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Abstract: This paper describes a method of synchronizing microphones with independent A/D

converters using audio signals which come from multiple sound sources observed by the micro-

phones. The proposed model consisting a sound source model represented by a complex Gaussian

distribution, a spatial transfer model represented by a steering vector, and an observation model

represented by a spectrum warping matrix is constructed. Synchronization is realized as maximum

a posteriori estimation of model parameters for the observed audio signals.

1 はじめに

マイクロホンアレイは，複数のマイクロホンとA/D

コンバータ，およびコンバータを同期するためのクロッ
クを生成する発振器からなる音響信号録音装置である．
マイクロホンアレイを用いた音響信号処理では，録音
された信号が全チャネルの全サンプルで同期されてい
ることを前提に，音の伝わり方を表すステアリングベク
トルや空間相関行列を用いて音源方向に基づく音源定
位や音源分離などを実現する．独立したA/Dコンバー
タをもつ複数のマイクロホンを用いた場合はマイクロ
ホンアレイ音響信号処理を行うことはできない．同じ
メーカーの同じ製品であったとしても，録音された信号
のサンプルレベルでの同期は仮定できないためである．
本稿では，独立したA/Dコンバータをもつ複数のマ
イクロホンで録音された非同期音響信号の確率的生成
モデルによるチャネル間の同期および音源定位・分離
手法について述べる．確率的生成モデルは，音源スペ
クトルの生成過程を表す音源モデル，音源からマイク
ロホンへの伝達過程を表す空間伝達モデル，各マイク
ロホンのサンプリング周波数に基づいてスペクトルを
変調させるスペクトル伸縮モデルの 3つのモデルから
なる．同一の音響信号が異なるサンプリング周波数で
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動作する複数のマイクロホンで録音された場合，その
録音された音響信号は，サンプリング定理に基づいて
各々のサンプリング周波数でリサンプリングされたと
みなすことができる．リサンプリングは伸縮に相当す
る線形変換で近似できるため，音響信号のフーリエ変
換で得られるスペクトルもまた，元のスペクトルの伸
縮によって近似できる．この生成過程の逆問題を解く
ことにより，音響信号からサンプリング周波数と音源
スペクトルが推定され，音源定位と分離が実現される．

2 関連研究

非同期分散マイクロホンアレイ [1]もしくはアドホッ
クマイクロホンアレイ [2] に関する研究における主要
な課題は (1)マイクロホン位置推定，(2)音源位置推定
および分離，(3)チャネル間同期，である．課題 (1)は
マイクロホンアレイのキャリブレーションとも呼ばれ，
観測音エネルギーの差に基づく手法 [3,4]，位相差に基
づく手法 [5]，ビームフォーミングのクラスタリングに
基づく手法 [6]，双線型写像の解に基づく手法 [7]，到達
時間差 (time difference of arrival; TDOA) に基づく手
法 [8]，距離行列の低ランク性を利用する手法 [9]など
が報告されている．課題 (2)に関しては，TDOAに基
づく手法 [10]やチャネル間同期と同時に解く手法 [11]

が報告されている．(1)と (2)は類似の定式化が行える

一般社団法人 人工知能学会
Japanese Society for
Artificial Intelligence

人工知能学会研究会資料
JSAI Technical Report
SIG-Challenge-055-5

(11/22)

24



Sources
(Virtual)

Sync. microphones
(Actual)

Async. microphones

1

N

1

2

M

1

2

M
ω0

ω1

ω2

ωM

Source oscillator Independent oscillators

Spatial transfer Resampling /
Spectrum stretch

図 1: 非同期マイクロホンアレイで録音された音響信
号の生成過程．複数音源からの音響信号もしくはスペ
クトルは空間特性にしたがった変調を受けながら各マ
イクロホンに到達し，サンプリング周波数と時間オフ
セットによってリサンプリングを受ける．

ことを利用してこれらを同時に解く手法 [3,4]や SLAM

(simultaneous localization and mapping)の枠組みを
用いた手法 [12, 13] も報告されている．
課題 (3)に対しては，観測 TDOAに基づいて同期を
行う手法 [14]，サンプリング周波数のずれが線型な位
相変化を引き起こすことに基づく手法 [15]などが報告
されている．また，SLAMの枠組みに基づいてサンプ
リング周波数とマイクロホン位置を推定する手法 [16]，
サンプリング時刻のオフセットとマイクロホン位置を
推定する手法 [17]が報告されている．一方で，センサ
ネットワークの分野では，マイクロホン（センサ）間
の無線通信による同期を実現する手法が報告されてい
る [18–22]．
従来研究の多くは，環境からの雑音が十分に小さく
無視できるとの仮定の下でアレイの周囲からの拍手音
などを入力とすること，すなわち単独音が常に観測さ
れることを前提として，同期が実現できることを報告
している．ただし，環境からの雑音や外来音を制御で
きない実際の環境では，このような同期プロセスは実
用的ではない．本研究では，複数同時音源の混合音を
入力としたうえでマイクロホン間の同期を実現し，音
源定位および分離を行うことを目的とする．

3 手法

本節では，本稿で提案する非同期分散マイクロホン
の同期手法について述べる．提案する手法の入力と出
力は以下の通りである．

入力 非同期分散マイクロホンで録音された音響信号の
フーリエ変換で得られるマルチチャネルのスペク
トログラムX ∈ CMTF

出力 各マイクロホンのサンプリング周波数 ω ∈ RM

とオフセット τ ∈ RM

仮定 マイクロホンアレイから各方向に対するステアリ
ングベクトル glf ∈ CM は既知

さらに，これに基づく音源定位・分離手法についても
述べる．

3.1 音源モデル

音源スペクトルを sntf で表現する．nは音源のイン
デックス，tと f は時間フレームと周波数ビンを表す．
sntf は平均がゼロ，分散が σ2

s の複素正規分布から生成
される [23]とする．

sntf ∼ NC(0, σ
2
s). (1)

3.2 空間伝達モデル

M をマイクロホン数，ymtf をm番目の仮想的な同
期マイクロホンで観測されたスペクトルとする．マイ
クロホンの位置は既知であり，周波数領域での瞬時混
合過程にしたがって複数音源が観測される．ymtf は音
源スペクトル yntf と n番目の音源のステアリングベク
トル anf ∈ CM を用いて以下で表現される．

ymtf =

N∑
n=1

anfmsntf + ϵmtf (2)

ϵmtf は観測ノイズであり，複素正規分布NC(0, σ
2
y)か

ら生成されるとすると，ymtf もまた以下の複素正規分
布に従って生成される．

ymtf ∼ NC

(
N∑

n=1

anfmsntf , σ
2
y

)
. (3)

音源ステアリングベクトル anf について掘り下げ
る．空間は L 個の部分空間に分割されており，各部
分空間を代表する方向のステアリングベクトル glf =

(glf1, . . . , glfM )
Tが計測もしくは幾何計算により与えら

れているとする．音源はこれらの部分空間のいくつかに
またがって存在し，その存在比を rn = (rn1, . . . , rnL)

T

(0 ≤ rnl ≤ 1,
∑

l rnl = 1) とする．この存在比 rn を
用いて，音源ステアリングベクトル anf を以下で定義
する．

anf =

L∑
l=1

rnlglf (4)

存在比 rn の事前分布はディリクレ分布 D(α)とする．
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図 2: リサンプリング行列とスペクトル伸縮行列．
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図 3: 時間領域での信号のリサンプリングと周波数領
域でのスペクトルの伸縮の関係．

3.3 スペクトル伸縮モデル

サンプリングレート ω0 で録音された長さ L の音
響信号を y0 = (y0,0, . . . , y0,L−1)

T，同じ音響信号を
サンプリングレート ω1 で録音した音響信号を y1 =

(y1,0, . . . , y1,L−1)
T とする．y0,0 のサンプル時刻を 0，

y1,0 のサンプル時刻を τ1 とする．この τ1 はフレーム
のオフセットと解釈できる．同じ音響信号を録音して
いるため一方はもう一方のリサンプリングで表される
と考えると，y0と y1の間には以下の関係が成り立つ．

zmt =

T∑
t′=1

sinc

(
π

ω0
((t− 1)ωm + τm − (t′ − 1)ω0)

)
z0t′

(5)

sinc(t) =
sin(t)

t
(6)

これを行列形式で記述すると以下となる．

zm = Cmz0 (7)

B は以下で定義されるリサンプリング行列である．

Cm =

(
sinc

(
π

ω0
(tωm + τm − t′ω0)

))
t=0,...,T−1
t′=0,...,T−1

(8)

y0 と y1 をそれぞれ離散フーリエ変換して得られる
スペクトルを x0 と x1 とする．

x0 = Fz0, xm=Fzm (9)

F =
1√
T

(
e−

2πitt′
L

)
t=0,...,T−1, t′=0,...,T−1

(10)

したがって，上記を合わせると以下が成り立つ．

xm = Bmx0, Bm = FCmF−1 (11)

このAをスペクトル伸縮行列と定義する．図 2にリサ
ンプリング行列とスペクトル伸縮行列の例を示す．
伸縮されたスペクトル xmt は ymt の線型変換であ
り，ymtは式 (3)で示すように複素正規分布に従って生
成されるため，xmt もまた以下の複素正規分布に従っ
て生成される．

xmt ∼ NC
(
x̄mt, σ

2
yBmBH

m

)
(12)

x̄mt は音源スペクトル，ステアリングベクトル，スペ
クトル伸縮行列によって定まる xmt の予測値である．

x̄mt = Bm

(
N∑

n=1

an1msnt1, . . . ,

N∑
n=1

anFmsntF

)T

(13)

3.4 パラメータ推定と音源定位・分離

サンプリング周波数 ωm とオフセット τm の頑健な
推定を実現するため，これらの事前分布を導入する．

ωm ∼ N (ω̂m, σ2
ω), τm ∼ N (0, σ2

τ ) (14)

これにより，モデル全体は以下で表現される．

p(X,S,R,ω, τ ) (15)

=

T∏
t=1

M∏
m=1

p(xmt|s1t, . . . , sNt, R, ωm, τm)

N∏
n=1

T∏
t=1

F∏
f=1

p(sntf )

N∏
n=1

p(rn)

M∏
m=1

p(ωm)

M∏
m=1

p(τm)

パラメータと観測スペクトルの対数同時確率は以下で
表わされる．

log p(X,S,R,ω, τ ) (16)
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= −
M∑

m=1

T log |σ2
yBmBH

m|

−
T∑

t=1

M∑
m=1

(xmt − x̄mt)
H (

σ2
yBmBH

m

)−1
(xmt − x̄mt)

−
N∑

n=1

T∑
t=1

F∑
f=1

∥sntf∥22
σ2
s

+

N∑
n=1

L∑
l=1

α log rnl

−
M∑

m=1

(ωm − ω̂m)2

2σ2
ω

−
M∑

m=1

τ2m
2σ2

τ

+ const.

サンプリング周波数 ωm とオフセット τm の事後分
布は正規分布を提案分布としたメトロポリス法によっ
て推定する．音源方向 rnの事後分布はディリクレ分布
を提案分布としたメトロポリス・ヘイスティングス法
によって推定する．
音源スペクトル sntf の事後分布の推定，すなわち音
源分離は線型フィルタリングによって実現される．ス
ペクトル伸縮を補償する行列 B̄m はサンプリング周波
数とオフセットによって以下で定まる．

C̄m =

(
sinc

(
π

ωm
(tω0 − τm − t′ωm)

))
t=0,...,T−1
t′=0,...,T−1

(17)

B̄m = FC̄mF−1 (18)

この行列を観測スペクトル xmtに適用することで，伸
縮を補償したスペクトルが推定される．

ymt = B̄mxmt (19)

さらにウィーナーフィルタを適用することで，音源ス
ペクトルの推定値 ŝntf が得られる

ŝntf =
aH
nf

aH
nfanf

B̄mxmt (20)

4 評価実験

提案手法を評価するためシミュレーション実験を行っ
た．図 4に示すように，半径 10cmの円形 4チャネル
マイクロホンアレイを用いて，マイクロホンアレイの
中心から 300cmの距離に，5°刻みの位置にランダム
に音源を配置した．各音源の配置に対して，ステアリ
ングベクトルを幾何的に計算した．信号は同期された
状態で録音され，その後各マイクロホンのサンプリン
グ周波数に応じてリサンプリングすることで非同期的
に録音された観測音響信号を生成した．音源数N は 2，
同期状態のサンプリング周波数は 16kHz，フレーム長
は 512とした．音源スペクトルは複素正規分布から生
成されたホワイトノイズを用いた．

10cm

300cm

Mic1

Mic3

Mic0 0°180° Mic2

5°

90°

270°

図 4: 実験環境．

表 1: サンプリング周波数の組み合わせ
ID サンプリング周波数
S1 16010, 16000, 16000, 16000

S2 16010, 15990, 16000, 16000

S3 16010, 15990, 16005, 16000

S4 16010, 15990, 16005, 15980

表 2: サンプリング周波数推定の実験結果．値はそれぞ
れ推定されたサンプリング周波数の平均値（上段）と
その標準誤差（下段，括弧内）を表す．
組み合わせ ω0 [Hz] ω1 [Hz] ω2 [Hz] ω3 [Hz]

S1
16008.1 15997.4 15998.1 15997.2

(1.81) (1.78) (1.83) (2.05)

S2
16009.6 15990.5 16001.1 15997.8

(2.35) (3.19) (2.05) (2.48)

S3
16007.0 15991.0 16003.9 15996.9

(3.53) (3.89) (3.01) (3.33)

S4
16007.2 15993.4 16004.0 15980.0

(2.74) (2.81) (2.00) (4.90)

表 3: 音源方向の組み合わせ
ID 音源方向
D1 0◦, 60◦

D2 0◦, 90◦

D3 0◦, 120◦

D4 0◦, 150◦

表 4: 音源方向推定の実験結果．値はそれぞれ推定され
た音源方向誤差の平均値とその標準誤差（括弧内）を
表す．

組み合わせ 誤差の平均値（標準誤差）
D1 8.42◦ (3.40◦)

D2 11.0◦ (4.79◦)

D3 8.48◦ (3.69◦)

D4 8.50◦ (3.32◦)
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サンプリング周波数推定精度は，表 1に示すサンプ
リング周波数の組み合わせおよびランダムに与えられ
たオフセットと音源方向を用いて評価した．オフセッ
トと音源方向を既知として，メトロポリス法を用いて
サンプリング周波数の事後分布に従うサンプルを生成
し，事後確率が最大となるサンプルを推定値とした．
音源定位精度は，表 3に示す音源方向の組み合わせ
およびランダムに与えられたサンプリング周波数とオ
フセットを用いて評価した．観測スペクトルのサンプ
リング周波数とオフセットを既知として，音源方向の
重みパラメータをメトロポリス・ヘイスティングス法
で生成し，事後確率が最大となるサンプルを音源方向
の推定値とした．
実験結果を表 2および表 4に示す．サンプリング周
波数推定値の平均誤差は最大で 3.4Hzであり，提案手
法の有効性を一定の範囲で示している．16kHzからず
れたサンプリング周波数のマイクロホンが増えると，推
定値の標準誤差が増大している．音源定位誤差は D1,

D3, D4で類似した傾向を示し，平均誤差はおよそ 8.5

°であった．一方で， D2では他の組み合わせよりも大
きな誤差を示した．これは，音源からマイクロホンへ
の位相差がゼロとなる組み合わせが多くなったためだ
と考えられる．

5 おわりに

本稿では，非同期分散マイクロホンアレイでのスペ
クトル伸縮モデルに基づいてチャネル間の同期と音源
定位を行う手法について述べた．複数の音源スペクト
ルと観測スペクトルとの関係性を表すモデルを確率的
生成過程に基づいて表現し，その逆問題を解くことで
サンプリング周波数，オフセット，音源方向，音源ス
ペクトルを推定する．数値実験により，提案手法がサ
ンプリング周波数と音源方向を推定狩野であることが
示された．今後の課題は，低ランクもしくは深層学習
に基づく音源モデル [24, 25]を導入し音源分離を実現
することである．
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