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1 まえがき
ブラインド音源分離で広く研究がなされている独立成
分分析による方法 (e.g.,[1])はセンサ数M ≥信号数N の
場合のみを扱い、M < N の場合も扱える信号のスパー
ス性 (後述)による方法の多く (e.g.,[2])は、2センサの
位相差またはゲイン差を用いるため 3個以上のセンサ情
報を効果的に利用できない。そこで本稿では、センサや
信号源の数によらず、3個以上のセンサ情報を全て利用
しながら、更に任意のセンサ配置にてブラインド音源分
離を可能とする方法について実験結果を交えて示す。

2 提案手法
本稿では、時間領域で観測した信号 xj(t) (j =

1, . . . , M)に短時間フーリエ変換 (STFT)を適用し、時
間周波数領域にて信号を取り扱う。時間周波数領域にお
ける観測信号 xj(f, τ)は近似的に

xj(f, τ) ≈ ∑N
k=1 hjk(f)sk(f, τ), (1)

と書ける。ここで sk(f, τ) (k = 1, . . . , N) は原信号の
STFT結果、hjk(f)は信号源 k からセンサ jへの周波数
応答である。またこれらをまとめた x = [x1, . . . , xM ]T

を本稿では観測信号ベクトルと呼ぶ。目的は x(f, τ)か
ら分離信号 s̃k(f, τ) (k=1, . . . , N)を得ることである。
提案法では、各時間周波数 (f, τ)において原信号のう
ちの 1つ sk のみが支配的であること、すなわち式 (1)
が xj(f, τ) ≈ hjk(f)sk(f, τ) と近似されることを仮定す
る。これは音声信号などで確認され (広義で)スパース
性と呼ばれる。スパース信号の分離には、各時間周波数
(f, τ)でどの sk が支配的かを判定し、ある sk が支配的
な時間周波数 (f, τ)の観測のみを集めれば良い。
これを本手法では、観測信号ベクトルのクラスタリン

グで実現する (詳細は [3])。まず、クラスタリングをし
やすくするため、観測信号ベクトルを

x̄j(f, τ) ← |xj(f, τ)| exp
[

arg[xj(f, τ)/xJ(f, τ)]

4fc−1dmax

]
(2)

x̄(f, τ) ← x̄(f, τ) / ||x̄(f, τ)|| (3)

と正規化する (c は伝播速度、dmax はセンサ J(基準) と
∀j ∈ {1, . . . , M} の距離の最大値)。次に正規化された
x̄(f, τ)を全ての (f, τ)について例えば k-means法など
でクラスタリングすると、信号源とセンサの位置関係に
基づいてクラスタ C1, . . . , CN が形成される。それぞれ
のクラスタ Ck が個々の信号 sk に相当するので、

s̃k(f, τ) =
{

xJ(f, τ) x̄(f, τ) ∈ Ck

0 otherwise
(4)
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図 1 実験条件
表 1 実験結果 (SIR改善量 [dB]と SDR [dB] )

[Setup 1] s̃1 s̃2 s̃3 s̃4

入力 SIR -7.4 -6.2 -6.0 -1.0
SIR 17.9 11.8 15.9 12.3
SDR 5.6 4.8 5.8 8.8

[Setup 2] s̃1 s̃2 s̃3 s̃4

入力 SIR -8.1 -5.3 -6.6 -0.6
SIR 19.3 17.3 10.1 17.4
SDR 4.9 6.6 4.2 12.2

により分離信号 s̃k(f, τ)を抽出することができる。

3 実験と結果
音声信号を用い実験を行った。図 1に実験環境を示す。

図のように、センサは非直線配置である。混合信号は、
5秒間の英語音声に、図 1の環境にて計測したインパル
ス応答を畳み込んで得た。サンプリング周波数は 8kHz、
フレーム長 Lは 512、シフトは L/8とした。
分離結果を、信号対妨害音比 (SIR)改善量と信号対歪
比 (SDR)で評価した (表 1)。センサ数M <信号数 N

の時やセンサ配置が不規則な時でも、高い分離性能を得
ることができた (表 1および [4])。このような条件にお
ける分離を実現したのは本提案が初めてである。
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