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A 2-D Adaptive Volterra Filter Based on LMS Method
Tadashi KINJYO*

Shigeru HANBA**
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Katsumi YAMASHITA**

Abstract
The Volterra filter is a nonlinear filter presented by the Volterra series expansion which is well known
as a generalization of the Taylor series expansion. From a practical point of view, a number of applications have been limitted to using second-order Volterra filters, because of the computational
complexity that exponentially increases with the Volterra filter order. On" the other hand, few researchers have attempted to design two-dimensional (2-D) Volterra filters in 2-D signal fields. The
purpose of this paper is to present a 2-D Volterra filter which can deal with 2-D signal such as image
signal and determine the optimum Volterra kernel in the same manner as the approach for I-D case,
based on the assumption that the input field is Gaussian. Also, 2-D adaptive Volterra filter based on
LMS algolithm is designed, and then, for 2-D system identification, the effectiveness of the proposed
adaptive filter is evaluated using digital computer simulations.
Key Words: volterra filter, 2-D signal processing, system identification.
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金城・半場・宮城・山下：ＬＭＳ法に基づく２次元適応ボルテラフィルタ

風一い､'7１

向のラスタ走査により行なうものとし、すなわち、２次元
格子領域におけるデータを左端から右に順次読み取り、右
端に到達すれば１行下がり、また左端から右にデータを順

次読み取るものとする。このとき、任意の現在点(ｍ０，河o）
に対して、，，過去'，、，,現在，，および,未来，,の概念を図ｌ

１１

ｘＡ

として定義し、残りの点を未来として定義する。

．０．！

((ｍ,､)|ｍ＜ｍｏｏｒｍ＝ｍｏｕ"。丸くｎｏ）（１）

Ｉｌ

のように定義する。すなわち、現在点に対して過去を

ここに、

B(j,ｊ）

次に、２次元ボルテラフィルタのマスク領域を設定す
る必要があるが、因果性を考慮した２次元マスクとしては

ＱＰモデルとＡＨＰモデルを考えることができる。ここで
は、２次元フィルタ設計において一般に用いられるＱＰモ

皿

デルを用いる。このとき、1次および２次のボルテラ核を

考慮したＱＰモデルのマスクをもつ２次元ボルテラフィル
タの(ｍ,")点における出力ｇ(ｍ,”)は次式のように定義
することができる。

ノＶ－１」Ｖ－１

ｙ(ｍ,，z)＝A0,0＋ＥＥα(j,小(ｍ－ｊ,”－j）
ｉ＝ＯノーＯ

Ｎ－１ｊＶ－１Ｎ－１ｊＶ－１

＋ＺＺＥＥ６(i,j,ハル(ｍ－ｊ,江一j）
ｉ＝Ｏｊ＝0ｔ＝０１＝Ｏ

×⑫(ｍ－Ａ,、－１）（２）

ただし、ｈ0,0はバイアス項を示し、｡(i,j)および
6(ＭＡ,l)は１次および2次のボルテラ核の要素を示す。
また、２次のボルテラ核の要素に関して、一般性を失う

ことなく６(i,j,A,()＝ｂ(ん,1,Ｍ)の関係が成立する。い
ま、入力信号虹(ｍ,几)を平均零の定常過程信号と仮定し、
また、所望信号s(ｍ,")についても同様に平均零の定常過

程信号と仮定する。このとき、出力の平均値も零にする必

要があることから、バイアス項は式(2)より次式のように
決定される。

[z(m-ilm)!…，砥(ｍ－ｉｌｎ－Ｎ+1)]Ｔ
[α(i'0)'…'α(i,jV-1)]Ｔ

脳lrWWWul，
mMml

上式において、記号tr[.］は行列のトレース演算子を表
し、また、Ｒ露はブロックテプリッツ行列を表す。このと

き、所望信号と入力信号との間の相互相関ベクトルおよび

相互パイ相関行列を以下のように定義する。

Ｒ“＝Ｅ[s(ｍ'")x(ｍ,")］（５）

Ｔ“＝Ｅ[s(ｍ'汎)x(ｍ,'z)xT(ｍ’九)］（６）
ただし、

乃麺(ilj)＝Ｅ[S(ｍｌ")３Ｄ(ｍ￣j,”＿j)］
Ｍｉ'j'&'')＝Ｅ[s(ｍ,河肱(m-i,沈一j）

×麺(m-A,”－０｝
上式において、IIS垂はＮ２次元のベクトルであり、ま
た、ＴｓｍはＮ２ｘＮ２次元の行列で、その要素に関して
MiljlA'１)＝t`⑩(ん，い'j)の関係が成立する。
次に、所望信号とフィルタ出力との差の平均２乗誤差を
次式で定義する。

Ⅳ－１Ⅳ－１ｊＶ－１ｊＶ－１

ｈＤ１ｏ＝－ＺＥＺＥ６(i,j,ハル垂(ﾉｰﾙ,ｊ－ｌ)(3)
ｉ＝、ｊ＝Ｏルー０J＝、

（＝EHe(ｍ'"))2］（７）
ただし、ｅ(m1n）＝Ｓ(ｍ]河)￣ｙ(mln)である。このと
き、式(7)を最小にする最適なフィルタ係数は、次式で示

ただし、

ｒ錘(i,j)＝Ｅに(ｍ,冗咋(ｍ－ｉ,冗一ｊ)］

上式において、記号Ｅ[.］は期待値演算子を表し、また、
巧(ilj)は“(ｍ,狐)の自己相関関数を表している。このと

き、式(3)を式(2)に代入し、行列形式で表現すると次式
となる。

ｙ(ｍ,")＝ＡＴx(ｍ,､）
＋tr(Ｂ(x(ｍ,")XT(ｍ,刀)＿Ｒ懇)）（４）
ただし、

す直交原理[4]に基づき得られた関係

Ｅ[e(ｍ,〃)X(ｍ,")]＝oN2x，

（８）

Ｅ[e(ｍ'､)(x(ｍ'，､)xT(ｍ,")－Ｒ麺)]＝OIv2xjv②（９）
を用いることにより、以下のように得られる。

Ｅ[s(ｍ,")x(ｍ,")］

＝Ｅ[X(m,")ATx(m,池)＋x(m,"）
xtr(B(x(m,")xT(m,")＿Ｒ錘)}１（10）

Ｅ[s(m〃)x(ｍ,几)xT(ｍ,〃)］

ｘ(ｍ，〃）＝［xT(0),…,xT(Ⅳ-,)]Ｔ
Ａ＝［AT(0)!…,ＡＴ(Ⅳ-,)]Ｔ

生ⅨMｺﾞｰ1m

＝Ｅ[x(m,”)XT(m,")ATx(m,"）
＋Ｘ(ｍ,〃)XT(ｍ,１０）
ｘｔＥ{B(X(m,")xT(m,､)＿Ｒ鰯)}］（,,）
従って、上式をＡおよびＢに関して解けば、最適なフィ
ルタ係数が得られる。＿方、入力信号をガウス過程と仮定
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すると次の関係式が得られる。

Ｅ[x(ｍ,")ＡＴx(ｍ,")]＝Ｒ毎Ａ
（12）
Ｅは(ｍ,刀)tr(Ｂ(x(ｍ,")ＸＴ(ｍ,,､)＿Ｒ麺)}]＝ON2x1
（13）

Ｅは(ｍ,〃)xT(ｍ,")ＡＴx(ｍ,､)]＝Ojv2xjv2（14）
更に、行列Ｂが対称行列であり、また、平均零の結合ガ
ウス過程信号である幻,、ｚ２，鞠および皿４に対して、

次に、式(24)を式(7)に代入し,〔を１次のフィルタ係数
Ａ(ｍ,")で偏微分し勾配を求める。このとき、ＬＭＳアル

ゴリズム[5]によりＡ(ｍ,")の係数更新再帰式は、得られ

た勾配の瞬時勾配を用いて次式となる。

Ａ(ｍ,、＋1)＝Ａ(ｍ,")＋似Ae(ｍ,､)x(ｍ,"）（25）
ただし、Ａ(ｍ＋1,1)＝Ａ(ｍ’１V，)とする。なお、lV2は

Ｅ[露,…3鯵4]＝Ｅ[麺,鯵2]Ｅ[麺3虹4]＋Ｅ[範,z3]Ｅ[…4］
＋Ｅ[鯵1ｴ4]Ｅ[⑰2鰯3］（15）
の関係が成立することから次式が得られる。

入就懇の範囲の値であり、Ama露は入力信号の自己相関行
B(ｍ,")の係数更新再帰式は次式となる。

Ｅは(ｍ,､)xT(ｍ,〃)tr{Ｂ(x(ｍ,")xT(、)"）
－Ｒ鯵))]＝2R毎ＢＨＤ（16）

従って、最適なフィルタ係数ＡおよびＢは式(10)およ
び式(11)に上記の関係を代入することにより
Ｒ“＝Ｒ毎Ａ

（17）

Tam=2ＲｒＢＲ⑪

（18）

Ｂ(ｍ,”＋1)＝Ｂ(ｍ,")＋似Be(ｍ,"）

×{x(ｍ,〃)xT(ｍ,〃)＿ILG｝（26）
ただし、Ｂ(ｍ＋1,1)＝Ｂ(ｍ,Ab)とする。なお、似Ｂは

0〈似Ｂ〈入尻:霧の範囲の値である。

のように各々独立に決定され､更に式(17)に関しては町’
を左辺から乗じることにより、また、式(１８)に関しては
n房’を左辺および右辺からそれぞれ乗じることにより次
式のように決定される。

Ａ＝ｎ万'Ｒｓ鯵

（19）

Ｂ＝;R51…！（20）

このとき、最小２乗平均誤差（.〆は次式に示す関係式

Ｅ[s(ｍ,加)tr{B(x(ｍ,")xT(ｍ,”)＿Ｒ⑳)}］
＝tr(BT率）（21）

ｖ(ｍ,")＝ＥＥＣ(j,ｊ)露(m-j,”－j）

＋ＥＥＥＥ６(Ｍｋ,l形(ｍ－Ｍ－ｊ）
×鰯(ｍ＿ﾙ,,２－【)＿Ｍｉ－Ａ,ｊ－ｌ)］（27）

Ｅ[ltr{B(x(nＭJ)xT(ｍ,")－Ｒ薮))'2］
＝2tE(BIB重ＢＲｚ）（22）
を用いることにより以下のようになる。

<､，t＝『`(0,0)－邸R岳'R錘

一;極(Ｍ醐凪霊)(23）

(１９)および式(20)に代入することにより最適な１次およ

ただし、ｒ鰯(0,0)＝Ｅ[{s(ｍ,")}2]である。

以上より、ＱＰモデルのマスクをもつ２次元ボルテラ
フィルタの１次および２次の最適なボルテラ核の導出は、

入力信号麺(ｍ,")の自己相関行列Ｌ,がブロックテプリッ

ッ行列になることを除けば、１次元信号を対象とした１次
元ボルテラフィルタの導出と同様に行なうことができる。
３.適応アルゴリズム

２次元ボルテラフィルタが未知の環境で動作する場合
に、フィルタ係数の適応を行なうＬＭＳアルゴリズムを導

出する。式(4)に基づき空間領域(ｍ,〃)における２次元
ボルテラフィルタの入出力関係を次式で定義する。

p(ｍ，､)＝ＡＴ(ｍ,〃)x(ｍ,ｎ）
＋tr(B(ｍｌ")(x(ｍｌ伽)XT(ｍ,")＿Ｒ錘)}(24）

…-川|謡等
雲窯姜芸|;wｌ
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ぴ計算値である。このとき、本例により求まったＩＲＥＲ

は-29.756778[｡B]となる。式(23)の最小２乗平均誤差

ＭＳＥｋ
１．６

〔.Ptを計算すると1.763828となり、また、参考のために

同一次元からなる線形フィルタによる最小２乗平均誤差を
求めると7.571796となる。以上.のことから、本例に対し

1.2

て２次のボルテラ核を考慮することの有効性が明らかとな
る。

●●

笠,.＿･もｊｉＬＢ｡､LRB型
型P･－■も:」､＄_ロユ2且2６２

０．８

Unknownsystem

０．４

Ｚ

￣

Input
2-DadaDtive
2-Dadaptive
-Dadaptive
fiIter
Iter

､、ミ
虚:iflHiiMriy，
Lｉｎｅａｒ

s(ｍ,､）

X(ｍ,､）

iji蝕
i鯛

e(ｍ,､）

Ｑｕａｄｒ

￣

Error

０

５１０１５２０２５ｘｌＯ２
Ｎｕｍｂｅｒｏｆｉｔｅｒａｔｉｏｎｋ

y(ｍ,､）

図３シミュレーション結果
５．むすび

図２システム同定図

本論文では、マスク領域としてＱＰモデルを用いた最適
な２次元ボルテラフィルタを、２次元ガウス過程信号に基

次に、ＬＭＳ適応アルゴリズムの有効性を検証するため
に、図２に示す未知システムの同定問題を取り扱う。な
お、入力信号としては先の数値計算と同様に平均０，分散
１の２次元ガウス過程信号と仮定し、データ領域としては

づいて導出すると共に、ＬＭＳによる２次元適応アルゴリ
ズムを導出した。なお、１次および２次のボルテラ核をも
つ２次元ボルテラフィルタの同定問題に本手法を応用し、
計算機シュミレーションを行なうと共に、２次元線形フィ

５０×５０のサイズからなる２次元データを用いた。また、

ルタを用いた際のＭＳＥとの比較を行ない､同手法の有効

適応アルゴリズムにおけるステップサイズパラメータ’Ａ
および〃Ｂとしてはそれぞれ0.0037および0.00022を用

性を明らかにした。

いた。これらの値は、適応フィルタの安定性が保証されて

いるｏ＜似Ａ＜人品1ｍおよび０＜似Ｂ＜人品:露の範囲で最
も良好な収束特性を与える値を試行錯誤を重ねて決定した
ものである。なお、比較のために１次のボルテラ核Ａの
みからなる、２次元線形フィルタに基づいたＬＭＳ適応ア
ルゴリズムによるシステム同定を行なった。適応アルゴリ
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定と同様に０〈似A〈人品:函の範囲で最も良好な収束特性

文献

を与える0.0001を用いた。なお、それぞれのフィルタの
収束特性を定量的に評価するための－指標として、次式で

[1］市川哲：“ボルテラ級数による非線形システムの解析'',システム／制

定義した〃SEAを用いる。

[2］Ｔ・ＫｏｈａｎｄＥ.J,Powar愚：‘`SecondOIderVolte面aFilter‐

…=鶚鶚};｝（2,）
図３には、繰り返し回数ルー(ｍ－１)×jV2＋犯に対す

る〃ＳＥルを示している。ここで、ＭＳＥルとしては１００

回の独立した試行に対する平均値を用いている。なお、図

中のLinearmodelは２次元線形フィルタによるＭＳＥｔ

であり、また､Quadraticmodelは２次元ボルテラフィル
タによるMSE上である。同図から明らかなように､Linear

modelではMSE上が０．９付近の値でいつまでも収束しな

いが､Quadraticmodelでは繰り返し回数が2000回程度
でMSEkが殆んと澪に収束している。

以上のシミュレーションから明らかなように、本例に対

して２次のボルテラ核を考慮した２次元ボルテラフィルタ
を用いることの有効性が分かる。

御／情報,Vol34,No.9,ｐｐ､524530,1990．

ringandltsApplicationtoNonunearSystemldentMicatioxf，，

IEEEImnsactionsonAcoustics，Spesch，ａｎｄＳｉｇｎａｌＰｒｏ－
ｃｅｓｓｉｎｇ１ｖｏＬＡＳＳＰ－３３，Ｎ０，６，ｐｐ,1445-1455,1985．

[3］DEDudgeonandR.Ｍ・Mersereau:``Multi｡imensionalDig‐
italSign皿Processing'',EnJewoodCliHB,ＮＪ：Pnmtice-HaU，
１９８４．

[4]SHaykin:``AdaptiveFnterTheory'１，EnglewoodCUllB,ＮＪ
：Prentice-HaUo3rded.，1996．

[5]Ｂ､WidrowandSD・Steams:“AdaptiveSimalProcessing1，，
EnJewoodCnHS,Ｎ恥Prentice-HaU,1985.

