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Abstract

われわれは，被災地等での要救助者の探索を目的

に，UAV (Unmanned Aerial Vehicle)搭載マイ

クロホンアレイを用いた音源探査の研究を行って

いる．これまで，屋外実環境での使用を想定し，

さまざまな音源定位手法を提案してきた．しか

し，これらの手法は，雑音耐性とリアルタイム性

がトレードオフの関係にあった．被災地等での音

源探査の場合，雑音耐性とリアルタイム性の両

者が重要であり，それらを同時に満たす手法の開

発が必要である．本稿では，MUSIC (MUltiple

Signal Classification)法に基づく，アクティブ周

波数レンジフィルタを用いた音源定位手法を提

案する．本手法では，単純な四則演算のみを用

いたフィルタを使用することで，雑音耐性とリ

アルタイム性を確保する．計算機シミュレーショ

ンによる評価を行った結果，以前の手法に比べ，

定位性能・処理遅延ともに優位性を示すことが

できた．

1 はじめに

屋外環境での音響処理に関する研究は，計測分野などさま

ざまな応用が考えられるため，さかんに行われている．わ

れわれは，JST ImPACT タフロボティクスチャレンジの

極限音響チームにおける研究開発活動の一環として，これ

までに培ってきたロボット聴覚技術 [1]を用いて，被災地

等での要救助者の探索を目的に，UAV (Unmanned Aerial

Vehicle)搭載マイクロホンアレイを用いた音源探査の研究

を行っている．こうした手法を確立できれは，上空から広

範囲かつ迅速に被災者の音声を探査する有効な手段がで

きると考えられる．これまで，動的に変化するUAVの自

己雑音を抑制するさまざまな音源定位手法の提案や [2, 3]，

屋外実環境において実時間で音源探査を行うシステムの

開発を行ってきた [4, 5]．しかし，これらの手法は，雑音

耐性を高めると計算コストが大きくなるためリアルタイ

ム性が失われ，リアルタイム性を高めると雑音耐性が低く

なるといった，トレードオフの関係にある．また，機械学

習の一種である LSTM (Long Short Term Memory)を用

いて，周波数方向のマスクを作成するという手法も提案さ

れているが [6]，計算コストが大きく，リアルタイム性を

確保できない．本研究では，音源探査システムの組み込み

システム化の検討も行っているため [7]，組み込みボード

でも処理が行えるよう，組み込みボードでも処理が行える

ような計算コストの小さい，リアルタイム性と雑音耐性

の両者を満たす音源定位手法の開発が必要である．そこ

で本稿では，MUSIC (MUltiple Signal Classification)法

[8]に基づく，単純な四則演算のみを用いたアクティブ周

波数レンジフィルタを用いた音源定位手法を提案し，従来

手法と比較することで音源定位性能の評価と考察を行う．
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2 音源定位手法

本章では，本稿で扱う音源定位手法について述べる．

2.1 SEVD-MUSIC法

音源定位において多く用いられる，一般的なMUSIC法で

ある SEVD-MUSIC (MUSIC based on Standard Eigen

Value Decomposition)法のアルゴリズムを示す．M チャ

ンネル入力音響信号の f フレーム目をフーリエ変換して

得られる Z(ω, f)から，以下のように相関行列R(ω, f)を

定義する．

R(ω, f) =
1

TR

f+TR−1∑
τ=f

Z(ω, τ)Z∗(ω, τ) (1)

ここで，ωは周波数ビン番号，TRは相関行列の計算に用

いるフレーム数，Z∗は Z の共役転置である．次に，f 番

目のフレームに対して，fs前のフレームから，TN フレー

ム分の信号は雑音区間であると仮定して，雑音の相関行列

K(ω, f)を求める．SEVD-MUSIC法では，こうして得ら

れた R(ω, f)を固有値展開して固有ベクトルを計算する．

R(ω, f) = E(ω, f)Λ(ω, f)E∗(ω, f) (2)

ただし，Λ(ω, f)は降順に並んだ固有値を対角成分に持つ

行列，E(ω, f)は Λ(ω, f)に対応する固有ベクトルを並べ

た行列である．これと，UAV座標系での音源方向 ψに対

応した伝達関数 G(ω, ψ)を用いて MUSIC空間スペクト

ル P (ω, ψ, f)を計算する．

P (ω, ψ, f) =
|G∗(ω, ψ)G(ω, ψ)|∑M

m=L+1 |G∗(ω, ψ)em(ω, ψ)|
. (3)

ただし，Lは目的音源数，em は，E に含まれる m番目

(1 ≤ m ≤M)の固有値ベクトルを表す．また，ψはUAV

に対する方位角 θ，仰角 ϕから ψ = (θ, ϕ)と定義する．こ

のようにして得られた P (ω, ψ, f)を，音源方向を推定す

るために以下のように ω方向に平均する．

P̄ (ψ, f) =
1

ωH − ωL + 1

ωH∑
ω=ωL

P (ω, ψ, f) (4)

なお，ωH，ωL は使用する周波数ビンの上限と下限に対

応したインデックスである．P̄ (ψ, f)に対して閾値処理，

ピーク検出を行い，得られたピークに対する ψ を音源方

向として検出する．

SEVD-MUSIC法では，雑音に対する耐性が低いが，計

算コストが小さいため，処理遅延が少ないという特徴が

挙げられる．また，ωH，ωLを目的音源に応じ狭帯域に設

定することで雑音耐性を高めることもできるが，異なる

周波数特性を持った目的音源が複数あった場合，対応する

ことができない．

2.2 iGSVD-MUSIC法

われわれは，これまで屋外音環境特有の問題を解決する

ため，MUSIC 法を拡張した音源定位手法を提案してき

た．その一つとして，MUSIC法に一般化特異値展開を導

入した iGSVD-MUSIC ((MUSIC based on incremental

Generalized Singular Value Decomposition)法 [3]が挙げ

られる．iGSVD-MUSIC法では，時間変化する雑音に対

応するため，逐次的に雑音モデルを推定し，雑音モデルを

用いた白色化により，音源定位性能の向上を図る．

以下にそのアルゴリズムを示す．iGSVD-MUSIC法で

は，f 番目のフレームに対して，fs前のフレームから，TN
フレーム分の信号は雑音区間であると仮定して，雑音の

相関行列K(ω, f)を求める．

K(ω, f) =
1

TN

f+fs∑
τ=f−fs−TN

Z(ω, τ)Z∗(ω, τ) (5)

iGSVD-MUSIC法では，フレームごとに雑音が推定でき

るため，動的な雑音変化に対応できることができる．Rの

左からK−1を掛けることで，雑音成分を白色化する．こ

うして得られたK−1(ω, f)R(ω, f)を一般化特異値展開し

て特異値ベクトルを計算する．

K−1(ω, f)R(ω, f) = Yl(ω, f)Σ(ω, f)Y
∗
r (ω, f) (6)

ただし，Σ(ω, f)は降順に並んだ特異値を対角成分に持つ

行列，Yl(ω, f)，Yr(ω, f)は Σ(ω, f)に対応する特異値ベ

クトルを並べた行列である．ここから，SEVD-MUSIC法

と同様に，MUSIC空間スペクトルP (ω, ψ, f)を計算する．

P (ω, ψ, f) =
|G∗(ω, ψ)G(ω, ψ)|∑M

m=L+1 |G∗(ω, ψ)ym(ω, ψ)|
(7)

ただし，ym は，Yl に含まれるm番目の特異値ベクトル

を表す．このようにして得られた P (ω, ψ, f)を，Eq. 4と

同様に，ω方向に平均する．その後，閾値処理，ピーク検

出を行う．

iGSVD-MUSIC法では，UAVのローター音など時間変

化する雑音を抑制することができる一方，計算コストが

大きく，2 s以上の遅延が発生することがわかった [5]

2.3 アクティブ周波数フィルタを用いた音源定位手法

の提案

上記の 2つの手法は，雑音耐性とリアルタイム性がトレー

ドオフの関係にあり，実環境で音源探査を行う場合，両者

を満たす手法の開発が必要である．そこで，MUSIC法に

おける，使用する周波数レンジをアクティブに変化させ

る手法を提案する．SEVD-MUSIC法をベースに，Eq. 4

における ωH，ωL を状況に応じて変化させることで，雑

音に対する耐性とリアルタイム性を確保する．

アルゴリズムを以下に示す．f 番目のフレームに対し

て，fs 前のフレームから，TN フレーム分の信号は雑音
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区間であると仮定して，雑音の周波数スペクトル Znをフ

レーム間，チャンネル間の平均から求める．

Zn(ω, f) =
1

TN ·M
∑
m

f−fs+TN∑
τ=f−fs+1

Z(ω, τ) (8)

得られたZnと現在の周波数スペクトルZの差分から，評

価関数 J(ω, f)を算出する．

J(ω, f) = Z(ω, f)− Zn(ω, f) (9)

J は，雑音に対する各周波数のパワーの変化量を意味す

る．つまり，J の値が大きい周波数は目的音源によるもの

と考えられる．そこで，J が最も大きい周波数 ωJ (f)を

求める．

ωJ(f) = argmax
ω

J(ω, f) (10)

得られた ωJ から，使用する周波数レンジを決定する．

ωH = ωJ +
fw
2

(11)

ωL = ωJ − fw
2

(12)

ここで，fw は周波数レンジの大きさである．fw は目的

音源の周波数特性を考慮し，可能な限り小さく設定する．

そうすることで，雑音の影響を抑制する．このように算

出された ωH，ωL を用いて，SEVD-MUSIC法による処

理を行う．以降，本手法をAFRF-MUSIC (MUSIC using

Active Frequency Range Filter)法と呼ぶ．

AFRF-MUSIC法では，fw を狭帯域に設定することで

雑音への耐性が期待できる．また，アクティブに周波数レ

ンジを変化させるため，異なる周波数特性を持った複数

の音源が存在した場合にも対応することができる．さら

に，本手法では，SEVD-MUSIC法に加えて単純な四則演

算のみを使用しているため，計算コストが小さく，処理遅

延が少なくなり，リアルタイム性を確保できる．

3 検証実験

3.1 実験方法

計算機シミュレーションにより，音響信号を作成し，各音

源定位手法を行うことで，定位性能評価を行った．探査対

象の音源として，周波数特性の異なる，笛の音と人の声

の 2種類を用いた．これらの音源を用いて，方位角 θ を

−180◦～180◦，仰角 ϕを−90◦～0◦の範囲で，5◦刻みで各

方向から到達した場合の信号をシミュレーションにより作

成する．また，雑音として実際のアレイで収録した UAV

のローター音を加え，信号のSNR (Signal-to-Noise Ratio)

はを 20～−20 dBの間で変化させ，各音源定位手法により

信号処理を行う．マイクロホンアレイには，Fig. 1(a)に

示される，球形のマイクロホンアレイを用いる．本マイク

ロホンアレイはカスケード接続された 12 chのMEMSマ

Microphone array

Counterbalance
weight

12 microphones

(c)

-0.06 -0.03 0 0.03 0.06
 x [m]

-0.06

-0.03

0

0.03

0.06

 y
 [

m
]

-0.06 -0.03 0 0.03 0.06
 x [m]

-0.06

-0.03

0

 z
 [

m
]

(a)

(b)

Fig. 1: (a) Microphone array, (b) UAV with microphone

array, (c) coordinates of microphone positions in the mi-

crophone array.

イクロホンで構成され，Fig. 1(b)のように UAVのアー

ムの先に接続し，使用する．各マイクロホンのアレイは，

Fig. 1(c)のように球形の筐体の下半球に配置されている．

探査対象音源，アレイで収録したローター音のスペクト

ログラムを Fig. 2に示す．笛の音は 2.5～3 kHzにパワー

が集中していることがわかる．また，声は 850 Hz 付近

が最もパワーが大きく，約 4 kHzまで倍音が存在してい

る．ローター音の周波数帯域は広域に渡っているが，特

に 2 kHz以下の成分が大きい．作成した音響信号を，前

述の各音源定位法にて処理を行う．アルゴリズムの実装

には，ロボット聴覚オープンソースソフトウェア HARK

(Honda Research Institute Japan Audition for Robots
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Fig. 2: Spectrograms. (a) Whistle, (b) voice, (c) noise

of UAV recorded by microphone aray.

with Kyoto University)1[9]を用いた．MUSIC法で用い

る伝達関数 (Eq. 3における G)については，幾何計算で

算出した．各方向・各音源につき，周波数レンジを 500–

3000 Hzに設定した SEVD-MUSIC・iGSVD-MUSIC，レ

ンジを 2500–3000 Hzに設定した SEVD-MUSIC，AFRF-

MUSICの 5つの手法を用いて MUSICスペクトル P を

各 250フレーム算出し，評価を行った．AFRF-MUSICに

おける fw は 500 Hzに設定した．本稿では，Fig. 3に示

すように方位角 θ，仰角 ϕを設定し，MUSICスペクトル

の評価を行う．

3.2 実験結果

実験結果について述べる．SNR が 0 dB の場合に算出

された MUSIC スペクトルの一例を Fig. 4 に示す．(a)

が SEVD-MUSIC (500–3000 Hz)，(b)が iGSVD-MUSIC

1http://www.hark.jp/
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Fig. 3: Setting of azimuth angle θ and elevation angle ϕ.

(500–3000 Hz)，(c)，(d) が SEVD-MUSIC (2500–3000

Hz)，(e)が AFRF-MUSICによる結果である．また，音

源として，(a)，(b)，(c)，(e)は笛の音，(d)は声を用い

ている．Fig. 3に従ってプロットされており，カラーバー

で各方向からの音のパワーを示している．また，音源の

方向は θ = −30◦，ϕ = −45◦ に設定している．Fig. 4(a)

に示されるように，周波数レンジを大きく設定した場合

の SEVD-MUSICでは，音源方向にピークが確認できる

ものの，MUSICスペクトルに UAVのローター雑音が大

きく現れているため，定位精度に大きく影響が出ると考え

られる．iGSVD-MUSICを用いた場合，Fig. 4(b)のよう

に雑音が大きく抑制され，音源方向に鋭いピークを確認

することができる．また，SEVD-MUSICにおける周波数

レンジを，笛の周波数特性を考慮し，2500–3000 Hzと設

定した場合，Fig. 4(c)のように，ピークの鋭さはないが，

ローター雑音を抑制することができている．このことか

ら，周波数レンジを狭帯域に設定することで雑音耐性を

確保することが可能であるとわかる．しかし，このように

固定の周波数レンジを用いると，周波数特性の異なる声

が音源の場合，Fig. 4(d)のようにピークがほぼ確認でき

なくなることから，2種類以上の異なる音源が存在した場

合に定位性能が低下してしまう．AFRF-MUSICを用いた

場合，使用する狭帯域周波数レンジが適切に設定される

ため，Fig. 4(e)に示されるように，レンジを 2500–3000

Hzに設定した SEVD-MUSICと同様の結果になる．また，

AFRF-MUSIC では音源の周波数特性に応じてレンジが

変化するため，異なる音源が存在する場合であっても定

位性能が低下しにくいと考えられる．

3.3 考察

各手法を用いた場合の音源定位の正解率による定位性能の

評価を行った．MUSICスペクトルの最大ピークの方向が，

音源の設定方向と一致した場合に正解とし，笛の音・声を

用いたすべての方向からのシミュレーション音源にて処

理・ピーク探査を行い，正解率を算出する．Fig. 5が算出

12
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Fig. 4: MUSIC spectra. (a) whistle sound using SEVD-MUSIC (500–3000 Hz), (b) whistle sound using iGSVD-

MUSIC (500–3000 Hz), (c) whistle sound using SEVD-MUSIC (2500–3000 Hz), (d) voice using SEVD-MUSIC (2500–

3000 Hz), (e) whistle sound using AFRF-MUSIC.

した各手法の正解率である．横軸が SNR，縦軸が正解率で

ある．周波数レンジを広帯域に設定した SEVD-MIUSIC

では，SNRが低下するとともに，正答率も低下している

ことがわかる．iGSVD-MUSICでは，SNRが-10 dBまで

は正解率が 100 %に近く，-20 dBの場合でも 80 %を超え

ている．このことから，雑音耐性が非常に高いことがわか

る．また，レンジを狭帯域に設定した SEVD-MUSICで

は，SNRが 0 dB以下の場合には広帯域の SEVD-MUSIC

と比べ正解率が高いが，SNRが 0 dB以上の場合には 70

%程度となっている．これは，周波数レンジを狭くするこ

とで雑音を抑制するため，SNRが低い場合には有効的で

あるが，笛の音に応じてレンジを設定したため，音源が声

の場合の正解率が低下し，SNRが高い場合でも 100 %に

はならない．AFRF-MUSICでは，雑音を抑制し，さらに

複数の種類の音源がある場合でも，それぞれに応じた周

波数レンジが設定されるため，iGSVD-MUSICよりは正

解率は低いものの，近い値となっていることがわかる．

また，処理遅延を計測することで，リアルタイム性の評

価を行った．各手法の処理遅延をTable 1に示す．iGSVD

が最も遅延が大きく，3 s以上の遅延が発生していた．また，

広帯域に設定した場合と狭帯域に設定した場合の SEVD-

MUSICについて，遅延は使用する周波数レンジの大きさ

に比例して大きくなることがわかっている [5]．今回の実

験の場合でも，広帯域に設定した場合と比べ，狭帯域に

設定した場合は遅延が少なく，リアルタイム性が高くなっ

ている．AFRFの場合，fw を 500 Hzと設定しているた

め，計算コストは狭帯域に設定した SEVD-MUSICとほ

ぼ変わらず，遅延もほぼ同程度である．

これらの結果から，AFRF-MUSIC の定位性能は雑音

耐性の高い iGSVD-MUSICと同程度，遅延は計算量の少

ない，狭帯域に設定した SEVD-MUSICと同程度である

ことから，雑音耐性・リアルタイム性の両者を満たす音源

定位手法として有用性が確認できた．本実験では単一の

レンジを用いたが，複数のレンジを同時に使用するといっ

た拡張もできるため，同時に発話されている複数音源へ

の対応も可能であり，今後検討を行っていく予定である．

4 おわりに

本稿では，リアルタイム性と雑音耐性の両者を満たす音源

定位手法の開発を目的に，MUSIC法に基づく，アクティ

ブ周波数レンジフィルタを用いた音源定位手法を提案し

た．最も計算コストの小さい SEVD-MUSICをベースに，

単純な四則演算のみで構成されるアクティブ周波数レン

ジフィルタを適用した AFRF-MUSICを開発し，リアル
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Fig. 5: Success rate of localization.

Table 1: Success rate of localization.

Algorithm Delay [s]

iGSVD-MUSIC 3.219

SEVD-MUSIC (500–3000 Hz) 0.533

SEVD-MUSIC (2500–3000 Hz) 0.194

AFRF-MUSIC 0.204

タイム性と雑音耐性を確保した．評価実験により，その有

用性が確認できた．しかし，本手法では fsフレーム前の

信号を雑音として扱うため，目的音源が fsフレームを超

えた場合，差分として目的音源が検出されない場合があ

る．また，UAVの飛行中のような環境が変わりやすい場

面では，環境やノイズによるパラメータチューニングが

難しく，定位性能が低下する可能性がある．今後は，パラ

メータチューニングの自動化について検討を行っていく予

定である．
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