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1 はじめに
近年，ブラインド音源分離 (BSS)に関する研究が

盛んに行われており，独立成分分析 (ICA)に基づく
多くの方法が提案されている [1]。一方，ICAに基づ
かない手法も提案されている [2]。各手法とも瞬時混
合や短いインパルス応答を含む混合に対しては非常
によく音源を分離することができるが，インパルス
応答が長い場合は必ずしもそうではなく，特に音響の
問題ではそれへの対応が課題となっている。

本報告では，直接音，初期反射音の到来方向 (DOA)
推定の結果からの空間的情報を用いた BSS法を提案
する。まず，マイクロホンアレー出力を求め，再最適
化を導入したMatching Pursuit [3] を用いて直接音
と反射音のDOAを推定する。異なった方向から来る
音をいくつかのグループに分類し，その結果から音
源・マイクロホン間の各インパルス応答，混合システ
ムを推定し，その逆システムにより信号を分離する。

2 DOA推定
まず，それぞれの周波数成分について遅延和法を

用いて方向 θ の関数としてマイクロホンアレー出力
P (θ)を求め，そのパワーの和で正規化する。さらに
全ての周波数成分について P (θ)を加算平均し，その
結果に対してMatching Pursuitを用いてピークピッ
キングし，直接音と反射音のDOAを推定する。この
Matching Pursuitでは DOAを決定する毎に再最適
化を行う。これらの過程の詳細を以下に示す。

2.1 アレー出力のパワーの計算

K個の音が到達し (K個の異なったDOAがある)2
個のマイクロホンがある場合，観測される信号は

X(ω, t) =

[∑K
k=1 H1k(ω)Sk(ω, t)∑K
k=1 H2k(ω)Sk(ω, t)

]
(1)

となる。ここで，H1kとH2k はそれぞれ k番目の音
源とそれぞれのマイクロホン間の伝達関数である。こ
の時，遅延和アレー出力のパワー P (θ, ω) の中で θに
依存する項 P̂ (θ, ω)のみを考えると，

P̂ (θ, ω) = 2Re
[
E

[ K∑
k=1

H1kH∗
2k|Sk|2

+
∑
l �=k

H1kH∗
2lSkS∗

l

]
exp(−jωτ )

]
(2)

となる。τ = d sin θ
c ，d はマイクロホン間距離，cは

音速である。k �= l の場合，Sk(ω)，Sl(ω)は独立で，
H1k(ωi)，H2l(ωi)も独立なので，P̂ (θ, ω) の周波数軸
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上の平均は

P̂avrg(θ) ≈ 1
N

N∑
i=1

[ K∑
k=1

2 · E[|Sk(ωi)|2
]

· Re
{
H1k(ωi)H2k(ωi)∗ exp(−jωiτ )

}]

=
K∑

k=1

P̂avrg(θ|θk) (3)

となる。N は周波数成分数，P̂avrg(θ|θk)は k番目の
音に対するアレー出力のパワーの周波数平均である。
H1k(ω) = exp(−jωτ1k)，H2k(ω) = exp(−jωτ2k)，
Sk(ωi) = Sk と仮定すると

P̂avrg(θ|θk) = 2E[|Sk|2]/N

·
N∑

i=1

Re
{
exp(−jωi(τ1k − τ2k + τ )) (4)

となる。ここで τ1k − τ2k = d sin θk

c ，θk は k 番目の
音の到来方向であり，θはステアリング方向である。

2.2 Matching Pursuitを用いたDOA推定
再最適化ステップ [4]を導入したMatching Pursuit

を用いて直接音，反射音の方向を推定する。i回の繰
り返しで得られた i個のDOAの角度を成分としたベ
クトルを

Θi = [θ̂1, · · · , θ̂i]T (5)
と定義する。Θ0 は空ベクトルである。DOA推定の
ためのMatching Pursuitを以下に示す。

1. 式 (4)をノルムで正規化したものを要素とする辞
書 D = {P̂avrgn(θ|θk)}−π

2 <θk< π
2
を定義する。

2. 初期化 e0(θ) = P̂observed(θ)，i = 1 を行う。

3. すべての θk に対して残差の計算を行う。

ei(θ|θk) = ei−1(θ) − αi−1(θk)P̂avrgn(θ|θk) (6)
αi−1(θk)は ei−1(θ)と P̂avrgn(θ|θk)の内積。

4. θk を選択する (DOA θ̂i を推定する)。
θ̂i = arg min

θk

∑
|ei(θ|θk)|2 (7)

5. Θi の再最適化と残差 ei(θ)の計算をする。

ei(θ) = e0(θ) −
i∑

l=1

αl(θ̂l)P̂avrgn(θ|θ̂l) (8)

6. もし 10 log{∫ e2
0(θ)dθ/

∫
e2
i (θ)dθ} < δ であれば

i = i + 1 としステップ 3へもどる。そうでなけ
れば終了する。ここで，δは終了基準である。

2.3 DOAの再最適化
L個の DOAの角度を成分とするベクトルを

Θ = [θ1, · · · , θL]T (9)



と定義する。L個のDOAの場合，残差ベクトル rは

r = e0 −
L∑

k=1

(p̂avrgn(θk)T · e0) · p̂avrgn(θk) (10)

となり，rのエネルギーを最小とするようにDOAを
最適化する。つまり，DOAの初期値の近傍において
rT ·rのローカルミニマムを勾配法を用いて見つける。
m回目の繰り返しにおいて，最適化された DOAは

Θ(m) = Θ(m−1) − µ
∂rT · r

∂Θ
(11)

となる。µはステップサイズパラメータである。

3 インパルス応答の推定と音源分離
推定された L個の DOAが 2個の異なった音源か

らのものと仮定し，L個の異なった音をそれらの相互
相関を用いて 2個のカテゴリーに分類する。もし L1

個の音がカテゴリー 1に分類され L2個の音がカテゴ
リー 2に分類されたならば，混合行列は時間領域に
おいて以下のように推定される。

Â =

[
Â11(t) Â12(t)
Â21(t) Â22(t)

]
(12)

Â1k(t) =
Lk∑
i=1

aki · δ
(
t − (D0 +

τki

2
+ Dki)

)
(13)

Â2k(t) =
Lk∑
i=1

aki · δ
(
t − (D0 − τki

2
+ Dki)

)
(14)

ここで，τ1i と τ2i はそれぞれの DOA iついてのマ
イクロホン間の時間差，D0 は直接音の初期遅延 (任
意)，D1i と D2i は直接音からの時間遅延 (相関を用
いて計算される。)，そして a1iと a2iはDOA推定の
結果 (式 (8)中の αi)から得られる振幅である。こう
して推定された混合行列の逆行列 B = Â−1 を計算
し，分離行列とする。

4 実験
コンピュータにより合成したデータと実空間での混

合の両方について音源分離を試みた。両条件ともマイ
クロホン間隔は 5cmである。コンピュータでの合成に
おける音源，マイクロホンの位置関係を図－ 1に示す。
信号は図に示される 4 方向から到達すると仮定した
が，この条件は 2個の独立な音源が存在し，それぞれ
の音源に対して 1個の直接音と 1個の反射音がある場
合と等価である。実空間でのデ－タは我々のオフィス
で録音したものを用いた。残響時間は約 0.76sであっ
た。使用したデ－タの標本化周波数は 44.1kHz，解析
区間長は 46ms，解析区間の移動は 23msとした。今
回，Noise Reduction Rate (NRR) [5]を用いて ICA
に基づく方法 [6]による結果と比較を行った。
図－ 2にコンピュ－タにより合成したデ－タに対す

るMatching Pursuitを用いた DOA推定の様子を示
す。横軸は音の到来方向であり，縦軸は到来する音の
パワ－である。1番上の線は観測されたパワ－ e0 を
示している。2番目の線は 1番目のDOAが推定され
た後の残差 e1を示している。同様に残差 e2，e3，e4

を示している。表－ 1に実験結果を示す。実空間での

デ－タに対しては終了基準 30dBに対して 10個の音
が見つかり，その残差 e10 はほとんど平であった。
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図－ 1: Mixture conditions.
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図－ 2: Matching pursuit iterations.

表－ 1: NRR values

Method NRR [dB]
artificial real-world

Conventional ICA 18.7 3.98

Proposed method 25.5 4.34

5 まとめ
今回，Matching Pursuitを用いた直接音，反射音

に対するDOA推定の結果からの空間情報を利用した
BSS法を提案した。コンピュ－タで合成した混合の
場合でNRRが約 7dB，実空間の場合で約 0.4dB改善
された。反射音の推定がより正確なものとなれば，実
空間の場合についてもより改善されると考える。この
点が今後の課題である。なお，本研究の一部は通信・
放送機構「国際共同研究助成」によるものである。
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