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1 はじめに
近年，音声検索や AI アシスタントなどマイクロ
フォンを搭載した電子機器による音声アプリケーショ
ンが普及している．これに伴い，音声強調・音源分離
技術が必要となっている．音声強調は，各話者の音源
信号が混合されてマイクロフォンで観測された信号
から特定の話者のみを強調することを指す．また，音
源分離は，観測信号から個々の話者を同時に強調する
ことを指す．音源分離の中でも，ブラインド音源分離
(Blind Source Separation: BSS)は，音源情報などの
事前知識を必要とせずに観測信号のみから音源分離
を行うことができる [1, 2]．
BSSのモデリング方法として，音源信号間の独立
性を最大化するように音源分離を行う独立成分分析
(Independent Component Analysis: ICA) [3]が知ら
れている．また，周波数領域 BSSにおいて，独立ベ
クトル分析 (Independent Vector Analysis: IVA) [4]

は音源分離された信号の分散が周波数不変かつ時変
であると仮定することで，音源分離問題と周波数間
の順序問題を同時に解決している．IVAの中でも補
助関数 (Auxiliary function)法 [5]を用いて計算コス
トを小さくし，高速化された IVAはAux-IVAと呼ば
れている [6, 7]．
しかし，これらの音源分離手法はマイクロフォンの
数が音源数以上である優決定条件下においてのみ成
立し，マイクロフォンの数が音源数より小さい劣決定
条件下においては成立しない．この問題はマイクロ
フォンの数を増やすことで解決できる．しかし，音声
アプリケーションを使用する電子機器には，大きさや
コストなどの開発，実用上の制約があるため，マイク
ロフォンの数を増やすことは困難である場合がある．
一方で，劣決定条件下における音声強調技術の先行
研究としてヴァーチャルマイクロフォン技術が提案さ
れている [8]．ヴァーチャルマイクロフォンは，2つ
の実在するマイクロフォンの観測信号からマイクロ
フォンの実在しない位置での信号を推定し，マイクロ
フォンの数を疑似的に増やすことでビームフォーマに
よる音声強調を可能とする．例えば，β-ダイバージェ
ンスに基づく補間を用いたヴァーチャルマイクロフォ
ン技術は，ビームフォーマの音声強調性能を向上させ
ることが確認されている [9]．
しかし，ヴァーチャルマイクロフォン技術はビーム
フォーマのみに適用・評価されており，BSSなどの音
源分離手法に対しては適用・評価が行われていない．
そこで本論文では，β-ダイバージェンスに基づく補間
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を用いたヴァーチャルマイクロフォン技術を BSSの
一種である Aux-IVAに対して適用し，評価を行う．

2 ヴァーチャルマイクロフォン技術の
独立ベクトル分析への適用

2.1 補助関数法に基づく独立ベクトル分析
まず，補助関数法に基づく独立ベクトル分析 (Aux-

IVA) [6, 7]について紹介する．　
M 個のマイクロフォンと N 個の音源で音源分離

を行う場合について考える．xm(f, t) を m 番目のマ
イクロフォンで観測された信号，yn(f, t) を n 番目
の推定音源信号の短時間フーリエ変換 (Short-Time

Fourier Transform; STFT)係数とする．f と t はそ
れぞれ周波数および時間フレームである．観測信号
と推定音源信号の周波数ごとのベクトル表現はそれ
ぞれ次式のようになる．

x(f, t) = [x1(f, t), . . . , xM (f, t)]T ∈ CM , (1)

y(f, t) = [y1(f, t), . . . , yN (f, t)]T ∈ CN , (2)

ここで，M = N であり，(·)T は転置を表す．STFT

フレームの長さが音源とマイクロフォン間のインパ
ルス応答よりも十分に長い場合，観測信号と推定信
号の関係は時間不変瞬時混合モデルを用いて次式の
ように表すことができる．

y(f, t) = W H(f)x(f, t), (3)

ここで，W (f) = [w1(f), . . . ,wM (f)] は，M ×M

の分離行列，(·)Hはエルミート転置を表す．分離行列
W = {W (f)}f は，次の目的関数を最小化すること
により推定される．

JIVA(W) =

N∑
n=1

E[G(yn(t))]−
F∑

f=1

log | detW (f)|,

(4)

ここで，F は周波数ビンの数，E[·] は期待値演算子
を表す．yn(t) は次式で定義された推定音源のベクト
ル表現である．

yn(t) = [yn(1, t), . . . , yn(F, t)]
T ∈ CF . (5)

G(yn(t)) は G(yn(t)) = − log p(yn(t)) の関係を持
つコントラスト関数であり，p(yn(t)) は n 番目の音
源の多変量確率密度関数である．一般的に，G(yn(t))

は以下の式のように球形多変量分布が用いられる．
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Fig. 1: ヴァーチャルマイクロフォンの配置

G(yn(t)) = GR(rn(t)), (6)

rn(t) = ||yn(t)||2 =

√∑
f

|yn(f, t)|2. (7)

補助関数法 [5] に基づく独立ベクトル分析 (Aux-

IVA) の推論アルゴリズムは，補助関数 J+(W) が，
JIVA(W) = minV J+(W) を満たすように設計されて
おり，次式のように表される．解析的に解くのが難し
い目的関数を直接最適化するのではなく，補助関数
J+(W) の設計とその最小化を繰り返し行う．

J+(W)
c
=

F∑
f=1

{1

2

N∑
n=1

wH
n(f)V n(f)wn(f)

− log | detW (f)|
}
, (8)

ここで，V = {V n(f)}n,f であり，V n(f) は，次式
に示す加重空間共分散行列である．

V n(f) = E
[G′

R(rn(t))

rn(t)
x(f, t)xH(f, t)

]
． (9)

また，=c は定数項までの等質性を表す．
式 (8)は反復射影法 [6, 7]を用いることでW につ
いて最小化することができる．

wn(f)← (W H(f)Vn(f))
−1en, (10)

wn(f)←
wn(f)√

wH
n(f)Vn(f)wn(f)

. (11)

en は N ×N 単位行列の n 番目のベクトルである．

2.2 β-ダイバージェンスに基づく補間を利用した
ヴァーチャルマイクロフォンの生成

つぎに，β-ダイバージェンスに基づく振幅の非線
形補間を用いたヴァーチャルマイクロフォンの生成手
法 [8, 9]について紹介する．
ヴァーチャルマイクロフォン技術では，m番目の
マイクロフォンで観測された信号 xm(f, t)のうち，2

つの実マイクロフォンの観測信号から，ヴァーチャル
マイクロフォン信号 xv(f, t)を生成する．実マイクロ
フォン間の距離を 1とした時の，1番目の実マイクロ
フォンとヴァーチャルマイクロフォン間の距離の値を
補間係数 α (0 < α < 1)として，実マイクロフォンと
ヴァーチャルマイクロフォンの関係を図 1に示す．複
数の音が異なる方向から到来する時，マイクロフォン

の位置と波形の関係は一様ではなく，補間が難しい．
そこで，観測信号はスパースであり，1つの時間周波
数ビンでは 1つの音源のみが支配的であることを仮
定する [10]．これによって，複数の音が到来した時で
あっても各時間周波数ビン内では単一の音とみなす
ことができ，ヴァーチャルマイクロフォン信号の補間
を行うことができる．以降，簡単のために時間周波数
インデックスを省略する．例えば，xm(f, t)を xmと
記述する．
ヴァーチャルマイクロフォン技術においては位相と

振幅は個別に補間される．実マイクロフォンでの観測
信号の位相と振幅は以下のように表される．

ϕm = ∠xm = tan−1 Im(xm)

Re(xm)
, (12)

Am = |xm|. (13)

平面波の到来を仮定した時，ヴァーチャルマイクロ
フォンを図 1のように内挿した時の位相は線形補間
によって次のように表される．

ϕv = ϕ1 + α(ϕ2 − ϕ1)

= (1− α)ϕ1 + αϕ2. (14)

ここでは，信号の位相差が π を超えていないことを
仮定して補間を行う．

|ϕ1 − ϕ2| ≤ π. (15)

ヴァーチャルマイクロフォンの振幅の補間は，多くの
条件に依存しており，実際の振幅減衰を忠実にモデル
化するのは困難である．そこで，βダイバージェンス
と呼ばれる以下の式を用いて振幅Avを補間する [9]．

Av =

exp ((1− α) logA1 + α logA2) (β = 1)(
(1− α)Aβ−1

1 + αAβ−1
2

) 1
β−1

(otherwise).

(16)

βの値によって，2つの実マイクロフォン間の振幅を
非線形に補間することができる．これにより，ヴァー
チャルマイクロフォン信号は以下のように表すことが
できる．

xv = Av exp (jϕv). (17)

ただし，j =
√
−1である．

2.3 ヴァーチャルマイクロフォン技術の独立ベクト
ル分析への適用

Aux-IVAでは，マイクロフォンの数 (= M)が音源
数 (= N)以上である優決定条件下を仮定して音源分
離を行っている．しかし，マイクロフォンの数が音源
数より少ない劣決定条件において音源分離は成立し
ない．この問題は，マイクロフォンの数を増やすこと
で解決できる．しかし，開発, 実用上の制約の観点か
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ら，マイクロフォンを増やすことが困難である場合が
ある．
一方，先行研究より，劣決定条件下でヴァーチャル
マイクロフォン技術をビームフォーマに適用すること
で，ビームフォーマの音声強調性能が向上することが
知られている [8, 9]．しかし，ヴァーチャルマイクロ
フォン技術はビームフォーマにのみ適用されており，
BSSなどの音源分離手法に対しては適用されていな
かった．
そこで，本論文では，β-ダイバージェンスに基づく
ヴァーチャルマイクロフォン技術を BSSの一種であ
るAux-IVAに適用する．具体的には，Aux-IVAの入
力信号 xを次式のように構成する:

x = [x1, . . . , xM , xv]
T ∈ CM+1. (18)

3 評価実験
3.1 実験概要
本実験では，劣決定条件下に対して，β-ダイバー
ジェンスに基づくヴァーチャルマイクロフォン信号を
使用したAux-IVAの音声強調性能と音源分離性能を
評価する．以降，音源数は 3つであるとする．
ここで，音声強調は，3 音源のうち，特定の話者
のみを強調すること，音源分離は， 3 音源すべてを
同時に強調することを指す．音声強調，音源分離性
能の評価には，推定信号の品質 (Signal-to-Distortion

Ratio: SDR), 推定信号の強調，分離度合 (Signal-

to-Interferences Ratio: SIR), 推定信号の非線形歪
比 (Sources-to-Artifacts Ratio: SAR)を用いる [11]．
SDR，SIR，SARは値が高い程高い強調，分離性能
であることを示す．

3.2 実験条件
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
の男性 6話者，女性 4話者計 10話者分のデータを使
用した [12]．このデータセットの中からランダムに
選択した 3人の異なる話者の発話に対し，RWCP実
環境音声・音響データベース (RWCP Sound Scene

Database in Real Environment: RWCP-SSD) [13]

に収録されている残響時間 300 msの部屋 E2Aで測
定されたインパルス応答を畳み込むことで，信号長
20秒の観測信号を 100パターン作成した．音声混合
時に雑音は存在せず，サンプリング周波数は 48 kHz

とした．
ヴァーチャルマイクロフォンを使用した Aux-IVA

で想定する音源とマイクロフォンの配置を 図 2に示
す．本実験では，RWCP-SSDから 50◦，90◦，130◦の
角度から到来する 3つのインパルス応答を使用した．
実線で示されているマイクロフォンは実マイクロフォ
ン，破線で示されているマイクロフォンはヴァーチャ
ルマイクロフォンである．2つの実マイクロフォンの
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Fig. 2: 音源とマイクロフォンの配置

間隔は 5.66 cmである．実マイクロフォンとヴァー
チャルマイクロフォン間の距離の補間係数 αは 0.5，
パラメータ β は 20とする．
音源分離時のサンプリング周波数は 8 kHzとした．

STFTにはハン窓を使用し，フレーム長とシフト長
はそれぞれ 256 ms，64 ms，実験に使用した観測信
号 3つの組み合わせは 100通りとした．Aux-IVAの
反復更新は 50回行った．

3.3 音源分離性能の評価
まず，ヴァーチャルマイクロフォン技術を適用した

Aux-IVAの音源分離性能を評価する．比較手法とし
て 3音源に対して 3つの実マイクロフォンの観測信
号を使用した Aux-IVAを用いる．このとき，音源と
マイクロフォンの配置は図 2の破線で示されている
部分が実線で表されたものとする．これら 2つの手
法の音源分離性能を表 1に示す．表 1より，何れの
評価指標においても，ヴァーチャルマイクロフォン技
術を適用したAux-IVAは 3つの実マイクロフォンを
使用したAux-IVAに比べて音源分離性能が低いこと
がわかる．
この原因を考察するために，表 1中に記されたSAR

の一例を表 2に示す．表 2より，3つの推定信号に対
して，1つの推定信号の SARは他の 2つに比べて著
しく低い傾向にある．本実験では実マイクロフォン
の数がM(= 2)個であるため，N(= 3)個の推定信号
に対してM 個の推定信号は高い SARを示すが，残
りN −M(= 1)個の信号の SARが低くなる傾向にあ
ると捉えられる．SARは本来，推定信号に歪みを多
く含むと低下すると捉えることができるが，推定信
号がいずれの音源信号にも強調できていない場合に
SARが低下すると捉えることもできる．実際，SAR

が高い信号は音源信号のいずれかを強調できている
が，SARが低い信号はいずれの音源信号も強調でき
ていなかった．今回用いたヴァーチャルマイクロフォ
ン技術では，推定信号間の独立性を最大化する上で 3

つの音源信号を同時に強調すること，つまり音源分
離を行うことは容易でない可能性がある．
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Table 1: Aux-IVAの音源分離性能の比較．ボールド
体は各評価指標で最も高い値を表す．

N M VMの数 SDR SIR SAR

3 3 0 6.02 11.49 8.20

3 2 1 3.71 8.63 6.91

Table 2: ヴァーチャルマイクロフォン技術を適用し
た Aux-IVAが推定した信号の音源分離性能の一例．
ボールド体は各テストの中で最も低い値を表す．

SAR

est1 est2 est3

test001 11.06 10.91 -2.99

test002 0.69 7.49 11.38

test003 0.69 9.02 9.60

test004 0.04 6.12 14.06

test005 12.34 -0.29 9.70

3.4 音声強調性能の評価
β-ダイバージェンスに基づくヴァーチャルマイクロ
フォン技術を適用した Aux-IVAを用いた場合，音源
分離を実現できているとは言えなかった．しかし，[9]
では，β-ダイバージェンスに基づくヴァーチャルマイ
クロフォンがビームフォーマの音声強調性能を改善す
ることが報告されている．そこで，ヴァーチャルマイ
クロフォン技術を適用したAux-IVAを用いて推定さ
れた信号の音声強調性能を評価する．比較手法とし
て 3音源に対して 2つの実マイクロフォンの観測信
号のみを使用した Aux-IVAを用いる．このとき，音
源とマイクロフォンの配置は図 2の破線で示されて
いる部分を消して表されたものとする．
3.3節より，ヴァーチャルマイクロフォン技術を適
用した Aux-IVAで出力される SARが低い信号は音
声強調が十分にできていないと判断し，3つの推定信
号のうち，SARが最も低くなる信号を排除した 2つ
の推定信号それぞれの音声強調性能を評価する．2つ
の実マイクロフォンを使用したAux-IVA，ヴァーチャ
ルマイクロフォン技術を適用したAux-IVAどちらに
おいても，各推定信号が 3つの音源信号の内どれを
強調したかに任意性が生じている．そこで，各推定
信号に対して SIRが最も高くなる音源信号を選択し，
その SDR，SIR，SARを計算した．
2 つの実マイクロフォンを使用した Aux-IVA と，
ヴァーチャルマイクロフォン技術を適用したAux-IVA

の音声強調性能を表 3に示す．表より，ヴァーチャル
マイクロフォン技術を適用したAux-IVAの平均SDR，
SIRは 2つの実マイクロフォンを使用した Aux-IVA

に比べてそれぞれ 1.08，3.26 dB上回ることを確認し
た．以上の結果から，2つの実マイクロフォンのみを

Table 3: Aux-IVAの音声強調性能の比較．ボールド
体は各評価指標で最も高い値を表す．

N M VMの数 SDR SIR SAR

3 2 0 4.86 7.08 10.70

3 2 1 5.94 10.34 9.13

使用した Aux-IVAに比べて，ヴァーチャルマイクロ
フォン技術を適用したAux-IVAの推定信号の品質や
強調度合は高くなっており，音声強調性能を改善して
いることが確認された．

4 結論
本論文では，β-ダイバージェンスに基づくヴァー

チャルマイクロフォン技術を Aux-IVAに適用し，そ
の音源分離性能，音声強調性能を評価した．音源分
離性能について，β-ダイバージェンスに基づくヴァー
チャルマイクロフォン技術をAux-IVAに適用しても，
3音源を同時に強調する，つまり音源分離を行うこと
は有効ではないことが確認された．一方，音声強調
性能については β-ダイバージェンスに基づくヴァー
チャルマイクロフォン技術を用いたAux-IVAが劣決
定条件下において音声強調性能を改善できることが
確認された．
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