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論文の内容の要旨

論文題 目 ブ ライ ン ド信号源分離 に付加す る漏話抑制処理 に関す る研 究

本論文は Bl dS lSin, igna (itepara on BSS)処理 に付加する後処理 によって,目的音声

以外 の音声 (以下,漏話と呼ぶ)を抑制し,聞き取ることのできない音 声 -変換する手法 に

ついて述べたものである.

S

isigna

カクテルパーティ問題 を工学的 に解決する手法 にブラインド信 号源分離がある .BSの

研 究では,より良い S ltoNo eR S(iota NR)で分離信 号を抽 出することを目標 に,敬

S

(l iayssonenId dn epen en,多くの手法が提案されてきた.中でも tComp tAn

離性能を有することで注 目されている.更に,より高い分離性能を得るために ,BS処理 に

ICA)は高い分

付加 される後処理手法もまた,数多く提案されてきた.

ここで ,BSSの目的 について再度考え直してみよう .これまでの多くの研究では ,｢より良

いSNRで分離信 号を抽 出すること｣を目標 に据えている.しかし,実際にそれらの手法から

得 られる分離信 号を聴取すると,目的音声以外 の音 声 (漏話)も聞き取られてしまうことが

Sある.我 々の先 の研 究では,漏話の聞取り率を聴取実験 によって調査し ,BS処理 単独で

47.得られた出力信 号に含まれる漏話の聞取り率が 7 %にもおよぶことを示した.そこで著

者 らは ,｢分離音 声の音質劣化を認 める代わりに,漏話成分を強く抑制して,完全に聞き

取れなくすること｣を目標 として研 究を行った.

本論文は,漏 話音 声の聞取り防止を実現することを目標としたアルゴリズムを提案し,検

証を行った結果をまとめたものである.この目標が実現すれば,例えば遠隔会議システムに

おいて,相手側 に聞かれてはならない会話内容の遮断に役立つ.また,電話のような 1対 1

の通話 においても,偶然 同室した人の会話 内容を相手 に聞き取らせないという意味でのセ

Sキュリティ強化などにも役 立ち ,BS の応用 -更なる可能性を導くものと考える.

本論文は ,6章で構成 している.
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第 1章では研 究の背景 と目的 について述 べ,本論 文の概 要および構 成 についてまとめ

る.

第 2章では,カクテルパーティ問題 に関する説 明を行う.また,カクテルパーティ問題 を工

学的 に解決するアプローチであるBSSについて説 明する.ここで SBS手法として注 目されて,

いるICAについて説 明し,本研 究での前処理 として用いられる周 波数領 域 ICAについても

解説 する.また,周波数領域 ICA処理後 に残 される漏 話成 分 について定義 し,本研 究の

目標 を確認 する.さらには,BS処 理 に付加 される後 処理の従来法 について説 明する.まS

た などの性能評価 基準 に関しても述べ,従 来手法から見た本研 究 の位 置付 けに関RNS,
しても明確 にする.

第 3章では.線形 予測 分析 によって生成 された声道モデルを利用する漏話 抑 制手法 に

S,lterngnversS tpecru

ばれる.線形 予測分析 による声道 モデルは,音 声の生成 モデルと密接 な関係 があり フォ,

ルタを利 用することで,音声 のスペクトル構 造 に基づいた漏話成 分抑制 を効 率的 に行 うこ

lnveopm E eI eFll

ルマントに代 表 される特徴 パラメータを抽 出することができる.この手法では,線形 予測 フィ

とができる.本研 究では,漏話音 声の聞き取 り防止性 能を評価 する必 要がある.しかし, 

ついて説 明する.この手法 は (以下 EIF法 )と呼

などの定量 的評 価尺度では,その性 能を的確 に評価することができない.そこで定 量RNs
的な評価 に加 え.被 験者 を用 いた聴 取実験 を行 い,手法の有効性 を検 証する.

第 4章では EIF法をさらに高性 能化するためのアプローチである,低 次フィルタを用いS,

る方法 について説 明する.この手法 は S,

改善するためのアプローチである･ここでは,目的音 声のlひずみの発 生が 

EIF法 において問題 である目的音声のひずみを

Es,
合 成 フィルタリング処 理 に起 因するものと考 え,この処理 さこ低 次の線形 予測分析 によって

得 られたフィルタを導 入することを検討する.また,処理 による音 声 品質 向上を定 量的 に評 

IF法 における

y(PESQ)を用い音声 晶質を検証する.ltaihQuspeec

第 5章では,ブラインド信 号源 分離の出力信 号 に含 まれる漏話音 声のスペクトルを平た

ん化することで,漏 話音 声の聞き取り防止を行 う手法 について説 明する.漏 話音 声のみが

発 話 されている時刻 では,漏話音声 の聞き取 りを完全 に遮 断することが難 しい.これは,目

的音 声が存在 しないため,強 い抑制 によって弱 められた漏話音 声であっても聞き取りが比

較 的容易 であるためである.この章で説 明する手法では,漏 話音声 の音 声スペクトルを平

たん化することによって,漏話音 声のみが発 話 されている時刻での漏 話 の聞き取り防止を

達成 できることを示す .
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論文審査の結果の要 旨
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マイクロフォンで観 測される青信 号 には複数 の音源からの信 号が混在 している｡この観 測

信 号から何の前提 条件もなしに個 々の昔蔽からの信 号を分離 ･抽 出する手法としてブライン

dS lS
i lgna

igna
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inlB( SSSSBi :ontepara )が知 られている｡B の研 究では,より良ド信 号源 分離法 
NR)で信 号を分 離 ･抽 出することを目標 にして,数 多くの手法い 

A)は

高い分離性能 を有することで注 目されている｡さらに進んでより高い分離性能 を得るため

Id dnepenen( tC C
I
A l上:nayss
tomponen
が提案されてきた,中でも,独 立成分分析 

SB, S処理 に付加 される後 処理 手法もまた,数 多く提案 されている｡に 

SBSに関する従 来研 究では, SNR で分 離信 号を抽 出すること｣がこれらの ｢より良い 
BSSの 目標 になっていた｡しかし,実際の BSS手法から得 られる分離信 号 を聴 取すると,

目的音 声 以外の音声 (以 下,漏 話と呼ぶ)も聞き取られてしまうことがある｡実際 に漏話 の

SB,
47.

聞取 り率を聴取 実験 によって調 査 したところ S処理 単独 で得 られた出力信 号 に含まれ

る漏話の聞取 り率が7 %にもおよぶことが示 されている｡ここに本論文 の 目的である｢分離

音声 の音質劣化を認 める代わりに,漏話成 分 を強く抑制 して,完全 に聞き取れなくするこ

と｣の意 味がある0

本論 文 には,漏話音 声の聞取 り防止 を実現することを目標 としたアルゴリズムが提 案 され

ており,種 々の実験 を通 じて得 られた結果 の検 証がまとめられている｡本論 文 の掲 げる目標

が実現すれば,例 えば遠 隔会議 システムにおいて,秘 匿性 の高い会話 内容 の遮 断 に役 立

つ｡また,電話 のような 1対 1の通話 においても,偶 然 同室 した人の会話 内容 を相 手 に

聞き取らせないという意 味でのセキュリティ強化 などにも役 立ち,BSSの応 用 -更なる可能

性 を導くものと言 える｡

6本論文 は, 章で構成 されている｡

第 1章 には研 究の背 景 と目的が述べられており,本論 文の概 要 と構成 がまとめられてい

る.
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第 2章ではカクテルパーティ問題 に関する基本 的な内容 が概 説 されている｡また,カクテ

ルパーティ問題 を工学 的 に解決するアプローチである BSS についても説 明されている｡ 

BSS 手法として注 目されている ICA についての説 明 に続 いて､本研 究での前処理 として

用 いられる周波数 領域 ICA について解 説 されている｡また,周波数領域 CA 処理後 に

残 される漏話成 分 が定義 され,本研 究 の 目標 が何であるかが明確 に確認 されている｡その

上で BSS 処理 に付加 される後処理 としてどのような方 法が行 われているのか整理 して説

明されている｡このように,従来 手法から見た本研 究 の位 置付 けが明確 に記述 されている｡

第 3章では,線 形予測 分析 によって生成 された声道モデルを利 用する漏 話抑 制手法 が

I

説 明されている｡この手法 は S,iternglnversm E eI eFilnveop

呼 ばれている｡線 形 予測 分析 による声道 モデルは,音声 の生成 モデルと密接 な関係 があ

り フォルマントに代表 される特徴パラメータを抽 出することができる｡この手法では,線形予,

測フィルタを利 用することで音 声のスペクトル構 造 に基 づいた漏 話成分抑 制を効 率押 こ行

S tpecru (以 下 EIF法) と

うことができる｡本研 究では,漏 話音声 の聞き取 り防止性 能 を評価 する必要 があるが sNR

などの定量 的評 価 尺 度ではその性 能 を的確 に評価 することができないOそこで定量的な評

価 に加 え,被験者 を用 いた聴 取実験 を行 って提案 手法の有効性 を検証 している｡

第 4章では , SEIF 法 をさらに高性 能 化するためのアプローチとして低 次フィルタを用 い

S

るためのアプローチである｡ここでは目的 音 声のひずみの発 生 が 
る方 法が説 明されている｡この手法 は EIF 法で問題 となる目的音声 のひずみを改善す

S

-I

ィルタリング処理 に起 因するものと考えられており ,この処理 に低 次の線形予測 分析 によっ

て得 られたフィルタを導入することが検討 されているC加 えて,処理 による音声 晶質 向上 を

定量的 に評価 するため ,TU T 勧 告 

EIF 法 における合成フ

68p, 2で定められている評価 基準である 

P tercepua

ん化することで,漏 話 音声 の聞き取 り防止を行 う手法 が述べられているO漏話 音声のみが

l tvaua

る｡
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第 5章では,ブラインド信 号源 分離 の出力信 号 に含 まれる漏話 音声のスペクトルを平た

発話 されている時刻 では,漏話音声の聞き取 りを完全 に遮 断することが難 しい｡これは,目

的音 声が存在 しないため,強い抑制 によって弱 められた漏話音 声であっても聞き取 りが比

較 的容 易であるためである｡この事で説 明されている手法では,漏 話音 声の音声スペクト

ルを平たん化することによって,漏話音 声のみが発話 されている時刻 での漏話 の聞き取 り

防止 を達成 できることが示 されている｡

第 6章 は結論 であり ,本研 究の総括 と今 後 の課題 が述べられている｡

以上のように､本論 文 は漏 話 の完全抑圧 に向けた新たな手法を提案 してその有効性 を

実証 している｡よって､本論 文 は博 士 (工学)の学位論 文 として十分な価 値 を有するもの

と認 める｡

ESQ)を用 いた音 声 晶質 の検証 が実施 され




