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1 はじめに
近年, 音声処理アプリケーションが広く普及してき
ている. しかし, 雑音や干渉音によって音声品質が低
下する問題がある. そこで, 録音された混合音声から
目的の音声を強調する技術が求められている.

目的音声を強調する有用な技術のひとつに, 複数の
音源信号が混合した観測信号から, 個々の音源信号を
推定する音源分離技術がある. ブラインド音源分離
(Blind Source Separation: BSS)は音源同士がどのよ
うに混合されたかなどの事前情報や事前収録データを
用いずに音源分離を行う技術である [1]. 音源数とマイ
クロホン数が等しい決定条件における BSS手法とし
て,音源信号間の独立性を最大化するような分離フィル
タを推定する独立成分分析 (Independent Component

Analysis: ICA) [2], 周波数成分全体を球状の多変量
分布に従う多変量変数としてモデル化することで音
源分離問題と周波数間出力順序問題を同時に解決し
た独立ベクトル分析 (Independent Vector Analysis:

IVA) [3, 4], さらに補助関数法 [5]により高速化した
Auxiliary function-based IVA (AuxIVA) [6]等が挙げ
られる. しかし,これらの手法で分離された信号の全体
出力順序には任意性があり, 分離後に目的音が出力さ
れるチャネルを選択する必要がある. このような全体
出力順序問題と音源分離問題を同時に解決するために,

幾何学的制約付き BSS (Geometrically Constrained

BSS: GC-BSS) が提案されている [7–12]. GC-BSS

は, BSS に対し音源到来方向 (Direction of Arrival:

DOA) やマイクロホンの位置などの空間情報を事前
に与えて, 分離フィルタの応答を所望の方向へ強調,

もしくは抑圧するように制限することで, 目的音方
向の信号を強調もしくは干渉音方向の信号を抑圧す
ることができる. 中でも Iterative Source Steering

(ISS) [13]に基づく幾何学的制約付き AuxIVA (GC-

AuxIVA-ISS) [12]は出力順序問題を解決しつつ, ISS

を用いた更新アルゴリズムにより逆行列演算不要で
高速化できることが報告されている.

GC-AuxIVA-ISSでは, すべての時間フレームの信
号を用いて時不変な分離フィルタの推定を行うオフ
ラインアルゴリズムと, 現在までの観測信号のみを用
いて逐次に分離フィルタを推定するオンラインアル
ゴリズムが提案されている [14]. オンライン手法は移
動音源への対応が可能である一方で, 音源の移動始め
や急激な移動に対し, 性能が低下する問題がある.
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本稿では, Offline GC-AuxIVA-ISSをマイクロホン
数が音源数より多い優決定条件に拡張し, 複数の方向
に対して信号を抑圧するように幾何学的制約を与え
ることで干渉音源の移動範囲全体を抑圧することを目
的としたオフライン手法を提案する. これによって,

干渉音源の急激な移動に関わらず移動範囲全体を抑
圧できることを実験により確認する.

2 従来手法
2.1 Offline GC-AuxIVA-ISS [12]

I 個のマイクロホンで J 個の音源信号を観測す
る場合を考える．i 番目のマイクロホン信号と j 番
目の推定音源の短時間フーリエ変換 (Short-Time

Fourier Transform: STFT) 係数をそれぞれ xfn =

[x1fn, . . . , xIfn]
T ∈ CI，yfn = [y1fn, . . . , yJfn]

T ∈
CJ と示す．ただし f = 1, . . . , F は周波数ビンの,

n = 1, . . . , N は時間フレームのインデックスであり，
(·)Tは行列の転置である．STFT窓の長さが音源とマ
イクロホン間のインパルス応答よりも十分に長い場
合，観測信号 xfnと推定音源 yfnの関係は時不変瞬
時混合モデルを用いて次のように表すことができる:

yfn = Wfxfn. (1)

ここでWf = [w1f , . . . ,wJf ]
H ∈ CI×I を分離行列，

wjf = [w1jf , . . . , wIjf ]
T ∈ CI を分離行列の要素を示

す分離フィルタと呼ぶ. (·)Hはエルミート転置を表す．
IVAにおける分離行列W = {Wf}f は次の目的関

数を最小化することにより推定することができる:

LIVA(W) =

J∑
j=1

E[G(yjn)]−
F∑

f=1

log | detW f |. (2)

ここで E[·] は期待値演算子を表し, yjn =

[yj1n, . . . , yjFn]
T ∈ CF は推定音源のベクトル表現

を表す. G(yjn)は G(yjn) = − log p(yjn)の関係を
持つコントラスト関数であり，p(yjn)は j 番目の音
源の n番目のフレームにおける多変量確率密度関数
である．IVAは全周波数の信号ベクトルを球状多変
量分布と仮定しているため, 以下のコントラスト関数
が用いられる:

G(yjn) = GR(rjn) (3)
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rjn = ||yjn||2 =

√∑
f

|yjfn|2

=

√∑
f

|wH
jfxfn|2. (4)

ここで || · ||2 はベクトルの L2ノルムを表す. 補助関
数法 [5]に基づき，式 (2)の代わりに以下の式を最適
化する:

LIVA(W) ≤ LAuxIVA(Σ,W)

=
1

2

F∑
f=1

J∑
j=1

wH
jfΣjfwjf −

F∑
f=1

log | detW f |. (5)

また, Σ = {Σjf}jf であり, 加重空間共分散行列Σjf

は次のように表される:

Σjf =
∑
n

φ(rjn)xfnx
H
fn. (6)

ここで, φ(rjn) = G
′

R(rjn)/rjnであり，(·)′は微分演
算子を表す．
また，IVAによって推定された j番目の分離フィル
タが θ 方向を強調もしくは抑圧するように幾何学的
制約 [7]を考慮する. 幾何学的制約の正則化項は次式
で表される:

LGC(W) =

F∑
f=1

J∑
j=1

∑
θ∈Θ

λjθ|wH
jfdfθ − cjθ|2. (7)

ここで，Θは考慮すべきすべての方向を含む集合, dfθ

は θ方向を指すステアリングベクトル，cjθ は非負の
値を持つ制約，λjθ ≥ 0 は制約を重み付けするパラ
メータである. cjθ = 1の場合，空間フィルタは θ方
向の目的音源を維持するように導かれる．これは従
来の遅延和法ビームフォーマと等価である．cjθ の値
が 0に近い場合は，θ方向へ空間的なヌルが形成され
るため, すべての干渉音源の方向に対して制約を与え
ることで干渉音を抑圧し, 目的音を強調することがで
きる．
GC-AuxIVA-ISSで最適化したい目的関数は式 (5)

と式 (7)を用いて以下のように表される:

L(Σ,W) = LAuxIVA(Σ,W) + LGC(W). (8)

なお, すべての j と θ に対し λjθ = 0 のとき,

LGC(W) = 0となるため,本手法は ISSに基づくAux-

IVA (AuxIVA-ISS) [13]と同義となる．GC-AuxIVA-

ISSでは式 (8)を更新する際に更新アルゴリズムを利用
する [13]. ISSでは補助変数 vjf = [v1jf , . . . , vIjf ]

T ∈
CJ を用いることで分離行列を以下のように更新する:

Wf ←Wf − vjfw
H
jf . (9)

式 (8)と式 (9)より, GC-AuxIVA-ISSの目的関数は

以下のように表される:

L(vjf ) = −
F∑

f=1

log | detWf − vjfw
H
jf |

+
1

2

F∑
f=1

I∑
i=1

{
(wif − v∗ijfwjf )

HΣjf (wif − v∗ijfwjf )

+
∑
θ∈Θ

λiθ|(wif − v∗ijfwjf )
Hdfθ − ciθ|2

}
. (10)

∂L(vj)/∂v
∗
ij = 0 より, vijf の更新規則が求められ

る [12]:

vijf =
wH

ifΣifwjf + 2
∑

θ∈Θ λiθg
∗
jfθ(gifθ − ciθ)

wH
jfΣifwjf + 2

∑
θ∈Θ λiθ|gjfθ|2

(∀i ̸= j), (11)

vjjf =

1− p
−1/2
jf (qjf = 0),

1− q∗jf
|qjf |+

√
|qjf |2+pjf

pjf |qjf | (o.w.).
(12)

また, 式 (11), (12)において, gjfθ, pjf , qjf は以下の
ように表される:

gjfθ = wH
jfdfθ, (13)

pjf = wH
jfΣjfwjf + 2

∑
θ∈Θ

λjθ|gjfθ|2, (14)

qjf =
∑
θ∈Θ

λjθcjθgjfθ. (15)

ここで, オフラインアルゴリズムでは以下の式 (16),

(17)を用いることで更に計算コストを減らすことが
できる:

wH
ifΣifwjf =

∑
n

φ(rin)yifny
∗
jfn, (16)

wH
jfΣifwjf =

∑
n

φ(rin)|yjfn|2. (17)

2.2 Online GC-AuxIVA-ISS [14]

Offline GC-AuxIVA-ISSでは観測信号におけるす
べての時間フレームを用いて空間共分散行列Σjf が
計算される．一方でオンライン処理では現在までの
観測信号のみしか得ることができないため，以下の
ように空間共分散行列を各時間フレーム nで回帰的
に近似計算する:

Σjfn = αΣjf(n−1) + (1− α)φ(rjn)xfnx
H
fn. (18)

ここで 0 ≤ α < 1 は忘却係数である．式 (4) より,

rjnは時変な分離フィルタwjfnを用いて計算される
ため，該当フレーム nの分離フィルタwjfnはフレー
ム n− 1において更新されたものが用いられる．オン
ラインアルゴリズムでは各時間フレームで処理を行
うため式 (16), (17)を用いて vjf の更新を行うことが
できない. そのため, 式 (18)と式 (11), (12)を組み合
わせることで, vjf の更新を行う.
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Fig. 1: Layout of two speech sources and six

microphones. The reverberation time is 200 ms.

3 提案手法
前節で述べた Offline GC-AuxIVA-ISSは全ての時
間フレームの信号を用いて時不変の分離フィルタを推
定するため, 音源の移動などの環境の変化に追従でき
ないという問題がある. 一方で Online GC-AuxIVA-

ISSではフレーム毎に逐次的に処理を行うため, 音源
の移動に対応が可能である. しかし, 音源の動き出し
や急激な移動に対応することが難しいことが知られ
ている [14].

そこで,我々は移動する干渉音を抑圧するため，Of-

fline GC-AuxIVA-ISS を優決定条件に拡張し，複数
の方向にヌル制約を与えることを提案する．本手法
では，Θを干渉音の移動範囲に含まれる角度の集合
とし，wjf が目的音声を強調するとき全ての θ に対
して cjθ = 0とするヌル制約を用いる. これによって,

干渉音源の移動方向範囲 ϕに対し I − 1個のヌル制
約を等間隔に与えるように設定する. 本研究では移動
方向範囲 ϕは既知であるとし, その推定は今後の課題
である. 我々が提案する手法によって, 干渉音源の急
激な移動に関わらず, 移動範囲全体を抑圧することが
できると期待される.

4 評価実験
4.1 実験条件
提案手法である優決定条件Offline GC-AuxIVA-ISS

の移動干渉音源の抑圧における有効性を評価するた
め,シミュレーション実験を行った. 本実験では，ATR
デジタル音声データベースのセット Bに収録されて
いる，全 503文の音素バランス文の中から男性 3話
者，女性 3話者の計 6話者分のデータを使用した．こ
のデータセットの中から 2人の異なる話者の発話を
ランダムに選択し，鏡像法で生成した室内のインパ
ルス応答を畳み込むことで，残響時間 200 ms, 信号
長 20 sの観測信号を 50パターン作成した．なお, 音
声とインパルス応答との畳み込みをサンプリング周

波数 48 kHzで行った後に 16 kHzでリサンプリング
した. 観測信号の生成には signal generator1 を使
用した．音源とマイクロホンの配置を Fig. 1 に示す．
目的音源は 45◦ 方向の固定音源であり，干渉音源は
最初の 10秒間で 90◦ から 170◦ 方向へ円弧上を移動
し，次の 10秒間で 170◦ から 90◦ 方向へ円弧上を移
動する．マイクロホン間の距離は 2 cmとし, 音源と
マイクロホンの距離は 1 mとした. STFTは Hann

窓を使用し, フレーム長とシフト長はそれぞれ 2048,

1024 samplesとした. 本実験では提案手法と Online

GC-AuxIVA-ISSの２手法を比較した. 上述したよう
に音源数は 2とし, マイクロホン数は提案手法では 6,

Online GC-AuxIVA-ISSでは 2とした. 提案手法で
は干渉音源の移動範囲が既知であるとし, Online GC-

AuxIVA-ISSでは各時刻におけるDOAが既知である
とした. 提案手法で与えることができるヌル制約の
数は 5であり, 干渉音源の移動範囲において, Fig. 1

に示す通り 90◦, 110◦, 130◦, 150◦, 170◦ にヌル制約を
与えた. 反復更新回数は提案手法では 50回, Online

GC-AuxIVA-ISS では 2回に設定する. また Online

GC-AuxIVA-ISSにおいて, 忘却係数 αは 0.99とし,

空間共分散行列Σjf0 は単位行列で初期化した.

分離性能の評価には Source-to-Distortions Ratio

(SDR) と Source-to-Interferences Ratio (SIR) を使
用した [15]. SDR, SIRの値が高いほど良い分離性能
を示す. なお,実験結果で示す値は,出力順序の正答率
が 100%かつ SDRが最も高くなるようにパラメータ
λjθを調整した時の値であり,提案手法ではλjθ = 100,

Online GC-AuxIVA-ISSでは λjθ = 300のときの値
を使用している.

4.2 結果
Fig. 2, 3 に各手法によって強調された目的音の 2

秒ごとの平均 SDRと平均 SIRを示す. 一般的に, 目
的音源と干渉音源の到来方向の角度差が大きい程空
間フィルタの形成が容易になるため，分離性能が高
くなると考えられる. しかし, Fig. 2, 3より, Online

GC-AuxIVA-ISS は 8-10 秒と 10-12 秒の SDR, SIR

の値が下がっている. これは開始 10秒で干渉音源の
進行方向が逆転し, 逆方向への移動を開始したため分
離フィルタが適応できなくなったためだと考えられ
る. 一方, 提案手法では 8-10 秒と 10-12 秒の SDR,

SIRの値は向上している. これにより, 提案手法はオ
ンライン処理では対応しきれない音源の急激な移動
に有効であると考えられる. Fig. 4は提案手法での分
離フィルタの指向特性である.

Table 1は各手法によって強調された目的音の 2秒
ごとの SDR, SIRの平均を示した表である. Table 1

より, 提案手法は Online GC-AuxIVA-ISSよりも平
均 SDRが 1.64 dB, 平均 SIRが 5.88 dB高くなるこ
とが確認された.

1https://www.audiolabs-erlangen.de/fau/professor/
habets/software/signalgenerator
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Fig. 2: Average SDR of the target source enhanced

by each method in every 2 s.
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Fig. 3: Average SIR of the target source enhanced

by each method in every 2 s.

5 おわりに
本稿では, 干渉音源の移動範囲全体を抑圧するよう
なオフライン処理における幾何学的制約付きブライ
ンド音源分離 (GC-BSS) について検討した. 提案手
法は有力な GC-BSS手法の一つである補助関数法と
Iterative Source Steering (ISS) に基づく幾何学的制
約付き独立ベクトル分析 (GC-AuxIVA-ISS)を優決定
条件に拡張し, 干渉音源の移動範囲内で複数の角度に
対して等間隔にヌル制約与えることで, 従来のOffline

GC-AuxIVA-ISSでは考慮されていなかった干渉音源
の移動と, Online GC-AuxIVA-ISSでの対応が困難な
干渉音源の急激な移動への対応を可能とした. 移動す
る干渉話者を抑圧する実験を行い, 比較手法 Online

GC-AuxIVA-ISSよりも分離性能が高くなることを確
かめた.
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