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Stereo-input speech recognition using sparseness-based blind source separation
Kenta NISHIKI†a) , Yousuke IZUMI†b) , Shinji WATANABE††c) , Takuya
NISHIMOTO†d) , Nobutaka ONO†e) , and Shigeki SAGAYAMA†f)

あらまし 本研究では，スパース性に基づくブラインド音源分離を用いた雑音残響下のステレオ入力音声認識
手法を提案する．ステレオ入力を前提とした場合，スパース性に基づくブラインド音源分離は，雑音環境下にお
ける音声認識のフロントエンドとして有効なアプローチの 1 つであるが，残響環境下では分離性能が劣化する
他，時間周波数マスキングそのものが目的とする音声のスペクトルに歪みを引き起こし，認識性能を劣化させて
しまう可能性がある．本研究ではまず前者の問題に対し，我々が開発してきた，拡散雑音モデルに基づく最尤時
間周波数マスク設計法を適用し，その有効性を検証する．次に，時間周波数マスキングが生じる歪みの音声認識
への影響を検討し，1) 連続値マスクの方がバイナリマスクよりも影響が少ないこと，2)CMN (Cepstral Mean
Nomalization) により歪みの影響が大きく改善され，特に連続値マスクの方が改善量が大きいことを，実験的に
明らかにする．最後に提案手法の有効性を，雑音残響環境下での連続数字音声認識タスクにより評価し，従来手
法に比べて高い認識性能が得られることを示す．
キーワード 連続値・バイナリマスク，スパース性，ステレオ入力，ブラインド音源分離，雑音残響下音声認識

り，かつ定常雑音に対しては効果的であるため，従来

1. は じ め に
実環境における音声認識では，雑音や残響の存在が
認識性能を劣化させる大きな要因となるため，耐雑音性
の向上は音声認識において重要な課題の１つである．加
法性雑音を抑圧する SS (Spectrum Subtraction) [1,2]
や，チャネル歪みを抑圧する CMN (Cepstral Mean

Normalization) [3] などの音声強調手法は，簡便であ
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から広く用いられてきた．
さらに近年では，非定常雑音に対する耐雑音性を向
上させるために，マイクロフォンアレーによる音声強
調をフロントエンドに用いた音声認識も試みられてき
ており，ビームフォーミング (e.g. [4])ICA (Indepen-

dent Component Analysis) (e.g. [5, 6]) ，それらの併
用 [7] などに基づく手法が提案されている．特に，現
在用いられている多くの PC や IC レコーダではステ
レオ入力を標準的に用いることができることを考える
と，ステレオ入力の積極的な活用は，今後の音声認識
フロントエンドとして，ますます重要になると考えら
れる．ただし，一般に実環境においては，雑音源方向
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は未知であることが多く，雑音源の数も 1 つとは限ら
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ない．ステレオ入力を前提に，このような条件下で目
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音声のスパース性に基づくブラインド音源分離は，
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これを実現する有効なアプローチの 1 つである．ス

雑音残響下での音声認識性能を大きく向上させること

パース性とは，信号のエネルギーがまばらにしか存在

を示す．

しないという性質であり，音声信号は時間周波数平面
上でスパースであることが知られている．DUET (De-

generate Unmixing Estimation Technique) [8] を代
表とする多くのスパース性に基づくブラインド音源分
離手法では，音源信号がスパースであり，時間周波数

2. スパース性に基づく拡散性雑音下の 2ch
BSS
2. 1 拡散性雑音モデルに基づく最尤時間周波数マ
スクの設計

領域上で互いに重ならないことを仮定し，時間周波数

文献 [9] では，各時間周波数 bin のそれぞれの音源

マスキングにより音源信号を分離する．時間周波数マ

に対する帰属率に基づいて時間周波数マスクを設計す

スキングとは，各時間周波数成分に 0 から 1 の値を乗

る．まず本節では，その帰属率を観測信号から推定す

じる処理であり，マスクの値を 0 または 1 値を限った

る方法について述べる．

ものはバイナリマスク，連続的な値をとるものは連続
値マスクと呼ばれる．

目的はいくつかの音源が混合した信号がマイクロフォ
ンによって観測されているときに，最尤推定によって観

こうした時間周波数マスクを設計するための最も大

測信号のみから音源信号とその音源方向を得ることで

きな手がかりは信号到来方向であるが，残響環境下に

ある．2 個のマイクロフォンにより観測された信号の時

おいては様々な方向から到来する残響が信号到来方向

間周波数表現を M (τ, ω) = (ML (τ, ω), MR (τ, ω))T

を乱すために，従来法では分離性能が低下してしまう．

と表す．ただし，τ はフレーム番号，ω は角周波数，T

加えて音声認識への応用を考えると，時間周波数マス

は転置，L，R の添字はそれぞれ左右のマイクロフォン

キングの処理そのものが目的とする音声のスペクトル

で取得された信号であることを示す．各音源はスパー

に歪みを引き起こすため，認識性能を劣化させてしま

スであり，時間周波数領域上で重なり合わないとする

うという可能性がある．

と，各時間周波数 bin においてアクティブな音源はた

以上のような問題意識のもと，本研究では，音声認

だ 1 つと仮定できる．さらに，それぞれの音源信号は

識のフロントエンドとして，ステレオ信号に対し時間

平面波として到来することも仮定すると，観測信号は

周波数マスキングに基づくブラインド音源分離の適用
を検討する．まず，残響環境下での分離性能劣化に対
しては，我々が研究を進めてきた拡散雑音モデルに基
づく最尤時間周波数マスク設計法 [9] の適用を試みる．
これは残響や背景雑音を拡散性の定常雑音としてモデ
ル化し，スパース性の仮定の下，EM アルゴリズムを
用いて最尤の意味で最適な時間周波数マスクを設計す
る枠組みである．
本研究ではまず，雑音信号が必ずしも音声ではない
場合を含めた残響環境下で，本手法の分離性能を検証
する．次に，時間周波数マスキングが生じる歪みの音
声認識への影響を検討し，1) 雑音のみならず，時間
周波数マスキング歪み自体が音声認識性能を大きく
劣化させること，ただし連続値マスクの方がバイナリ
マスクよりも影響が少ないこと，2) CMN (Cepstral

Mean Nomalization) により歪みの影響が大きく改善

M (τ, ω) = Sk (τ, ω)bk (ω) + N (τ, ω),

と表される．ただし， Sk (τ, ω) は時間周波数成分 (τ, ω)
においてアクティブな音源のスペクトル， k は音源信
号のインデックス, bk (ω) = (1, exp(jωδk ))T は音源
からマイクロフォンへの伝達関数 (δk はマイクロフォン
間の時間遅れ)，N (τ, ω) = (NL (τ, ω), NR (τ, ω))T
は残響や背景雑音を含めた観測誤差である (音源信号
から独立であると仮定する)．本稿では簡単のために，
曖昧さがないときには (τ, ω) や (ω) を省略し，Sk ，

M ， N ， bk などと書くことがある．
N が平均 0，共分散行列 V のガウス分布に従うと
する．ここで，あらゆる方向から確率的に等しく平面
波が到来する拡散音場モデル [10] を仮定すると雑音
共分散行列 V = E[N N H ] は

され，特に連続値マスクの方が改善量が大きいことを，
実験的に明らかにする．最後に提案手法の有効性を，

(1)

V =σ

2

1

sinc(ωD/c)

sinc(ωD/c)

1

!

,

(2)

目的音声，2 つの雑音源が存在する残響環境下での連
続数字音声認識タスクにより評価し，シミュレーショ

のように書ける．ただし， H はエルミート転置，σ 2

ン，実環境収録どちらの条件においても，提案手法が

は雑音パワー，D はマイク間距離，c は音速を表す．
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時間差が δk となる方向から k(τ, ω) 番目の音声信号

Sk が到来して M (τ, ω) が観測される尤度は
p(M |δk , σ 2 , Sk ) =

1
×
2π|V |1/2

(i)

(i)

(i)

r p(M |δk , (σ 2 )(i) ，Sk )
(i)
mτ,ω,k = P k (i)
, (10)
(i)
(i)
2 (i)
k0 rk0 p(M |δk0 , (σ ) , Sk0 )
ただし， C は時間周波数 bin の総数である．式 (10)

!

1
exp − (M − Sk bk )H V −1 (M − Sk bk ) , (3)
2

は EM アルゴリズムにおける E ステップに対応し，式

(6)，(7)，(8)，(9) は M ステップに対応する．式 (6)
は未知数 Sk として最尤値を用いたものであり，2 チャ

と与えられる．ただし |V | は V の行列式を表す. こ

ンネルの信号から推定された音源位置に基づいてビー

のもとで，音源方向 δk ，雑音パワー σ 2 および音源信

ムフォーミングを行っていることに相当する．また，

号 Sk は下記の対数尤度

式 (7) において argmaxδk Q(δk ; δk

J=

X

X

log

(i−1)

log p(M (τ, ω)|δk , σ 2 , Sk ),

(4)

k

(τ,ω)

) は解析的に得

ることができないため，離散全探索によって求める．

2. 2 時間周波数マスキングの 2 方式
分配関数 mτ,ω,k に基づき，バイナリマスクおよび

を最大化するパラメータとして統合的に最尤推定する
ことができる．

連続値マスクの 2 種類の方式の時間周波数マスク設
計が可能である．バイナリマスクは mτ,ω,k が最大の

最尤推定問題には時間周波数成分 (τ, ω) が帰属す
る音源のインデックス k(τ, ω) を未知の隠れ変数とし
た EM アルゴリズムを適用する．我々の問題における

音源のみがアクティブであるとハードに決定し，アク
ティブでない音源は 0 と推定するものである．バイナ
リマスキングにより音源の推定値 Ŝk (τ, ω) は

EM (Expectation Maximization) アルゴリズムの Q
関数は

Q(θ; θ

(i)

X

)=

(i)
mτ,ω,k

τ,ω,k
(i)

(i)

(i)

× log rk p(M |δk ,(σ 2 )(i) , Sk ), (5)

8 H −1
>
< bk V M
H
Ŝk (τ, ω) = bk V −1 bk
>
:0

(mτ,ω,k > mτ,ω,k0 )

.

(otherwise)
(11)

と書かれる．ただし，mτ,ω,k は分配関数と呼ばれ，

M (τ, ω) が k 番目の音源に帰属する確率 (または，

と得られる．一方，連続値マスキングは二乗誤差最小

(τ, ω) 成分において k 番目の音源がアクティブである

化という意味での最適推定値である音源信号の期待値

確率) を表す．また，rk は k 番目の音源がアクティブに

を以下のように求めるものである．

P

なる事前分布に相当するパラメータであり，
を満たす．θ

(i)

k

rk = 1

は i ステップにおけるパラメータで，

E[Sk ] =

(i)

δk
`

σ

2 ´(i)

=

= mτ,ω,k Ek [Sk ] +

(i−1)
(bH
(V −1 )(i−1) M
k )
(i−1)

(i−1) (V −1 )(i−1) b
(bH
k )
k
(i−1)

= argmax Q(δk ; δk

,

= mτ,ω,k

),

(7)

(i)

mτ,ω,k0 Ek0 [Sk ]

−1
bH
M
k V
,
H −1
bk V bk

(12)

ただし，Ek0 [Sk ] は k 0 番目の音源がアクティブな場合

(i−1)

mτ,ω,k
1 X
=
2C
1 − sinc2 (ωD/c)
τ,ω,k

の Sτ,ω,k の期待値であり，我々のモデルにおいては，
各時間周波数 bin においてアクティブな音源は 1 つの
みであるから k 0 =
| k であれば Ek0 [Sτ,ω,k ] = 0 とな

× M H (V −1 )(i−1) M

rk

X
k0 =k
|

(6)

δk

−

mτ,ω,k Ek0 [Sk ]

k0

以下の式で更新される．
(i)
Sk

X

る．連続値マスキングは，分配関数それ自身をマスク

(i−1)
(bH
(V −1 )(i−1) M
k )
(i−1)

(i−1) (V −1 )(i−1) b
(bH
k )
k
P
(i−1)
τ,ω mτ,ω,k
= P
,
(i−1)
τ,ω,k0 mτ,ω,k0

!

として用いることに相当する．

,

(8)

音源分離の例を図 1 に示す．時間周波数マスキング
処理によって残響下においても雑音が重畳した観測信

(9)

号からターゲットの音声信号を分離できていることが
わかる．
3
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スペクトログラム．左上：クリーン音声，右上：雑音 (赤ん坊の泣き声・掃除機) お
よび残響 (残響時間 270ms) が重畳した信号 (左チャンネル)，左下：バイナリマス
クにより分離した信号，右下：連続値マスクにより分離した信号
Fig. 1 Spectrogram. Upper left: clean speach, upper right: left channel signal contaminated by noise (baby’s cry and cleaner) and reverberation
(TR =270ms), downer left: signal separated by binary mask, downer right:
signal separated by continuous mask.

3. 認 識 実 験
3. 1 実験の目的

認識対象は CENSREC-4 のクリーン音声 2,002 発
話 (男女 52 名，6,556 単語) を用いた (以下，これを
目的音源と書くことがある)．また，方向性雑音 S2

3. 節における実験の目的は以下である．まず，拡散

，S3 はそれぞれ SMILE2004 データベース [12] の音

性雑音下の 2ch BSS [9] が非音声と音声の混合音を対

源データから選択し，表 1 にある 2 種類の雑音環境

象にした場合でも，他の 2ch BSS 手法に対して SN 比

(Noise-1,Noise-2) を作成した．Noise-1 における 2 種

を指標とする分離性能において優位であることを示す
ことである (3. 3 節)．次に，時間周波数マスキングが
音声認識に対する悪影響を調べること，バイナリマス

Table 1

クと連続値マスクでどちらが悪影響が小さいか調べる
ことである (3. 4 節)．さらに，マイクロフォン数より

Noise-1
Noise-2

表 1 実験に使用した音．
Sounds used in the experiments.

S1
ターゲット音声
ターゲット音声

S2
赤ちゃんの泣き声
読み上げ音声

S3
掃除機
突発性雑音

多い音源 (目的音声 1 つ+方向性雑音 2 つ) と非方向
性雑音が存在する状況で，提案手法の音声認識性能を

類の雑音はともに「生活音」カテゴリから選択された．

評価することである (3. 5 節，3. 6 節)．

Noise-2 における読み上げ音声は「日本語男声朗読」

3. 2 実 験 条 件

および「日本語女性朗読」を連結し作成した．突発性

評価は CENSREC-4 [11] 準拠の数字 HMM に基づ

雑音は，
「拍手 (男声)」
「拍手 (女性)」，
「自動ドア」，
「プ

く日本語数字音声認識タスクにより行った．
4

リンタ印刷」，
「ボイド 280 素面・椅子引摺り」，
「風鈴
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(明珍火箸：鍛鉄)」からそれぞれ雑音を含む 5 秒程度

4m

を切出し，0.5 秒程度の空白を挟んで連結した．連結
したファイルから音声ファイルと同じ長さを切り出し，

1m

方向性の雑音源とした．雑音源のサンプリングレート
は CENSREC-4 の音声データに揃えて 44.1kHz から

16kHz に変換した．図 2 のようにマイクロフォンを配

4cm

4m

置し (音源数 3，目的音源は S1 )，鏡像法によって残響

ML

ら，CENSREC-4 に含まれる残響インパルス応答デー
タはシングルマイクで収録したものであり，2 チャン
ていないためである．

2ch BSS のフレーム分析は分析フレーム長 64ms，
フレームシフト 32ms，Hamming 窓によって行った．
分離された音声の波形を再合成し，音声特徴量の抽出
を行った．音声認識のフレーム分析は，1 − 0.97z −1

60q 1m S 2

45q
M R 1m

をシミュレートした (音の球面波伝播を仮定)．何故な

ネルマイクロフォンを用いた本手法の評価系には適し

S1

S3

図 2

シミュレーションにおける 2 つのマイクロフォン
(ML , MR ) と 3 つの音源 (S1 , S2 , および S3 ) の
位置関係．部屋の高さは 3m，マイクロホンおよび
音源の高さは全て 1.5m．
Fig. 2 Experimental configuration of 3 sources
(S1 , S2 , and S3 ) and 2 microphones (ML , MR )
in simulation. Heights of the room is 3m, and
that of microphones and sources are 1.5m.

のプリエンファシス，フレーム長 25ms，フレームシ
フト 10ms，Hamming 窓によって行った．特徴量は

MFCC (12 次元)，Δ MFCC，ΔΔ MFCC，Δ log

表 2 各 2ch BSS 手法の分離性能の比較．
Table 2 Comparison of separation performance
among three 2ch BSS methods.

power，ΔΔ log power の 38 次元である．場合によっ
て CMN [3] の併用も行った．また，時間周波数マス
キングで 0 になる bin が存在した場合，MFCC の抽

処理後の SN(dB)

SN 比 (dB) の改善値

DUET

5.87

11.34

BMask

8.13

13.60

CMask

8.29

13.76

出ができなくなるため，テストデータに対しては微小
な白色雑音を印加してから特徴抽出を行った．

音声に限らない雑音が混合しているケースも扱うため，

学習および認識は HTK (Ver3.4) を用いた．HMM

音声と非音声の混合に対する分離性能も評価した．分

は数字ごとに 11 モデルと sil，sp の 13 モデルからな

離結果を表 2 に示す．SN 比は全ての雑音残響条件に

り，数字は 18 状態，sil は 5 状態，sp は 3 状態であ

関する平均値によって算出した．BMask はバイナリ

る (始状態と終状態は出力分布を持たない)．sp の出

マスクによる音源分離，CMask は連続値マスクによ

力分布は sil の第 2 状態の分布と共有され，各状態の

る音源分離を表している．DUET はスパース性に基

GMM は 20 混合 (sil，sp は 36 混合) である．音響モ

づく 2ch BSS の比較手法であり，文献 [8] に基づく．

デルは CENSREC-4 のクリーン音声 8,440 発話 (男

BMask と CMask の SN 比の改善値は同程度である

女 55 名) を用いて学習したクリーンモデルを用いた．

が，わずかに CMask の方が分離性能が高く，どちら

この条件のもとで，クリーン音声 (白色雑音の印加を

も DUET に比べ分離性能が高い．以上より，非音声

行っていない) の認識において 99.3%の単語正解精度

が混合されている場合でも拡散性雑音下の 2ch BSS

(%) が達成された (以下，単語正解精度を WA(%) と

が分離性能において他の 2ch BSS に対し優位である

書く)．

ことがわかる．

音源分離によって分離された音源は原理的に音源数

3. 4 2 つの時間周波数マスク方式の比較

と同じ数だけ存在する (本稿では 3 つ)．従ってそのど

バイナリ・連続値の 2 つの時間周波数マスク方式が

れがターゲットの音声であるかを選択する必要性があ

音声認識に与える影響を比較するためには，時間周波

る．本稿では，分離音源中のどれがターゲットの音声

数マスキングの歪みのみが重畳した音声を生成する必

であるかは既知とした．

要がある．そのために，方向性の雑音が重畳した観測

3. 3 分 離 性 能

信号に対するマスキングを行うのではなく雑音の重畳

文献 [9] では主に複数の音声が混合した場合につい

していない音源信号に対しマスキングを行った．ただ

ての分離性能を評価していた．本稿では，目的音声と

し，時間周波数マスク自体は観測信号から文献 [9] に
5
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表3

バイナリマスクと連続値マスクの認識性能に与える
影響の比較 (WA(%)).
Table 3 Comparison of speech recognition performance (WA(%)) between two timefrequency masking methods.
手法

性能

BMask

28.0

BMask+CMN

75.9

CMask

41.0

CMask+CMN

96.9

270ms

DUET+CMN，BMask，BMask+CMN) に比べて性
能が高く，分離音声の認識に対しても提案手法が有
効である．平均で NoMask+CMN に比べて約 80%，

DUET+CMN に比べて約 72%，BMask+CMN に比
べて約 71%誤りを削減した．
また，2ch BSS を単体で用いた DUET，BMask，

CMask では NoMask と比べた性能の向上は微小であ

表 4 シミュレーション時の認識性能 (WA(%))．
Table 4 Recognition performance (WA(%)) in simulation.
0ms

とがわかる．バイナリマスクに基づく手法 (DUET，

り，2ch BSS に CMN を併用することが有効であるこ
とがわかる．音源分離により雑音が大きく抑圧され，
さらに時間周波数マスキングによる歪みが CMN に

468ms

手法

N1

N2

N1

N2

N1

N2

Average

NoMask

19.9

12.2

11.6

9.1

10.3

8.2

11.9

NoMask+CMN 45.1

34.5

26.3

25.0

18.7

17.6

27.9

よって軽減されたと考えられる．
以上より提案手法が音源数がマイクロフォン数以上

DUET

23.5

27.7

19.9

14.4

12.9

11.2

18.2

であり，同時に残響が存在する環境における音声認識

DUET+CMN

63.7

70.3

57.9

46.3

30.7

27.0

42.3

手法として有効であることが確認できた．ただし，SN

BMask

23.8

34.5

14.4

19.2

11.5

13.0

19.4

BMask+CMN

62.2

85.6

37.4

56.9

24.1

31.6

49.6

CMask

39.6

40.8

32.1

29.4

23.7

21.8

31.3

異なることもわかった．表 2 では BMask と CMask

93.2 95.7 89.9 88.6 74.7 71.7

85.6

が同程度で DUET に比べ高性能であるが，表 4 で

CMask+CMN

比を指標とした分離性能と認識性能の傾向は大きく

は DUET+CMN と BMask+CMN が同程度であり
より設計した．
この方法で得られた音声に対する認識実験を行った．

CMask+CMN が最も認識性能が高かった．3. 4 節で
考察した通り，連続値マスクの方が音声認識との親和

結果を表 3 に示す．表 3 の認識率はマスキング方式ご

性が高いことが示された．これは以下のような理由に

とに，全ての雑音残響環境に関する平均により算出し

よると考えられる．

た．バイナリマスク，連続値マスク双方とも認識性能

バイナリマスクは目的とする音源に帰属しないと推

を大きく劣化させる．しかし，連続値マスクの方が劣

定された bin を完全に 0 にし，目的音源に帰属する

化が小さい．また，CMN により劣化した認識性能が

と推定された bin はそのまま通過させる．しかし，実

大幅に改善していることがわかる．CMN を用いた際

際には仮定したスパース性は厳密に成り立つわけでは

の認識性能の改善率も，連続値マスクの方がバイナリ

なく，目的音源に帰属しないと推定された bin にも音

マスクより高い．

声が存在していることがある．その bin を 0 にする

本実験結果から，連続値マスクの方が音声認識との

と，目的音源に帰属しないと推定された bin に存在し

親和性が高いことがわかる．また，CMN を施すこと

た音声も完全に 0 になる．また，目的音源に帰属する

により，時間周波数マスクによる歪みの影響が大幅に

と推定された bin にも雑音が存在することがある．こ

低減できることがわかった．これは時間周波数マスク

のときは，その bin の値は音声と雑音を加えたものと

による歪みがメルスペクトル領域で定常な乗法性歪み

なり，クリーン音声信号より大きい．そのため，バイ

に近いことを示している．これらの現象の数理的な解

ナリマスクは音声のパワースペクトル包絡の形状がク

明は今後の課題としたい．

リーンの音声信号と異なる傾向が大きい．それに比べ

3. 5 認識実験 (シミュレーション)

て各 bin に連続的な値を乗じる連続値マスクの方がパ

NoMask (音源分離なし)，CMask，BMask，DUET

ワースペクトル包絡の観点からはクリーン音声により

の WA(%) の比較を各種の雑音残響環境で行った．

Noise-1 と Noise-2 (以下，実験結果の表 4，5 中で

近いと言える．

3. 6 認識実験 (実収録音声)

は「N1」「N2」のように記す) について，残響時間

実環境では，音源が点音源ではない，残響と暗騒音

0ms (無残響)・残響時間 270ms・残響時間 468ms の

が同時に存在する，残響インパルス応答が変動する，

場合の計 2 × 3 = 6 条件について評価を行った．表 4

マイクロフォンが指向性を持つ，などの理由でシミュ

より，CMask+CMN で最も認識性能が向上したこ
6

レーションに比べて音声認識がより難しくなる．実環

論文／スパース性に基づくブラインド音源分離を用いたステレオ入力音声認識

を用いたステレオ入力音声認識を提案した．まず，雑

8m

音信号が音声ではない場合も含めた残響環境下におい

S1
ML

6m

1m
4cm
60 q 1m
S2
45 q
1m
MR
S3

図 3

実収録における 2 つのマイクロフォン (ML , MR )
と 3 つの音源 (S1 , S2 , および S3 ) の位置関係．部
屋の高さは 3m，マイクロホンおよび音源の高さは
全て 0.9m．
Fig. 3 Experimental configuration of 3 sources
(S1 , S2 , and S3 ) and 2 microphones (ML , MR )
in real environment. Heights of the room is
3m, and that of microphones and sources are
0.9m.

Table 5

表 5 実収録音声の認識性能 (WA(%))
Recognition performance (WA%) in real environment.
N1

N2

Average

て，拡散性雑音モデルに基づく最尤時間周波数マスク
推定法が比較手法に比べて高い分離性能が得られるこ
とを示した．また，雑音のみならず時間周波数マスキ
ング歪み自体が音声認識性能を大きく劣化させること，
ただしバイナリマスクに比べ連続値マスクでは劣化が
小さいことが実験的に確認された．さらに，CMN に
より歪みの影響が大きく改善され，連続値マスクがバ
イナリマスクに比べ改善が大きいことが実験から明ら
かになった．連続値マスクと CMN を組み合わせた場
合，具体的には，処理を加えない場合に比べて 80%，
バイナリマスクに基づく分離手法に比べて 70%の誤り
率の削減を達成した．
今後の課題は残響や暗騒音がより大きい場合への対
処，分離音声中の目的音声の選択，CMN の時間周波
数マスク歪みへの有効性の数理的検討，である．
謝辞

本研究は東京大学と NTT の共同研究として

行われた．また，情報提供や有益な議論等に御協力い

NoMask

13.7
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修士課程修了．同年 4 月より日本電信電話
入社予定．音声認識の研究に従事．日本音
響学会学生会員．

和泉

洋介

（学生員）

2006 年 東京大学工学部計数工学科卒業．
2008 年同大学大学院情報理工学系研究科

修士課程修了．同年 4 月より同大学院博士
課程在学中．ブラインド音源分離の研究に
従事．日本音響学会学生会員．
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（正員）

昭 49 東大院・工・計数 修士課程了．同
年 日本電信電話公社（現 NTT） 入社．平
2-5 ATR 自動翻訳電話研究所音声情報処
理研究室長．平 10 北陸先端大 教授．平 13
東大院・情報理工 教授．音声・音楽・文字・
エージェントの信号処理・情報処理の教育
研究に従事．博士（工学）．発明協会発明賞，科学技術庁長官
賞などを受賞．日本音響学会，SICE，IEEE，ISCA，AVIRG
各会員．

