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Abstract: 本稿は, 複数のマイクロホンアレイを用いた三次元音源位置の推定および追跡手法を提
案する. マイクロホンアレイによる信号処理は, 音源方向推定に用いられる技術として確立されてい
る. しかし, マイクロホンアレイをロボットやドローンに搭載して災害救助する際など, 音源方向に
併せて音源との距離の取得, 言い換えれば音源位置の取得が必要になる場合が存在する. そこで, 本
稿では各マイクロホンアレイが算出した音源方向尤度を統合することで得られる音源位置尤度を定義
し, 求めた音源位置尤度から音源位置の推定および追跡を行う. また, 数値シミュレーションを通じて
提案手法の有効性を検証し, 三角測量的アプローチで音源位置を追跡する他手法との性能比較を行っ
た. 提案推定手法は 5◦刻みの伝達関数を用いたとき, 20 m 離れた音源に対し, 平均推定誤差 2.45 m

と, 三角測量を用いた音源追跡手法の平均推定誤差より 3.25 m 小さく追跡することができることが
確認された.

1 はじめに

音環境理解の分野において, マイクロホンアレイを用
いた音源定位は盛んに研究が行われており, 例えば, 災
害現場で瓦礫に埋もれた要救助者探索などに応用が期
待できる有用な技術である. 一般に, 単独マイクロホン
アレイは音源方向の推定に用いられるが, 単独で用い
る代わりに複数マイクロホンアレイを用いることで音
源位置を推定する研究が盛んに行われている. 複数マ
イクロホンアレイを用いて音源を観測することで, 音
源を多角的に観測することができ, 音源方向以上の情
報が得られる上, 移動音源をリアルタイムで追跡する
ことができるというメリットがある. 複数マイクロホ
ンアレイで音源位置を推定する手法として, 複数マイ
クロホンアレイから得た音源方向を元に三角測量する
Brandsteinらの手法 [1] や Danielらの手法 [2] が挙げ
られる. 三角測量的アプローチは音源が遠方にあるほ
ど, 外れ値となるような三角測量点が現れ, 結果的に位
置推定誤差が大きく現れてしまう問題がある. そこで,
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山田らはこれまで, 三角測量を用いた音源位置推定に
加え, Gaussian Sum Filterを用いて外れ値となるよう
な三角測量点を無視するような音源追跡手法を提案し,

数値シミュレーションにおいて, Brandsteinらの手法
より低い位置推定誤差で推定することを確認した [3].

しかし, 音源方向推定段階で大きな誤差が発生した際
に, 三角測量点が距離方向に大きなずれて発生し, 音源
位置の追跡が困難になってしまうことが屋外実験を通
じて分かった [4]. そこで, 本稿では, 音源方向推定を
介さず, 各マイクロホンアレイで求められる音源方向
尤度をもとに直接音源位置の尤度を求め, 音源位置推
定を行う手法を提案する. これによって, 音源位置が遠
方にあったり, 音源方向指定の分解能が低かったりして
も, 音源位置の推定誤差, 特にマイクロホンアレイから
音源への距離方向の推定誤差を抑えられることが期待
できる.

本稿は, 2節で提案手法を説明し, 3節では数値シミュ
レーションによる提案手法の有効性の評価を行う. 最
後に, 4 節にまとめ, 今後の課題を記す.
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2 音源尤度からの三次元音源追跡

本稿は, 複数マイクロホンアレイから算出した音源方
向の尤度を元に, 音源位置の三次元位置の推定および追
跡を行う. 一般に単独マイクロホンアレイは音源方向
の推定に用いられるが, 複数マイクロホンアレイを用い
れば, 各マイクロホンアレイの方向推定戦略を統合す
ることで, 音源位置推定が可能となる. これまで山田ら
は, 複数のマイクロホンアレイが推定した方向より三角
測量を行うことで音源位置を推定する手法を報告して
いるが, 三角測量を用いるアプローチは音源位置が遠方
にある場合やマイクロホンアレイの伝達関数の分解能
が低い場合に, 著しい推定誤差を起こしたり三角測量
が出来なかったりする問題がある. そこで本稿では, 各
マイクロホンアレイにて音源方向を推定するかわりに,

音源方向推定に用いられる音源方向尤度を三次元音源
位置尤度に変換する処理を施すことで, 三角測量を介さ
ない音源位置推定を実現し, 遠方音源に対する位置推定
誤差の抑制を試みる.

2.1 問題設定

本稿では, 複数のマイクロホンアレイを用いて単音源
を追跡することについて考える. マイクロホンアレイ
はN 個存在し, それぞれ

MA1, . . . ,MAN

と定義する. 各マイクロホンアレイは三次元空間上を
移動・回転をすることができ, あるマイクロホンアレイ
MAn の時刻 tにおける状態を

mn(t) = [mT
n,xyz,m

T
n,ϕθψ]

T (1)

mn,xyz = [xn(t), yn(t), zn(t)]
T (2)

mn,ϕθψ = [ϕn(t), θn(t), ψn(t)]
T (3)

とおき, 既知であるとする. xn(t), yn(t), zn(t)はMAn
の中心の 3次元位置座標を指し, ϕn(t), θn(t), ψn(t)は
それぞれMAn のロール, ピッチ, ヨー角を指す. また,

各マイクロホンアレイはM 個のマイクロホンから構成
されており, MAnに収録される音響信号は時間領域で
sn(t) ∈ RM と記述する. 音源は一つのみ存在し, 点音
源であると仮定する. この音源の三次元座標は,

e(t) = [xe(t), ye(t), ze(t)]
T (4)

とする. 本稿で取り組む問題は, 各マイクロホンアレイ
状態mn(t)と収録信号 sn(t)から音源位置 e(t)を一定
時間おきに推定することで, 音源軌跡を推定することで
ある.

2.2 追跡手法説明

これまで, マイクロホンアレイを用いて音源方向を推
定する際は, 各方向において音源が存在する尤もらしさ
P (ϕ, θ) ϕは方位角, θは仰角)を算出し, 最も P (ϕ, θ)が
大きくなる方向が音源方向であるとしている. この各
マイクロホンアレイで得られる方向尤度 P (ϕ, θ)を三
次元位置に対する尤度に変換することで音源位置を推
定することが提案手法のアプローチである. 本手法は
Tk おきに音源位置を推定する. つまり, Tk 秒おきに推
定音源軌跡を更新する. 三次元空間上にグリッド点を
設け, 各グリッド点にて各マイクロホンアレイが算出す
る方向尤度 P (ϕ, θ)を考慮に入れた評価関数を求める
ことで, 音源位置に対する尤度を表現する. 各行程の詳
細は以下に記述する.

2.2.1 音源方向尤度の算出

音源方向に対する尤度と見なせる指標は多数報告さ
れている.　 2つのマイクロホンで TDOA (Time Dif-

ference Of Arrival)を推定する手法の一つである CSP

法 [5]で用いられる CSP係数や, Delay-and-Sum ビー
ムフォーマから求める空間スペクトルは, マイクロホン
アレイから見た方向をパラメータに持つスカラー量で
あり, 一般に音源が存在する方向にピークが立つ性質を
持つ [6]. 本稿では, 3つ以上のマイクロホンで構成され
るマイクロホンアレイを想定し, Delay-and-Sumビー
ムフォーマによる空間スペクトルより鋭いピークを音
源方向に出すMUSICスペクトルを音源方向尤度とし
て用いることを考える. MUSIC法 [7]とは, 空間相関
行列が張る固有空間を解析手法であり, 目的音源の部分
空間と雑音部分空間の直交性を用いて音源の方位・仰角
を推定する手法である. 角周波数 ω,方位角 ϕ,仰角 θの
音源からマイクロホンアレイへの伝達関数を a(ω, ϕ, θ)

とすると, (ϕ, θ)における空間スペクトル P (ϕ, θ)は

P (ϕ, θ) =
1

ωH − ωL + 1

ωH∑
ω=ωL

a(ϕ, θ)Ha(ϕ, θ)

a(ϕ, θ)HE(ω)E(ω)Ha(ϕ, θ)

(5)

で表せる. ただし, Eは空間相関行列において雑音部分
空間が張る固有ベクトル行列であり, ωL, ωH はそれぞ
れ空間スペクトルの評価に用いる角周波数の下限と上
限である. 空間スペクトル P (ϕ, θ)はMUSICスペクト
ルとも呼ばれ, 一般に方向推定をする際は, MUSICス
ペクトルがピークを取る方向を推定方向とする. 本稿
ではMAn で求めたMUSICスペクトルを Pn(ϕ, θ)と
記述し, MAnにおける音源方向に対する尤度であると
見なす.
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2.2.2 音源位置尤度への変換

各マイクロホンアレイで算出した音源方向尤度Pn(ϕ, θ)

を用いて, 音源位置尤度を表現することで, 音源位置を
推定する. 具体的には, 想定される三次元空間をグリッ
ド状に分割し, 各グリッド点ごとに音源位置尤度を求
め, 最も音源位置尤度が大きいグリッド点を推定音源位
置とする. あるグリッド点 iの座標を

gi = [xi, yi, zi]
T (6)

とし, あるマイクロホンアレイMAnの中心からグリッ
ド点 iまでの方位角, 仰角をそれぞれ ϕni, θni とおく.

方向 (ϕni, θni)は, ベクトルmn,xyz −giを極座標変換
することで得られる. あるグリッド点 iにおける音源
位置尤度 L(gi)は以下の式のように定義する.

L(gi) =
∑
n

P (ϕ̃roundni , θ̃roundni ) (7)

ϕ̃roundni = round(ϕ̃ni), θ̃roundni = round(θ̃ni) (8)cos ϕ̃ni cos θ̃nisin ϕ̃ni cos θ̃ni
sin θ̃ni

 = R−1
n

cosϕni cos θnisinϕni cos θni
sin θni

 (9)

ここで, round(·)は伝達関数 a(ω, ϕ, θ)の方位角・仰角
の分解能に合わせて方向 (ϕni, θni) を丸める関数であ
り, Rn はMAn の姿勢を表す回転行列である. つまり,

各マイクロホンアレイから見たグリッド点 iへのの方
向を算出し, その各方向に対応する音源方向尤度を足し
合わせた値を, グリッド点 iの音源位置尤度としている.

2.2.3 音源位置推定と追跡

全てのグリッド点において音源位置尤度を求めたあ
と, 最大値を取るグリッド点を推定音源位置とする. こ
のように推定音源位置を求めると, 推定音源位置は必ず
どれかのグリッド点上に求められる. よって, グリッド
点間隔が大きい場合, 最終的に推定される音源軌跡は大
きく振動するような軌跡になる. そこで, 移動平均フィ
ルタやカルマンフィルタを用いてスムージングするこ
とで, スムージングしない場合と比べてより良く音源軌
跡を推定することができる. この効果は, 次節『数値シ
ミュレーション』で確認できる.

3 数値シミュレーション

提案手法の有効性と性能を検証するために, MATLAB R⃝

を用いて数値シミュレーションを行った. また, 他の三
次元追跡手法もMATLAB R⃝で実装し, シミュレーショ
ン結果を比較することで提案手法の性能を評価する.

3.1 シミュレーション内容

図 1 のような三次元空間上を点音源が z = 0で等速
円運動をしているシナリオを考える. 点音源は以下の
ダイナミクスに従って等速円運動を行い, ホワイトノイ
ズを出力している.

e(0) = [5, 0, 0]T (10)

ė(t) =
[
−π
5
ye(t),

π

5
xe(t), 0

]T
(11)

音源位置は Tk = 0.1秒おきに推定し, 計 10秒間シミュ
レーションを行った. マイクロホンアレイは 4つ用意
し, 各マイクロホンアレイの状態は表 3 に記されてい
る. マイクロホンアレイは 16 ch の球形マイクロホン
アレイであり, 44.1 kHz, 24 bit で収録を行う. また,

三次元空間上の,

−6m ≤ x ≤ 6m

−6m ≤ y ≤ 6m

−5m ≤ z ≤ 5m

の範囲に, 0.1 m おきにグリッド点を定義し, 各グリッ
ド点で音源位置尤度L(gi)を求めることで, 各時刻の音
源位置を推定する. 本稿では, マイクロホンアレイ-音
源間の距離, 伝達関数の刻みが各音源追跡手法に与え
る影響を考察するために, 音源との距離が 10 m の場合
と 20 m の場合, 伝達関数が 1 ◦刻みの場合と 5 ◦刻み
の場合と異なるシナリオを用意し, 計 4種のシナリオ
に対してシミュレーションを行う.

また,提案手法の性能を他の既存手法と比較するため,

複数マイクロホンアレイを用いて三角測量的に音源位置
推定を行うLI (Linear Intersection)法 [1]と, LI法にガ
ウス和フィルタを加えることで外れ値となるような三角
測量点を無視するMT-GSFT (Multiple Triangulation

and Gaussian Sum Filter Tracking) 法 [3] を実装し,

シミュレーションを行った. また, 音源位置推定を行っ
たあと, スムージングをすることによる性能の変化を
考察するため, 移動平均フィルタを用いて音源軌跡を
スムージングする場合としない場合の両方についてシ
ミュレーションを行った.

3.2 シミュレーション結果・考察

図 1,2 はそれぞれマイクロホンアレイ-音源間距離が
10 m かつ伝達関数が 1◦刻みの場合と, 距離が 20 m か
つ伝達関数が 5◦刻みの場合シミュレーション結果であ
る. 両図より, 提案手法は真の音源軌跡周辺を推定でき
ていることが分かる. また, 推定音源位置と真値間の
ユークリッド距離を推定誤差として, 各シナリオにおけ
る各手法の平均推定誤差と最大推定誤差を求め, 表 1,2
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図 1: マイクロホンアレイの高さが 10 m, 伝達関数が 1◦ 刻みの場合の音源位置追跡結果（左図は俯瞰図, 右図は
上から見た図）

図 2: マイクロホンアレイの高さが 20 m, 伝達関数が 5◦ 刻みの場合の音源位置追跡結果（左図は俯瞰図, 右図は
上から見た図）
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表 1: 音源位置推定誤差（伝達関数が 1◦ 刻みの場合）
高さ 10 m 高さ 20 m

平均誤差 [m] 最大誤差 [m] 分散 [m2] 平均誤差 [m] 最大誤差 [m] 分散 [m2]

提案手法 0.99 2.41 0.32 2.12 5.16 1.37

提案手法 + 移動平均フィルタ 0.53 1.57 0.13 1.25 4.16 0.61

MT-GSFT 1.45 2.03 0.11 1.88 3.66 0.23

LI 0.94 2.16 0.35 3.11 15.31 5.45

表 2: 音源位置推定誤差（伝達関数が 5◦ 刻みの場合）
高さ 10 m 高さ 20 m

平均誤差 [m] 最大誤差 [m] 分散 [m2] 平均誤差 [m] 最大誤差 [m] 分散 [m2]

提案手法 2.04 5.64 1.92 3.21 5.33 2.39

提案手法 + 移動平均フィルタ 1.69 3.45 0.65 2.45 5.31 1.72

MT-GSFT 1.47 2.32 0.17 5.70 6.56 1.19

LI 1.36 4.78 0.91 3.67 22.83 8.76

表 3: 各マイクロホンアレイの状態. 高さ zn はシナリ
オによって異なる.（10 m or 20 m）
マイクロホンアレイ 状態 [m,m,m, rad, rad, rad]

MA1 [ 0.5, 1.5, ∗, 0, 0, π]

MA2 [ 1.5, 0.5, ∗, 0, 0, 3π/2]
MA3 [−0.5,−1.5, ∗, 0, 0, 0]

MA4 [−1.5,−0.5, ∗, 0, 0, π/2]

にまとめた. 表 1, 2 より, 提案手法に移動平均フィル
タを組み合わせることで, 特に距離が 20 m の場合に推
定誤差を他手法と比べて小さく抑えられることが分か
る. また, 移動平均フィルタの導入より, 音源軌跡のバ
ラつきが抑えられたことが, 図 1,2の軌跡の形と, 表 3

の分散の減少から確認できる.

マイクロホンアレイ-音源間の距離が大きくなるにつ
れ, どの手法も特に距離方向の推定誤差が大きくなって
いることが確認された. また, 伝達関数の刻みが大きく
なると,　同様に距離方向の推定誤差が大きくなること
が確認された. これはいずれの手法も, 音源が遠方にあ
るとき, 方向推定の微小な誤差が位置推定に大きく影響
を与え, 距離方向にずれてしまう特性を持つからである
と考えられる.

マイクロホンアレイ-音源間の距離が 20 m かつ伝達
関数の刻みが 5◦ のとき, MT-GSFTは著しい推定誤差
を示している. これは, MT-GSFTは前ステップで求め
た三角測量点と近しい位置にある三角測量点付近を推
定する傾向にあることと, 三角測量は伝達関数の分解能
が低いほど観測が不得意な領域が大きく現れることに
起因すると考えられる. 提案手法は, グリッド点が十分
に三次元空間を網羅していれば, このような三角測量的
なアプローチに見られる観測が難しい領域が現れるこ
とがないため, 伝達関数の刻みが大きくなっても, 伝達

関数の刻みが小さい場合と比べた推定誤差の増分は小
さく抑えることができたと思われる.

4 終わりに

本稿は, 複数マイクロホンアレイにおける音源方向尤
度を元に, 三次元音源位置の推定および追跡を行う手
法の提案をした. 提案手法の有効性を数値シミュレー
ションによって検証したところ, 三角測量的に音源位置
を推定する他手法に比べて, マイクロホンアレイ-音源
間の距離の増大や, 伝達関数の刻みの増大による推定
誤差の増加を抑えられる効果があることが確認できた.

提案手法の複数音源に対する拡張や, 音源位置尤度の分
布を応用した音源ダイナミクスの推定が今後の課題で
ある.
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