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Abstract:
This paper introduces the blind source separation (BSS) of convolutive mixtures of acoustic signals,
especially speech. A statistical and computational technique, called independent component analysis (ICA), is examined.
By achieving nonlinear decorrelation, nonstationary decorrelation, or time-delayed decorrelation, we can ﬁnd source
signals only from observed mixed signals. Particular attention is paid to the physical interpretation of BSS from the
acoustical signal processing point of view. Frequency-domain BSS is shown to be equivalent to two sets of frequency
domain adaptive microphone arrays, i.e., adaptive beamformers (ABFs). Although BSS can reduce reverberant sounds
to some extent in the same way as ABF, it mainly removes the sounds from the jammer direction. This is why BSS has
diﬃculties with long reverberation in the real world. If sources are not “independent,” the dependence results in bias
noise when obtaining the correct separation ﬁlter coeﬃcients. Therefore, the performance of BSS is limited by that of
ABF with correct prior knowledge. Although BSS is upper bounded by ABF, BSS has a strong advantage over ABF. BSS
can be regarded as an intelligent version of ABF in the sense that it can adapt without any information on the source
positions or period of source existence/absence.

1.

まえがき

コンピュータによる音声認識技術は年々進歩し
ており，静かな環境で接話マイクに向かって丁寧
に話した言葉であれば ，かなり高い精度で認識で
きるようになっている．しかしその一方で，様々な
背景音，例えば周囲の人の声，音楽，騒音，さら
には残響などがある環境では，認識性能は急激に
低下する．私たちが普段それほど 意識せずに行っ
ている「 聞きたい音を聞き分ける」という能力が
コンピュータには欠けているのである．
マイクロホンから離れた複数人の発話を認識す
る場合には，目的音声とその他の妨害音との混合
や，残響の影響が問題となる．このような状況で
も聞きたい音声をコンピュータで認識するために
は，たくさんの音の中から聞きたい音を分離抽出
することが必要となる．これが音源分離の目標で
ある．この音源分離技術は，多様な音が存在する
中で音声認識システムへ適切な入力を与えるため
の重要な要素技術である．
たくさんの音の中から聞きたい音を聞き分ける
音源分離技術として，近年，独立成分分析 (Independent Component Analysis: ICA) に基づくブ
ラインド 音源分離 (Blind Source Separation: BSS)
が脚光を浴びている．これは，複数音源が統計的
に互いに独立であるという仮定のみを用い，分離
信号が互いに独立となるようなフィルタを求める
手法である．例えば，２人の人が同時に話しても，
それぞれの音声は互いに独立である．同様に，実
環境におけるほとんど 全ての音源は互いに独立で
あるとみなすことができる．独立成分分析に基づ
く分離手法は，聞きたい音とそれ以外の音，すな
わち雑音との間の独立性に着目し ，音源に関する
事前情報を用いずに，すなわちブライド な処理で，
収音した混合信号から聞きたい音声を分離・復元
する．この手法は，音源位置の知識や妨害音区間
の切り出しを原理的に必要とせず，音源信号の調
波構造等の仮定も用いない．
本稿では ICA を広く捉える，すなわち，高次統
計量に基づく非線形相関除去手法だけでなく 2 次
統計量に基づく非定常相関除去手法，非白色相関
除去手法も含めてこれらの 3 つの手法を統一的に
論じる 1) 2) 3) ．
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統計的処理である ICA は，物理的，音響的には
ある種のブラックボックスであり，その中で何が
行われているのか，何がど こまで分離できるのか
があまり分かっていなかった．我々はこれまでの
研究により，統計的手法である ICA を音響信号処
理的な観点から分析して物理的意味付けを与え4) ，
従来の音響信号処理技術との関係を解明した5) ．
そして，ICA に基づくブラインド 音源分離が，適
応ビームフォーマ (Adaptive Beamformer: ABF)
と呼ばれるマイクロホンアレーと同じ 動作原理を
実現していることを明らかにした 6) ．2 マイクの
ABF の支配的な動作は妨害音に１つの死角を向け
る動作である．これにより，ブラインド 音源分離
の性能改善の糸口が明らかとなった．統計的な手
法と，音響信号処理的手法との長所を上手く関連
づけることで，新しい分離技術を得ることが可能
となったのである．
ここでは，独立成分分析とは何か，ブラインド
音源分離とは何か，どのようにして分離が達成さ
れるのか，分離のメカニズムはどのようなものか，
などについて，できるだけ直感的に分りやすく論
じる．

2.

ブラインド 音源分離

ブラインド音源分離は，観測された混合音声 xj (n)
のみを用いて，音源信号 si (n) を推定する手法で
ある．いくつかのマイクロホンで収音した混合音
声や，複数センサで収録した脳波，無線基地局の
複数のアンテナに到達する複数の無線信号の分離
などが代表的な応用例である．

2.1

音声信号の混合モデル

音声信号を分離する場合，音源信号が異なる時
間差とレベル差で混合するように，いくつかのマ
イクロホンを空間の異なる位置に配置する．音源
信号が音声であり混合系が部屋である実環境では，
マイクロホンで収音された混合音声は残響の影響
を受ける. したがって，M 個のマイクロホンで収
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ブラインド 音源分離システム

2.4

音された N 個の混合音声は

xj (n) =

P
N 


2.4.1

hji (p)si (n−p+1) (j = 1, · · · , M )

i=1 p=1

(1)
とモデル化できる．ここで， si は音源 i からの音
源信号, xj はマイクロホン j で収音された混合音
声， hji は音源 i からマイクロホン j への P タッ
プのインパルス応答である．本稿では，非ガウス，
非定常，非白色，ゼロ平均である音声信号を音源
とする場合について論じる．

2.2

分離モデル

分離フィルタは，Q タップの分離フィルタ wij (k)
を推定し ，分離信号

yi (n) =

Q
M 


wij (q)xj (n− q + 1) (i = 1, · · · , N )

(2)
を得る．分離フィルタは，分離信号が統計的に互
いに独立になるように求める．本稿では，一般性
を損なうことなく，2 入力 2 出力の問題，つまり
N = M = 2 (図 1) を取扱う．

瞬時混合と畳込み混合
畳込み混合

部屋の中で音を分離する場合には，混合系 hji は
P が数千タップに及ぶ FIR フィルタになる．この
問題は畳込み混合の問題と呼ばれ，大変難しい問
題であり，比較的新しい課題である．

2.4.2

瞬時混合

これに対して，混合系 hji で P が 1 である場合，
すなわち，遅延や残響がなく，例えば ，ミキサー
を使って音をミキシングしたような場合には，瞬
時混合の問題と呼ばれる．
実際，画像, functional MRI や EEG など の医
療信号などのアプ リケーションでは，ほとんどが
瞬時混合の問題である．瞬時混合の問題は畳込み
混合の問題より簡単であり，検討も多数なされ，良
い成果も多数得られている．

2.5

j=1 q=1

2.3

ブラインド 音源分離の課題

時間領域手法と周波数領域手法

畳込み混合の問題を解くために，いくつかの方
法が提案されている．時間領域手法は，混合系の
インパルス応答 hji を FIR フィルタで表わし，分
離フィルタを時間領域で推定する 7) 8) 9) ．また，
周波数領域手法は，時間領域の畳込み混合を，周
波数領域の複数の瞬時混合に変換して解く 10) 11)
12) 13) 14) .

音源分離の課題

音源信号 s1 , s2 は互いに独立であると仮定する．
この仮定は，実環境の音源信号については，通常，
成り立つ．混合音声を収音するマイクロホンを 2
本用いると，観測信号 x1 , x2 には相関がある．こ
の相関のある観測信号を入力として分離フィルタ
wij を推定し，互いに独立な出力 y1 , y2 を分離・抽
出することが目標である．ここで，独立成分分析
を用いて出力を互いに独立とする分離フィルタを
逐次的に学習する．この操作により，音源信号 s1 ,
s2 の推定値が分離信号 y1 , y2 に得られる．音源位
置の知識や妨害音区間の切り出し ，さらに，混合
系 hji の情報を原理的に必要としない．そのため，
ブラインド 音源分離と呼ばれている (図 2)．
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2.6

畳込み混合に対する時間領域手法

畳込み混合の時間領域 BSS には，Multichannel
Blind Deconvolution と Convolutive BSS の 2 つ
を明確に区別する必要がある7) ．
まず，Multichannel Blind Deconvolution では，
源信号はチャネル間ばかりでなくチャネル内でも
独立であると仮定する．そして，分離信号がチャネ
ル間で互いに，かつ，チャネル内でも独立になる
ようにデコンボリューションする．これに対して，
Convolutive BSS は，分離信号を互いに独立にする
のみであり，デコンボリューションは行なわない．
音声信号には自己相関があるため，音声信号を分離
する場合には Convolutive BSS が適している．も

し 音声信号に Multichannel Blind Deconvolution
を適用すれば ，スペクトルの等価，周波数特性の
平坦化，白色化が起こってしまう．したがって，元
の音声の周波数特性を保つために，プレフィルタ
リングやポストフィルタリングなどを施す必要が
生じる 7) 8) ．
時間領域 BSS の欠点は，演算量が多いこと，収
束が遅いこと，初期値の影響を強く受けることで
ある 8) 15) ．この問題は取扱うタップ 長 P が大き
い場合に特に顕著である．

それぞれの周波数で別々のゲインで現れる．各周
波数におけるスケーリングの任意性は，分離信号
の畳込みの任意性，すなわち，フィルタリングの
任意性となって現れる．このことは，独立な信号
をフィルタリングしたものもまた独立であるとい
う事実を反映している．
スケーリングの解法として，Minimal Distortion
Principle に基づく方法が提案され，マイクロホン
位置における音源信号まで回復できるようになっ
た9) ．

2.7

3.

畳込み混合に対する周波数領域手法

周波数領域 BSS では，時間領域の畳込み混合を，
周波数領域の複数の瞬時混合に変換して解く 10) 11)
12) 13) 14) .
(1) 式に T -ポイント短時間フーリエ変換を施せ
ば ，周波数領域の時間系列信号が得られる．

X(ω, m) = H(ω)S(ω, m)

(3)

ここで， ω は周波数，m は時間， S(ω, m) =
[S1 (ω, m), S2 (ω, m)]T は音源信号ベクトル，X(ω, m)
= [X1 (ω, m), X2 (ω, m)]T は観測信号ベクトルで
ある． (2×2) 混合行列 H(ω) は逆行列を持ち，
Hji (ω) = 0 と仮定する．さらに H(ω) は時間 m
に依らないと仮定する．
分離フィルタは各周波数 ω で

Y(ω, m) = W(ω)X(ω, m)

(4)

2.8

独立成分分析は統計的な手法で，もともとニュー
ラルネットや無線通信の分野で提案され 16) ，統計
理論，情報理論をベースに発展し ，さらに，さま
ざ まなアプ リケーション領域において，近年脚光
を浴びている．
ICA の理論には，信号ど うしの統計的独立性と
いう，統計理論においてもっとも一般的な特徴が
利用されている．ブラインド 音源分離の問題にお
いて，音源信号は「独立成分」として扱われる．簡
単に言えば ，ICA は，観測信号 xj のみから，分
離信号 yi が互いに独立となるような線形な分離行
列 W(ω) と分離信号 yi の両方を推定する手法で
ある．一つの成分は他の成分に何の情報も与えず，
分離信号が互いに独立になったとき，音源信号が
抽出される．

3.1

と表わされ る．ここで ， Y(ω, m) = [Y1 (ω, m),
Y2 (ω, m)]T は分離信号ベクトル， W(ω) は周波
数 ω における (2×2) 分離行列である．分離信号
Y1 (ω, m), Y2 (ω, m) が互いに独立になるように，分
離行列 W(ω) を求める．この計算は各周波数でそ
れぞれ行なわれる．ここでは，短時間フーリエ変
換のフレーム長 T と分離フィルタ長 Q は，等しい
ものとする．
本章以降では，特に断らない限り，畳込み混合
の問題を周波数領域で論じる．ここで議論される
周波数領域における議論は，時間領域における畳
込み混合の問題に対しても，本質的に成り立つ．

独立成分分析

独立の概念

「 独立」という概念は「 無相関」の概念より強
い．すなわち，相関が 2 次の統計量に基づくもの
であるのに対して，独立は高次の統計量に基づく．
簡単に言えば ，独立とは，片方の信号がもう一方
の信号に関する情報を持っていないと言うことで
ある．独立な成分は，非線形相関除去，非定常相関
除去，非白色相関除去により求めることができる．
もし ，分離行列 W(ω) が正し く，分離信号 y1 ,
y2 が独立で，ゼロ平均であり，非線形関数 Φ(·) が
奇関数で，Φ(y1 ) がゼロ平均であれば，

E[Φ(y1 )y2 ] = E[Φ(y1 )]E[y2 ] = 0

スケーリングとパーミュテーション

周波数領域 BSS には，各周波数が個別に取り扱
われるために生じ るパーミュテーションの問題が
ある．これは，分離信号の各周波数成分はそれぞ
れの周波数で別々の順番で現れるという問題であ
る．分離信号の各周波数成分が揃わなければ全体と
しての分離は達成できないため，周波数領域 BSS
でパーミュテーションは非常に重要な問題となる．
これに対して，時間領域 BSS では分離信号の順番
が入れ替わるだけの問題である．
周波数領域 BSS のパーミュテーションの解法と
して，音源の方向情報と分離信号の相関を利用し
た方法が提案され ，ほぼ完璧なパーミュテーショ
ン解決ができるようになった14) ．
ブラインド 音源分離では，スケーリングの問題
も大きな問題である．分離信号の各周波数成分は
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(5)

が成り立つ．非線形相関除去の手法では，(5) 式を
満足するような分離行列 W(ω) を求めていく．で
は，非線形関数 Φ(·) はどのように選べば良いか？
この疑問には，独立成分分析のいくつかの理論
から答えることができる．これらの理論のうちの
どれを用いても，適切な非線形関数 Φ(·) を選ぶこ
とができる．これらは，相互情報量の最小化，非
ガウス性の最大化，ゆう度の最大化，の 3 つに基
づく．
なお，非定常相関除去と非白色相関除去の手法
については，4. 章を参照されたい．

3.2

相互情報量の最小化

独立成分分析の一つ目の理論は，相互情報量の
最小化に基づく．相互情報量は，2 つの信号間の統

3.4

Amplitude

1

独立成分分析の三つ目の理論は，ゆう度の最大
化に基づく．最ゆう推定は，学習理論で用いられる
ことの多い統計的手法であり，ゆう度を最大化す
るような未知の確率分布を求める．独立成分分析
では，混合系も音源信号の確率分布も未知である
ため，音源信号の確率分布を仮定したうえで，観測
信号のゆう度が最大になる分離フィルタを求める．
最ゆう推定は，ニューラルネットの規範である情
報量最大化原理 (infomax) に密接に関係している．
インフォマックス は，非線形出力を有するニュー
ラルネットの出力エントロピーあるいは情報フロー
の最大化に基づいている．入力 xi と出力 yi の間
の相互情報量を最大化するのである．

0

-1

0

1

2

3

4

ゆう度の最大化

5

Time (s)
0.35

0.3

0.25

3.5

0.2

3 つの解は同一

面白いことに，上記 3 つの解は同一である17) ．分
離信号 y1 , y2 間の相互情報量 I(y1 , y2 ) は

0.15

0.1

I(y1 , y2 ) =

0.05

0
-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

H(yi ) − H(y1 , y2 )

(6)

i=1

0.3

amplitude

と表される．ここで， H(yi ) は分離信号 yi の marginal エントロピー， H(y1 , y2 ) は joint エントロ
ピーである．分離信号 y のエントロピー H(y) は
y の確率密度関数 p(y) を用いて

Fig.3 音声信号の一例とその確率密度関数．点線
はガウス分布．

計的独立性を測るための，情報理論に基づく自然
な規範である．相互情報量は常に非負であり，統
計的に独立なときにのみ 0 になる．したがって，分
離信号間の相互情報量を最小化することによって，
独立な音源信号成分を推定しようとすることは自
然なことと言える．分離信号間の相互情報量の最
小化は，分離信号間の独立性の最大化を意味する．

3.3

2


非ガウス性の最大化

独立成分分析の二つ目の理論は，非ガウス性の
最大化に基づく．統計理論の中心極限定理によれ
ば ，独立な成分の和の確率密度関数はガウス分布
に近づく．独立な成分が混合した信号の確率密度
関数は，元の信号の確率密度関数より，ガウス分
布に近い．したがって，分離信号の非ガウス性を
最大化することによって，独立な成分，すなわち
元の音源信号を，分離・抽出することができる．従
来の多くの統計理論においては，音源信号の確率
密度関数としてガウス分布を仮定することが普通
であった．これに対して，独立成分分析の理論に
おいては，音源信号の確率密度関数として非ガウ
スの分布を仮定することがポイントである．
音声信号をはじめとして，多くの実世界の信号
は，スーパーガウシアン分布を有する．スーパーガ
ウシアン分布は，尖った確率密度関数を有する．す
なわち，ガウス分布に比べて 0 である確率が高い．
音声信号の確率密度関数の一例を図 3 に示す．

−5−

H(y) = E[log


1
1
]=
p(y) log
p(y)
p(y)

(7)

と表される．
3.2 節で説明した相互情報量 I(y1 , y2 ) の最小化
は， (6) 式右辺第一項の最小化あるいは第二項の最
大化によって達成される．ガウス信号は第一項を
最大化するため，3.3 節で説明した非ガウス性の最
大化により，(6) 式第一項の最小化が達成される．
一方，3.4 節で説明した分離信号の joint エントロ
ピー最大化により，(6) 式第二項の最大化が達成さ
れる．以上のように，3 つの手法は等価である．こ
れらの理論から，非線形関数 Φ(·) は，音源信号の
確率密度関数の対数を微分したものに対応させる
ことが良いことが明らかにされている．これらの
理論の詳細は，参考文献15) 18) 19) 20) を参照され
たい．

3.6

学習則

まず，初期状態にある分離行列 W(ω) を用いて
(4) 式の操作により分離信号 Yi , Yj を求める．次
に，分離行列 W(ω) を変化させ，分離信号 Yi , Yj
間の相互情報量を最小化する，非ガウス性を最大
化する，あるいは，ゆう度を最大化する，分離行
列 W(ω) を求める．この更新を繰り返す，いわゆ
る学習を経て，システムは互いに独立な分離信号
を生成する．この操作は，勾配法により実現でき
る21) ．
以降，源信号 (音声信号) の確率密度関数は既知
である，すなわち，音源信号のスーパーガウシア

ン分布は既知であると仮定する．さらに，非線形
関数は適切に与えられている，すなわち，音源信
号の確率密度関数の対数を微分したものに対応し
ていると仮定する．つまり，非線形関数は音声信
号に適切な tanh(·) を用いる．

4.

通の分離行列 W(ω) を求めることによって，問題
を解くことができる．これが，
「 非定常相関除去」
の手法である22) 23) .
また，音源信号が非白色信号である場合には，時
間遅れを伴なった相互相関除去

Φ(Y1 )Y2  = Y1 (m)Y2 (m + τi ) = 0

ブラインド 音源分離のメカニズム

を複数の遅延時間 τi に対して成り立たせる共通の
分離行列 W(ω) を求めることによって，問題を解
くことができる．これが，
「 非白色相関除去」の手
法である 24) . これらの 2 つが，
「 2 次統計量に基づ
く手法 (Second Order Statistics: SOS) 」である.
一方，たとえば Φ(Y1 ) = tanh(Y1 ) の場合には，
非対角項は

本稿では，音響信号処理の観点から，ブライン
ド 音源分離のメカニズムを直感的に分かりやすく
論じる．独立成分分析に基づくブラインド 音源分
離のフレームワークで，ど のようにして分離が達
成できるのか ?
最も簡潔な答えは，
「 RY を対角化することによっ
て分離する」 である． RY は次の (2×2) の行列
である．


Φ(Y1 )Y1  Φ(Y1 )Y2 
RY =
(8)
Φ(Y2 )Y1  Φ(Y2 )Y2 

Φ(Y1 )Y2  = tanh(Y1 )Y2  = 0

Φ(Y2 )Y1  = 0

(15)

となる．tanh(Y1 ) をテイラー展開すれば，(15) 式は

ここで，関数 Φ(·) は非線形関数， · は統計量を
取り出すための平均操作である．非対角成分を最
小化し ，同時に，対角成分を適切な値に保つこと
により，分離が達成できる．
行列 RY の成分は Yi , Yj 間の相互情報量に対応
する．収束後には， Y1 , Y2 間の相互情報量を表わ
す非対角成分は最小化され，0 に近づく．

Φ(Y1 )Y2  = 0,

(14)

(Y1 −

2Y 5
17Y17
Y13
+ 1 −
...) Y2  = 0
3
15
315

(16)

となり，2 次ばかりでなく高次の相関除去，あるい
は，
「 非線形相関除去」が現れる．(16) 式を満たす
ような解を求めることによって，問題を解くこと
ができる．これが高次統計量に基づく手法 (Higher
Order Statistics: HOS) である．

(9)

4.2

これと同時に，分離信号 Y1 および Y2 の大きさを
表わす対角成分は適切な値に保たれる．

2 次統計量に基づく手法

2 次統計量 (SOS) に基づく手法は，2 次統計量
と音源信号の非定常/非白色性を利用している．す
なわち，追加情報として音源信号の非定常/非白色
Φ(Y1 )Y1  = c1 , Φ(Y2 )Y2  = c2
(10)
性を用いたクロストークの最小化である．Weinstein らは，音源信号の非定常性を用いれば分離行
解を収束させるために，逐次修正式を用いる．
列 W(ω) を求めることが可能であることを指摘し，
非定常相関除去に基づく手法を提案した23) ．
Wi+1 = Wi + η∆Wi ,
(11)
簡単に言えば，各周波数において， Wij の未知
数が 4 つであるのに対して，Φ(Yi ) = Yi の場合に


Φ(Y1 )Y2 
c1 − Φ(Y1 )Y1 
∆Wi =
Wi (12) は Y1 Y2 = Y2 Y1 であるから， (9), (10) 式には 3
c2 − Φ(Y2 )Y2 
Φ(Y2 )Y1 
つの式しか存在しない．すなわち，連立方程式は
不定であり，そのため，連立方程式は解けない．
RY が対角化されたときには， ∆W は０に収束
しかし ，音源信号が非定常である場合には，そ
する．
れぞれの時間ブロックで 2 次統計量が異なる．同
c1 = c2 = 1 の場合には， Holonomic 型アルゴ
様に，音源信号が非白色である場合には，それぞ
リズムと呼ばれ， c1 = Φ(Y1 )Y1 , c2 = Φ(Y2 )Y2 
れの遅延時間に対して 2 次統計量が異なる．その
の場合には，Nonholonomic 型アルゴ リズムと呼ば
結果，より多くの式が利用可能となり，連立方程
れる．
式を解くことが可能となる．
非定常相関除去に基づく手法では，音源信号 S1
(ω, m), S2 (ω, m) はゼロ平均，無相関であると仮定
4.1 2 次統計量に基づく手法と高次統計
する．分離信号 Y1 (ω, m), Y2 (ω, m) が互いに独立
量に基づく手法
となる分離行列 W(ω) を求めるために，すべての
もし Φ(Y1 ) = Y1 の場合には，非対角項は単純
時間ブロック k に対して共分散行列 RY (ω, k) を
な相互相関除去になる．
同時対角化する W(ω) を求める．
Φ(Y1 )Y2  = Y1 Y2  = 0

(13)

RY (ω, k) =
=
=

この条件だけでは独立にはならない．しかし ，音
源信号が非定常信号である場合には，このような
式を複数の時間ブロックに対して成り立たせる共

−6−

W(ω)RX (ω, k)WH (ω)
W(ω)H(ω)Λs (ω, k)HH (ω)WH (ω)
Λc (ω, k)
(17)

ここで H は共役転置を表わし ，RX は X(ω) の共
分散行列

複素信号に対する非線形関数として，極座標表
示に基づく

M−1
1 
RX (ω, k) =
X(ω, M k+m)XH (ω, M k+m)
M m=0
(18)
である．Λs (ω, k) は音源信号の共分散行列であり，
時間ブ ロック k に対して異なる対角行列である．
Λc (ω, k) は任意の対角行列である．
RY (ω, k) の対角化は最小 2 乗法で解ける．

arg min
||diag{W(ω)RX (ω, k)WH (ω)}
W (ω)

k

−W(ω)RX (ω, k)WH (ω)||2
s.t.,



||diag{W(ω)RX (ω, k)WH (ω)}||2 = 0

k

(19)
ここで， ||x|| はフロベニウスノルム， diagA は
行列 A の対角成分である．解は勾配法を用いて求
めることが出来る．
非白色相関除去に基づく手法では， RX は
M−1
1 
X(ω, m)XH (ω, m + τi )
M m=0
(20)
と定義され る．すべての遅延時間 τi に対し て共
分散行列 RY (ω, τi ) を同時対角化する W(ω) を求
める．

RX (ω, τi ) =

4.3

高次統計量に基づく手法

高次統計量に基づく手法 (Higher Order Statistics: HOS) は，音源信号の非ガウス性を利用して
いる．もっと簡単に言えば，それぞれの周波数で，
4 つの未知数 Wij に対し て，(9), (10) の中に式
が 4 つある．その結果，連立方程式は解ける．分
離行列 W(ω) を求めるために， Kullback-Leibler
divergence の最小化に基づくアルゴ リズムが提案
されている 10) 11) . 安定で収束速度の速いアルゴ
リズムとして， ナチュラルグラジェントに基づく
アルゴ リズムが甘利によって提案された 25) ． ナ
チュラルグラジェントを用いれば ，最適な分離行
列 W(ω) は次のような逐次勾配法によって

Wi+1 (ω) = Wi (ω)




+η diag Φ(Y)YH  −Φ(Y)YH  Wi (ω)(21)
と表される．ここで， Y=Y(ω, m), · は平均操
作，i は繰り返しの i-番目，η はステップサイズを
表わす．
さらに，複素数の信号に対する非線形関数 Φ(·)
を

Φ(Y) = tanh(Y(R) ) + j tanh(Y(I) )

(22)

と表わす．ここで， Y(R) , Y(I) は，それぞれ Y
の実数部と虚数部である 10) ．

−7−

Φ(Y) = tanh(abs(Y)) ej arg(Y)

(23)

が，直交座標表示に基づく非線形関数 (22) より適
していることが，理論的，実験的に示されている
26) ．

5.

ブラインド 音源分離の音響信号処理
からの解釈

独立成分分析 (ICA) に基づくブラインド 音源分
離 (BSS) は統計的，あるいは，数学的な手法であ
り，動作のメカニズムはよく分っていなかった．単
に分離信号 Y1 , Y2 を互いに独立にしているだけで
ある．それでは，独立成分分析に基づくブライン
ド 音源分離の音響信号処理的解釈は何であろうか？
ブラインド 音源分離の動作のメカニズムは，古
くからよく知られている，2 組の適応ビームフォー
マ (ABF) と等価である 6) ．マイクロホンが 2 本
の場合，適応ビームフォーマは妨害音方向に適応
的な空間的死角を 1 つ形成し，目的音を抽出する．
ブラインド 音源分離も適応ビームフォーマと同様
に，妨害音方向に適応的な死角を 1 つ形成し ，目
的音を抽出する．
ブラインド 音源分離と適応ビームフォーマの動
作の様子を比較してみよう．図 4 はブラインド 音
源分離と適応ビームフォーマによって得られた分
離フィルタの指向性パターンである．図 4 (a), (b)
はブラインド 音源分離によって得られた分離フィ
ルタの指向性パターン，図 4 (c), (d) は適応ビー
ムフォーマによって得られた分離フィルタの指向
性パターンである．残響時間 TR = 0 の場合には，
図 4 (a), (c) に示すようにブラインド 音源分離と
適応ビームフォーマ共に，鋭く深い空間的指向性
パターンが得られている．これに対して，残響時
間 TR = 300 ms の場合には，図 4 (b), (d) に示す
ようブラインド 音源分離と適応ビームフォーマ共
に，幅が広く底の浅い空間的指向性パターンが得
られている．
図 5 は 3 つの音源を 3 本のマイクロホンを用い
て分離した場合の分離フィルタの指向性パターン
である．2 つの妨害音方向に適応的な空間的死角を
形成し ，中央の目的音を抽出している様子が見て
取れる．
ブラインド 音源分離も適応ビームフォーマも，妨
害音に指向特性の死角を形成する，すなわち，妨
害音の方向に空間的なノッチを作って感度を下げ，
目的音を取り出すメカニズムであることが理解で
きる．
適応ビームフォーマもブラインド 音源分離も，妨
害音方向に空間的死角を形成して目的音を取出す
メカニズムであるため，残響がある場合の分離性
能の低下は避けられない 4) ．この解釈により，残
響が長い実際の室内においてブラインド 音源分離
の性能が悪い理由が直感的に理解できる．もし，音
源信号の独立性の仮定が成り立たない場合は，分
離フィルタを求める際にバイアスノイズが発生す

(a)

(b)
10

angle (d

3
2
1

eg.)

80
90

0

20

(kH

0

cy

en

qu

fre

40

0

cy

n
ue

(k

q

fre

(kH

Fig.5 3 音 源 分 離 時 の 指 向 性 パ タ ー ン BSS
(TR =130 ms).

Fig.4 指向性パタ ーン (a) obtained by BSS
(TR =0 ms), (b) obtained by BSS (TR =300 ms),
(c) obtained by ABF (TR =0 ms), and (d) obtained by ABF (TR =300 ms).

手法である独立成分分析を音響信号処理の観点か
ら論じた．
ブラインド 音源分離は 2 組の適応ビームフォー
マと同じ 動作原理を有している．畳込み混合のブ
ラインド 音源分離は，互いに独立な分離信号を取
り出す，あるいはもっと簡単に言えば，クロストー
クを最小化する，複数の適応ビームフォーマとし
て解釈できる．
本稿が，独立成分分析に基づくブラインド 音源
分離「開眼」の一助となれば幸いである．

る．そのため，正確に拘束条件を与えられた適応
ビームフォーマの性能が，ブラインド 音源分離の
性能の上限となる．
しかしながら，適応ビームフォーマと違って，ブ
ラインド 音源分離には，マイクロホンの位置や音
源の情報などは不要である．適応ビームフォーマ
では，目的音の位置情報を拘束条件としながら，目
的音が無く妨害音のみが鳴っている時間を検出し
て，その時だけ出力誤差に対する２乗誤差最小化
の規範により適応動作を行なう．これに対して，ブ
ラインド 音源分離では，分離信号間の相関除去の
規範により適応動作を行なうため，目的音の位置
情報や妨害音のみが鳴っている時間の検出が不要
である．
適応ビームフォーマにおいて，出力誤差に対す
る２乗誤差最小化の規範は，妨害音のみが鳴って
いる時間の検出誤りに非常に影響される．これに
対して，ブラインド 音源分離では，音源信号は同
時に鳴っていても全く問題ない．さらに，適応ビー
ムフォーマではマイクロホンアレーのマイク配置
に関する幾何学的情報と目的音方向の情報が必要
である．以上のように考えれば ，ブラインド 音源
分離は適応ビームフォーマの高機能版と言える．
なお，本稿では，2 つの音源を 2 本のマイクロホ
ンで分離する場合を例に説明してきたが，最近で
は，動き回る 3 人の話者を 3 本のマイクロホンで
リアルタイムに追跡しながら実時間で分離したり
14) ，6 つの音源を 8 本のマイクロホンで分離した
り27) ，4 つの音源を 2 本のマイクロホンで分離す
る28) 検討も行なわれている．
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