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1 はじめに
これまでに我々は，深層学習に基づく仮想マイク
生成技術 (neural network-based virtual microphone

estimator, NN-VME) [1][2] を提案した．NN-VME

では，学習時には運用時よりも多くのマイクが利用
可能であることを仮定し，その学習基準として実際
のマイク信号と推定した仮想マイク信号を比較する
損失関数を採用した．この学習基準は後段の処理に
依存していないため，推定した仮想マイク信号を任
意のアレイ信号処理に適用することが可能であると
期待される．これに対して，後段で適用するアレイ信
号処理があらかじめ定まっている場合，その出力に応
じた損失関数を学習時に用いることで更に後段の各
信号処理に適した仮想マイク信号を推定可能になる
と期待される．
本稿では，後段の信号処理にビームフォーマを適用
し、時間領域で仮想マイク信号を推定するNN-VME

の学習基準として仮想マイクの推定信号に対する損
失関数とビームフォーマの出力信号に対する損失関
数を組み合わせたマルチタスク損失関数を検討した．
また，それらの重みづけを変化させて、音声強調性
能および音声認識性能にどの程度寄与するかを検証
した．

2 提案手法
2.1 深層学習に基づく仮想マイク生成技術の概要
深層学習に基づく仮想マイク生成技術 [1]では，学
習時には実際の運用時よりも多くのマイク数が利用
可能であることを仮定する．運用時に利用可能なマ
イク観測を yr ∈ RT ×Cr (i.e., 実マイク)，運用時に
利用できないマイク観測を yv ∈ RT ×Cv (i.e., 仮想マ
イク) と記述するものとする．ここで，T は波形の
長さ (サンプル数)，Cr, Cv は入力として用いる実マ
イク数と推定する仮想マイク数を表す．NN-VMEで
は，ニューラルネットワークを用いて，実マイク観測
yr から仮想マイク観測 ŷv を次のように予測する:

ŷv = NN-VME(yr) (1)

ここで，NN-VME(·) は，仮想マイクを推定するため
のNNモデルを表す．NN-VMEでは，時間領域の信
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Fig. 1 NN-VME with multi task loss function

号予測ニューラルネットワーク（Conv-TasNet）を採
用しており，時間領域信号として仮想マイクの振幅と
位相を同時に推定する [1]．
推定された仮想マイク観測信号 ŷv を実マイク観測

信号 yr と結合し，y = [yr, ŷv] ∈ RT ×(Cr+Cv) のよ
うに観測信号を拡張 (マイク数が仮想的に増加) する
ことで，後段のアレイ信号処理の性能が向上するこ
とが期待される．

2.2 マルチタスク学習
本稿では，NN-VMEの学習基準として，仮想マイ

クに対する損失関数 LVMとビームフォーマに対する
損失関数 LBF を用いてマルチタスク損失関数を定義
する．

L = αLVM + (1− α)LBF (2)

ここで，αは 0 ≤ α ≤ 1であり，マルチタスク損失
関数における重みを調整するハイパーパラメータを
表す．αが大きいほど仮想マイクに対する損失関数の
寄与が大きくなり，αが小さいほどビームフォーマに
対する損失関数の寄与が大きくなる．Fig. 1に，マ
ルチタスク学習の概略図を示す．
損失関数には，scale-dependent signal-to-noise ra-

tio (SD-SNR)を採用しており，時間領域の推定信号
xest ∈ RT と参照信号 xtgt ∈ RT が与えられたとき，
以下の式で表される．

SD-SNR(xtgt,xest) = 10 log10
||xtgt||2

||xtgt − xest||2
(3)

仮想マイクの出力に対する損失関数 LVM は，SD-
SNRを用いて次のように定義される:

LVM = SD-SNR(yv, ŷv). (4)
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ここで，yvは参照信号となる仮想マイクの位置におい
て実際に観測される観測信号を， ŷvは NN-VME(·)
によって推定された仮想マイク信号を表す．また，ビー
ムフォーマの出力に対する損失関数LBFは，SD-SNR

を用いて次のように定義される: 　

LBF = SD-SNR(sref, ŝ
BF). (5)

ここで，srefは参照信号となるマイク位置のクリーン信
号 (reverberant clean speech)を，̂sBFは NN-VME(·)
によって拡張された観測信号 y = [yr, ŷv] に対し，
ビームフォーマを適用した際の強調信号を表す．本稿
では，ビームフォーマとして，マスクベースのmini-

mum variance distortionless response (MVDR)ビー
ムフォーマ [3]を採用した．

3 評価実験
3.1 実験条件
本実験では，Wall Street Jounal (WSJ) corpus [4]

に収録されている音声データと CHiME-3 corpus [5]

に収録されている雑音データを用いて，1名の話者の
発話を模擬した信号を作成した．インパルス応答は，
image methodを用いて作成し，残響時間 (T60) は 0

ms から 300 ms の範囲でランダムに選択した．本稿
では，CHiME-3 corpus におけるマイクの配置を採
用した．長方形のタブレットに配置された計 6つの
マイクのうち，直線に並んだ 4,5,6番目のマイクを使
用した．仮想マイク推定時には，4,6番目のマイク信
号を入力として 5番目のマイクの信号を推定するも
のとした．実験条件やハイパーパラメータ設定に関
する詳細は，既報 [2] を参照されたい．

3.2 評価尺度
本実験では，評価尺度としてBSSEval [6]の signal-

to-distortion ratio (SDR) を採用した．時間領域の推
定信号 x̂est ∈ RT と参照信号 xtgt ∈ RT が与えられた
もとで，SDR(xtgt, x̂est)のように表されるとき，仮想
マイク信号の推定精度を評価するための評価尺度とし
て，SDRVM = SDR(yv, ŷv)を使用した．また，仮想
マイク信号をアレイ信号処理 (Array Processing) に
適用した際の有効性を評価するための評価尺度とし
て，SDRAP = SDR(sref, ŝ

BF)を使用した．また，音
声認識性能を評価するための尺度として word error

rate (WER)を使用した．

3.3 実験結果と考察
Table 1は，提案手法を用いて推定した仮想マイク
信号および実マイク信号を用いてビームフォーミン
グを行ったときの SDRとWERのスコアを示したも
のである．ここで RMの列はビームフォーミングに

Table 1 SDRVM, SDRAP [dB] (higher is better)

and WER [%] (lower is better)

RM VM α SDRVM SDRAP WER

4,6 5(4,6) 0.0 7.3 15.3 11.7

4,6 5(4,6) 0.3 16.1 15.4 11.3

4,6 5(4,6) 1.0 16.5 13.7 11.3

4,6 - - - 10.9 11.7

4,5,6 - - - 14.4 9.5

用いたマイクのチャネル番号を、VMの列は仮想マイ
クのチャネル番号（括弧外）とその推定に用いたマイ
クチャネル番号（括弧内）を表す。
Table 1から，ビームフォーマに対する損失関数を

用いた場合 (i.e., α = 0.0)は，仮想マイクに対する損
失関数を用いた場合 (i.e., α = 1.0) と比較して良い
SDRAPを達成している一方で，WER は少し低下し
ていることが確認される．また，マルチタスク損失関
数を用いた場合 (α = 0.3) には，両者の性質を引き
継ぎ，α = 0.0 と同等の SDRAP，並びに，α = 1.0

と同等のWER の達成に成功していることが確認さ
れた．

4 おわりに
本稿では，後段の処理が定まっている際のNN-VME

の学習基準として，仮想マイクに対する損失関数とア
レイ信号処理 (ビームフォーマ)に対する損失関数を
併せたマルチタスク損失関数を用いることを検討し，
有効性を示した．今後の課題として，より仮想マイク
技術が有効的であると考えられる複数人話者（劣決
定条件）における検討を現在行っている．
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