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1 はじめに

近年，ブラインド音源分離 (Blind Source Separa-
tion: BSS)を用いたアプリケーションが普及しつつ
ある [1,2]．BSSとはマイクロホンで観測された信号
のみから個々の話者を表す音源信号に分離する技術で
あり，補聴器の改善や車室内コミュニケーションの補
助など様々な応用が期待される．車室内では各座席が
同じ方向を向いており，エンジン音や同乗者の発話と
いった複数の妨害音が存在することから，特に運転席
と後部座席間での会話が成り立ちにくくなる [2]．そ
こで，車室内に複数のマイクロホンを設置し，マイク
ロホンで観測された複数の発話や雑音を含む音から
BSSを用いて例えば運転手の発話だけを強調して離
れた同乗者に提示して会話を補助するシステムの実
用化が検討されている [3]．しかし，音源分離に遅延
が生じると発話者の音声と強調した音声が反響音声
のように聞こえ，明瞭度が低下することが知られて
いる [4]．その為，BSSを以上のシステムに適用する
には低遅延化が要求される．また，バッチ処理のよう
にマイクロホンで観測された信号全体を分離するの
ではなく，時間的に逐次に観測される信号のみで分離
するオンライン化も重要である．
マイクロホンの数が音源数以上である優決定条件
下の BSS においては，音源信号間の独立性を最大
化するように分離フィルタを推定する独立成分分析
(Independent Component Analysis: ICA) [5]が有用
であることが知られている．周波数領域 BSSにおい
て，独立ベクトル分析 (Independent Vector Analy-
sis: IVA) [6] は時間変化する各音源信号の分散が周
波数不変であると仮定することで，音源分離問題と
順序問題を同時に解決している．さらに近年では，補
助関数法を用いて高速化した IVA [7,8] やそのオンラ
イン手法 [9] が提案されている．
周波数領域 BSSでは，観測信号が入力されてから
その信号が短時間フーリエ変換 (Short-Time Fourier
Transform: STFT)されるまでのアルゴリズム遅延が
不可避である [10]．音源分離の補聴器や車室内コミュ
ニケーションシステムへの適用には低遅延化が要求
されるため [4,11]，STFTの窓長を短くする必要があ
る．しかし，IVAなどの手法では，残響による分離性
能の劣化を回避する為に STFTの窓長が十分に長い
必要がある [12]．一般に車室内の残響時間は短いが，
STFTの窓長を短くした場合，残響の影響は無視で
きなくなる．この問題に対して，重み付き予測誤差法
(Weighted Prediction Error: WPE) [13] を用いるこ
とで分離性能を妨げる残響を取り除くことができる．
単純な方法としては，オンライン IVA [9]とオンライ
ンWPE [14,15] を連結することで，分離性能を維持
しつつ窓長を短くすることが期待できる．しかし，こ
の連結した手法は音源分離と残響除去で各々最適化
しているため，両方を考慮した同時最適化が保証さ
れていない．バッチ処理による同時最適化手法は提案
されている [16,17] が，残響除去の推定を行う度に巨
大な逆行列演算を行う為，計算コストが大きくなる．
また，これらのバッチ手法をオンライン化する方法は
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未だ提案されていない．
近年，バッチ処理での同時最適化における計算コス

トの問題を解決する手法が提案された [18,19]．この
手法はWPEで推定する残響除去フィルタを音源の数
だけ増やして各々の音源の残響を取り除くように残
響除去フィルタを求める．残響除去フィルタの数が増
える代わりに，1つ 1つの残響除去フィルタの更新の
為に計算する逆行列が従来のWPEと同じ大きさに
なり，総合的に見ると従来より少ない計算コストで同
時最適化を実現できる．本稿はこの同時最適化手法
をオンライン化した手法を提案する．提案手法は従
来のオンライン手法 [9]に簡単な改良を加えるだけで
実装でき，実時間動作を十分に実現できる利点があ
る．雑音を含めた車室内環境下での提案手法の有効
性を評価する為に，アルゴリズムの詳細は [20]で述
べ，本稿では音源分離実験の結果をより詳細に示す．

2 問題の定式化

M 個のマイクロホンでN 個の音源から到来する信
号を観測する場合を考える．m番目のマイクロホンで
観測される信号と n番目の音源信号の時間周波数成分
をそれぞれ x(f, t) = [x1(f, t), . . . , xM (f, t)]T ∈ CM

と s(f, t) = [s1(f, t), . . . , sN (f, t)]T ∈ CN とする．た
だし，f と tは周波数ビンと時刻のインデックス，F
と T はその総数である．(·)Tは行列の転置である．以
降，M = N の場合のみを扱う．本稿では，観測信
号 x(f, t)のみを入力として音源信号 s(f, t)を低遅延
(=短い窓長)かつオンライン処理で推定することをね
らう．

3 ベースライン手法

本節では提案手法と比較するベースライン手法に
ついて簡潔に述べる．

3.1 オンライン IVA

オンライン IVA [9]は窓長が残響時間より十分に長
いと仮定し，反復射影法 (Iterative Projection: IP [8])
を用いて音源信号 s(f, t)を生成する分離フィルタを
推定する．しかし，この手法は低遅延化の為に STFT
の窓長を短くすると残響によって仮定が成り立たな
くなり，分離性能が劣化してしまう．

3.2 WPE+IVA (separate)

観測信号から残響を取り除く手法として，WPEが
提案されている [13–16]．この手法は各周波数ビンで
予測誤差を最小にするように多チャンネル線形フィル
タを求めて観測信号に含まれる残響を取り除く．
オンラインWPE [15]とオンライン IVA [9]を結合
したフローを図 1(a)に示す．オンラインWPEの出力
をオンライン IVAに入力することで分離性能を妨げる
残響成分を取り除きつつ短い窓長でより高い分離性能
が期待できる．以降この連結した手法をWPE+IVA
(separate)と呼ぶ．
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(a) WPE+IVA (separate)

(b) WPE+IVA (joint)

Fig. 1: WPE+IVA の分離と更新フロー．λ(f, t) と
vn(t)はそれぞれ観測信号 x(f, t)と音源信号 sn(f, t)
から求める．

4 提案手法

前節で紹介した WPE+IVA (separate) は，音源
分離と残響除去で別々に最適化しているため，同時
最適化が保証されていない．そこで，本節では音源
分離と残響除去を同時最適化したオンライン手法
(WPE+IVA (joint))を提案する．

4.1 分離モデルの定式化
まず，残響除去と音源分離を導出する為に観測信号

x(f, t)と音源信号 s(f, t)の関係が次の畳み込みビー
ムフォーマで表せることを仮定する:

s(f, t) = W H(f, 0)x(f, t) +

D+L−1∑
τ=D

W H(f, τ)x(f, t− τ).

(1)

ただし，W (f, τ)は係数行列を表し，(·)Hはエルミー
ト転置である．Lは畳み込み演算の次数，D は残響
除去の予測遅延である．
次に，近年提案された畳み込みビームフォーマの音
源別因子分解を用いる [18]．まず，式 (1)において，
s(f, t)を複数の畳み込みビームフォーマに分割する:

sn(f, t) = wH
n(f, 0)x(f, t) +

D+L−1∑
τ=D

wH
n(f, τ)x(f, t− τ).

(2)

ただし，wn(f, τ) ∈ CM (τ = 0, D, . . . ,D + L − 1)
は n列目の係数行列W (f, τ)である．次に，式 (2)
を以下のように書き直す:

yn(f, t) = x(f, t)−GH
n(f)x(f, t), (3)

sn(f, t) = qH
n (f)yn(f, t). (4)

WPE+IVA (joint)のフローを図 1(b)に示す．式 (3)
では残響除去フィルタ Gn(f) ∈ CML×M を用いて，
n 番目の音源に含まれる残響を取り除く．ここで，
x(f, t) = [x(f, t−D)T, . . . ,x(f, t−D−L+1)T]T ∈
CMLは時刻 t−Dから t−D−L+1までの観測信号の
系列である．式 (4)ではビームフォーマ qn(f) ∈ CM

を用いて，n番目の音源を抽出する． 式 (2)とそれ
を分割した式 (3), (4)は等価の関係にある [18]．
次に，観測信号が生成されるプロセスを生成モデ
ルにより記述する．n番目の音源信号の複素スペクト
ログラム sn(f, t)を

sn(f, t) ∼ NC(0, vn(t)) (5)

のように平均が 0，分散が vn(t) = E[|sn(f, t)|2]の複
素正規分布に従う確率変数と仮定する．この仮定か
ら，過去の時刻 t′ から現在の時刻 tまでの観測信号
Xt = {xm(f, t′)}f,t′≤t,n が与えられたときの忘却係
数付き負対数尤度関数 I は以下のように記述できる:

I(Xt)
c
=−2

∑
f

log
∣∣detQ(f ; t)

∣∣
+

1∑
t′≤t β

t−t′

∑
f,t′≤t,n

βt−t′
(
log vn(t

′) +
|sn(f, t′)|2

vn(t′)

)
.

(6)

ただし，Q(f) = [q1(f), . . . , qN (f)]である．c
=はパラ

メータに依存しない項を除いた等号を表す．0 < β < 1
は忘却係数である．

4.2 最適化アルゴリズム
本節では, 以下に示す 3 つのパラメータ Gt =
{Gn(f ; t)}f,n, Qt = {Q(f ; t)}f , Vt = {vn(t)}n を
再帰的に更新するオンライン最適化アルゴリズムを
説明する．式 (6)は各時刻で次の更新を行う事で局所
的な最適解を求めることができる:

Vt ← argmin
Vt

I(Xt;Gt−1,Qt−1,Vt), (7)

Gt ← argmin
Gt

I(Xt;Gt,Qt−1,Vt), (8)

Qt ← argmin
Qt

I(Xt;Gt,Qt,Vt). (9)

各変数を最適化するオンラインアルゴリズムを Algo-
rithm 1にまとめた．ここで，IM をM ×M の単位
行列，0を零行列とする．以降，Gt, Qt, Vtの更新式
について簡潔に述べる．
Vt の更新式を Algorithm 2に示した．IVAでは，

各時刻で得られる分離信号のパワーの平均を取るこ
とで式 (6)の最適化と各周波数ビンで得られる分離信
号の順序整列を同時に行う．
次に，Gtの更新式を求める．Vtを固定すると式 (6)

は分離フィルタ Qt−1に依存せずに次のように求める
ことで最小化できる [18]:

Gn(f ; t) = R−1
n (f ; t)Pn(f ; t). (10)

ただし，Rn(f ; t) = βRn(f ; t − 1) + x(f,t)xH(f,t)
vn(t)

と

Pn(f ; t) = βPn(f ; t− 1) + x(f,t)xH(f,t)
vn(t)

は共分散行列
である．逆行列定理 [21]を用いることで，残響除去
フィルタGn(f ; t)は Algorithm 3のように再帰的に
求められる．ただし，Kn(f, t)はカルマンゲインであ
る．この更新式は分散 vn(t)を観測信号 x(f, t)から
ではなく分離信号 s(f, t)から求める点を除くと従来
のオンラインWPE [15]と同じである．また，従来の
同時最適化の更新式 [17] と比べると推定する残響除
去フィルタGn(f ; t)は 1個からM 個に増えるが，1
個の残響除去フィルタで計算するRn(f ; t)の行列の
行数が M2Lから MLに小さくなり，逆行列演算量
は行数の 3乗の計算オーダーであるため，オンライ
ン化に重要な計算コストを大幅に削減できている．
最後に，Qtの更新式を示す．残響除去フィルタ Gt

を固定すると，従来の IP法 [7,8]と同じ方法でQtを
更新することができる．ただし，更新に用いる共分
散行列Σn(f, t)は観測信号 x(f, t)ではなく残響除去
後の信号 yn(f, t)から求める．本稿では Σn(f, t)と
qn(f ; t)を [9]に習い，Algorithm 4のように再帰的
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Algorithm 1 Update rule for WPE+IVA (joint)

1: Initialization: Qn(f ; 0) = IM , R−1
n (f ; 0) =

IML, Gn(f ; 0) = 0, and Σn(f, 0) = 10−5 × IM .
2: for t = 1 to T do
3: Gt−1, Qt−1 を用いて式 (3), (4)を計算する．
4: for n = 1 to N do
5: (Update Vt)
6: Q(f, t) = Q(f, t− 1)
7: for f = 1 to F do
8: (Update Gt)
9: (Update Qt)

10: end for
11: end for
12: end for

Algorithm 2 Update Vt
1: vn(t)←

∑F
f=1 |sn(f, t)|2/F

に求めた．ただし，0 < α < 1は β とは独立した忘
却係数であり，Lbはブロック長である．enは単位行
列 IM の第 n列のベクトルである．

5 関連研究

近年，周波数領域で推定した分離フィルタを時間領
域の FIRフィルタに変換し，非因果成分の一部を残
してカットすることで低遅延でオンライン動作する
BSS手法が提案されている [22]．この手法は補聴器
を想定した音源分離実験により，分離性能を維持しつ
つアルゴリズム遅延を 10 msまで短くできることが
確認されている．
それに対し，本提案手法は残響除去を行うため，残
響を取り除いた明瞭度の高い音源分離が行える点で
異なる．両方の手法の比較や統合した手法の研究は
今後の研究課題とする．

6 評価実験

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 話者計 10 話者分のデータ
を使用した [23]．このデータセットの中からランダ
ムに選択した 2 人の異なる話者の発話に対し，実測
の車室内インパルス応答を畳み込むことで，2 チャ
ンネル，信号長 20 秒の観測信号を 100 パターン作
成した．サンプリング周波数は 16 kHz とした．イ
ンパルス応答は車室内で録音した時間引き延ばしパ
ルス (Time-Stretched Pulse: TSP)を用いて測定し
た．音源を自動車の運転席と助手席に配置し，マイ
クロホンを車室内前方のマップランプに取り付けて
TSP信号を録音した．音源とマイクロホンの配置を
図 2 に示す．車室内の残響時間 (T60) は 58 ms で
あった．本稿では，雑音を含む場合と含まない場合
の両方を想定した実験を行った．雑音は，一般道を
走行中の自動車で収録して，観測信号に信号対雑音
比 (Signal-to-Noise Ratio: SNR [24]) 0 dBもしくは
10 dBで足した．実験では，ベースライン手法で述べ
たオンライン IVA，WPE+IVA (separate)と提案手
法である WPE+IVA (joint)の３つの手法を比較し
た．分離性能の評価には，分離信号の品質 (Signal-to-
Distortion Ratio: SDR)，分離信号と音源信号との分

Algorithm 3 Update Gt

1: Kn(f, t)← R−1
n (f ;t−1)x(f,t)

βvn(t)+xH(f,t)R−1
n (f ;t−1)x(f,t)

2: R−1
n (f ; t)← R−1

n (f ;t−1)−Kn(f,t)x
H(f,t)R−1

n (f ;t−1)
β

3: Gn(f ; t)← Gn(f ; t− 1) +Kn(f, t)y
H(f, t)

Algorithm 4 Update Qt

1: Σn(f, t)← αΣn(f, t− Lb)

+(1− α) · 1
Lb

∑t
τ=t−Lb+1

yn(f,τ)y
H
n(f,τ)

vn(τ)

2: qn(f ; t)← (QH(f ; t)Σn(f, t))
−1en

3: qn(f ; t)← qn(f ;t)√
qH
n(f ;t)Σn(f,t)qn(f ;t)

離度合 (Signal-to-Interferences Ratio: SIR)，分離信
号に含まれる雑音と音源信号との SNRを用いる [24]．
SDR，SIR，SNRは値が高い程高い分離性能を示す．
アルゴリズム遅延と計算効率を考慮し，STFTにハン
窓を使用し，窓長と移動長は 8, 4 msとした．その他
音源分離のパラメータは次のように定めた {α = 0.96,
β = 0.9999, Lb = 2, D = 1, L = 5}．
図 3は，各々の音源分離手法の 2秒毎の SIRの平

均改善量を示している．図より，雑音の有無にかかわ
らず，提案手法の SIRの平均改善量がベースライン
手法を上回ることを確認した．特に，図 3(c)の場合
では，WPE+IVA (separate)の SIRの平均改善量が
オンライン IVAと変わらない一方で，提案手法はオ
ンライン IVAより改善していることを確認した．表
1は，各音源分離手法での 20秒全体での SDR，SIR，
SNRの平均改善量を示している．表より，雑音を含
まない場合では提案手法の SDRの平均改善量がベー
スライン手法を上回らない一方で，雑音を含む場合で
は上回ることを確認した．SIR，SNRの改善量も提
案手法がベースライン手法を上回ることも確認した．
特に，SNR 0 dBの場合では，WPE+IVA (separate)
の SIRの平均改善量がオンライン IVAより劣る一方
で，提案手法は上回ることを確認した．以上の実験
結果から，提案手法が観測信号ではなく分離信号の
分散を用いて残響除去フィルタを更新し，音源と雑音
をより区別して分離したことで SDR，SIR及び SNR
の平均改善量が向上したと考察される．
最後に，提案手法の計算効率性を評価した．Intel

Core 3.6 GHz 1-core CPU が導入された PC 上で
Python 3.7.7で実装したシステムを用いて，信号長
20秒の観測信号を分離する時間を測定した．表 2は，
2チャンネル，4チャンネルの観測信号を分離する計
算時間と想定される遅延の総和を示している．表よ
り，[4]で示される快適な車室内コミュニケーション
を実現する為の遅延の上限 12ミリ秒より短い遅延で
分離できており，提案手法は実時間動作を十分に満た
していることを確認した．

7 結論

本稿では，低遅延でオンライン動作するブライン
ド音源分離手法を提案した．提案手法はオンライン
で残響除去と音源分離を同時に行う事で従来手法の
単純結合より高い分離性能を実現できる．車室内環
境下を想定した音源分離実験により，雑音を含む短い
残響環境下での提案手法が比較的小さいアルゴリズ
ム遅延 (= 8 ms)と計算遅延 (= 0.98 ms)で分離性能
が向上することを確かめた．
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(a) Plan view

(b) Side view

Fig. 2: 音源とマイクロホンの配置

Table 1: 各手法での平均 SDR，SIR，SNR 改善
量 [dB] の比較．ボールド体は各評価指標で最も高
い値を表す．

Method (雑音無し) SDR SIR SNR
オンライン IVA 9.86 16.79 -
WPE+IVA (separate) 11.59 20.54 -
WPE+IVA (joint) 9.66 22.35 -

Method (SNR = 10[dB]) SDR SIR SNR
オンライン IVA 6.52 15.84 -3.63
WPE+IVA (separate) 6.50 16.41 -3.82
WPE+IVA (joint) 7.85 18.69 -2.78

Method (SNR = 0[dB]) SDR SIR SNR
オンライン IVA 3.54 14.61 -1.68
WPE+IVA (separate) 3.81 14.38 -1.44
WPE+IVA (joint) 6.81 15.79 1.38
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