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研究成果の概要（和文）： 収束性、追従性、および外乱に対するロバスト性に優れたハイパー
Ｈ∞フィルタの最適化メカニズムは十分に解明されて来なかった。本研究では、モデル集合と
重み集合の中で従来のＨ∞フィルタをさらに最適化する一般ハイパーＨ∞フィルタリング問題
を提案し、その解法からハイパーＨ∞フィルタの最適化メカニズムを解明し、適応フィルタに
対して新たな統一的な枠組みを提供した。また、その高速アルゴリズムの誤差解析をシステム
論的に行い、数値的安定化法を提案した。
研究成果の概要（英文）： The hyper Ｈ∞ filter provided excellent convergence, tracking,
and robust performances for system identification, but the mechanism of optimization in
the hyper Ｈ∞ filter has not been analyzed sufficiently. This study has clarified its
optimization mechanism by solving a generalized hyper Ｈ ∞ filtering problem which
further optimizes the Ｈ∞ filter over a set of models and norm weights, providing a
unified framework to various adaptive algorithms. Also, the error propagation of the fast
algorithm has been analyzed, which leads to a numerical stabilization method.
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１．研究開始当初の背景
ユビキタスコミュニケーション時代を迎
え、遠隔会議システムなどにおける拡声通
話のエコーキャンセラにおいて未知の時変
システムの高速同定が益々重要となってい

るが、十分に満足の行く収束性、追従性お
よびロバスト性を持った技術は未だ確立さ
れていない。通信系・音響系におけるシス
テム同定の場合、次のような点が特に問題
となる。

1) 未知系がFIRシステムで近似され、かつ
時変である。
2) 未知系への入力は有色性が非常に強い
信号（音声）である。
3) 状態ベクトルの次元Ｎは大きいが(数百
から数千)、実時間処理が要求される。
一方、制御系では一般に未知系を時不変と
仮定することが多く、また、未知系への入力
も任意に選べ、状態ベクトルの次元も比較的
小さい。
我々は、通信系・音響系のシステム同定
において生じる上記諸問題に対処するため、
時変システム同定のための新たなＨ ∞最適
化手法(ハイパーＨ∞フィルタ)を考案し、そ
の高速アルゴリズム（高速Ｈ∞フィルタ）を
導出している。これはＨ∞最適化に新たなパ
ラダイムを与え、その高速アルゴリズムは
次の特徴をもつ。１)アルゴリズムの計算量
はＯ(Ｎ)である、２)非常に高い収束性能を
実現できる、３)時変システムへの優れた追
従性能が実現できる、４)最良の追従性能を
与えるシステム雑音(あるいは忘却係数)を
Ｈ∞の意味で最適に決定できる、５) 計算量
Ｏ(Ｎ)でアルゴリズムの正当性(フィルタ
の存在性)を検証できる。
このＨ ∞ 最適化手法とその高速アルゴリ
ズムは２００４年５月にＩＥＥＥ Trans.
on Signal Processing に掲載され、その後、
いくつかの進展が得られ、その成果は２０
０５年にＩＥＩＣＥ、２００７年にＩＥＥ
Ｅにそれぞれ掲載されている。
一方、米国を中心にＨ∞フィルタに関する
研究は盛んに行われてきたが、追従性能を
支配する忘却係数をＨ∞の意味で（準）最適
に決定できるＨ∞フィルタは、我々が提案す
るハイパーＨ ∞フィルタを除けば私の知る
限り他にない。ただ、その最適化のメカニ
ズムは未だ解明されていなかった。
２．研究の目的
我々が導出したハイパーＨ ∞フィルタは独
特な状態方程式に基づいており、そのメカニ
ズムは十分に解明されておらず、またその高
速アルゴリズムである高速Ｈ ∞フィルタにも
改善の余地が残されていた。本研究では、次
の点を明らかにする。
（１）ハイパーＨ ∞フィルタは状態誤差依存
性雑音をもつ状態方程式に基づいて導出さ
れている。よって、まず第一に状態誤差依存
性雑音をもつ状態方程式を伊藤確率微分方
程式を用いて解析する。特に、状態誤差依存
性雑音と忘却係数の関係を明らかにする。
（２）我々の最新の研究によりハイパーＨ ∞
フィルタが、ある特殊なシステムのモデル集
合の中での「モデル選択を伴う最適Ｈ ∞フィ
ルタリング問題」の準最適解であることが分
かり始めている。この点をより詳細に研究し、

ハイパーＨ ∞フィルタの最適化メカニズムを
明らかにする。
（３）上記研究成果に基づいて高速Ｈ ∞フィ
ルタのアルゴリズムを精査し、改良したアル
ゴリズムをエコーキャンセラに適用し、その
効果を検証する。
３．研究の方法
本研究では、我々が先に導出したハイパー
Ｈ∞フィルタを、モデリングと最適化メカニ
ズムの両面から理論的に解明し、その高速ア
ルゴリズムの更なる改良を目指す。
（１）ハイパーＨ∞フィルタの第一の特徴で
ある状態誤差依存性雑音に基づく状態方程
式について伊藤確率微分方程式を用いて解
析する。これより、忘却係数と等価な働きを
するシステム雑音の存在を明らかにすると
共に、そのモデルの特性を明らかにする。
（２）従来のＨ∞フィルタをシステムモデル
集合と重み集合の中でさらに最適化する一
般ハイパーＨ∞フィルタリング問題を提案す
る。さらに、システムモデル集合と重み集合
を特殊化し、問題を縮退化した後、その解を
求める。これより、解領域を明らかにし、そ
の領域内の解の性質を解析する。これによっ
て、ハイパーＨ∞フィルタの最適化のメカニ
ズムを探る。
（３）高速Ｈ∞フィルタの誤差伝搬モデルを
導出し、その挙動を解析することによって数
値的不安定要因を明らかにし、その解決策を
探る。また、改良前後でのアルゴリズムの性
能をＤＳＰ上で評価する。
４．研究成果
本研究に関する研究成果を以下に示す。
（１）ハイパーＨ∞フィルタは忘却係数ρと
等価な状態誤差依存性雑音をもつ次の状態
方程式に基づいて導出されている。

であり、χはχ(1)=1 を満たす任意のγf の
単調減少関数である。これに対応する連続時
間状態方程式は、σw2=χ(γf)/ρのとき次
の伊藤確率微分方程式によって表わされる。

この確率微分方程式を満たす解は、伊藤の公
式を用いて次のように得られる。

これより、状態ｘの平均値からのゆらぎは確
定的に減衰する項と確率的に増大する項の
積によって表わされることがわかる。これが
忘却係数の状態空間における確率表現に対
応する。
（２）従来のＨ∞フィルタリング問題を現実の
問題に適用しようとすると次の二つの問題が
生じる。
①対象を状態空間モデルで表現する際、状態
の動特性を支配するFk,Gkを如何に(近似的に
も)決定するかは大きな問題である。これは対
象の不確定性、あるいは客観的な不確定性で
ある。
②最大エネルギーゲインの重み付きノルムに
おける重み行列を決定する必要がある。これ
は、ユーザー(設計者)が決めるべきパラメー
タであり、主体的な不確定性である。
この二つの不確定性を解消する一つの方策
として、状態の生成過程は未知であるが、そ
の生成モデルの集合は既知と仮定した状態空
間モデル

に対して、次の一般ハイパーＨ∞フィルタリ
ング問題を提案した。

この問題は従来のＨ ∞フィルタをシステムモ
デル集合と重み集合の中でさらに最小化して
いる。
この最適化問題は、ある特殊なモデル集合
と重み集合（σw2=(1-ρ)/ρでパラメータ化
された集合）を考えることにより、次のよう
に縮退する。

これは従来のＨ∞フィルタと同様に、準最適
化問題を考えることにより、近似的に解ける。
解領域（下図の一点鎖線の内側）のそれぞれ
の解（○印）は異なった収束性、追従性、近
端話者信号に対するロバスト性をもってお
り、ハイパーＨ ∞フィルタ（ＨＨＦ）はこれ
ら３つの性質のトレードオフをとった解を
与えていることがわかった（下図の破線）。
さらに、従来のＮＬＭＳアルゴリズムやＲＬ
ＳアルゴリズムもハイパーＨ ∞フィルタリン
グ問題の解であるがわかった。すなわち、Ｎ
ＬＭＳアルゴリズムは(γf,σw2)=(1,0)の解
であり、忘却係数付きＲＬＳアルゴリズムは
直線γf=∞上の解である。

上図において、ＨＦは従来のＨ ∞フィルタを
表し、ＦＨＦとＪ-ＦＨＦはハイパーＨ∞フィ
ルタのＯ(Ｎ)の高速アルゴリズム、ＦＫＦと
ＦＴＦはＲＬＳアルゴリズムのＯ(Ｎ)の高
速アルゴリズムをそれぞれ表す。
これより、本研究が適応フィルタに対して
新たな統一的な枠組みを提供できたと考え
ている。
今後、本研究成果が遠隔会議システム、高
臨場感音場再生システム、アクティブ騒音制
御などに貢献することが期待される。
（３）高速Ｈ∞フィルタの誤差伝搬モデルを
解析した結果、入力信号の後方線形予測係数
の誤差ダイナミックスの固有値が必ずしも
１以下にならず、不安定になる可能性がある
ことがわかった。この問題を解決するため、
数値誤差をフィードバックする安定化法を
提案し、その有効性をＤＳＰ上で検証した。
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