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あらまし

本研究ではスパース性に基づく BSS の問題に対し，EM アルゴリズムを適用した新しいアルゴリズムを

提案する．具体的には，音源信号のスパース性に基づき，各時間周波数成分に寄与する音源は 1 個であるという観測
モデルの下，各時間周波数成分に寄与している音源のインデックスを隠れ変数とみなし，最大尤度を与える音源方向
と，各時間周波数成分への各音源の寄与率を EM アルゴリズムによって推定する．本手法は，1) E-step が音源分離，

M-step が音源定位に相当し，定位と分離で共通の目的関数 (尤度) の最大化が行なわれること，2) 目的関数が尤度で
あるため，情報量規準などにより音源数推定が可能になる枠組みであること，3) 時間差・強度比などの特徴量空間で
はなく，元の信号空間（時間周波数空間）での観測モデルにより尤度を定義しており，残響環境に対する拡散音場モデ
ルなど，物理的な観測モデルの導入が可能になること，4) 観測モデルに含まれる雑音項の大きさ（分散）も観測信号
から推定可能であり，パラメータチューニング等が不要であること，などの特長を有している．全体の枠組みは，一
般に Nch の BSS に適用できるが，本稿では特に 2ch の BSS に議論を絞って具体的なアルゴリズムを導出し，シミュ
レーションによる提案手法の音源分離実験結果を報告する．
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Applying EM algorithm to 2ch BSS based on sparseness of speech
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Abstract In this paper, we propose a new approach to sparseness-based BSS by applying EM algorithm. Based on
sparseness of speech, under an observation model that only one of sources is active on each time-frequency component, the directions of ariival and the contribution ratio of each source at time-frequnecy components are estimated
by EM algorithm. Our method has the following advantaages: 1) a common objective function is maximized in
localization step and separation step, which are corresponding to E-step and M-step in EM algorithm, respectively,
2) it gives us a frame work to estimate the number of sources by information criterion since the objenction function
is likelihood. 3) it enables to introduce physical observation model like the diffused sound field because the likelihood
is defined as the original singal domain (time-frequency domain), not feature domain like time differecne or intensity
ratio. 4) no heuristic of parameters are required since the magnutude of noise (variance) included in observation
model can be also estimated by observed signals. Though our framework can be generally applied to N channel BSS,
we derive an explicit algorithm with focusing 2ch BSS in this paper, and show some results by numerical simulation.
Key words Blind Source Separation, EM algorithm, speech sparseness, time-frequency masking

1. は じ め に
近年，実環境での音声認識やロボット聴覚などへの応用を目
的として，複数の音源信号が混合した観測信号から，元の音源

ているが，音源信号数が観測信号数以下の場合にしか適用でき
ない．一方，音源信号より多くの観測信号を分離する枠組みと
しては，音源信号のスパース性を利用した手法が提案されてい
る [1], [3], [6], [7], [9], [11]．

信号を分離する技術が着目されている．特に，音源から観測点

対象とする信号のエネルギーがある領域（多くの場合，時間

への伝達関数が未知の場合でも分離を実現するブラインド音源

周波数領域）で一部の領域に集中し，多くの領域でほぼ 0 であ

分離 (Blind Source Separation, BSS) の研究が活発に行われて

るような性質がある場合，それを信号のスパース性と呼ぶ．特

いる．BSS の有効な手法の 1 つとして独立性分分析が知られ

に音声の場合は，フォルマント構造や調波構造，有声/無声の時
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間的変動などの要因から，複数の音声が混合している場合でも，

周波数マスキングとは，理想的には

エネルギーが集中している領域が重なりあうことは少ない [2]．

Φj (τ, ω) =

この音声のスパース性を利用した音源分離の代表的な先行研究

(

として，時間周波数マスキングが挙げられる．これは目的の音
源信号成分が支配的である時間周波数成分を，マスキング処理

1

(k(τ, ω) = j)

0

(k(τ, ω) =
| j)

(1)

と表されるようなマスクを設計し，

によって抜き出すことで分離する手法である．各時間周波数成

Ŝj (τ, ω) = Φj (τ, ω)M (τ, ω)

分において，目的音源が支配的であるかどうかの判定には，2ch
の観測信号間の時間差 δ(τ, ω)，および強度比 a(τ, ω) が多く用
いられる．各時間周波数成分における時間差は信号の到来方向
と対応する特徴量なので，これらをクラスタリングすれば同じ
音源から到来した成分だけを抜き出し，時間周波数平面のマス
クを作ることができる [1], [3], [8]．時間周波数マスキングに関
しては既に多くの研究がなされており，リアルタイムでの分離
が Baeck らにより研究され [12]，また，その性能の上限や，マ
スキングの特徴であるミュージカルノイズを低減する時間周波
数分解について荒木らが論じている [4], [5]．また，単純な時間
周波数マスキング以上の性能を示す分離手法として，各時間周
波数成分に寄与する音源の数が複数 (観測信号数以下) である
と仮定し混合行列を推定して分離する手法や [7]，音源信号に事
前分布を仮定して確率的に信号成分を推定する手法も提案され
ている [9], [11]．しかし多くの手法では，残響や背景雑音が多
く存在する環境下では，各音源から生じる強度比や時間差がば
らついて互いに重なり合うため，特徴空間でのクラスタリング
が困難になることが大きな問題であった．
一方，音声認識をはじめとした幅広い分野で用いられている
混合ガウス分布モデルの推定問題においては，分布同士が互い
に重なりあうような状況が普通であり，このような場合におい
ても，分布のパラメータの推定が精度よく行なわれる．通常の
クラスタリング手法では各データをいずれかのクラスに 0，1
で帰属させるのに対し，混合ガウス分布モデルではこの帰属度
を連続値として扱い，モデルフィッティングにより，全体にと
して尤度最大になる解を求めている点が，このような重なり合
う分布の推定を可能にしている一つの鍵になっている．またこ
のモデルは，EM アルゴリズムと呼ばれる効率的な解法が存在
することも，よく用いられる要因の一つとなっている．
本研究では，この考え方をスパース性に基づく BSS に適用
し，残響環境下のように特徴空間でのクラスタリングが困難に
なる状況で，適切に時間周波数マスクを設計する新しい手法を
提案する．本手法により，従来は別々の処理であったクラスタ
リングによる音源定位，マスキングによる音源分離とも共通の
目的関数を最大化させる統一的な処理が得られることも利点と
考えられる．

2. スパース性に基づく BSS の概要

(2)

のように観測信号に乗じることで，目的信号 Sj (τ, ω) を推定す
るという手法である．
時間周波数マスキングは原理的に，個々の時間周波数成分を
通過させる，阻止する（バイナリマスクではなく連続値マスク
を用いたとしても，部分的に通過させる），のいずれかしかで
きないため，理想的なマスクが設計できた場合の分離性能は，
対象とする信号のスパース性の度合いに依存する．また実際に
は，得られた観測信号からいかにしてこのようなマスクを設計
するかが重要な問題となる．
できるだけ信号をスパースに表現するための時間周波数分解
法としては，これまでは短時間 Fourier 変換を前提とし，音声
を対象としたときの最適な窓幅が主に論じられており，例えば
の 16kHz サンプリングの場合には，1024 点の窓幅が最もよい
との報告がある [1]．また，短時間 Fourier 変換に代えて，フィ
ルタバンク分析を行なった場合には，聴覚的なフィルタバンク
を用いたほうがよいとの報告もある [10]．

2. 2 時間周波数マスクの従来の設計法
時間周波数マスクの設計法として，従来から用いられてい
るのは，観測信号間の時間差・強度比のクラスタリングであ
る．例えば 2ch の場合には，観測信号の各時間周波数成分の比

MR (τ, ω)/ML (τ, ω) から，音源位置に依存した特徴量 (強度比
a，時間差 δ) が抽出できる．これらの特徴量は，音源が移動し
ない限り，同一音源から到来した成分は時間，周波数にかかわ
らず，ほぼ同じ値をとると期待できるので，これらのクラスタ
リングにより時間周波数マスクを設計することができる．

Yilmaz らは，観測信号の各時間周波数成分から a, δ を求め，
その分布全体から複数の音源位置に対応する強度比 ai ，時間差

δi を決定し，次に各時間周波数成分に対して尤度最大になる音
源を選ぶクラスタリングを行い，時間周波数マスクを設計する
手法を提案している [1]．

2. 3 残響環境下での問題点
Yilmaz らは，無響環境であれば時間周波数マスキングによ
り十分に分離が可能であるが，残響時間が長くなると，a, δ は
大きな分散を生じ，音源定位自体が困難になると報告してい
る [1]．
残響時間が異なる環境で，3 つの音源が存在する際，2 個の
マイクロフォンで観測される時間差の散布図を図 3 に示す．こ

2. 1 時間周波数マスキング
スパース性に基づく BSS で代表的な手法は時間周波数マス
キングである．[1], [3]．
いま，N 個の音源信号 Sn (τ, ω)(n = 1, . . . , N ) が混合した
観測信号 M (τ, ω) の各時間周波数 (τ, ω) において，最もエネル

れらは全時間周波数成分において位相差から時間差を検出し，
縦軸にその成分のパワーをとってプロットしたものである．こ
れらの図からわかる通り，多重反射の影響で時間周波数ごとに
様々な時間差が生じ，クラスタリングが困難になっていく様子
が示されている．

ギーの大きい音源信号のインデックスを k(τ, ω) とする．時間
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体が時間周波数マスキングによる音源分離そのものであるこ

2000

power

とに注意する．つまり，各時間周波数成分に寄与する音源が 1
1500

個であるという仮定の下では，1) Ωn が求まれば (音源分離で

1000

きれば) θn が求まる (音源定位できる)，2) θn (n = 1, · · · , N )
が求まれば (音源定位できれば)，Ωn (n = 1, · · · , N ) が求まる

500

(音源分離できる)，のように，これらは相互に関連した関係に

0
-0.15

ある．従来の枠組みでは，強度比・時間差などの特徴量検出後，
-0.1

-0.05
0
0.05
time delay [ms]

0.1

0.15

特徴空間における投票法や k-means 法などのクラスタリング
により音源定位が先に行なわれ，その後，時間周波数マスクが

図 1 時間差の散布図 (音源数 3，残響時間 0ms)

設計されるという 2 段階の処理が行なわれることが多かった．

2000

この問題はそもそも，時間周波数領域を個々の音源に帰属す
る成分に分けるクラスタリングの問題ととらえることができる

power

1500

が，クラスタリングの分野でよく扱われる類似の問題として，
1000

混合ガウス分布モデル (GMM) の推定問題がある．これは，各
データは複数のガウス分布のいずれかから生成されるが，どの

500

ガウス分布から生成されたものかはわからない，という条件下

0
-0.15

-0.1

-0.05
0
0.05
time delay [ms]

0.1

で，各ガウス分布の平均・分散を推定する問題であり，1) デー

0.15

タを観測信号 M (τ, ω)，2) 複数のガウス分布を各音源に対応
する方向尤度分布，3) ガウス分布の平均・分散を音源方向やそ

図 2 時間差の散布図 (音源数 3，残響時間 50ms)

の他方向尤度を決定するパラメータ，と読み替えれば，全く同

2000

種の問題であることがわかる．

power

1500

通常のクラスタリング手法では，与えられたデータが個々の
クラスに属しているか属していないかを 0，1 で決定するのに対

1000

し，混合ガウス分布のモデルは，帰属率を連続値の確率として
として扱うため，分布同士が重なり合っているような場合でも，

500

ロバストに推定を行なうことができる．この考え方をスパース
0
-0.15

図3

-0.1

-0.05
0
0.05
time delay [ms]

0.1

性に基づく BSS に導入することによって，残響や背景雑音が

0.15

存在し，観測される特徴量が明確にクラスタリングできず，重

時間差の散布図 (音源数 3，残響時間 170ms)

なり合うような場合に対して，音源定位／音源分離性能を向上
させることが本研究のねらいである．
また，このような混合分布の推定問題に対し最尤解を求める

3. 提案法の概要

ための効率的な手法が EM アルゴリズムとして知られている．

3. 1 本研究の着眼点

以下では各時間周波数成分に寄与する音源が 1 個であるという

いま，ある時間周波数 (τ, ω) で観測信号 M (τ, ω) が得られ

モデルの下で，BSS の問題を，各時間周波数成分に寄与する音

たとき，これがある音源方向 θ から到来した信号である確率を

源がどれであるかを隠れ変数とした最尤問題として定式化する．

p(M (τ, ω)| θ) と表し，以下，これを単一方向尤度と呼ぶ．方

3. 2 EM アルゴリズムによる定式化

向尤度を定めることができたならば，音源が 1 個の場合には，

本研究でまず扱う問題は，

全観測データに対する対数尤度の和

J=

X

J=
log p(M (τ, ω)| θ)

を最大化することによって，最尤音源方向 θM L を求めること
ができる．
音源が N 個存在する場合においても，音源信号がスパース

log p(M (τ, ω)| θ)

(5)

(τ,ω)

(3)

(τ,ω)

X

を最大化する音源方向の組 θ = (θ1 , · · · , θN )h を求めることで
ある．

ここで p(M (τ, ω)| θ) は，音源が θ = (θ1 , · · · , θN )h 方向に

存在するときに，M (τ, ω) が観測される尤度である．これは，

であり，各時間周波数成分に寄与する音源が 1 個であるとみな

各時間周波数成分に寄与する音源が 1 個であるというモデルの

せるならば，n 番目の音源方向 θn は，n 番目の音源が寄与す

下では，

る時間周波数 (τ, ω) の集合 Ωn に対する対数尤度の和

Jn =

X

p(M (τ, ω)| θ) =
log p(M (τ, ω)| θn )

(4)

(τ,ω)∈Ωn

を最大化することで推定される．ただし，Ωn を求めること自

X

p(M (τ, ω), k(τ, ω)| θ)

(6)

k

のように，周辺化して表すことができる．ここで k(τ, ω) は，

(τ, ω) 成分に寄与する音源のインデックスであり，実際には観
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測することができない隠れ変数である．混合ガウス分布の場合

であるが，以下では具体的なアルゴリズムを示すため，2ch の

と比較すると，あるデータがいずれのガウス分布からの出力で

BSS に話を絞り議論を進める．

あるか，を示すガウス分布の番号にちょうど対応している．
もし k(τ, ω) が既知であったとすると，式 (5) の尤度は k 番

具体的なアルゴリズムを決めるため必要なことは，単一方向
尤度の与え方と，未知パラメータの選択である．1 つの音源から
発せられた信号が空間中を球面波として音源から伝播すると仮

目の音源方向にしか依存しないため，

定すると，2ch の観測信号 M (τ, ω) = (ML (τ, ω), MR (τ, ω))T

p(M (τ, ω), k(τ, ω)| θ) = p(M (τ, ω)| θk )

(7)

以下では簡単のため，強度比に関しては ak = 1 として平面波

となり，前小節で議論した単一方向尤度と一致する．

EM アルゴリズムでは，このような隠れ変数を含んだ最尤問
題を，仮のパラメータ (ここでは，仮の音源方向)θ (t) を使って

•

伝播を仮定し，音源の位置情報として方向 θk の代わりに，こ
れとほぼ等価な情報である時間差 δk を用いる．

bk = (1, ejωδk )T とベクトル表示すると，観測モデルは，

定義される Q 関数と呼ばれる補助関数を導入し，

•

の間には，音源位置に依存した時間差 δk ，強度比 ak が生じる．

E ステップ：Q(θ; θ (t) ) を計算する

M (τ, ω) = Sk (τ, ω)bk + N (τ, ω)

M ステップ：Q(θ; θ (t) ) を最大にする θ を求め，θ (t) を

(13)

更新する

と表せる．ただし，N (τ, ω) = (NL (τ, ω), NR (τ, ω))T は，そ

という 2 つのステップの反復，すなわち

れぞれの観測信号に含まれる，残響，背景音を含む誤差である．

θ (t+1) = argmaxθ Q(θ; θ (t) )

(8)

を繰り返すことで，パラメータの逐次推定を行なう．ここで，

その尤度は，

Q(θ; θ (t) )
XX
(τ,ω)

=

X

k

記することにする．

N を，平均 0，共分散行列 N のガウス雑音と仮定すると，

本問題における Q 関数は，

=

ここで NL (τ, ω), NR (τ, ω) は音源信号 Sk (τ, ω) とは独立であ
ると仮定する．以降では (τ, ω) を省略し，Sk , M , N などと表

p(M | δk ) = − log(2π) −

(t)

p(M (τ, ω)| θk )
log p(M (τ, ω)| θk )
P
(t)
k0 p(M (τ, ω)| θk0 )

(t)
Q(θk ; θk )

1
log |V |
2

1
− (M − Sk bk )h V −1 (M − Sk bk )
2

(9)

(14)

と表される．式 (14) には，まだ未知の変数 Sk が含まれている

k

ので，これをどのように扱うかにはいくつかの選択肢が考えら

ただし，
(t)

Q(θk ; θk ) =

X

れる．Sk として，最尤値を用いるというのがその一つである．
(t)

mτ,ω,k log p(M (τ, ω)| θk )

(10)

すなわち，

(τ,ω)
(t)

(t)
mτ,ω,k

p(M (τ, ω)| θk )
= P
(t)
k0 p(M (τ, ω)| θk0 )

(11)

∂ log p(M | δk )
=0
∂Sk∗
⇔ bhk V −1 (M − Sk bk ) = 0

のように与えられる．
式 (9) のように，Q 関数が個々の θk のみに依存する関数の
和に分解されるということは，本問題においては，複数音源定

⇔ Sk =

bhk V −1 M
bhk V −1 bk

(15)

を式 (14) に代入し，さらに，

位が複数の単一音源定位問題に分解されることを意味している．
(t)

E ステップで計算される mτ,ω,k は分配関数とも呼ばれ，ある

V =σ

時間周波数成分 M (τ, ω) の尤度への寄与を確率的に分配し，ク
ラスタリングでは一意に帰属音源を決められないデータを，そ

2

1

0

0

1

!

(16)

と仮定すれば，単一方向尤度の具体的な形は，

の曖昧さを確率に含んで扱う枠組みを与えている．
また，音源方向 θ が決まれば，j 番目の音源を分離するバイ
ナリマスクは，

Φj (τ, ω)
(
1
=
0

(12)
∀ 0

(p(M (τ, ω)| θj ) > p(M (τ, ω)| θj 0 ) for j 6= j)
(otherwise)

のように設計することができる．

4. 提案法の具体的アルゴリズムの導出
4. 1 単一方向尤度の導出

log p(M | δk )
1
= − log(2π) − log |V |
2
1
1 |bhk V −1 M |2
− (M h V −1 M ) +
2
2 bhk V −1 bk
= − log(2π) −

1
1
log σ 2 − 2 (|ML |2 + |MR |2 )
2
2σ

1
∗
(|ML |2 + |MR |2 + 2Re[ejωδk MR
ML ])
4σ 2
1
1
= − log(2π) − log σ 2 − 2 |ML − e−jωδk MR |2 (17)
2
4σ
+

となる．

前節までの枠組み自体は一般的に Nch の BSS に適用可能
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4. 2 Q 関数の導出

S3

k 番目の音源に対応する時間差 δk を求めるための Q 関数は
式 (10) より，
(t)

Q(δk ; δk )
˛
˛2
1 X (t) ˛
˛
= − 2
mτ,ω,k ˛ML − e−jωδk MR ˛ + C
4σ

ML

(18)

60

S2

(τ,ω)

4cm

˛„q
«
«˛2
„q
˛
1 X ˛˛
(t)
(t)
−jωδk
mτ,ω,k ML − e
mτ,ω,k MR ˛˛ + C
= − 2
˛
4σ

MR

45

(τ,ω)

S1

のように表される．ただし，δk を含まない項は簡単のため，
定数
q C として表した．この表現をみると，分配関数の平方根
(t)
mτ,ω,k は観測信号 ML ，MR へ乗じられ，いわば，連続値

図4

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

のマスクに相当する働きをもつことがわかる．すなわち，E ス
テップで分配関数を計算し Q 関数を求める操作は，観測信号

表1

従来手法と提案手法の音源定位結果 (時間差 [µs])
条件

手法

s1

s2

s3

残響時間 0ms

従来手法

10.3

0.0

-6.7

なっているとみなすことができる．この分離は，全体の方向尤

残響時間 0ms

提案手法

9.8

0.0

-6.7

度 (式 (5)) を最大にする分解になっているが，音源信号の分離

残響時間 370ms

従来手法

1.0

-4.2 -5.1

という観点から最適になっている保障はないため，本稿ではこ

残響時間 370ms

提案手法

10.3

0.0

-8.8

真の位置

10.4

0.0

-7.3

ML ，MR に連続値の分配関数を乗じてソフトに音源分離を行

の連続値マスクによる分離は音源定位のためにのみ行い，分離
は，式 (13) のように最尤となる音源に基づくバイナリマスキ

表 2 従来手法と提案手法の分離性能 (S/N 比改善値 [dB])

ングにより行なうこととした．

4. 3 パラメータの更新式
音源位置に対応した時間差 δk を更新するためには，式 (19)
を最大とする δk を求める必要があるが，これは解析的には求

条件

手法

残響時間 0ms

従来手法

13.9 10.9

s1

s2

s3
9.4

残響時間 0ms

提案手法

16.3 13.0 11.5

残響時間 370ms

従来手法

4.9

-8.3

2.9

残響時間 370ms

提案手法

7.8

3.9

8.1

(t)

まらないので，適当に離散化した方向全てに対して Q(δk ; δk )
を数値的に求め，以下のように更新することとした．
(t+1)

δk

(t)

= arg max Q(δk ; δk )
δk

表 3 提案手法における σ 2 の推定値と残響時間の関係

(19)

残響時間 [ms]

σ2

0

90

170

270

370

0.12 0.14 0.17 0.21 0.25

一方，雑音の分散 σ 2 も，未知パラメータとして扱い，デー
タから学習することができる．全 Q 関数を σ 2 で微分して 0 と
おくことにより，下記の更新式を得る．

` 2 ´(t+1)
1 X (t)
σ
=
mτ,ω,k |ML − e−jωδk MR |2
2N

た．マイク間距離は 4cm とした．EM アルゴリズムの反復は，

Q 関数の増加がある閾値以下になったら終了とした．
(20)

τ,ω,k

ただし，N は全時間周波数成分の個数である．
上記の更新式では，全ての時間周波数成分に対し，雑音分散

比較対象とした従来法は，Yilmaz らの手法 [1] に基づいた．
まず，パワーで重みづけした a, δ の 2 次元ヒストグラムを作成
し，これに矩形関数を畳み込むことでスムージングを行い，そ
のピークの頂点を ai , δi として推定した．次に各時間周波数成

が等しいと仮定したが，これを周波数ごとに異なる値として求

分に対する尤度が最大になる音源を通過させるマスクを作成し，

めることも可能である．

分離信号を得た．

5. シミュレーション実験による検証
2chBSS に対し EM アルゴリズムを適用した提案手法を実装
し，シミュレーションによりその分離性能を確認した．

音源定位結果を表 1，分離結果を表 2 に示す．残響がない場
合にはどちらもある程度の精度で定位を行い分離が可能である．
一方，残響環境下においては従来手法の場合だとクラスタリン
グができず，したがって次のステップである音源分離が破綻し

図 4 のように 3 つの音源および 2 つのマイクロフォンを配置

ているが，提案手法では音源定位ができ，分離も行えているこ

し，球面波伝播と残響を鏡像法のシミュレーションによって行っ

とが確認できる．また，提案手法において，σ 2 の推定値と残響

た．分離性能の評価には，分離の前後での元音声に対する S/N

時間との関係を表 3 に示す．残響時間が長くなるにつれ σ 2 の

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ベー

推定値が大きくなっており，環境に応じて観測誤差の大きさを

c 板橋秀一 [日本音響学会／編]1991Vol. 1-3) を使用した．
ス (°

推定できている．ただし，σ は観測信号の振幅と同じ単位を持

また，Yilmaz ら [1] の議論をもとに，サンプリング周期 16kHz，

つが特に明記していない．

10

フレーム長 T は 2 ，シフトは T /2，窓関数を Hamming 窓と
して，観測信号を短時間 Fourier 変換して時間周波数表現を得
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6. 結

論

本稿では，2chBSS に対し，各時間周波数成分の帰属音源を
隠れ変数として EM アルゴリズムを適用し，音源分離を行う手
法を提案した．提案手法の EM アルゴリズムにおける E ステッ
プが音源分離を，M ステップが音源定位を行っていると考えら
れる．従来手法では音源定位・音源分離を 2 つの別個の処理に
よる分離を行っていたのに対し，提案手法は共通の目的関数を
扱う統一した処理を行う枠組となっている．また，シミュレー
ション実験によって従来手法と提案手法を比較する実験を行っ
た．実験結果から従来手法だと分離が困難になるような残響環
境下でも，提案手法は分離を行うことができることを示した．
今後は，残響に適した誤差モデルや，マイクの感度差も考慮し
たモデルを導入し，実環境下での実験・評価を行う予定である．
文
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