照）とは対照的に、各周波数帯域内で
適応的な圧縮比を適用する。
【０１２５】
　更に、幾つかの実施形態によれば、その圧縮比は、ＳＩＩを計算するために使用され従
ってスピーチ知覚に関係する、関数に基づいて選択される。
【０１２６】
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　更に、幾つかの実施形態では、周波数帯域の均等な重み付けが線形ゲイン関数の中で使
用されており、他方、他の関連するアルゴリズムは異なる重み付けを使用する。Ｓａｕｅ
ｒｔとＶａｒｙ，２０１２（非特許文献３）を参照されたい。
【０１２７】
　更に、幾つかの実施形態は、スピーチ知覚に関係するＳＩＩ（の推定）を使用して、重
み付けなしと全ての帯域の均等な重み付けとの間でクロスオーバーさせている。
【０１２８】
　本提案の実施形態は、ノイズの多い環境においてスピーチを聞くときの了解度を改善さ
せることに役立つ。その改善度は、既存の方法を用いた場合よりも有意に高くなり得る。
本提案の概念は、上述したように種々の点において先行技術とは異なっている。
【０１２９】
　現状の技術によるアルゴリズム、例えば上述したアルゴリズムも、了解度を改善するこ
とができるが、本提案の実施形態の特別な特徴は、現在使用可能な方法よりも一層の効率
化を可能とする。
【０１３０】
　本提案の実施形態、例えば本提案の方法は、オーディオ再生を用いた多くの技術的アプ
リケーションにおける信号プロセッサの一部、又は信号処理ソフトウエアとして使用可能
である。例えば、
－鉄道駅、公共交通機関、学校における構内放送システム
－移動電話、ヘッドセットなどの通信装置
－自動車内のインフォテインメント・システム、機内エンターテインメント・システム
－信号ミキシングの前（例えば映画のオーディオ材料のミキシングの間）に複数のオーデ
ィオステムを含むメディアファイル内のスピーチの了解度を改善するためのツールとして
。
【０１３１】
　更に、本提案の実施形態はまた、残響のような他のタイプの信号妨害に対しても使用可
能である。それらの信号妨害は、上述したアルゴリズムの形態ではノイズと同様に取り扱
うことができる。
【０１３２】
　図５ｂは、説明したアルゴリズムの、他の実施形態に係るフローチャートを示す。
【０１３３】
　図５ｂで示す実施形態においては、室内音響的情報が提案のアルゴリズム内で考慮され
てもよい。スピーチ信号はラウドスピーカによって再生され、妨害されたスピーチ信号が
マイクロホンによって集音される。録音された信号は、ノイズｒ［ｋ］と残響スピーチ信
号とを含む。残響スピーチ信号の中に含まれた残響のいくらかの部分は有害であると認め
られ得る一方で、他の部分はスピーチ了解度にとって有益であると考えられ得る。例えば
ラウドスピーカとマイクロホンとの間の室内インパルス応答をモデル化するフィルタであ
る室内音響的情報生成部（ＲＩＧ）、残響時間Ｔ６０（６０ｄｂ減衰する時間として定義
される）、又は直接対残響エネルギー比（ＤＲＲ）を使用して、残響スペクトルレベルｚ

n［ｌ］が、室内音響的情報生成部から提供された情報と各サブバンドにおけるサブバン
ドスピーチ信号ｓn［ｋ］とを用いて計算されてもよい（符号１６５を参照）。重み付け
ファクタβを用いて次式のような重み付きの加算ａn［ｌ］が決定されてもよい（符号１
６６を参照）。

また、重み付きの加算ａn［ｌ］は後続の計算で使用されてもよく、その他の場合にはノ
イズスペクトルレベルｄn［ｌ］だけが使用される。
【０１３４】
　ｄnについて定義された全ての式は、ｄnをａnに置き換えることで、ａnについても適用
可能である。例えば、式（４）、式（５）及び／又は式（８）内において、ｄnはａnで置
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き換えることができ、その置き換えにより、これらの式は重み付きの加算ａnを考慮に入
れることができる。
【０１３５】
　例えば、βは実数であってもよく、ここで、例えば０≦β≦１が適用されてもよい。
【０１３６】
　提案のアルゴリズムの性能は、主観的なリスニングテストを使用して、時間及び周波数
依存のゲイン特性だけを使用する現状技術のアルゴリズム及び未処理の参照信号と比較さ
れた。リスニングテストは、８人の健聴被験者により、２個の異なるノイズタイプ、即ち
定常的な自動車ノイズとより非定常的なカフェテリアのノイズとを用いて行われた。各ノ
イズタイプについて、未処理の参照状態において２０％、５０％及び８０％の言語了解度
のポイントに対応する、３つの異なる信号対ノイズ比が測定された。その結果、提案のア
ルゴリズムは、現状技術のアルゴリズム及び未処理の参照よりも、同等のスピーチレベル
における両方のノイズシナリオにおいて性能が優れていることが示された。更に、客観的
尺度と主観的なデータとの間の相関関係の分析は、順位の高い相関関係および高い線形相
関を示しており、その点は、前処理アルゴリズムの評価において、客観的尺度を主観的な
データを予測するために部分的に使用し得ることを示唆している。
【０１３７】
　上述したように、ＳＩＩ依存の増幅および圧縮を用いて背景ノイズにおけるスピーチ了
解度を改善する概念が提供された。
【０１３８】
　上述したように、例えば構内放送システム、カーナビゲーションシステム又は移動電話
などの通信装置において、明瞭なスピーチ信号が提供される場合も多い。しかしながら、
時には近端のリスナーにとって妨害により聞き取れないことも起こり得る。上述の実施形
態は、妨害を受けた所与の音響シナリオにおいて、明瞭なスピーチ信号を修正して、了解
度及び／又はリスニングの快適さを高めるものである。
【０１３９】
　図６は、実施形態に係る近端リスニング強化が設けられたシナリオを示す。特に図６は
、一実施形態に係る近端リスニング強化が設けられた信号モデルを示す。
【０１４０】
　図６において、次式が適用されてもよい。

【０１４１】
　例えば次式のように完全なノイズ推定が可能であると想定され得る。

【０１４２】
　更に、残響が全くない場合には、次式のようになる。

【０１４３】
　残響も考慮に入れると、このようなことは全ての状態で起こりえないであろう。しかし
、その代わりに、例えば室内インパルス応答ｈ［ｋ］のような何らかの室内情報の完全な
推定が可能であると想定されてもよい。
【０１４４】
　同等のパワー制約下において、了解度ｓ［ｋ］＋ｒ［ｋ］と比較して了解度

を強化する重み付け関数Ｗ｛・｝を見つけることが望まれ得る。
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【０１４５】
　同等のパワー制約に従って、全てのサブバンド内の全パワーが増幅前と増幅後とでほぼ
同じとなるように、重み付け関数Ｗ｛・｝が決定されてもよい。
【０１４６】
　図７は１～１６０００Ｈｚの中心周波数についての長期間スピーチレベルを示す。特に
、１つのスピーチ入力信号と複数の修正済みスピーチ信号とについての長期間スピーチレ
ベルを示す。
【０１４７】
　一実施形態にかかるアルゴリズムは、ｓ［ｋ］及び

からＳＩＩを推定し、２つのＳＩＩ依存のステージ、特に多帯域周波数整形と多帯域圧縮
スキームとを組み合わせる。
【０１４８】
　ある主観的な評価が行われた。処理条件は、未処理の参照（「参照」）と、一実施形態
に従うアルゴリズムを用いた処理の結果として得られたスピーチ信号（「ＤｙｎＣｏｍｐ
」）と、元来はＳａｕｅｒｔら（非特許文献３を参照）により提案された修正済みアルゴ
リズムを用いた処理の結果として得られたスピーチ信号（「ＭｏｄＳａｕ」）とに関する
主観的評価を含む。
【０１４９】
　その主観的評価に関し、８人の健聴被験者が参加した。２つの異なるノイズ、即ち自動
車ノイズとカフェテリアノイズとがテストされた。Ｏｌｄｅｎｂｕｒｇ　Ｓｅｎｔｅｎｃ
ｅ　Ｔｅｓｔからのスピーチ材料が使用された。信号対ノイズ比は、２０％、５０％及び
８０％の言語了解度の測定ポイントを目標として、選択された。
【０１５０】
　図８は主観的評価の結果を示す。
【０１５１】
　図９は主観的結果に関する相関分析を示す。主観的結果の予測に関して、自動車ノイズ
及びカフェテリアノイズの中で、未処理の参照状態から導出されたモデル予測値の非線形
変換の後に、相関分析が実施された。

【０１５２】
　主観的評価から、実施形態に従う前処理により、スピーチ了解度の向上が達成されると
結論付けられる。実施形態にかかる提案の概念は、スピーチ了解度において最高の改善を
示している。更に、スピーチ了解度に関する現在のモデルは主観的データとの高い順位相
関を示す。更に、変換されたモデル値に基づく予測は、高い線形相関を示すが、部分的に
は大きな線形のずれをも示す。
【０１５３】
　これまで装置を説明する文脈で幾つかの態様を示してきたが、これらの態様は対応する
方法の説明でもあることは明らかであり、そのブロック又は装置が方法ステップ又は方法
ステップの特徴に対応することは明らかである。同様に、方法ステップを説明する文脈で
示した態様もまた、対応する装置の対応するブロックもしくは項目又は特徴を表している
。
【０１５４】
　本発明の分解された信号は、デジタル記憶媒体に記憶されることができ、又はインター
ネットのような無線伝送媒体もしくは有線伝送媒体などの伝送媒体を通じて伝送されるこ
とができる。
【０１５５】
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　所定の構成要件にも依るが、本発明の実施形態は、ハードウエア又はソフトウエアにお
いて構成可能である。この構成は、その中に格納される電子的に読み取り可能な制御信号
を有し、本発明の各方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステムと協
働する（又は協働可能な）、デジタル記憶媒体、例えばフレキシブルディスク，ＤＶＤ，
ＣＤ，ＲＯＭ，ＰＲＯＭ，ＥＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリなどのデジタル
記憶媒体を使用して実行することができる。
【０１５６】
　本発明に従う幾つかの実施形態は、上述した方法の１つを実行するようプログラム可能
なコンピュータシステムと協働可能で、電子的に読み取り可能な制御信号を有する非一時
的なデータキャリアを含む。
【０１５７】
　一般的に、本発明の実施例は、プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品
として構成することができ、そのプログラムコードは当該コンピュータプログラム製品が
コンピュータ上で作動するときに、本発明の方法の一つを実行するよう作動可能である。
そのプログラムコードは例えば機械読み取り可能なキャリアに記憶されていても良い。
【０１５８】
　本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するための、機械読み取り可能な
キャリアに記憶されたコンピュータプログラムを含む。
【０１５９】
　換言すれば、本発明の方法のある実施形態は、そのコンピュータプログラムがコンピュ
ータ上で作動するときに、上述した方法の１つを実行するためのプログラムコードを有す
るコンピュータプログラムである。
【０１６０】
　本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するために記録されたコンピュー
タプログラムを含む、データキャリア（又はデジタル記憶媒体又はコンピュータ読み取り
可能な媒体）である。
【０１６１】
　本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するためのコンピュータプログラ
ムを表現するデータストリーム又は信号列である。そのデータストリーム又は信号列は、
例えばインターネットを介するデータ通信接続を介して伝送されるよう構成されても良い
。
【０１６２】
　他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するように構成又は適応された、例えばコ
ンピュータ又はプログラム可能な論理デバイスのような処理手段を含む。
【０１６３】
　他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するためのコンピュータプログラムがイン
ストールされたコンピュータを含む。
【０１６４】
　幾つかの実施形態においては、（例えば書換え可能ゲートアレイのような）プログラム
可能な論理デバイスが、上述した方法の幾つか又は全ての機能を実行するために使用され
ても良い。幾つかの実施形態では、書換え可能ゲートアレイは、上述した方法の１つを実
行するためにマイクロプロセッサと協働しても良い。一般的に、そのような方法は、好適
には任意のハードウエア装置によって実行される。
【０１６５】
　上述した実施形態は、本発明の原理を単に例示的に示したにすぎない。本明細書に記載
した構成及び詳細について修正及び変更が可能であることは、当業者にとって明らかであ
る。従って、本発明は、本明細書に実施形態の説明及び解説の目的で提示した具体的詳細
によって限定されるものではなく、添付した特許請求の範囲によってのみ限定されるべき
である。
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