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アブストラクト 到来方向が特定できないような，いわ
ゆる背景雑音を効果的に抑圧できる手法として，伝達関
数ゲイン基底 NMFを適用した遠方雑音の抑圧手法があ
る．この手法では，背景雑音が遠方から到来することを仮
定し，時間周波数領域における振幅情報のみに着目する．
これにより様々な方向から到来する複数の遠方雑音を一
つの混合雑音源としてモデル化し，その振幅の混合モデ
ルを伝達関数ゲイン基底 NMFに適用することで遠方雑
音の抑圧を行う [1]．これまで本手法を用いた遠方雑音抑
圧の効果は，シミュレーション実験により確認されてい
た．本論文では，非同期録音された，背景雑音の混入した
音声に本手法を適用し，実環境における性能を調査した．
その結果，本手法により，実環境においても距離の異な
る複数の遠方雑音を効果的に抑圧できることを確認した．

1 はじめに

会話や会議の録音などにおける音声品質向上を目的と
した雑音抑圧技術について，特定方向からの雑音に対し，
指向性を制御することによって雑音抑圧を行う手法がこ
れまで提案されてきた．このような雑音抑圧手法では，雑
音の到来方向が特定可能な場合は高い効果を発揮するが，
到来方向が特定できない，いわゆる背景雑音の処理は難
しかった．そこで，様々な方向から到来する複数の遠方雑
音をひとつの混合雑音源としてモデル化し，その振幅モ
デルを伝達関数ゲイン基底 NMFに適用して遠方雑音抑
圧を行う手法が提案された [1]．本手法では，背景雑音が
遠方から到来すると仮定することで，様々な方向から到
来する複数の遠方雑音を一つの混合雑音源としてモデル
化することが可能となる．本手法は，シミュレーション実
験において有効性が確認されている．本論文では，実環
境において複数の雑音を非同期録音し，その雑音群に対
して伝達関数ゲイン基底 NMFを適用し，実環境におけ

る本手法の有効性を検証する．
非同期録音された音声に対して適用可能な，振幅領域に

おける雑音抑圧手法としては，SN比最大化ビームフォー
マ [2,3]を振幅情報のみで行う振幅スペクトルビームフォー
マ [4]のような手法がある．振幅スペクトルビームフォー
マは観測音声に含まれるすべての音源を事前に単一音源
区間から学習しておく必要がある．これに対して伝達関
数ゲイン基底 NMFはすべての音源に対するそのような
学習は必要でない．従って，本論文では背景雑音に対し
て有効な振幅領域に置ける雑音抑圧手法として，伝達関
数ゲイン基底 NMFを適用した．
伝達関数ゲイン基底NMFによる雑音抑圧手法は，これ

まで罰則付き伝達関数ゲイン基底 NMF [5]や，伝達関数
ゲインを事前情報により学習する教師あり伝達関数ゲイン
基底 NMF [6]，半教師あり伝達関数ゲイン基底 NMF [1]

などが提案されている．本論文では，背景雑音が常時存在
する環境下で雑音抑圧を行うことを想定し，雑音の伝達
関数ゲインを事前情報により学習したもので固定し，目
的音の伝達関数ゲインとアクティベーションをNMFによ
り推定する半教師あり伝達関数ゲイン基底 NMFを適用
して雑音抑圧を行う．

2 遠方音源の混合モデル

2.1 振幅領域での混合モデル [1, 6]

強調を行う目的音源と K 個の雑音源を，M 個のマイ
クロホンで録音する．非同期録音では，録音機器間のサ
ンプリング周波数ミスマッチにより，観測信号間の位相
ずれが発生する．この位相ずれのサンプル数が信号処理
における STFTフレーム長より十分に小さいと考えると，
伝達関数の振幅は時不変と仮定できる．そこで，観測信
号の振幅の加法性を仮定したモデルを導入し，観測信号
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の位相情報を用いない混合モデルを式 (1)のように表す．

X(ω) ≈X
S
(ω) +X

N
(ω) (1)

ここで ω は離散時間フーリエ変換の角周波数，XS は目
的音の観測信号，XNは雑音の観測信号を表し，各記号の
オーバーラインはその記号が示す要素の絶対値を表すも
のとする．X(ω),X

S
(ω),X

N
(ω)はM × N の行列であ

り，それぞれm行 n列に Xmn(ω), X
S

mn(ω),X
N

mn(ω)の
要素を持つ．N は時間フレーム数である．さらに，目的
音X

S
(ω)は

X
S
(ω) = aS(ω)sS(ω) (2)

と表される．ここで aS(ω)はM ×1の列ベクトルであり，
要素 aSm(ω)は目的音からm番目のマイクロホンまでの伝
達関数の絶対値を表す．sS(ω)は 1 × N の行ベクトルで
あり，要素 sSn(ω)は目的音の n番目の時間フレームにお
ける時間周波数成分の絶対値を表す．また，雑音X

N
(ω)

はK 個の雑音源の足し合わせによって

X
N
(ω) ≈

K∑
k=1

aNk(ω)sNk(ω) (3)

と表される．ここで aNk(ω)はM×1の列ベクトルで，要
素 aNk

m (ω)は k番目の雑音からm番目のマイクロホンま
での伝達関数の絶対値を表す．sNk(ω)は 1×N の行ベク
トルであり，要素 sNk

n (ω)は k番目の雑音の n番目の時間
フレームにおける時間周波数成分の絶対値を表す．
以上のように振幅領域における混合モデルを導入する．

このようなモデルを伝達関数ゲイン基底 NMF [5,6]に適
用する場合，音源数が既知でなければならない．しかし，
本論文で取り扱う背景雑音は雑音源の数K が未知である
ため，雑音抑圧を行うことができない．従って，次節では
背景雑音を抑圧するための混合モデルについて示す．

2.2 背景雑音抑圧のための遠方音源の混合モデル [1]

前節のような観測において，点音源 kにおける 1番目
のマイクロホンとm番目のマイクロホンとの音圧レベル
の差は

L1 − Lm = 10 log
P1

2

P0
2 − 10 log

Pm
2

P0
2 (m = 2, · · · ,M)

(4)

と表せる．ここで Pm, Lm はそれぞれ点音源 k における
各マイクロホンの音圧，音圧レベルを表す．P0は人間の
最小可聴音圧の基準値 P0 = 20× 10−6[Pa]である．この
とき，m番目のマイクロホンの音圧 Pm は 1番目のマイ
クロホンの音圧 P1 を用いて

Pm
2 =

βm

β1
× rm

2

r12
× P1

2 (5)

と表せる．ここで βm, rm はそれぞれ m番目のマイクロ
ホンの感度，点音源 kまでの距離を表す．式 (4),(5)より，
マイクロホン間の音圧レベルの差は

L1 − Lm = −10 log βm

β1
− 20 log

r1
rm

(m = 2, · · · ,M)

(6)

と表せる．ここで点音源 k がマイクロホン間隔に対して
十分遠方から到来すると仮定できるならば r1 ≈ rm とな
り，マイクロホン間のゲイン差は音源の音量・方向に依
存せず，マイクロホンの感度のみに依存していることが
分かる．すなわち音源が遠方にあると見なせる場合には，
全ての雑音で伝達関数ゲイン aN

k (ω)が類似する．
そこで，遠方音源を構成する全ての雑音の伝達関数

ゲインを代表とする伝達関数ゲインで近似することに
よって，遠方から到来する全ての音源を一つの遠方音源
として近似する．このとき，振幅領域における遠方音源
の観測信号，伝達関数ゲイン，絶対値振幅をそれぞれ
X̂N(ω), âN(ω), ŝN(ω) とすると，これらは式 (7)-(9) の
ように表される．

X̂N(ω) ≈ âN(ω)ŝN(ω) (7)

âN(ω) ≈ aN1(ω) ≈ · · · ≈ aNK (ω) (8)

ŝN(ω) ≈
K∑

k=1

sNk(ω) (9)

ここで âN(ω)はM ×1の列ベクトルであり，要素 âNm(ω)

は (一つの)遠方音源からm番目のマイクロホンまでの伝
達関数ゲインを表す．ŝN(ω)は 1×N の行ベクトルであ
り，要素 ŝNn は n番目の時間フレームにおける，遠方音源
を構成する背景雑音の絶対値振幅の総和を表す．
以上により，遠方音源と見なせる背景雑音が存在する

場合の，振幅領域での混合モデルは式 (10)-(12)のように
なる．

X(ω) ≈ a(ω)s(ω) (10)

a(ω) ≈
[
aS(ω) âN(ω)

]
(11)

s(ω) ≈

[
sS(ω)

ŝN(ω)

]
(12)

本論文では，以上のような観測において背景雑音抑圧
を行う．具体的には，非同期の録音機器を配置し，目的音
源との距離が最も近いマイクロホンを 1番目のマイクロ
ホンとして目的音，背景雑音を録音し，aS1 (ω)が aSj (j =

1, · · · ,M)中で最大になるようにする．そして，目的音が
全マイクロホン中最も高い SN比で録音される 1番目の
マイクロホンの観測信号 X1n(ω)に対する時間周波数マ
スクを作成することで背景雑音を抑圧する．
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以降では同様の処理を各周波数ビンごとに行うため，周
波数ビンを表す ωは各記号中から省略する．

3 伝達関数ゲイン基底NMFを用いた遠方雑音抑圧 [1]

3.1 伝達関数ゲイン基底NMFを用いた雑音抑圧

伝達関数ゲイン基底NMFを用いた雑音抑圧は，前章で
述べた背景雑音の振幅領域における混合モデルに対して，
時間チャネル領域のNMFを適用し雑音抑圧を行う [5,6]．
NMFは非負の行列を，2つの非負行列により

X ≈ X̃ = ãs̃ (13)

のように低ランク近似する手法である [7]．ここで X̃, ã, s̃

は観測に対するそれぞれの推定解を表し，要素の次元は
式 (10)-(12)と同じである．このような低ランク近似では，
行列の要素が非負であるという制約により，解がスパー
スなものに限定される．このため，適切な条件の下では
基底 ãが伝達関数ゲイン aの同定となり，アクティベー
ション s̃が絶対値振幅 sの推定となるような行列分解と
なる．
また，低ランク近似を行うには元の行列と推定行列と

の距離を最小化する必要がある．この最小化の距離尺度に
は様々なものを用いることができるが，本論文では Iダイ
バージェンス基準を用い，この際の更新式は式 (14),(15)

のようになる．

ãim ← ãim

∑
n

xmns̃
i
n

ãSms̃Sm + ãNm + s̃Nm∑
n s̃

i
n

(14)

s̃im ← s̃im

∑
n

xmnã
i
n

ãSms̃Sm + ãNm + s̃Nm∑
n ã

i
n

(15)

さらに，NMFではそれぞれの周波数ビンにおいて分離
信号の各周波数成分が異なる順番で現れるパーミュテー
ション問題が発生する．この問題を解決するため，目的音
源が 1番目のマイクロホンに最も近い距離にあり，aS1 (ω)

が aSj (j = 1, · · · ,M)中で最大であるという仮定を利用し，
目的音の基底 ãS の初期値を

ãSm =

{
1− (1−M)α (m = 1)

α (otherwise)
(16)

とする．ここで αは 0 < α < 1/(M − 1)を満足する任意
の実数である．背景雑音の基底 ãN の初期値は

ãNm =
1

M
(m = 1, · · · ,M) (17)

とする．

目的音強調信号 Ỹnは，SN比が最も高い 1番目のマイ
クロホンの観測信号 X1n と，推定解 ã, s̃ から作成した
ウィーナーマスクを用いて

Ỹn = X1n

(
ãS
1 s̃

S
n

)2(
ãS
1 s̃

S
n

)2
+
(
ãN
1 s̃Nn

)2 (18)

と表される．

3.2 半教師あり伝達関数ゲイン基底NMF

前節で示した伝達関数ゲイン基底 NMFによるパラメ
タ推定は，音源数とマイクロホン数が近い場合は低ラン
ク近似の拘束力としては弱く，十分な雑音抑圧性能を得ら
れない [8]．この解決法として，事前に伝達関数のゲイン
を学習しておくことによって最適解に近いアクティベー
ションを推定する手法がある [1]．
教師あり伝達関数ゲイン基底 NMFは，目的音，雑音

それぞれの伝達関数ゲインを事前に学習しておく手法で
ある．まず，目的音のみ，雑音のみの単一音源区間を録音
し，単一音源信号XS,XNを得る．次に，それらの単一
音源に NMFを適用し，それぞれの伝達関数ゲイン基底
ãS, ãN を求める．そして，雑音抑圧を行う観測 (すなわ
ち，目的音と雑音の混合信号)に対してNMFを適用する
際に，式 (16),(17)の初期値の代わりに学習で得た ãS, ãN

を用い，式 (14)の更新を行わずに基底を初期値のまま固
定し，式 (15)のアクティベーション更新のみを行う．
以上のように，教師あり伝達関数ゲイン基底 NMFは

目的音・雑音の双方に対して学習を行う．しかし，背景雑
音のような雑音が常駐する状況下では目的音の単一音源
信号を得ることが難しく，一方で雑音の単一音源信号は
得るのが容易である．従って，本論文では雑音のみ事前
学習によって求めた基底で固定する半教師あり伝達関数
ゲイン基底 NMF [1]を適用して雑音抑圧を行う．この場
合，目的音に関しては式 (14),(16)を適用する．

4 評価実験

4.1 実験概要
前章までで示した混合モデルと半教師あり伝達関数ゲ

イン基底NMFによって，遠方音源の抑圧ができるかどう
かの実環境における検証を行う．実験条件をTable 1に示
す．実験ではFig. 1のように遠方から到来する複数の静止
した雑音源による混合遠方雑音を抑圧できるか確かめる．
中央のマイクロホンの詳細は Fig. 2のようになる． 雑音
源の配置を Table 2に示す．評価に用いる音声は，Fig. 1

に示したそれぞれのスピーカから再生した音声を非同期
録音することによって作成した．目的音のスピーカに最も
近いMic. 2を，ウィーナーマスクをかける観測信号を録
音するマイクロホンとする．また，実験に使用したマイク

- 233 -



Table 1: Experimental conditions

目的音源数 1(音声)

遠方雑音源数 8(音声)

マイクロホン数 3, 6, 9

録音のサンプリング周波数 16 kHz

STFTフレーム長 4,096 samples

STFTフレームシフト幅 2,048 samples

雑音抑圧区間 10 s

学習に用いる信号の区間 10 s

距離尺度 I-divergence

初期パラメータ α 0.1

NMF更新回数 200

残響時間 640 ms

暗騒音 35.3～35.8 dB

Table 2: Arrangement of noises

No. 目的音源に対する角度 マイクロホン群の
中心からの距離

1 25◦ 250 cm

2 75◦ 300 cm

3 115◦ 250 cm

4 155◦ 200 cm

5 185◦ 350 cm

6 225◦ 300 cm

7 265◦ 350 cm

8 305◦ 200 cm

Table 3: Channels and microphone numbers

チャネル数 3 6 9

マイク番号 2, 5, 9 1, 2, 3, 5, 7, 9 6以外

ロホンのチャネル数と使用マイクロホンの関係をTable 3

に示す．評価尺度には SDR・SIRを用いた [9]．SDRは
強調信号の歪みを，SIRは雑音信号の抑圧度合を表し，い
ずれも値が大きいほど性能が高いことを示す．評価対象
は半教師あり伝達関数ゲイン基底 NMFを適用した信号
(SSNMF)と未処理の信号 (unpro)である．

4.2 実験結果

実験結果を Fig. 3，Fig. 4に示す．Fig. 3は SSNMFと
unproの SDRを示し，Fig. 4は SIRを示している．これ
らの結果より，SNRが−5, 0, 5[dB]いずれの場合も SDR，
SIRの値が大きくなり目的音強調がなされていること，ま
た，マイクロホン数が増加するにつれて目的音強調の性
能が向上することが分かる．SDRがいずれの場合もマイ
クロホン数が 3から 6に増加した場合では大きく SDRが

1

2

3
4

5

6

7 8

target	  (loudspeaker)

noise(loudspeaker)

microphones
(IC	  recorders)

Fig. 1: Arrangement of target, multiple far noises, and

microphones

target (loudspeaker)

2

1

4 3

6

5

8

7

9 10

50cm

30cm

Fig. 2: Arrangement of microphones (IC recorders)

向上しているのと比べて，6から 9に増加した場合では
SDRの向上値が小さい．これは Fig. 2に示すマイクロホ
ンが 3チャネルから 6チャネルになった場合では 3番，7

番のマイクロホンの増加によって配置の状態が大きく変
わったのに対し，6チャネルから 9チャネルになった場合
ではあまり変わってないからであると考える．

4.3 シミュレーション実験 [1]との比較
前節までで示した実験とシミュレーション実験で同じ

点として次のような条件が挙げられる．

• 雑音源の数

• 録音のサンプリング周波数及び伝達関数ゲイン基底
NMFを適用する際のパラメータ

異なる点としては次のような条件が挙げられる．

• 残響時間

• サンプリング周波数ミスマッチ
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Fig. 4: Results of SIR

• マイクロホンアレーの配置

• 雑音源の配置

シミュレーション実験，実環境ともに 8個の雑音源に対
して 3チャネルの音声に伝達関数ゲイン基底 NMFを適
用して SDRの改善が見られることから，実用的な範囲の
マイクロホン数で背景雑音を抑圧する際に本手法は有効
であると考える．一方で，残響時間やサンプリング周波
数ミスマッチはいずれも本実験の方が悪条件であり，本実
験の SDR，SIR改善量はいずれもシミュレーション実験
よりも小さくなった (シミュレーション実験では SNR= 0

で 4～5[dB]，SNR=5で 2～3[dB]の SDR改善が見られ
た)．これらの条件と本手法の性能との関係性については
さらに調査する必要がある．

5 まとめ

本論文では，伝達関数ゲイン基底NMFを適用して，実
環境において距離の異なる複数の遠方雑音を抑圧できる

か検証した．その結果，実環境において目的音源と雑音
源それぞれの伝達関数ゲインに差がある，すなわち目的
音源に対して雑音源が遠方であると見なせる状況で，シ
ミュレーション実験 [1]と同様に遠方雑音を抑圧すること
ができた．本手法はシミュレーション実験においてはそ
の有効性が確認されていたが，実環境においても背景雑
音抑圧に対して有効であることを確認した．
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