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1 はじめに

独立成分分析 (ICA) [1]に代表される、マイクロホ
ンアレーに基づく雑音抑圧処理は、信号の非定常性
を許容できる利点がある。しかし、抑圧対象となる雑
音が有限個の点音源から発生している場合でなけれ
ば、高精度な音声強調を得るためには非常に多くの
マイクロホンが求められるという問題がある。また、
スペクトル減算 (SS) 法 [2]や最小平均 2乗誤差短時
間振幅スペクトル推定 (MMSE-STSA) [3]に代表さ
れる、単一チャネルの非線形信号処理による音声強
調は、音源の位置や形状に依存しない半面、非定常
な雑音を抑圧するのが困難であるという問題がある。
そこで、ICAと SS法を効果的に組み合わせることに
より、拡散性の非定常雑音を抑圧する空間サブトラ
クションアレー (SSA) 法が提案されている [4]。SSA
法では非定常雑音の推定のために ICAを用い、これ
を SSの雑音推定として用いる。しかし、高い音声品
質を得るためには、SS処理の強度を調整する減算係
数の最適化が必要で、最適な減算係数は狭帯域ごと
に異なるために、これを手動で調整するのは困難で
ある。減算係数の推定としては、ミュージカルノイズ
フリーという観点から、控え目な雑音抑圧を行う SS
処理の繰り返しによって減算の強度を自動調整する
手法が提案されているが [7]、これは狭帯域ごとの減
算係数を直接的に最適化するものではない。
本稿では、高品質な出力を得るための減算係数は、
音声と雑音の尖度、SNRに強い相関を持っている点
に着目し、尖度と SNRの推定を狭帯域ごとに特徴化
して回帰分析に施すことにより、帯域ごとの減算係数
を直接的に最適化する手法を提案する。更に、ICAの
出力から SNRを効果的に推定する手法を提案した。

2 従来手法

2.1 概要

ここでは音声の音源方位とマイクロホン配置が既
知であるという仮定のもとでの SSA法の処理 [4]につ
いて述べる。SSA法は複数のマイクロホンを用いて
非定常雑音を抑圧する。まず ICAと projection back
(PB) 処理により、音声と雑音それぞれの多チャネル
の音像を推定し、それぞれを遅延和型ビームフォーマ
(DSBF)で単一チャネル化する。このうちの音声の推
定パスは主パスと呼ばれ、ICAでは十分な拡散性雑
音の抑圧ができないために粗い音声推定が得られる。
対して雑音の推定パスは参照パスと呼ばれ、点音源
である音声を ICAによって効果的にキャンセルした
高精度な雑音推定が得られる。次に、主パスと参照パ
スの振幅の減算を行う SS処理によって、主パスの雑
音の残留成分を強力に抑圧する。この仕組みにより、
ICAによる非定常雑音推定性能と SSによる拡散性雑
音除去性能を両立させることができる。詳細なアル
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Fig. 1 Block diagram of SSA.

ゴリズムについては以下で説明する。SSA法の処理
の流れは図 1に示す。

2.2 SSAによる音声強調

まずマイクロホンアレーで観測される J チャネル
信号の短時間フーリエ領域表現 x(f, τ)が得られてい
るものとするものとして、これを ICAに施すことに
よって音声の粗い推定と音声を取り除いた雑音の推
定に分離する。ICAによる観測信号の処理は以下の
ようになる。

o(f, τ) = [o1 (f, τ) , . . . , oK (f, τ)]
T

= W(f)x(f, τ) (1)

ここでKは出力チャネル数（ただしここではK = J
として処理を行う）、ok(f, τ)は第 k番目の分離信号
(k = 1, . . . ,K)、W(f)は K × J 次元の分離行列を
表している。ICAによる出力同士を独立にする分離
行列W(f)の最適化には様々な方法が提案されてい
るが、たとえば周波数領域の自然勾配法は以下の更
新の繰り返しにより最適化する [1]。

W (f)← µ
(
I−

⟨
ϕ (o (f, τ))o (f, τ)

H
⟩
τ

)
W (f)

+W (f) (2)

ここで µは更新係数、IはK次元単位行列、⟨·⟩τ は τ
についての平均、ϕ(·)は非線形関数ベクトルを表す。
ICA の出力から、音声と雑音それぞれの音像

cS(f, τ), cN (f, τ)を分離信号の PB処理により推定
する。

cS (f, τ) = W(f)−1U (f)o (f, τ) (3)

cN (f, τ) = W(f)−1Ū (f)o (f, τ) (4)

ここでU(f)および Ū(f)は分離出力 o(f, τ)から推
定対象成分以外を取り除く K 次元対角行列であり、
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音声推定に相当するただ一つの出力のインデックス
を ks(f)として、それぞれ以下のように定義される。

U (f) =
[
δijδjks(f)

]
ij

(5)

Ū (f) =
[
δij δ̄jks(f)

]
ij

(6)

ここで [x]ij は第 i行 j列要素が xとなる行列、δij は
クロネッカーのデルタ、δ̄ij はクロネッカーのデルタ
の 0と 1を反転させたものを表す。また、ks(f)の同
定にはW(f)の行とステアリングベクトル h(f)のコ
サインから音声成分を出力するかどうかを評価する
などによって可能であるが、本稿の実験では真のイン
デックスを手動で求めて評価した。このようにして音
声成分を強調した音声音像推定 cS(f, τ)および音声成
分を除去した雑音音像推定 cN(f, τ)を DSBFで処理
することにより、最終的な主パスの音声推定 yP(f, τ)
および参照パスの雑音推定 yR(f, τ) を得る。

yP (f, τ) = h (f, τ)
H
cS (f, τ) (7)

yR (f, τ) = h (f, τ)
H
cN (f, τ) (8)

ここで h (f)は、既知である音声の音源方位とマイク
ロホン配置から求めた音声のステアリングベクトル
である。
次に、参照パスの雑音推定を用いた主パスの音声
推定に含まれる残留雑音の抑圧を、SS法により行う。
出力 ySSA(f, τ)は以下のように表される。

ySSA(f, τ) =
(|yP (f, τ)| − β (f) |yR (f, τ)|) sign [yP (f, τ)]

(if |yP(f, τ)| − β (f) |yR (f, τ)| > 0)

ηyP (f, τ) (otherwise)

(9)

ここで sign[·]は符号を表し、β(f)は減算係数を、η
はスペクトル減算の結果が負の値を取る場合に観測
信号に掛けるフロアリング係数を表す。なお、本稿の
実験ではフロアリング係数を 0としている。

2.3 従来のスペクトル減算の最適化

SSA を含んだスペクトル減算処理では減算係数
β(f) の最適化が問題となる。β(f) は大きいほど雑
音除去の効果が大きいが、しかし除去された成分と
残留成分の起伏が激しくなるために、ミュージカルノ
イズと呼ばれる不快な人工雑音が残留して音声品質
を低下させてしまう。最適な減算係数は狭帯域ごとに
大きく異なるため、雑音除去と音声品質のトレード
オフを β(f)の手動調整により解決するのは難しい。
Uemura et al.[5]は、雑音除去による雑音の尖度の
変化がミュージカルノイズの知覚と相関があること
を見出し、この知見を用いた様々な手法が同研究グ
ループにより提案されている。たとえばMiyazaki et
al.は、雑音の尖度を変えないスペクトル減算を繰り
返すことによりミュージカルノイズの発生しないス
ペクトル減算 [6]を提案し、これを SSAに適用して
いる [7]。これらの手法では、まず減算係数 β(f)を全
帯域で共通の小さい値に手動で設定し、与えた β(f)
と雑音のモデルから、ミュージカルノイズを発生させ
ないためのフロアリング係数 ηを推定して SS処理を
行う。小さい減算係数とフロアリングによって雑音抑
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Fig. 2 Block diagram of SVR training.

圧効果は弱められるが、減算を繰り返しにより残留
雑音が低減されていく。
この仕組みは、ミュージカルノイズフリーという
観点からスペクトル減算の残留雑音抑圧と品質のト
レードオフを効果的に解決するものであるが、フロ
アリングによって抑制された減算の繰り返しは帯域
ごとの減算係数を間接的に最適化するのと同様の効
果を与えていて、何らかのより直接的なアプローチ
の方が、副作用が小なくより効果的になる可能性が
ある。そこで、ミュージカルノイズフリーなアプロー
チとの比較は今後の課題として残っているが、帯域ご
との減算係数を直接的に最適化する手法を提案する。

3 提案手法

3.1 提案手法の枠組み

本節ではMiyazaki et al.のスペクトル減算とは異
なった、回帰分析によって帯域ごとの減算係数を直接
的に最適化するアプローチを試みる。Uemura et al.
が示したように、最適なスペクトル減算は尖度など
の分布形状との関係が深いといえる。また、雑音と
音声が特定の分布によってモデル化できる場合には、
スペクトル減算の減算係数のような雑音抑圧の強度
は SNRの推定によって最適化できる（例えば [3]）。
SNRと雑音形状の両方に依存するのが減算係数最適
化の困難な点であるが、本稿では分布形状と SNRを
表す特徴量を帯域ごとに抽出し、この単純に非線形
回帰によって音声品質尺度を最大化する係数を求め
ることにより、帯域ごとの抑圧強度の直接的な最適化
が可能になると考えられる。
提案手法は減算係数推定器の教師有り事前学習と、
最適減算係数推定を用いた雑音抑圧の 2つのステー
ジからなる。まず学習の枠組を図 2に示す。非線形な
回帰分析にはサポートベクトル回帰 (SVR) [8]を用
いる。帯域ごとの減算係数の最適性の基準は、狭帯域
の音声品質を評価できるあらゆる尺度を用いること
が可能であるが、ここでは signal-to-distortion ratio
(SDR) [9]を帯域ごとに評価して用いる。まず様々な
雑音環境の、クリーンな音像を有したコーパスを用
意し、離散化した減算係数 β(f)の候補から、SSA処
理の SDRが最も大きくなる減算係数を帯域ごとに選
択する。ここでは減算係数 β(f)は 0, 0.1 . . . , 5.0の合
計 51個を候補とした。次に、これらのコーパスの後
述する分布形状特徴 (KP(f), KR(f)) と SNRの狭帯
域特徴 SNR(f)の分析を行う。最後に特徴量から最
適な減算係数を推定する SVRを学習する。
抑圧のステージでは、主パスと参照パスの処理を行
い、その出力の特徴量を求めて SVRに入力し、SVR
から求められた推定最適減算係数 β(f)を用いてスペ
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Fig. 3 Block diagram of noise suppression.

クトル減算を行う。雑音抑圧のブロック図をFig. 3に
示す。

3.2 分布形状の特徴分析

まず狭帯域信号の分布形状を特徴化する。これは、
何らかの形状パラメタを持つ分布の、最尤推定によ
る形状パラメタによって特徴化する。ここでは分析
対象となる信号の狭帯域のパワースペクトログラム
X(f, τ)が、密度関数が以下の f(X(f, τ);κ(f), θ(f))
のように与えられるガンマ分布に従うと仮定する。

f (X (f, τ) ;κ (f) , θ (f)) =
X(f, τ)κ(f)−1 exp

(
−X(f,τ)

θ(f)

)
Γ (κ(f)) θ(f)κ(f)

(10)

ここで κ(f) (> 0) は形状パラメタ、θ(f) (> 0) は尺
度パラメタを表す。帯域 f ごとの最尤推定 [10]によっ
て κ(f)を求めたのちに、これを分布形状の特徴とす
る。複素信号のパワーがガンマ分布に従うと仮定す
ると、複素信号の尖度は形状パラメタに反比例する
ため、この特徴化は尖度に準ずる特徴抽出であると
いえる。このような特徴分析を主パスの出力パワー
|yP(f, τ)|2 と参照パスの出力パワー |yR(f, τ)|2 のそ
れぞれをX(f, τ)に代入した κ(f)の最尤推定を行い、
それぞれKP(f), KR(f)として特徴量として用いる。

3.3 SNRに準ずる特徴抽出

ここで推定する必要があるのは yP(f, τ)の SNRで
あり、これをクリーンな音声が与えられていない条
件で行わなければならない。音声と雑音は無相関で
あると仮定できるため、仮に yP(f, τ)に含まれる雑
音成分と推定雑音 yR(f, τ)の相関係数が 1であった
場合には、yP(f, τ)と yR(f, τ)の相関係数から SNR
を推定することができる。しかし ICAは出力を無相
関化するため、これらの信号間の相関係数はおよそ 0
となり、このような SNR推定は成り立たない。その
ため無相関化の影響を受けない相関係数の推定を考
える必要がある。
SSAの後段処理のスペクトル減算が有効であるの
は、ICAによって yP(f, τ)と yR(f, τ)が無相関化さ
れているにも拘わらず、両チャネルに混入する雑音成
分の振幅増減が十分類似しているからであるといえ
る。そこで、一旦相関を推定する 2つの信号の位相を
捨ててしまい、位相の失われた絶対値振幅 |yP(f, τ)|
と |yR(f, τ)|から、元の複素信号 yP(f, τ)と yR(f, τ)
の相関係数を推定することを考える。このような位相
が失われた条件での複素信号の相関係数推定として、
我々は元の信号が共に複素正規分布に従うと仮定し、
位相を隠れ変数とした最尤推定を提案している [11]。
これを用いた相関係数推定は、ICAによる無相関化
が位相のみに影響を与えるわけではないために、残
留雑音に対応するものと一致する推定とはならない。

しかし、この最尤推定の手がかりとなるのは振幅の
増減の類似性のみであり、同じ振幅の増減の類似性を
利用した SSAに適した相関係数推定になると期待で
きる。
この最尤推定は EMアルゴリズムにより達成され
る。最初に yP(f, τ)と yR(f, τ)の分散σP(f)

2, σR(f)
2

を求め、更に yP(f, τ)と yR(f, τ)の相関係数 |ρ(f)|に
0から 1の範囲内の初期値を与える。次に、Eステッ
プの更新

λ (f, τ)←
I1

(
2|ρ(f)||yP(f,τ)||yR(f,τ)|
σP(f)

2σR(f)2(1−|ρ(f)|2)

)
I0

(
2|ρ(f)||yP(f,τ)||yR(f,τ)|
σP(f)

2σR(f)2(1−|ρ(f)|2)

) (11)

とMステップの更新

|ρ (f)| ←
⟨|yP (f, τ)| |yR (f, τ)|λ (f, τ)⟩τ

σP (f)σR (f)
(12)

を繰り返す。ここで Iν(·)は次数 ν の第 1種修正ベッ
セル関数である。このようにして得られる |ρ(f)|は、
yP(f, τ)に含まれる雑音成分と yR(f, τ)の相関係数の
推定であり、両雑音成分の相関係数が 1であること
を改めて仮定した yP(f, τ)の SNR [dB]の推定という
形で特徴量 SNR(f)を以下のように得る。

SNR (f) = 10 log10
1− |ρ (f)|2

|ρ (f)|2
(13)

この SNRの推定には複数の仮定が入っているため、
SNRを高精度に推定するものではないが、汎化性能
の高い SVRに入力する SNRに準ずる特徴抽出とし
ては、十分効果的なものであると期待される。

4 実験

4.1 実験条件

提案手法による減算係数最適化の有効性を実験によ
り評価する。まず、減算係数推定モデルを作るために、
大量の混合音声を準備してシミュレーション実験を
行った。鏡像法により複数の残響時間の 2チャネルの
室内インパルス応答を作成し、複数のSNRと種類の拡
散性雑音を重畳した。音声はATRコーパスから選択
し、学習データの雑音のコーパスは SiSEC 2011[12]
の Two-channel mixtures of speech and real-world
background noiseタスクの開発データから選択した
Cafeteria, Subway, Square noise を使用し、テスト
データの雑音はゲームセンターと地下鉄で新しく収
録した実環境雑音を用いた。テストはオープンテス
トである。。ICAの学習則は補助関数法に基づく独立
ベクトル分析 [13]を用いた。観測信号はどれもサン
プリング周波数 16 kHzの 3秒の信号で、フレーム分
析は窓幅 4096サンプル、フレームシフト 1024サン
プルのハミング窓を用いた。SVRは、RBFカーネル
を用いた ν = 0.5の ν-SVRを用いた [14]。学習とテ
ストの各条件を表 1を示す。
比較手法として、SSAの減算係数を複数の方法で
最適化したものを評価した。まず未処理の観測信号
（Unprocessed）、IVAとDSBFのみによる音声推（定
IVA only）、β(f) = 3に固定した SSA処理（Fixed
coefficient β(f) = 3）、SNR推定 SNR(f)のみを特
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Table 1 Experimental conditions
Training Test

Room size 5× 4× 6 m 7× 5× 4 m
Reverberation time T60 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 s 0.3, 0.5, 0.7 s
Number of speech utterances 4 2
Microphone interval 0.086 m 0.05 m
SNR 0, 10, 20, 30 dB -10, 0, 10 dB
Speaker-microphone distance 1 m 1 m
Speaker directions 7 directions 3 directions

−90◦,−60◦, · · · , 90◦ 10◦, 40◦, 70◦
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Fig. 4 Experiment result

徴量とした SVRによる減算係数最適化（SVR (esti-
mated SNR)）、yP(f, τ) の真の SNR を手動で与え
て特徴量とした SVR（SVR (true SNR)）、尖度特徴
量KP(f), KR(f)を特徴量とした SVR (SVR (kurt-
sis))、尖度と推定SNRを特徴量とした提案手法（Pro-
posed (kurtosis+estimated SNR)）、尖度と真の SNR
を特徴量とした SVR（SVR (kurtosis+true SNR)）、
狭帯域 SDR を最大化する理想的な減算係数による
SSA（Ideal）を評価した。評価尺度には目的音対歪
比 (SDR) [9]を用いた。

4.2 実験結果

各条件における雑音抑圧の結果を、全ての条件の
平均を図 4に、SNRごとの結果を図 5に示す。まず、
図 4について議論する。SVRを用いた全ての手法が
固定の減算係数による処理よりも品質が高いため、帯
域ごとの減算係数の推定が重要であることがわかる。
また、SNRと尖度の特徴の組み合わせは、SNRまた
は尖度の特徴のどちらか片方のみを用いた場合より
も精度が高く、これらの特徴量の組み合わせが効果的
であることがわかる。最尤推定による推定 SNRを用
いた SVR学習は、やはり真の SNRを与えた場合よ
りわずかに性能が劣るものの、減算係数推定のための
特徴量として有効に機能しており、また尖度のみを特
徴とした推定を大きく改善させていることがわかる。
同様の関係は、図 5の全ての SNRについて保たれて
いるため、様々な雑音・残響環境のデータを学習する
ことによって、雑音抑圧を行う環境に適した減算係数
推定が SVRの学習により効果的に行えていることが
わかる。以上より、提案する SNR推定と尖度推定を
特徴量とした SVRによる減算係数推定の有効性が確
認された。
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Fig. 5 Experimental result for each SNR.

5 おわりに

本稿では、SSA法の狭帯域ごとの最適な減算係数
推定をするために、SNRと尖度の推定を特徴量とし
た SVRを用いる手法を提案した。また、ICAの無相
関化のために、参照パスの雑音推定から主パスに含
まれる雑音の SNRを推定するのは困難であるが、位
相を捨てた振幅のみからの最尤推定により、SNRに
準ずる特徴量の抽出を提案した。評価実験により、尖
度と SNRの推定が特徴抽出として有効であり、効果
的な減算係数の回帰が行えることを確認した。今後
の課題はミュージカルフリーな SSA 法との性能比較
である。
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