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In this paper, we propose a novel blind source separation method for the hose-shaped rescue

robot based on independent low-rank matrix analysis and statistical speech enhancement. The

rescue robot is aimed to detect victims’speech in a disaster area, wearing multiple microphones

around the body. Different from the common microphone array, the positions of microphones

are unknown, and the conventional beamformer cannot be utilized. In addition, the vibration

noise (ego-noise) is generated when the robot moves, yielding the serious contamination in the

observed signals. Therefore, it is important to eliminate the ego-noise in this system. This paper

describes our newly developed software and hardware system of blind source separation for the

robot noise reduction. Also, we report objective and subjective evaluation results showing that

the proposed system outperforms the conventional methods in the source separation accuracy

and perceptual sound quality via experiments with actual sounds observed in the rescue robot.
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1 はじめに
日本は世界でも有数の地震大国であり，特に近年では，瓦礫な

どの内部に進入して探索をすることが可能な災害救助支援ロボッ
トの開発が盛んに進められている．このようなロボットを実現す
るため，現在我々は，複数バイブレータの振動により前進する柔
軟索状ロボットの開発を行っている．本ロボットには一定の間隔
ごとにマイクロホンが複数個取り付けられており，これらのマイ
クロホン群を使って被災者の声を検出することが想定されている．
しかし，バイブレータの振動や地面との摩擦音などが観測信号中
に雑音（これをエゴノイズと呼ぶ）として混入するため，目的音
声成分の復元が大変困難であるという問題があった．このため，
観測された信号から雑音を抑圧し，目的音を強調する技術が必要
とされている．ここでは，ロボットの形状が時々刻々と変化する
ため，通常のマイクロホンアレイで利用される空間的雑音識別・

抑圧手法の導入は困難であり，新たなる信号処理アルゴリズムの
導入が急務である．

本研究では上記の問題点に鑑み，マイクロホン位置を明示的に
与えない状態でも目的音を抽出することの出来る音響センシング
技術の研究開発を行っている．一般に，このような課題は，ブラ
インド音源分離問題と呼ばれており，様々なアルゴリズムが提案
されている [1, 2]ものの，過酷な環境において高精度な音源抽出
を達成することは大変困難であることが知られている．本稿では，
近年提案された高速ブラインド音源分離手法である独立低ラン
ク行列分析（independent low-rank matrix analysis: ILRMA）
[3]およびノイズキャンセラ・統計的ポストフィルタ等を組み合
わせることによって，観測信号から目的音を高精度に強調するシ
ステムを提案する．また，提案システムの有効性を客観評価指標
や主観評価実験結果により示す．
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Fig.1 Overview of hose-shaped rescue robot.

Two microphones
Vibrator

300mm
300mm

Section

Mic. Mic.

Fig.2 Position of microphones and vibrators.

2 柔軟索状ロボットの概要とその音響的課題

柔軟索状ロボットは災害救助を支援する目的で開発されてお
り，図 1に示す通り約 50 mm径の細いホース状ロボットである．
ロボットには複数のバイブレータが搭載されており，これらを振
動させると，表面に巻きつけられた特殊な繊毛の効果によってロ
ボットは前進する．
瓦礫内部の状態を把握するため，ロボット本体には複数マイ

クロホン・画像センサ・ガスセンサなど各種センサが取り付けら
れている．しかし，マイクロホンによる音響センシングにおいて
は，遠隔被災者の声が非常に小さく，かつバイブレータの振動や
地面との摩擦音がエゴノイズとして観測信号に混入するため，何
らかの信号処理により雑音を抑圧して目的被災者音声を強調する
必要がある．加えて，ロボットに取り付けられているマイクロホ
ンは，ロボット本体の形状変化により位置関係が時間的に変化す
るため，従来のアレイ信号処理による音源強調手法を利用するこ
とは困難であった．

3 提案システムの概要

3.1 索状ロボットにおけるマイクロホン配置
今回開発した索状ロボットは，図 2 に示すように 8 個のマイ

クロホンが 2個ずつロボットの節部に配置されている．マイクロ
ホン同士の間隔は 600 mmである．各節において，2個のマイク
ロホンはそれぞれ反対方向を向けて配置されており，索状ロボッ
トのねじれに関わらずいずれか一方のマイクロホンが上向きとな
るため，目的音成分に関するマイクロホン群全体としての SN比
を向上できる．

3.2 信号処理の方針
本稿では，オペレータが強調したい目的音を切り出すことが可

能である状況を想定し，5秒程度のごく短い信号をバッチ処理に
よって強調するためのシステムを提案する．この状況想定により，
以下を仮定することができる：(1) マイクロホンでの録音中に，
空間伝達系の大きな変動がない．(2) エゴノイズのパワーは概ね
定常である．(3) 目的音が存在せず雑音のみの区間が存在する．
仮定 (1) より，ブラインド音源分離手法である ILRMA を利

用した目的音の抽出が可能となる．また，ILRMAで捉えきれな
かった細かな伝達系の変動を，ノイズキャンセラにより補償する．
これらの処理後，仮定 (2)(3) より，統計的ポストフィルタを利
用して更に雑音を抑圧できる．ここで，ポストフィルタの非線形
処理に起因してミュージカルノイズが発生するため，ポストフィ
ルタのゲイン関数に対して平滑化処理を施すことにより，ミュー

ジカルノイズの抑圧を図る．全体的な信号処理の流れを図 3 に
示す．

3.3 ILRMA
ILRMA [3]は近年提案された優決定条件における高速多チャ

ネルブラインド音源分離手法であり，線形時不変な空間分離フィ
ルタを推定することによって音源分離を実現する．ILRMA で
は，ランク 1空間モデル [4]・音源間の統計的独立性・各音源スペ
クトログラムの低ランク性（nonnegative matrix factorization
(NMF) に基づくモデル）を仮定し，空間フィルタと音源 NMF
モデルを同時に推定している．
音源数および観測チャネル数を，それぞれ N,M とおく．ま

た，時間周波数領域における複素多チャネル音源信号，観測信号
および分離信号をそれぞれ

sij = (sij,1, sij,2, . . . , sij,N )T (1)

xij = (xij,1, xij,2, . . . , xij,M )T (2)

yij = (yij,1, yij,2, . . . , yij,N )T (3)

とおく．ここで，i = 1, . . . , I は周波数ビン，j = 1, . . . , J は時
間フレーム，n = 1, . . . , N は音源，m = 1, . . . ,M は観測チャネ
ルのインデクスをそれぞれ表し，T は行列またはベクトルの転置
を表す．短時間フーリエ変換の窓長が各音源から各マイクまでの
インパルス応答長より十分長い場合，ランク 1空間モデルが成立
し，観測信号を次式で表すことができる．

xij = Aisij (4)

ここで，Ai = (ai,1, . . . ,ai,N ) は i 番目の周波数ビンにおける
混合行列であり，ai,n は各音源のステアリングベクトルである．
M = N かつ Ai がフルランクである場合，分離行列 Wi =
(wi,1, . . . ,wi,M )H = A−1

i が存在し，分離信号は

yij = Wixij (5)

と書ける．ここで，H は行列またはベクトルの共役転置を表す．
基底共有潜在変数を用いない ILRMA の目的関数は次式で表

される [3]．

QILRMA =
∑
i,j

[∑
n

|yij,n|2∑
l til,nvlj,n

− 2 log | detWi|

+
∑
n

log
∑
l

til,nvlj,n

]
(6)

ここで，til,nおよび vlj,nはそれぞれNMFの基底行列 Tnおよび
アクティベーション行列 Vn の非負要素であり，l = 1, . . . , Lは
NMFの基底インデクスを表す．本問題において，分離行列Wi

の更新式は以下で与えられる．

rij,n =
∑
l

til,nvlj,n (7)

Vi,n =
1

J

∑
j

1

rij,n
xijx

H
ij (8)

wi,n ← (WiVi,n)
−1en (9)

wi,n ← wi,n

(
wH

i,nVi,nwi,n

)−1

(10)

ここで，en は n番目の要素のみが 1である単位ベクトルを表す．
また，NMF変数 til,n, vil,n の更新式は以下で与えられる．

til,n ← til,n

√√√√∑
j |yij,n|2vlj,n

(∑
l′ til′,nvl′j,n

)−2∑
j vlj,n

(∑
l′ til′,nvl′j,n

)−1 (11)

vlj,n ← vlj,n

√√√√∑
i |yij,n|2til,n

(∑
l′ til′,nvl′j,n

)−2∑
i til,n

(∑
l′ til′,nvl′j,n

)−1 (12)

ILRMA では，式 (7) から (10) で与えられる空間分離行列Wi

の更新と式 (11), (12)で与えられる音源 NMF変数の更新を交互
に行う．
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3.4 ノイズキャンセラ
ノイズキャンセラは，目的音を収録するためのマイクロホン

の他に，雑音のみを収録するためのリファレンスマイクロホンを
用意し，平均二乗誤差最小化アルゴリズムを利用して雑音抑圧を
行う手法である．ILRMA では線形時不変な空間伝達系を仮定し
たが，索状ロボットは常に振動・変形するため，空間伝達系は時
間的に細かく変動しており，ノイズキャンセラによってこれを補
償できる．本システムにおいては，ILRMAの出力を「目的音成
分が含まれるチャネル」と「それ以外のチャネルの総和（雑音成
分）」に分けることによって，雑音成分をリファレンス信号とし
てノイズキャンセラを適用する．詳細なアルゴリズムは文献 [5]
などを参照されたい．

3.5 ポストフィルタ
ロボットにおける録音信号は入力 SN比が非常に低く，上述の

2 手法のみでは雑音を十分に取り除くことができない．ここで，
エゴノイズが定常かつパワーが推定可能である場合は，統計的ポ
ストフィルタを利用した更なる雑音抑圧が可能である．以下にそ
の詳細を述べる．
3.5.1 MOSIE

MOSIE [6] はベイズ型ポストフィルタの一種であり，シング
ルチャネルの信号に対し目的音の強調を行う．MOSIEでは，時
間周波数領域における振幅の事前分布として周波数ビンごとに個
別なカイ分布を仮定する．カイ分布の確率密度関数は次式で与え
られる．

p(χ) =
2

Γ(ρi)

(
ρi

E[χ2]

)ρi

χ2ρi−1 exp

(
− ρi
E[χ2]

χ2

)
(13)

ここで，χ ∈ R≥0 は目的音振幅スペクトルを表す確率変数，ρi
はカイ分布の形状母数であり，E[·]は期待値を表す．ρi は分布の
スパース性を制御する形状母数パラメタであり，雑音成分の振幅
スペクトルNij が推定可能な場合，empiricalな意味で最適な ρi
を次のように推定できる [7]．

ρi = {µ2
2(Xij) + µ2

2(Nij)− 2µ2(Xij)µ2(Nij)}
· {µ4(Xij)− µ4(Nij)− µ2

2(Xij)

− 2µ2(Xij)µ2(Nij) + 3µ2
2(Nij)}−1 (14)

ここで，Xij はノイズキャンセラから出力された振幅スペクトロ
グラムを表す．また，µk(·)は j 番目の周波数ビンに関する k 次
のモーメントを表し，µk(αij)=(

∑
j α

k
ij)/J で与えられる．本研

究では，前述の仮定より，目的音が存在しない雑音のみの区間が
存在することから，i番目の周波数ビンにおける雑音の振幅スペ
クトルをノイズキャンセラ出力の無音区間における平均パワーの
平方根（定数）として与えた．
上記の準備の下，MOSIEのゲイン関数Gij は以下の式で定め

られる．

Gij =

Γ(β
2
+ ρi)Φ

(
1− β

2
− ρi, 1;−

X2
ij

µ2(Nij)

ξij
ρi+ξij

)
Γ(ρi)Φ

(
1− ρi, 1;−

X2
ij

µ2(Nij)

ξij
ρi+ξij

)


1
β

·

√
ξij

ρi + ξij
· µ2(Nij)

X2
ij

(15)

ここで，β はドメインパラメタ，Γ(·)はガンマ関数，Φ(e, f ; g)=
1F1(e; f ; g)は第 1種合流型超幾何関数を表す．ξij は事前 SN比
であり，decision-directed 法を利用して以下の式により推定さ
れる．

ξij = κ
G2

i(j−1)X
2
ij

µ2(Nij)
+ (1− κ)max

[
X2

ij

µ2(Nij)
− 1, 0

]
(16)

ここで，κは忘却係数である．最終的に，目的音成分の振幅スペ
クトルはゲイン関数 Gij とノイズキャンセラの出力振幅スペク
トル Xij の積 GijXij として推定される．ただし，低域（概ね
300 Hz以下）と高域（概ね 5000 Hz以上）の帯域には目的音成
分がほとんど存在しないため，Gij = 0を代入してカットした．

ILRMA Noise
Canceller

input

+

reference

target

Postfilter
output

Fig.3 Signal flow of our proposed method.

3.5.2 ゲイン平滑化
MOSIEを利用して求めたゲイン関数は目的音をよく表現して

いるが，過度な時変性を許容するため，ミュージカルノイズを発
生させやすいという問題点がある．この問題は，ゲイン関数 Gij

を平滑化することによって緩和可能であることが知られているた
め，まずゲイン関数Gij に対してmedianフィルタを適用し，更
に文献 [8]で提案されているゲイン平滑化手法を適用することに
よって，ミュージカルノイズを抑制し目的音の推定品質を高める．

3.6 システムの実装と動作時間
本システムは全て MATLAB で実装されており，Intel Xeon

E3-1505M (2.8 GHz) を搭載したノート PCを利用して処理時間
を実測したところ，5秒間の信号に対し約 55秒の処理時間を必
要とした．この処理時間のうち，約 52.5秒が ILRMAによる音
源分離に要した時間であり，ノイズキャンセラおよびポストフィ
ルタは合計して約 3秒間程度の処理となっている．

4 評価実験
4.1 実験条件
本システムによる雑音抑圧の品質を評価するため，擬似的な観

測信号を作成して実験を行った．目的音声信号は，瓦礫中を模し
た環境で事前に測定した 3通りの姿勢における各マイクロホンの
インパルス応答をドライソースに畳み込むことで作成し，雑音信
号はロボットのバイブレータを実際に動作させて録音した．目的
音と雑音の入力 SN比を −25 dBから 0 dBまで 5 dB刻みで変
化させ，これら 2種類の信号を時間領域で加算し，擬似的な観測
信号とした．評価指標としては，音源分離の総合的性能を測定で
きる signal-to-distortion ratio（SDR），および雑音抑圧量を測
定できる signal-to-interference ratio（SIR）を採用した [9]．評
価は疑似観測信号に対して ILRMAを適用した信号（ILRMA）・
更にノイズキャンセラを適用した信号（NC）・更にポストフィル
タを適用した信号（PF）のほか，処理を行わない疑似観測信号
（Raw）および補助関数法による独立ベクトル分析 [10]を適用し
た信号（AuxIVA）の 5手法について行った．
上述の客観評価指標の測定に加え，入力 SN 比 −25 dB の疑

似観測信号を処理して得られる音声強調信号に関して，7名によ
る主観評価実験を行った．ここでは，被験者に対し，前述の 5種
類の処理音からランダムに選択された 2種類ずつを対比較聴取さ
せ，より音声が明瞭に聞こえるものを選択させた．

4.2 実験結果
図 4は，今回提案したアルゴリズムによって強調された音声の

SDRおよび SIRを示す．入力 SN比が十分に低い状況において
は，どの姿勢の場合においても処理を経るにつれて SDR・SIRが
改善する様子を読み取ることができる．ロボットの姿勢により，
入力 SN比が高い状況において処理を通じ SDRが悪化している
場合もみられるが，これはノイズキャンセラおよびポストフィル
タの非線形処理から生じる歪みに起因していると考えられる．ま
た，図 5は，姿勢 (b)において入力 SN比を−20 dBとした場合
における Raw・ILRMA・NC・PFのスペクトログラムを表す．
処理を経るにつれて，音声スペクトログラムがより明瞭になって
いくことが分かる．
図 6は，主観評価により得られたスコアを表す．本図より，処

理を重ねるにつれて被験者の評価スコアが概ね向上する傾向を読
み取ることができる．これにより，提案する音源分離システムが
オペレータにとってより聞き取り易い高品質な処理音を生成して
いることが示された．
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(b)

(a)

(c)

Fig.4 SDR and SIR scores, where posture of flexible

robot is different: (a) shallow, (b) middle, and (c)

deep inside of building.

5 おわりに
本稿では，柔軟索状ロボットにおける雑音抑圧システムについ

て述べた．開発したシステムにおける信号処理は，ILRMA，ノ
イズキャンセラ，ポストフィルタの 3段階の処理を経ており，客
観評価指標および主観評価実験を通じ，処理を経るにつれて雑音
抑圧の効果がみられることを示した．
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