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1 はじめに

音声信号が遠方のマイクで観測されるとき，しばし

ば，残響，拡散性雑音，非目的話者の音声などの妨害

音が含まれる．これらの成分は，観測音声を不明瞭に

するとともに，ハンズフリー電話会議や自動音声認識

（ASR）などの多くのアプリケーションで深刻な劣化を
引き起こす．

マスクベースのビームフォーミングは，前述の妨害

音成分を抑制するために非常に効果的であることが示

されている．このアプローチでは，ビームフォーマ [1]
と呼ばれる線形フィルタが，目的の音声を強調するた

めに観測された信号に適用される．ここで，マスクは

各時間周波数点においてどの音源が支配的であるかを

示すために使用され，ビームフォーマの係数の推定に

用いられる．

マスクベースのビームフォーミングにおいて重要な要

素はマスクの推定である．マスク推定は大別してニュー

ラルネットワーク (NN)に基づく手法と空間クラスタリ
ングに基づく手法の 2種類が開発されている．NNによ
るアプローチ [2,3]では，事前に学習されたNNを使用
して，観測信号の時間周波数点を目的の信号や雑音な

どの複数のクラスに分類する．雑音に非目的話者の音

声が含まれる場合には，深層クラスタリング [4]，パー
ミュテーション不変学習（uPIT）[5]など，音源分離用
に開発された高度な NN技術を使用して，複数の話者
に分類できる．NNによるアプローチの利点は，すべ
ての周波数にわたる信号のスペクトルパターンの特徴

をとらえてマスクを推定できる点である．一方で，空

間クラスタリングによるアプローチ [6, 7]では，マル
チチャネル信号から抽出された信号の到来方向などの

空間特性に基づいて，時間周波数点を複数の音源にク

ラスタリングする．ただし，クラスタリングは各周波

数で個別に実行されるため，個々の周波数で推定され

た時間周波数マスクをそれぞれの音源にさらにグルー

プ化する必要がある．これはパーミュテーション問題

と呼ばれ，マスク推定の全体的な精度にとって重要で

ある．空間クラスタリングによるアプローチの利点は，

推定が教師なし学習で行われるため，テスト環境に柔

軟に適応できる点である．

しかし，雑音や残響に加えて複数の音源が存在する

ような環境（雑音残響下複数音源環境）でのマスク推

定は依然として困難な課題である．予備実験では，NN
を用いたマスク推定により雑音除去と残響除去を同時

に実現しようとすると、性能が低下することが確認さ

れている．また，空間クラスタリングでは，雑音と残

響の存在下ではパーミュテーション問題の解決が困難

になる．これらの問題により，マスクベースのビーム
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フォーミングは，雑音除去，残響除去，および音源分

離を同時に行う必要がある一般的な環境への適用が難

しい．

上記の問題を解決するために，本稿では，マスクベー

スのビームフォーミングを単一の最適化フレームワーク

に統合する方法を提案する．マスク推定のために，提案

手法は信号のスペクトルおよび空間特性に関する情報

を確率的に統合する結合尤度関数 [8]を使用して，大き
な受容野を持つ周波数領域畳み込みNNを用いた uPIT
（CNN-uPIT）[9]，及び雑音重畳型複素ガウス混合モデ
ルに基づく空間クラスタリング（noisyCGMM）[10]を
統合する．この統合により，テスト環境に柔軟に適応

し，雑音に強く，パーミュテーション問題を高精度に

解決できるマスク推定が可能となる．さらに，ビーム

フォーミングには，重み付き最小パワー無歪み応答畳

み込みビームフォーマ (WPD) [11]を採用し，上記の
マスク推定手法と統合することで，残響に対してより

頑健にする．

実験により，これらの技術はすべて，雑音除去，残

響除去，および音源分離を同時に達成するために重要

な役割を果たすことを確認する．

2 信号モデルとWPD

2.1 信号モデル

雑音残響環境で，K人の話者が話す音声信号がM 個
のマイクで収録されると仮定する．収録された信号は、

短時間フーリエ変換（STFT）領域で次のようにモデル
化される．

xt =

K∑
k=0

x
(k)
t . (1)

ここで tは時間フレーム，k > 0における x
(k)
t ∈ CM

は k番目の話者の観測信号，k = 0における x
(k)
t は加

法性雑音である．また本稿では簡単のため，同じ処理

が各周波数で独立に適用されるという前提のもと，す

べての記号の周波数インデックスを省略する．k > 0に
おける x

(k)
t は，さらに以下の式でモデル化できる．

x
(k)
t = d

(k)
t + r

(k)
t , (2)

d
(k)
t = v(k)s

(k)
t , (3)

r
(k)
t =

La+D−1∑
τ=D

a(k)τ s
(k)
t−τ . (4)

ここで，d
(k)
t は k番目の音源から生成された直接音と初

期残響の合計であり，r
(k)
t は後部残響である．時間領域

- 285 -

3-1-9

日本音響学会講演論文集 2020年3月



での初期残響の長さが分析窓よりも短いと仮定すると，

式 (3)のd
(k)
t は，k番目のクリーン音声 s

(k)
t ∈ Cと，ス

テアリングベクトルv(k) = [v
(k)
1 , v

(k)
2 , . . . , v

(k)
M ]⊤ ∈ CM

の積によってモデル化できる．式 (4)の r
(k)
t は，s

(k)
t と

畳み込み伝達関数 a
(k)
τ ∈ CM (τ = D,D + 1, . . . , La +

D− 1) との間の周波数領域畳み込みによってモデル化
される．ここで，Dは後部残響が直接音に遅れて開始
する時間フレームの番号，Laは畳み込み伝達関数の長

さである．

本稿では、各 k(> 0)における d
(k)
t を k番目の音源

の目的信号と呼び，推定される信号として扱う．また，

提案手法の目的は， d
(k)
t を維持しながら，目的音源の

後部残響 r
(k)
t と，非目的音源 x

(k′)
t (k′ ̸= k) を xt から

低減することである．

2.2 WPD

WPD [11]は，残響除去フィルタ (WPE) [12]と雑音
除去用の (非畳み込み)ビームフォーマを統合した畳み

込みビームフォーマである．目的信号 d
(k)
t は以下の式

によるWPDの出力 y
(k)
t として推定される．

y
(k)
t = (w

(k)
0 )H

(
xt −

L+D−2∑
τ=D

CH
τ xt−τ

)
, (5)

= (w
(k)
0 )Hxt +

L+D−2∑
τ=D

(w(k)
τ )Hxt−τ . (6)

ここで，w
(k)
0 は無歪み条件を満たすビームフォーマ，Cτ

はWPEの予測行列，Lは畳み込みビームフォーマの長
さ，Hは共役転置である．式 (5)は，w

(k)
t = −Ctw

(k)
0

とすることで，式 (6)に一致する．WPDはWPEと
ビームフォーマを統合することで，後部残響を削減し，

雑音や非目的音声を抑圧しながら目的信号を強調する

ことができる．

ビームフォーマの係数の最尤解は，目的信号のステア

リングベクトル v(k)が与えられた場合に推定でき [12]，
v(k) は目的信号のマスクに基づいて推定することがで

きる．マスクに基づいて v(k)を推定するための手法は

多く提案されているが，本稿では，雑音共分散白色化

による固有値分解に基づく手法 [13,14]を用いる．この
手法では、v(k) は次のように推定される．

v(k) = Φ(\k)MaxEig((Φ(\k))−1Φ(k)). (7)

ここで，MaxEig(·)は最大固有値に対応する固有ベク
トルを計算する関数である．また，Φ(k) および Φ(\k)

は，目的信号とそれ以外の信号の空間共分散行列であ

り，これらはそれぞれ次のように推定される．

Φ(k) =

∑
t λ

(k)
t ztz

H
t∑

t λ
(k)
t

and Φ(\k) =

∑
t(1− λ

(k)
t )ztz

H
t∑

t(1− λ
(k)
t )

.

(8)

ここで，λ
(k)
t は目的信号のマスクであり，zt はWPE

の機能によって残響除去のなされた混合音声である．

3 マスク推定

WPDにおいては，ビームフォーマの係数を推定す
るために目的信号のステアリングベクトルが必要とな

Fig. 1 Overall processing flow of the proposed
method

る．従来のWPD [15]では，noisyCGMM [10]によっ
て目的信号のマスクを推定することで，ステアリング

ベクトルの推定を行っていた．しかし，noisyCGMM
などの空間クラスタリングによるマスク推定では，雑

音残響環境下でパーミュテーション問題の解決が困難

になるという問題があった．一方，NNベースのマス
ク推定を用いる場合でも，残響除去と雑音除去を同時

に精度よく行うことは困難であった．これらの問題を

解決するため，本稿では NNベースのマスク推定手法
である CNN-uPIT [9]と，空間クラスタリングベース
のマスク推定手法である noisyCGMMを統合した手法
によって，目的信号のマスクを推定する．

図 1 は，提案手法全体の処理の流れを示している．
マスクは初めに CNN-uPITによって推定され，noisy-
CGMMによって改善される．次に，推定されたマスク
に基づいてWPDが設計され，観測信号に適用されて，
雑音除去，残響除去，音源分離がなされた目的信号が

生成される．

以下では，CNN-uPIT，noisyCGMM，およびそれ
らを統合したマスク推定手法について説明する．

3.1 CNN-uPIT

uPIT [5]は，混合音声を入力とし，個々の音源の推定
マスクを出力するNNである．本稿ではCNN-uPIT [9]
を使用する．CNN-uPITは uPITの一種であり，その
ネットワーク構造としてConv-TasNet [16]で使用され
るものと同様の大きな受容野を持つ．また，STFT係
数の実数部と虚数部の連結をネットワークの入力とし，

推定マスクを観測信号にかけて得られる信号の信号対

歪み比（SDR）を損失関数として設定する．
提案手法では，目的信号d

(k)
t (k = 1, . . . ,K)に関する

マスクを，CNN-uPITによって推定する．推定された
マスクは，λ

(k)
uPIT,t で表される．この推定のために，次

のような 3 つの CNN-uPIT の構成を検討し，実験に
よって有効性を比較する．

CNN-uPIT(derev) この構成では，CNN-uPIT は，
(A) 雑音＋残響＋複数音源を含んだ入力信号を受
け取り，(B) 各目的信号に対応するマスクを出力
するように学習される．

CNN-uPIT + WPE この構成では，(C) 入力信号
(A)に対しWPE前処理によって残響除去された
後の信号を受け取り，(D) 入力信号 (C)に含まれ
る各音源信号に対応するマスクを出力するように

学習される．すなわち，残響除去はWPEのみで
行われ，CNN-uPITは残響除去は行わない．

CNN-uPIT(derev) + WPE この構成では，上記
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(C)を受け取り， (B)を出力するように学習され
る．すなわち，CNN-uPITは，WPE前処理で除去
されずに残った残響も低減するように学習される．

3.2 noisyCGMM

複素ガウス混合モデルに基づく手法（CGMM）[6]
などの従来の空間クラスタリングアプローチでは，W-
disjoint Orthogonality(W-DO) [17]がすべての音源で
満たされると仮定されているが，拡散雑音に関しては

この仮定を満たさない場合が多い．これを解決するた

め，noisyCGMM [10]では，拡散雑音はすべての時間
周波数点に存在し、W-DOは他のすべての音源につい
てのみ満たされると仮定する．各時間周波数点はひと

つの支配的な音源と拡散雑音によってモデル化され，そ

の確率分布は以下のようになる．

p(zt | It = k; θSC) = N (zt; 0, ψ
(k)
t Ψ(k) + γtΓ). (9)

ここで、It は時間周波数点の支配的な音源のインデッ
クスであり，p(zt | It = k) は支配的な音源が It =
k である場合の zt の条件付き確率分布である．また，
N (z; 0,Ψ)は多変量複素ガウスの確率密度関数，θSC =

{ψ(k)
t , γt,Ψ

(k),Γ}(k)t はモデルパラメータの集合である．

Ψ(k)と Γは k番目の音源と拡散雑音の時不変の空間共
分散行列であり，ψ

(k)
t と γtはそれぞれの信号の時変パ

ラメータである．

テストデータが与えられた場合のモデルパラメータ

θSCの推定は，期待値最大化（EM）アルゴリズムによっ
て実現できる [10]．モデルパラメータが推定されると，
k 番目の音源のマスクは，支配的な音源の事後確率と
して定められ，次のように推定される．

λ
(k)
t =

p(It = k)p(zt | It = k; θSC)∑K
k′=0 p(It = k′)p(zt | It = k.θSC)

. (10)

ここで，p(It = k)は時間周波数点が k 番目の音源に
よって支配される事前確率である．上記の noisyCGMM
のモデリングにより，従来の CGMMよりも雑音に対
してより頑健に空間クラスタリングを行える．

3.3 noisyCGMMとCNN-uPITの統合

noisyCGMMでは，空間クラスタリングは各周波数
で独立して実行されるため，パーミュテーション問題

を解決する必要がある．つまり，異なる周波数で取得

したクラスタを個々の音源にグループ化する必要があ

る．この目的のために多くの技術が提案されている [7]
が，雑音の多い残響環境では性能が著しく低下する．一

方，CNN-uPITは noisyCGMMよりも頑健に，異なる
周波数で各音源の信号成分を関連付けることができる．

よって本稿では，パーミュテーション問題の解決のた

めに，CNN-uPITを noisyCGMMに統合する [8]．具
体的には，式 (10)の事前確率 p(It = k)を，CNN-uPIT

によって推定されるマスク λ
(k)
uPIT,t に置き換える．

p(It = k) = λ
(k)
uPIT,t. (11)

この統合により，すべての周波数のスペクトルパター

ンを考慮して空間クラスタリングを実行できるため，

noisyCGMMによる空間クラスタリングと同時にパー
ミュテーション問題を解決できるようになる．

4 評価実験

本章では，提案手法の性能を実験により評価し，個々

の処理ブロックの役割を分析する．

4.1 実験条件

データセットとして，REVERB Challenge データ
セット（REVERB）[18]を用いて，雑音残響下混合音
声（REVERB-MIX）を準備した．REVERBの各発話
には，少しの定常拡散雑音を含む単一話者の音声と残

響が含まれている．テストデータを生成するために，

REVERBから抽出された 2つの発話（1つは開発セッ
トから、もう1つは評価セットから）を混合した．混合発
話の各ペアは，同じ部屋で，同じマイクアレイで，同じ

条件（近距離または遠距離，SimDataまたはRealData）
で録音されているものを選んだ．テストデータとして，

REVERB 評価セットと同じ数の混合音声を作成した．
REVERB評価セットの各発話は，テストデータのいず
れかの混合音声に含まれている．テストデータの各混合

音声の長さは，REVERB評価セットの対応する発話の
長さと同じにした．また，CNN-uPITの学習データと評
価データを生成するために、WSJ-CAM0コーパス [19]
からランダムに抽出された 2つの発話と，REVERB学
習セットから抽出された 2つの部屋のインパルス応答
と背景雑音を使用して，混合音声を作成した．

実験では，各混合音声から 2つの音声信号を推定し，
REVERB評価セット用に用意されたベースライン評価
ツールを使用して，REVERB評価セットに対応する音
声信号のみを評価した．この際，推定されたそれぞれの

信号と REVERB評価セットの元の信号との相関に基
づいて，評価する信号を選択した．また，音声強調性能

の客観的な尺度として，ケプストラム距離（CD），周
波数重み付きセグメンタル SNR（FWSSNR），および
PESQを使用した．ASRの単語誤り率 (WER)を評価す
るために，Kaldi [20]を使用して開発されたREVERB
のベースライン ASRシステムを使用した．
分析窓には Hann窓を使用し，フレーム長とシフト
をそれぞれ 32ミリ秒と 8ミリ秒に設定した． サンプ
リング周波数は 16 kHz で，M = 8 個のマイクを使
用した．WPDのフィルタ長は，0～0.8 kHz，0.8～1.5
kHz，および 1.5～8 kHzの周波数範囲に対して，それぞ
れ L = 17, 13,および 5に設定した．予測遅延は D = 4
に設定した．

4.2 実験結果

図 2は，CNN-uPIT(derev)によって推定されたマス
クのみで音声強調を行った場合の結果 (Masking) と、
マスクベースビームフォーマを用いた場合の結果を示

している．ビームフォーマとしては，MPDR，WPEと
MPDR のカスケード接続（WPE+MPDR），および
WPDの 3つを用いた．またベースラインとして，音
声強調処理を行わなかった場合 (No Enhancement) の
結果も示している．実験結果は，マスクベースのビー

ムフォーミングの有効性を明確に示しており，中でも

WPDはすべてのビームフォーマの中で最高の性能を
示した．

図 3は，WPDに対してそれぞれ異なるマスク推定手
法を使用して得られた評価結果を示している．このグラ

フでは，マスク推定において，noisyCGMMと CNN-
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Fig. 2 CD (dB), FWSSNR (dB), and PESQ for Sim-
Data, and WER (%) for RealData in REVERB-MIX
obtained with different enhancement schemes using
masks estimated by CNN-uPIT(derev).

uPITの 3つの構成のそれぞれを，単独で用いた場合と
統合して用いた場合の結果を示している．実験結果か

ら，noisyCGMMとCNN-uPITの統合により，一貫し
て性能が改善されたことを確認できる．中でも，マス

ク推定のためにWPEとCNN-uPITの両方で残響除去
が実行される CNN-uPIT(derev) + WPEは，すべて
の指標で最高の性能を示した．

5 まとめ

本稿では，雑音除去，残響除去，及び音源分離を同時

に実行できる，マスクベースの畳み込みビームフォーミ

ングの統合手法を提案した．この手法は，CNN-uPIT，
noisyCGMM，およびWPDの 3つの技術で構成されて
いる．CNN-uPITおよび noisyCGMMによって抽出さ
れた信号のスペクトルおよび空間特性を統合し，WPD
の残響除去機能を利用することで，雑音残響下複数音

源環境でも時間周波数マスクを確実に推定でき，最適

なWPDによって音声強調を実行することができる．ま
た，雑音残響下混合音声を使用した実験を行った結果，

提案手法に使用されるすべての技術が，雑音残響下複

数音源環境で効果的な音声強調を達成するために重要

な役割を果たすことを示した．
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