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Abstract

本論文では，内部雑音抑圧型ロボット音声対話
システムのために有効なマイクロホンアレー配置
について提案する．我々は既に，ハンズフリー音
声認識のための内部雑音抑圧手法として，独立成
分分析 (independent component analysis: ICA)
に基づくセミブラインド音源分離 (semi-blind
source separation: SBSS)と wiener filter (WF)
を統合した手法を提案している．本稿でははじ
めに，従来のマイクロホンアレー配置では SBSS
の雑音推定性能が劣化し，音声認識性能があま
り高くないという問題を示す．次に，内部雑音の
音源到来方位 (direction of arrival: DOA)を解
析し，内部雑音が 0°に定位することを示す．こ
の解析結果に基づき，マイクロホンアレーをブ
ロードサイドアレーからエンドファイアアレー
に回転させることを提案する．最後に，提案す
るマイクロホンアレー配置の有効性を確かめる
ためにシミュレーション実験を行った．従来に
比べて高い音声認識性能を有することを示す．

1 はじめに
人と音声コミュニケーション可能なパートナーロボット

では，ユーザから離れた位置にマイクロホンを設置して音
声認識を行うハンズフリー音声認識が必要不可欠である．
しかし，実環境下においては，周囲に存在する環境雑音や
残響，さらにはファンノイズやモータ音などのロボット自
身が発する内部雑音によって，音声認識性能が低下する問
題がある．そこで，著者らの一人である Evenらによって，
内部雑音測定用センサの観測信号を教師情報に用いる内部
雑音抑圧手法として，セミブラインド音源分離 (semi-blind
source separation: SBSS) [1]とwiener filter (WF) [2]を統
合した手法が提案されている [3]．SBSSとWFを統合し
た手法を Fig. 1に示す．この手法では，はじめに独立成分
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Figure 1: Block diagram of speech extraction method.

分析 (independent component analysis: ICA) [4]に基づ
く SBSSによって環境雑音と内部雑音を動的に推定する．
次に，推定した環境雑音と内部雑音を基に，マイクロホ
ンの観測信号にＷＦを適用することによって，各チャネル
毎に目的音声抽出を実現する．最後に，各チャネル毎の目
的音声抽出結果を遅延和アレー (delay-and-sum: DS) [5]

によって目的音声強調し，最終出力音声信号を得る．しか
し，ユーザがロボットの正面に立ち，かつロボットに設置
されているマイクロホンアレーがブロードサイドアレー
のとき，SBSSの雑音推定性能が劣化し音声認識性能があ
まり高くないという問題があった．
そこで本論文では，まず，従来のマイクロホンアレー

配置における SBSSの雑音推定性能があまり高くないこ
とを示す．次に，この原因を検証するために，内部雑音の
音源到来方位 (direction of arrival: DOA)について解析
を行い，内部雑音が 0°に定位していることを示す．この
結果から，ユーザがロボット正面に立ちロボットに設置さ
れているマイクロホンアレーがブロードサイドアレーの
とき，目的音声と内部雑音の DOAが 0°で重なることに
より十分な SBSSの雑音推定性能が得られていなかった
ことを確かめる．この知見に基づき，本稿では，SBSSの
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雑音推定性能を高めるためにロボットに搭載する直線上
マイクロホンアレーをブロードサイドアレーからエンド
ファイアアレーに回転させ，目的音声と内部雑音の DOA
を空間的に異なる方位にすることを提案する．最後に，提
案するマイクロホンアレー配置の有効性を確かめるため
に，シミュレーション実験を行う．提案法よって得られた
最終出力音声信号を Julius [6]によって機械音声認識を行
い，客観評価から提案法の有効性を示す．

2 セミブラインド音源分離を用いた目
的音声抽出

2.1 混合過程
本稿では，点音源で近似できる目的音声信号，点音源

で近似されない (非点音源)環境雑音信号，ロボットが発
する内部雑音信号が同時に存在する環境を想定する．こ
こで内部雑音信号とは，ロボットの筐体振動であると推測
される．ロボット内部に搭載されているサーボモータや
CPUファン等がロボットの筐体を振動させ，筐体に設置
されているマイクロホンアレーが振動し，その振動が雑
音として観測される．そこで，内部雑音測定用センサをロ
ボットの筐体に設置し，筐体振動である内部雑音信号を測
定する．想定する環境の混合過程と分離過程をFig. 2に

示す．以下では混合過程について説明する．

マイクロホン数を J，内部雑音測定用センサ数をLと
したとき，マイクロホンと内部雑音測定用センサにおけ
るそれぞれの観測信号は以下のように表現できる．

x(f, t) = h1(f)s(f, t) + ne(f, t) + H2(f)ni(f, t) (1)

r(f, t) = H3(f)ni(f, t) (2)

ここで，f は周波数帯域番号，t は時間フレーム番号
を表す．また，x(f, t) = [x1(f, t), . . . , xJ (f, t)]T はマ
イクロホンにおける観測信号ベクトル，ne(f, t) =
[n(e)

1 (f, t), . . . , n(e)
J (f, t)]Tは環境雑音ベクトル，ni(f, t) =

[n(i)
1 (f, t), . . . , n(i)

K (f, t)]T は内部雑音ベクトル (K は内部
雑音の音源数)，r(f, t) = [r1(f, t), . . . , rL(f, t)]T内部雑音
測定用センサにおける観測信号ベクトル，s(f, t)は目的音
声信号を表す．さらに，h1(f) = [h(1)

1 (f), . . . , h(1)
J (f)]T

は目的音声音源から各マイクロホンへの伝達関数ベク
トル，H2(f) = [h(2)

1 (f), . . . ,h(2)
K (f)] は各内部雑音

源から各マイクロホンへの伝達関数行列，H3(f) =
[h(3)

1 (f), . . . ,h(3)
K (f)] は各内部雑音源から各内部雑音

測定用センサへの伝達関数行列を表す．h
(2)
k (f) =

[h(2)
1k (f), . . . , h(2)

Jk (f)]T (k = 1, . . . , K)は k 番目の内部雑
音源から各マイクロホンへの伝達関数ベクトル，h

(3)
k (f) =

[h(3)
1k (f), . . . , h(3)

Lk(f)]T (k = 1, . . . , K)は k 番目の内部雑
音源から各内部雑音測定用センサへの伝達関数ベクトル
を表す．また内部雑音測定用センサは筐体振動のみを観測
することができ，空気振動である目的音声信号や環境雑
音信号をほとんど観測しないという特徴を持つ．そのた
め混合過程モデルでは，内部雑音測定用センサは空気振
動の成分を全く観測しないものとして定式化される．

2.2 セミブラインド音源分離に基づく雑音推定

ICA に基づく SBSS では分離行列 W i(f) (i = 1, 2, 3)
を用いて，目的音声と環境雑音の分離信号ベクトル
y(f, t) = [ys(f, t), yn(f, t)]T と内部雑音の分離信号ベク
トル q(f, t) = [q1(f, t), . . . , qK(f, t)]T を，各周波数毎に
以下の式で求めることができる [1]．

y(f, t) = W 1(f)x(f, t) + W 2(f)r(f, t) (3)

q(f, t) = W 3(f)r(f, t) (4)

ここで，ys(f, t) は目的音声推定信号，yn(f, t) は環境雑
音推定信号を示す．観測信号を分離する最適な分離行列
W i(f) (i = 1, 2, 3)は以下の反復学習式によって求めるこ
とができる．
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W
[k+1]
i (f) = W

[k]
i (f) − μΔW

[k]
i (f) (5)

ΔW
[k+1]
1 (f) = (I − 〈φ(y(f, t)[k])yH(f, t)[k]〉t)W [k]

1 (f)
(6)

ΔW
[k+1]
2 (f) = (I − 〈φ(y(f, t)[k])yH(f, t)[k]〉t)W [k]

2 (f)

− (〈φ(y(f, t)[k])qH(f, t)[k]〉t)W [k]
3 (f)

(7)

ΔW
[k+1]
3 (f) = (I − 〈φ(q(f, t)[k])qH(f, t)[k]〉t)W [k]

3 (f)
(8)

φ(·) は非線形関数ベクトルを表し，分離信号 y(f, t)，
q(f, t)のサンプルデータから，カーネルに基づくスコア
関数の推定により求める [7]．また，I は単位行列，μは
更新係数，〈·〉tは時間平均演算子，MHはM の複素共役
転置，·[k] は k 回目の反復学習であることを表す．また，
ICAにおける permutation問題は，確率密度分布推定と
DOA推定を組み合わせた手法を用いて解決している [8]．
ここで，非点音源雑音環境下において，ICAの目的音

声信号推定精度はあまり優れていないのに対して，雑音信
号推定精度は非常に高いことが知られている[9]．このよ
うな事実に基づき，ICAを雑音推定器として用いる．よっ
て，最適化された分離フィルタを基に以下の式を用いて，
環境雑音信号とマイクロホンで観測される内部雑音信号
の推定を行う．

x̂e(f, t) = W +
1 (f)[0, yn(f, t)]T (9)

x̂i(f, t) = −W +
1 (f)W 2(f)W +

3 (f)q(f, t) (10)

ここで x̂e(f, t) = [x̂(e)
1 (f, t), . . . , x̂(e)

J (f, t)]Tは推定環境雑
音ベクトル，x̂i(f, t) = [x̂(i)

1 (f, t), . . . , x̂(i)
J (f, t)]T はマイ

クロホン地点での推定内部雑音ベクトルを表す．

2.3 目的音声抽出
SBSSによって求めた推定環境雑音ベクトル，推定内部

雑音ベクトル，マイクロホンの観測信号ベクトルを用いて，
各チャネル毎にWFのゲイン係数設計と適用を行い，目
的音声抽出を実現する．以下でその処理の詳細を述べる．
抑圧すべき全ての雑音信号は推定環境雑音信号と推定

内部雑音信号の和で表され，これを用いて各チャネル毎
にWFのゲイン係数を設計する．

x̂n(f, t) = x̂e(f, t) + x̂i(f, t) (11)

gj(f, t) =
|xj(f, t)|2

|xj(f, t)|2 + β|x̂(n)
j (f, t)|2

(12)

ここで，x̂n(f, t) = [x̂(n)
1 (f, t), . . . , x̂(n)

J (f, t)]T は全ての推
定雑音ベクトル，gj(f, t)は jチャネルにおけるゲイン係
数，β は雑音抑圧の処理強度パラメータを表す．
最終的に，各チャネル毎にゲイン係数 gj(f, t)をマイク

ロホンの観測信号に適用することで，以下のように jチャ

ネルにおける推定目的音声信号 s
(WF)
j (f, t)を得る．

s
(WF)
j (f, t) =

√
gj(f, t)|xj(f, t)|2 xj(f, t)

|xj(f, t)| (13)

最後に，WFによって得られた各チャネル毎の推定目的音
声信号に対してDSをすることで，目的音声強調を行い最
終出力音声信号を得る．

sDS(f, t) = wDS(f, θU)T[s(WF)
1 (f, t), . . . , s(WF)

J (f, t)]T

(14)

wDS(f, θ) = [w(DS)
1 (f, θ), . . . , w(DS)

J (f, θ)]T (15)

w
(DS)
j (f, θ) =

1
J

exp (−i2π(f/N)fsdj sin θ/c) (16)

ここで sDS(f, t)は最終出力音声信号，wDS(f, θ)はDSの
フィルタ係数ベクトル，θUは DSの目的音声方位を表し，
ICAによって学習した分離行列から推定することが可能
である[10]．ここで fs はサンプリング周波数，dj (j =
1, . . . , J)はマイクロホン位置，N はDFT長，cは音速を
表す．

2.4 セミブラインド音源分離の問題点

従来のマイクロホンアレー配置では，SBSSの雑音推定
性能があまり高くないという問題があった．このことを
確かめるために，予備実験を行った．Figure 3に示す音
響環境で収録したインパルス応答をクリーン音声に畳み
込んだ信号を目的音声信号とした．この信号に対して，実
収録内部雑音信号における静止区間 (CPUファン雑音の
み)と目的音声信号の信号対雑音電力比 (signal-to-noise
ratio: SNR)が 20 dBになるように内部雑音信号を付加し
た．目的音声信号と動作区間を含んだ内部雑音信号全体に
おける入力 SNRは 16.6 dBである．さらに，目的音声信
号と環境雑音信号の入力SNRが 10 dBになるように実収
録の環境雑音信号を付加した．マイクロホンの素子数は
4，内部雑音測定用センサの素子数は 3，θm = 0°とした．

Figure 4に目的音声信号 10文において，SBSSを適用
したときの環境雑音信号と内部雑音信号による全ての雑
音信号におけるスペクトル歪み (spectral distortion: SD）
e(f)の平均値を示す．e(f)は以下の式で与えられる．

e(f) = 10log10(
1
J

∑
j

∑
t

|x(n)
j (f, t) − x̂

(n)
j (f, t)|2) (17)

ここで，x
(n)
j は j 番目のマイクロホン地点における真の

雑音信号ベクトルを表す．SDはスペクトルドメインにお
ける歪みを表しており，値が小さいほど歪みが小さく雑
音推定性能が良いことを表す指標である．Figure 4より，
低域の SDが大きく，SBSSの雑音推定性能が高くないこ
とが分かる．
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Figure 4: Spectral distortion between components of
true noise and estimated noise (averaged on channels
and utterances).

3 提案法
3.1 概要
本章では，SBSSの雑音推定性能が高くない原因を検証

し，その改善策を提案する．まず，内部雑音信号のDOA
を最小分散法 (minimum variance method: MV) によっ
て解析する．この解析より，内部雑音信号の DOAが 0°
に定位していることを示す．この結果から，従来のマイ
クロホンアレー配置では正面の目的音声信号と内部雑音
信号のDOAが 0°で重なり、十分な SBSSの雑音推定性
能が得られていなかったことを示す．この知見に基づき，
SBSSの雑音推定性能を改善するために有効なマイクロホ
ンアレー配置を提案する．

3.2 DOAに基づく内部雑音の解析
はじめに，内部雑音信号の DOAを解析する予備実験を

行った．実験における音響環境と条件は 2.4節と同じであ
る．ただしロボットの内部雑音に関しては，機械音やモー
タ音を含む異なる動作によって発生した 4種類について
検討を行う．
目的音声信号と内部雑音信号のDOAを解析するため

にMVを用いる．はじめに，マイクロホンの受音信号に
対してMVを適用したときの出力パワー P (f, θ) を以下
のように求める．

P (f, θ) =
1

aH(f, θ)R−1(f)a(f, θ)
(18)

R(f) = E[z(f, t)zH(f, t)] (19)

a(f, θ) = [a1(f, θ), . . . , aJ(f, θ)]T (20)

aj(f, θ) = exp (i2π(f/N)fsdj sin θ/c) (21)

ここで， a(f, θ)はステアリングベクトル, R(f)は共分散
行列，z(f, t) = [z1(f, t), . . . , zJ(f, t)]Tは受音信号ベクト
ルを表し，予備実験においては目的音声信号，もしくは
内部雑音信号を表す．さらに，E[·]は 平均値操作を表し，
ここでは時間フレームに対して平均値操作を行う．また，
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Figure 5: DOAs of internal noise: (a) type 1 target
speech, (b) type 2, (c) type 3 and (d) type 4.

各周波数毎に θ を −90°から 90°まで 1°ずつ変化させ，
|P (f, θ)|が最も大きくなったときの θを受音信号のDOA
とする.

4種類の内部雑音信号におけるDOAの結果をFigs. 5(a)，
(b)，(c)，(d)に示す．また，Fig. 5(a)には目的音声信号
のDOAの結果も示す．Figure 5より，内部雑音タイプに
よらず内部雑音信号の DOAが 0°に定位していることが
確かめられる．これは，ロボットに取り付けられたマイク
ロホンアレーで観測される内部雑音信号が，固体中を伝わ
る筐体振動であることが原因だと考えられる．一般的に，
固体中の音速は空気中の音速よりも 10倍以上速い．その
ため，各マイクロホンに入力する内部雑音信号の時間差
は非常に小さくなる．その結果，内部雑音信号のDOAは
0°になると考えられる．よって，従来のマイクロホンア
レー配置では Fig. 5(a)に示すように目的音声信号と内部
雑音信号の DOAが同じ方位になってしまう．

3.3 マイクロホンアレー配置の提案

ロボット音声対話システムでは，ロボットの正面にユー
ザが立っている状況を想定するのが一般的である．よって，
ロボットに搭載するマイクロホンアレーがブロードサイド
アレーの場合，Fig. 6(a)に示すように目的音声信号と内
部雑音信号のDOAが 0°で同じ方位になる．Figure 6(a)
の場合，ICAが目的音声信号に対して死角を形成すると，
同時に内部雑音信号も抑圧することになり，適切に内部雑
音信号を推定することができない．そこで，マイクロホン
アレー配置をブロードサイドアレーからエンドファイア
アレーに回転させることを提案する．これによって，マイ
クロホンアレーに同位相で入力する内部雑音信号の DOA
は，Fig. 6(b)のように，目的音声信号とは異なる方位に
マッピングされる．その結果，ロボット音声対話システム
におけるユーザとロボットの対面関係を保ったまま，目的
音声信号と内部雑音信号の DOAを空間的に異なる方位に
することができ，SBSSの雑音推定性能が改善すると考え

- 29 -



Target
speech

Internal
noise

Target
speech

Internal
noise

Robot Robot

Microphone array Microphone array
(a) (b)

Figure 6: (a) Conventional and (a) proposed microphone
array structures.

られる．本実験で用いている内部雑音抑圧型ロボットに
おける最適なマイクロホンアレー配置 (θm)を以下の実験
により評価する．

4 実験
4.1 実験条件
マイクロホンアレー配置の有効性を検証するために，

シミュレーション実験を行った．実験における音響環境
は，2.4節で示した環境と同じである．目的音声信号には，
Fig. 3で収録したインパルス応答を畳み込んだ日本語新聞
記事読み上げ音声コーパス (Japanese newspaper article
sentences: JNAS)のテストセット 100文 (女性発声)を用
い，内部雑音信号は前述の 4種類を用いた．目的音声信
号と内部雑音信号の入力 SNR は，内部雑音タイプ 1 が
16.6 dB，タイプ 2が 4.54 dB，タイプ 3が 0.39 dB，タ
イプ 4が 5.37 dBである．さらに，目的音声信号と環境
雑音信号の入力 SNRが 10 dBになるように実収録の環境
雑音信号を付加した．音声認識実験の条件を表 1に示す．
WFの処理強度パラメータ βは内部雑音タイプによらず 5
で固定した．以上の実験条件において，Fig. 3に示す θm

を−90°から 90°の範囲で計 11パターン変化させて実験
を行った．

4.2 実験結果
マイクロホンアレー配置を回転させたときの単語認識精

度，SD，雑音抑圧量 (noise reduction rate: NRR)，ケプ
ストラム歪み (cepstral distortion: CD)の比較を行った．
NRRは出力 SNR [dB]−入力 SNR [dB]で定義され，値
が大きくなるほど雑音抑圧性能が高いことを表す指標で
ある．また，CDはスペクトル包絡の歪み具合を表す尺度
で，値が小さいほど処理による歪みが小さいことを表す
指標である [11]．

Figure 7に音声認識実験の結果を示す．Figure 7より，
全ての内部雑音タイプにおいて θm = 60°のときのほう
が θm = 0°よりも単語認識精度が優れていることが分か
る．θm = 60°のとき θm = 0°に比べて，単語認識精度が
内部雑音タイプ 1では 14%，タイプ 2では 11%，タイプ
3では 7%，タイプ 4では 13%改善された．また，SBSS
地点における全ての雑音信号における SDを Figs. 8(a)，
(b)，(c)，(d)，最終出力音声信号におけるNRRとCDの

Table 1: 音声認識実験の条件

テストデータ JNASテストセット
(女性話者 23名 100文)

音声認識タスク 新聞記事読み上げ (語彙数: 20 k)
音響モデル 音素内タイドミクスチャーモデル

(phonetic-tied mixture model:
PTM) [12]に基づく

25 dBオフィス雑音重畳モデル
音響モデルの JNAS 260話者
学習データ (1話者あたり 150文)
認識デコーダ Julius ver. 3.5.1

Angle of microphone array [deg.]

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
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Figure 7: Word accuracy for all internal noise types with
different angles of microphone array.

結果を Figs. 9(a)，(b)に示す．Figure 8より，θm = 60°
のときのほうが SDが小さくなっており，SBSSの雑音推
定性能が改善されていることが分かる．また Fig. 9(a)よ
り，NRRはタイプ 3以外の内部雑音タイプではほとんど
性能が変わらないことが示されている．さらに Fig. 9(b)
より，CDは全ての内部雑音タイプにおいて小さくなって
いることが分かる．これらの結果から，従来のマイクロ
ホンアレー配置の場合，雑音推定性能が高くないことに
より，WFにおいて雑音信号を多く見積もり雑音抑圧され
たため，目的音声信号の CDが大きかったと考えられる．
しかし提案するマイクロホンアレー配置では，雑音推定
性能が改善されたことにより適切に雑音抑圧を実現する
ことができ，雑音抑圧性能を低下させずに CD値を改善
することができたと考えられる．

5 まとめ
本論文では，内部雑音のDOAが固体を伝わる振動であ

ることによって 0°に定位することを示した．この知見に
基づき，マイクロホンアレーの配置を回転させることを
提案し，音声認識実験によりその有効性を確認した．この
提案はロボットにおける内部雑音に限らず，同じように固
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Figure 8: Experimental results of spectral distortion of
internal noise: (a) type 1, (b) type 2, (c) type 3 and
(d) type 4 for cases of θm = 0°and θm = 60°.

体中を振動して伝わる車のロードノイズにも応用するこ
とができると考えられる [13]．
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