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音声スパース性と信頼度付時間差検出に基づく
残響環境下での 2chBSS ∗
◎和泉洋介，小野順貴，嵯峨山茂樹 (東大情報理工)

1

はじめに

音声のスパース性を利用したブラインド音源分離
(BSS)[1, 2, 3] は，観測信号数より音源信号数が多く
ても適用可能でありマイクロフォン数が少ない場合
に特に有効な分離手法であるが，実環境での適用の
ためには，残響環境下での性能向上が課題の 1 つと
なっていた。本稿では先の報告 [4] にひきつづき 2ch
の BSS に議論を絞り，残響環境下における具体的な
音源定位と分離手法を提案し，実験によりその性能
を検証した結果について報告する。

2

スパース性に基づく 2chBSS の問題設定

以下では，2 個のマイクロフォンにより観測された
信号の時間周波数表現を M = (MLi (ω), MRi (ω)) と
表す。ただし，i はフレーム番号，ω は角周波数，L，
R の添え字はそれぞれ，左右のマイクロフォンで取得
された信号であることを表す。以下では簡単のため，
フレーム番号 i と角周波数 ω は省略して表記する。
音声のスパース性から，各時間周波数成分におい
て観測信号に寄与する音源は 1 個だけであると仮定
すると観測モデルは，

M = Sn bn + N

(1)

のように表される。Sn は推定したい音源信号，N は
残響などに起因する観測誤差，bn は音源 n の位置に
対応するベクトルを表す。ここで音源信号の振幅の任
意性を除くため，bn は |bn | = 1 のように規格化され
ているものとする。
スパース性に基づく音源分離でよく行なわれる手
法は，1) 強度比・時間差のクラスタリングに基づく
音源定位 (式 (1) における bn (n = 1, · · · , N の決定)，
2) 時間周波数マスキングによる音源分離 (寄与する
音源 n の，時間周波数成分毎の推定) の 2 段階からな
る。しかしながら残響環境下においては，強度比や時
間差は大きな分散を生じ，1) の定位自体が困難なも
のとなっていた。
これに対し我々は，1) 残響を拡散音場とみなすこ
とによる誤差モデルの導入，2) 連続したフレームの
観測区間毎の信頼度付での強度比・時間差検出，によ
り，信頼度の高い推定結果が真値のまわりにより密に
分布し，音源定位を改善できる見込みを得た [4]。本
稿ではこれに基づき，1) 観測区間毎の信頼度付での
強度比・時間差検出の統合による具体的な音源定位
法，2) 音源定位後の音源分離法，の 2 点について論
じる。
∗

観測区間毎の信頼度付検出の統合による
音源定位
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(a) 振幅比 a
(b) 時間差 τ
Fig. 1 観測信号のパワーで重みづけした特徴量のヒ
ストグラム。残響 (TR = 376ms) の影響で 3 個の音源
があるのかも判断しづらい。
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Fig. 2 信頼度で重みづけした特徴量のヒストグラム。
(b) を見ると中央の顕著な音源に隣り合う小さな 2 つ
の音源がある。
複数の測定結果を統合する自然な方法の 1 つはヒ
ストグラムであり，従来用いられてきた手法は，観
測フレームのパワーを重みとして強度比 a，時間差 τ
の 2 次元の特徴空間でヒストグラムを生成するもの
であった [1]。これに対し我々は [4] で提案した信頼度
付の検出をいかし，信頼度を重みとしたヒストグラ
ムを作成した。その比較の例を Fig.1，Fig.2 に示す。
従来法である Fig.1 に比べ，Fig.2 では時間差 τ に
おける断面では音源方向に依存してピークが若干み
られるものの，特に強度比ではピークを検出するこ
とは難しい。これは信頼度の値の範囲が大きいこと，
ヒストグラムにおいては原点近傍 (a = 0，τ = 0) の
ピークが特に大きくなるバイアスのような効果がみ
られること，などが原因であり，この統合方法はまだ
改善の余地があると考えられるが，ここでは，時間差
τ の方がピークを形成しやすい性質に着目し，

1. 音源数 N は既知として与え，
2. τ のみのヒストグラムに対し，EM アルゴリズム
を用いて混合正規分布をフィッティングすること
で，小さなピークの検出を可能にし，各音源に
対する時間差 τn (n = 1, · · · , N ) を求め，
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Table 1 音源位置推定結果
(20 log10 (a), τ )

s1

s2

s3

真の位置
推定値
分散

(2.03, -0.10)
(1.76, -0.11)
(2.87 0.00)

(0.00, 0.00)
(-0.03, 0.01)
(0.01, 0.00)

( -2.49, 0.13 )
(-1.11, 0.08)
(1.20, 0.00)

ML
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4m
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Table 2

音源分離性能 (S/N 比改善値) の平均値 [dB]

S1

0dB マスク
提案法

Fig. 3 シミュレーションにおけるマイクロフォンと
音源の位置関係
3. 各 τn の近傍の値をとる点のみから振幅比-信頼
度のヒストグラムを作成し，そのピークを音源
位置に対応する振幅比 an として求める
という手法をとった。紙面の都合上，詳細は発表にて
示す。

4

拡散音場モデルに基づくバイナリマスキ
ングとビームフォーミング

音源の分離方法として，最尤法に基づくバイナリ
マスキングを行なうことを考える。拡散音場モデルに
基づき誤差ベクトルの共分散行列を V とすると，式
(1) のようにある観測ベクトル M が音源 n に帰属す
ると仮定に基づく対数尤度 Ln と推定値 Sn は，
h

Ln = C −

|b̂n V −1 M |2
h

b̂n V −1 b̂n

,

Sn =

h

(2)

b̂n V −1 b̂n

のように与えられる。ここで C は n に依らない定数，
h
はエルミート転置であり，また b̂n は前節で推定し
た特徴量 (an , τn ) を用いて，以下のように表される。
Ã
!
1
1
b̂n =
(3)
1 + a2n
an ejωτn
上記の Ŝn は誤差の共分散行列を考慮した 2ch のビー
ムフォーミングにほぼ等しく，単なるバイナリマスク
よりも雑音の低減効果が期待できる。以上より，バイ
ナリマスキングとビームフォーミングを組み合わせ
た Sn の推定値として，
(
Sn (Ln > Ln0 for ∀ n0 6= n)
Ŝn =
(4)
0 otherwise
を得る。

5

残響シミュレーションによる分離実験

Fig.3 のように 3 個の音源と 2 個のマイクロフォン
を配置し，残響時間 TR = 376ms の部屋のシミュレー
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ション分離実験を鏡像法 [5] により行った。分離性能
の評価には，分離前後の元音声に対する S/N 比の改
善値を用いた。音声データは研究用連続音声データ
c 板橋秀一 [日本音響学会／編]1991Vol. 1-3)
ベース (°
を使用し，音源信号の組合せを変えて 84 通りの実験
を行った。サンプリング周期 16kHz，フレーム長は
210 ，シフトは 32，窓関数を Hamming 窓として，時
間周波数表現し，中心フレームの前後 7 フレーム計
15 フレームから信頼度を検出した。
音源位置推定結果を Table.1，分離結果を Table.2
に示す。比較対象とした 0dB マスクとは，音源信号
が既知であるときに各時間周波数成分を支配的な音
源 n に帰属させる，残響がない場合には理想的なバイ
ナリマスクである [1]。提案法は残響環境下でも音源
定位ができており，さらに s1 , s3 については 0dB マ
スクよりも分離性能が高いことが確認できる。
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結論

拡散音場モデルに基づく観測区間毎の信頼度付強
度比・時間差検出結果の統合と，バイナリマスキング
とビームフォーミングを組み合わせた分離による残
響環境下での 2chBSS 手法を提案した。2 個のマイク
ロフォンに入る残響環境下でのシミュレーション実験
により，優れた分離性能を示すことを確認した。信頼
度付強度比・時間差検出結果の統合方法にはまだ改善
の余地があり，今後検討していきたいと考えている。
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