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1 はじめに
近年，音声を用いたシステムの開発が多方面で進め
られ，それに伴って音声強調技術の研究が進められて
いる。その一方で，マイクロフォンアレイを用いた音
声強調技術の性能は，マイク数に大きく依存するた
め，利用できる場面が限られている。例えば，ビーム
フォーミングによる音声強調では，マイクの数より多
い音源が存在する劣決定条件の場合には，強調性能が
劣化することが知られている。故に，少数のマイクを
用いて行われる音声強調は，マイク数の制約がある環
境下でも用いることができるため，需要が高まって
いる。
このようなマイク数が制限された劣決定条件下に
おいて，音声強調性能を改善するための手法として
ヴァーチャルマイクロフォン技術 [1][2]が提案されて
きた。ヴァーチャルマイクロフォン技術は，2つの実
マイクロフォンの直線上に仮想的な信号を合成する
技術であり，合成されたヴァーチャルマイクロフォン
信号を用いることにより観測信号のチャネル数を人為
的に増やすことで音声強調性能を改善する。ヴァー
チャルマイクロフォン信号の合成は複素スペクトロ
グラム領域において行われ，平面波の仮定に基づい
た線形補完及び β ダイバージェンスを用いたルール
ベースの非線形補完により位相と振幅をそれぞれ求
める。近年，深層学習を用いた振幅の内挿手法も提案
されている [3][4]。このように位相と振幅をそれぞれ
求めた合成信号を用いることで，ビームフォーミング
の音声強調性能が改善できることが確認された一方
で，それらが音声強調性能にどれほどの影響を及ぼ
すのかに関する調査は十分に行われていない。また，
従来のヴァーチャルマイクロフォン技術は仮想信号
が 2つの実マイクの直線上にある場合しか適用でき
ないため，利用できる場面が限られている。
そこで，本稿では，任意数のマイクから仮想信号
を合成できるように従来法を拡張し，同一平面上に
ある 3つの実マイクを用いて提案法の有効性を示す。
また，2つと 3つの実マイクを用いた場合に，位相と
振幅それぞれの補間が音声強調性能に与える影響を
シミュレーションと車室内で測定したインパルス応
答を用いて検討する。

2 2マイクにおけるヴァーチャルマイクロ
フォンの内挿

本節では，2マイクにおけるヴァーチャルマイクロ
フォンの内挿 [1][2]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 2つの実マイクロフォンの
観測信号 Xi(ω, t)から，ヴァーチャルマイクロフォ
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Fig. 1: Arrangement of 2 real and virtual microphones
in interpolation technique

ン信号 V (ω, t, α)を生成する。iは生成に用いる実マ
イクロフォンの識別子（i = 1, 2）であり，ωはそのマ
イクロフォンにおける周波数ビン，tは時間フレーム
を表す。α (0 < α < 1)はヴァーチャルマイクロフォ
ンの補間係数であり，実マイクロフォン間の距離を 1
とした時の，1番目の実マイクとヴァーチャルマイク
ロフォン間の距離の値である。Fig. 1に実マイクロ
フォンとヴァーチャルマイクロフォンの関係を表す。
複数の音が異なる方向から到来する場合，マイクロ
フォンの位置と波形の関係は複雑になり，補間が困難
であるため，観測信号のスパース性を仮定する。すな
わち，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。これにより，複数の音が
到来する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。
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。

ϕi = ∠Xi(ω, t) = tan−1 Im(Xi(ω, t))

Re(Xi(ω, t))
, (1)

Ai = |Xi(ω, t)|. (2)

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. (3)

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. (4)

振幅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，従来法
では，振幅補完を 2つの実マイクの振幅との重みつ
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き β ダイバージェンスが最小となるような最適化問
題として定式化し，その閉形式の解

Av =

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

1 + αAβ−1
2

) 1
β−1

(otherwise).

(5)
を補間ルールとして用いられた。βは振幅補完の非線
形性を調整する役割を担った変数となる。式 (3)と式
(5)により求められた ϕvとAvを用いて，合成された
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。

V (ω, t, α) = Av exp (jϕv). (6)

3 提案法：任意数のマイクを用いたヴァー
チャルマイクロフォンの内挿

本節では，前節で述べた位相の線形補間と振幅の β
ダイバージェンスによる補間からなるヴァーチャル
マイクロフォンの内挿を同一平面上にある 3つ以上
のマイクに拡張する。
I 個の実マイクが存在し，i番目のマイクの位置を
座標 pi = [xi, yi, zi]

Tで表し，ヴァーチャルマイクロ
フォン信号の座標を pv = [xv, yv, zv]

Tで表すとする。
まず，平面波の仮定に基づいた位相の線形補完を考え
る。マイクと到来する平面波が同一平面上にある場
合には，非同一直線上にある 3つの実マイクの座標
のアフィン結合で任意位置のヴァーチャルマイクロ
フォン信号の座標を表すことができる。

pv = λ1p1 + λ2p2 + λ3p3, (7)

s.t.

3∑
i

λi = 1 (8)

そこで，平面波の仮定に基づいて，位相の補完は

ϕv =

3∑
i=1

λiϕi. (9)

のように表せる。ただし，λiは線形結合係数であり，
以下の連立一次方程式

Aλ = c (10)

の解である。ここで, A, cと λはそれぞれ以下のよ
うに定義する。

A =

x1 x2 x3

y1 y2 y3
1 1 1

 , c =

xv

yv
1

 ,λ =

λ1

λ2

3

 (11)

音源とマイクが同一平面上に存在するため，zi = 0及
び zv = 0であり，任意の解を∑

i λizi = zv に代入し
ても成立することが自明である。
振幅は，2マイクにおける βダイバージェンスを用
いた補間を任意数のマイクに拡張する。各実マイク
ロフォンからヴァーチャルマイクロフォンの座標ま
での距離を α̂とし，以下のように定義する。

α̂i =
√

(xi − xv)2 + (yi − yv)2 + (zi − zv)2, (12)

Fig. 2: Arrangement of 3 real and virtual microphones
in interpolation technique

この時，各実マイクの振幅との β ダイバージェンス
の重みを表す係数である αiは，近い実マイクロフォ
ンほど重みが大きくなように距離 α̂に反比例するこ
とを仮定する。また，∑i αi = 1となるように正規化
を行うと重み係数 αi は次式で表される。

αi =
α̂1α̂2α̂3

α̂i(α̂1α̂2 + α̂2α̂3 + α̂1α̂3)
(13)

Fig. 2に αi とマイクロフォンの位置の関係を表す。
ヴァーチャルマイクロフォン信号の振幅Avと，iチャ
ネル目の実マイクロフォン信号の振幅Aiの間の βダ
イバージェンス Dβ(Av, Ai) は次式のように定義さ
れる。

Dβ(Av, Ai) = (14)
Av(logAv − logAi) + (Ai +Av) (β = 1)
Av

Ai
− logAv

Ai
− 1 (β = 0)

Aβ
v

β(β−1) +
Aβ

i

β − AvA
β−1
i

β−1 (otherwise)

βダイバージェンスを用いた振幅補間は，次式のよう
な最適化を行う。

Av = argminAv

I∑
i=1

αiDβ(Av, Ai) (15)

ただし，位相の補完と異なり，振幅の補完にはすべて
の I 個の実マイクを用いることができる。上式を最
適化する解は

Av =

{
exp{

∑I
i=1 αi logAi}} (β = 1),

(
∑I

i=1 αiA
β−1
i )

1
β−1 (otherwise).

(16)

で表せる。この補完ルールは式 (5)を一般化したもの
であることが分かる。これにより，ヴァーチャルマイ
クロフォン信号は ϕv と Av を用いて以下のように表
すことができる。

V (ω, t,Ξ) = Av exp (jϕv). (17)

ここで，Ξ = {αi, λi}iはすべての線形結合係数 λiと
重み係数 αi の集合である。

4 評価実験
4.1 実験概要
本実験では， 4種類のシミュレーションインパル

ス応答と， 1種類の車室内実測インパルス応答を用
いて実験を行った。はじめに，三角マイクロフォンア
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Table 1: sound source direction and reverberation time

RT target Interf 1 Interf 2 Interf 3

60 80° 160° 40° 130°
120 90° 145° 50° 10°
250 110° 150° 20° 70°
400 70° 100° 30° 150°

Fig. 3: Arrangement of sound sources in simulation

レイに対して従来法を 2回用いて提案法と同座標に
ヴァーチャルマイクロフォン信号を合成する方法お
よび提案法それぞれで内挿を行い，音声強調性能を
比較した。次に，2マイクロフォンと 3マイクロフォ
ンそれぞれのヴァーチャルマイクロフォン信号の補
間について，位相・振幅を共に補間する場合，位相の
みを補間する場合，振幅のみ補間する場合，補間を行
わない場合（実マイクロフォン信号）を比較すること
で，振幅・位相それぞれの補間による音声強調性能へ
の影響を調査した。
4.2 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話者の計 10話者分のデータを使用
した [7]。このデータベースの中から，ランダムに 3人
または 4人を 25パターン選択し，4種類のシミュレー
ションのインパルス応答を畳み込むことでシミュレー
ションインパルス応答を用いた観測信号をそれぞれ
100パターン作成した。さらに，同様に 1種類の実測
インパルス応答を 1種類畳み込むことで観測信号を 25
パターン作成した。シミュレーションの音源の配置を
Fig. 3とTable. 1に示す。Table. 1におけるRTは，
残響時間 (Reverberation time)を示す。インパルス応
答の音源の配置をFig. 4に示す。また，マイクロフォ
ンアレイの配置を Fig. 5，Fig. 6に示す。3音源に対
して 2つの実マイクロフォン信号を用いて音声強調を
行う実験では，Target, Interference 1, Interference 2
を実験に用い，4音源に対して 3つの実マイクロフォン
信号を用いて音声強調を行う実験では,Target, Inter-
ference 1, Interference 2, Interference 3を実験に用い
る。βダイバージェンスにおける βは，2つの実マイ
クロフォンを用いた実験と従来法においては 20を用
いた。3つの実マイクロフォンを用いた提案法では，
140を用いた。評価指針として，signal-to-distortion
ratio (SDR) Improvement ,source-to-interference ra-
tio(SIR), sources-to-artifacts ratio (SAR)を用いる。
音声強調には，maxSNR ビームフォーマを用いる。
[5] [6] その他の実験条件を Table. 2に示す。

Table 2: experimental conditions

Sampling rate 8 kHz

Signal-to-noise ratio(SNR) 0 dB

FFT frame length 1024 samples

FFT shift 256 samples

Beamformer maxSNR

Fig. 4: Arrangement of sound sources in real car

4.3 実験結果と考察
はじめに，3つの実マイクロフォンを用いたヴァー

チャルマイクロフォンの補間について従来法と提案
法の実験結果を Table. 3に示す。prev((A,B),C)は，
従来の 2つの実マイクロフォンからヴァーチャルマ
イクロフォン信号を補間する手法を用いて，実マイク
ロフォン A，実マイクロフォン Bからヴァーチャル
マイクロフォンを合成し，合成したヴァーチャルマイ
クロフォンと実マイクロフォン Cを用いて最終的に
音声強調に使用するヴァーチャルマイクロフォン信
号を合成することを示す。シミュレーションにおい
ては，従来法は実マイクロフォンの選択順にかかわら
ずほぼ SDRが変わらず，提案法においても従来法と
同程度の SDRを示した。実測インパルス応答を用い
た実験では，従来法において実マイクロフォンの選択
順によって SDRにわずかにばらつきが見られ，提案
法はその平均程度の SDRを示した。提案法において
は，従来法におけるマイクロフォンの選択順による性
能の変動を無くすことができ，かつ任意のマイク数へ
の拡張が容易であるという利点がある。
次に，3音源に対して 2つの実マイクロフォン信号

を用いて音声強調を行った実験結果を Table. 4に示
す。Phase, Ampにおける R, Vは，ヴァーチャルマ
イクロフォン位置の信号における位相や振幅におい
て，実位相，実振幅を与えている場合は R，ヴァー
チャルマイクロフォン技術によって補間された位相，
振幅を与えている場合には Vで表す。位相，振幅と
もにヴァーチャルマイクロフォン技術で補間した信
号を 2つの実マイクロフォンに加えて音声強調に用
いた場合，2つの実マイクロフォンの信号のみを用い
て音声強調を行った場合と比較して一定の SDRの向
上が確認された。また，実位相のみを与えた場合に
は，位相，振幅ともにヴァーチャルマイクロフォン
技術で補間した場合と SDRにおいてほぼ差が見られ
なかった一方で，実振幅を与えた場合には SDRがシ
ミュレーションでは約 1.9dB，実測インパルス応答で
は約 3.7dB向上した。これは，2つの実マイクロフォ
ンを用いた場合の補間において，補間した振幅は実
振幅と大きく異なっており，かつ振幅が音声強調性
能に与える影響が大きいと考えられ，実振幅を与え
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Fig. 5: Arrangement of microphones in simulation

Fig. 6: Arrangement of microphones in real car

ることで大きく音声強調性能が改善したと考えられ
る。一方で，3つの実マイクロフォン信号を用いた決
定条件における音声強調と，2つの実マイクロフォン
信号と位相のみをヴァーチャルマイクロフォンで補
間した信号で音声強調を行った場合で SDRにシミュ
レーションでは約 11dB，実測インパルス応答では約
6.7dBの差が見られたことから，位相の補間や位相と
振幅の整合性など今まで検討されてこなかった部分
についても検討が必要であると考えられる。
次に，4音源に対して 3つの実マイクロフォン信号
を用いて音声強調を行った実験結果を Table. 5に示
す。4音源に対する実験においても，位相，振幅とも
にヴァーチャルマイクロフォン技術で補間した信号
を実マイクロフォン信号に加えて用いた場合に一定
の SDRの向上が確認された。一方で，実位相のみ，
実振幅のみを与えた場合ともに，位相，振幅ともに
ヴァーチャルマイクロフォン技術で補間した場合と
比較して SDRにほとんど差が見られなかった。この
ことから，3マイクにおいても位相と振幅の整合性な
ど振幅と位相の補間以外の観点からの検討を行う必
要があると考えられる。

5 結論
本稿では，ヴァーチャルマイクロフォン技術を同一
平面上にある 3つ以上の実マイクロフォン信号に拡
張することを提案した。また，劣決定条件下において
ヴァーチャルマイクロフォン信号に実位相のみ・実振
幅のみを与えた場合や実マイクロフォン信号を与え
た場合と比較することで，ヴァーチャルマイクロフォ
ン信号の補間による音声強調性能への影響について
検討した。実験の結果，提案法でも劣決定条件下に
おける音声強調性能の改善が確認された。提案法は，
3つ以上のマイク数への拡張を容易に行うことができ
る。また，ヴァーチャルマイクロフォン技術における
位相と振幅の補間が音声強調性能に及ぼす影響の内
容が確認された。

謝辞 本研究は科研費 19H04131の助成を受けた。

Table 3: Proposed method and previous method in
simulation

method SDRi SIR SAR

proposed 6.74 6.46 5.00
simu prev((1,2),3) 6.73 6.44 5.01

prev((1,3),2) 6.73 6.43 5.01
prev((2,3),1) 6.73 6.43 5.01

proposed 11.71 14.58 8.24
real prev((1,2),3) 11.86 14.96 8.30

prev((1,3),2) 11.51 14.29 8.04
prev((2,3),1) 11.86 14.98 8.30

Table 4: experiment of 2 microphone

mic Phase Amp. SDRi SIR SAR

2mic - - 1.97 0.44 7.95
simu 2mic+VM V V 3.37 2.62 6.61

2mic+VM R V 3.61 3.01 6.51
2mic+VM V R 5.38 5.05 7.30
3mic R R 17.11 21.74 15.85

2mic - - 4.88 6.07 6.37
real 2mic+VM V V 7.06 10.45 6.86

2mic+VM R V 7.77 11.51 7.34
2mic+VM V R 10.80 16.07 9.97
3mic R R 17.48 25.25 15.77

Table 5: experiment of 3 microphone

mic Phase Amp. SDRi SIR SAR

3mic - - 5.78 5.68 4.87
simu 3mic+VM V V 6.25 6.46 5.00

3mic+VM R V 6.38 6.71 5.02
3mic+VM V R 6.30 6.41 5.09
4mic R R 10.31 11.29 8.17

3mic - - 10.39 12.59 7.16
real 3mic+VM V V 11.71 14.58 8.24

3mic+VM R V 11.72 14.93 8.13
3mic+VM V R 11.91 15.00 8.40
4mic R R 18.56 23.41 14.55
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