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音源定位技術が切り開くサルの生態と会話における未解決問題
Sound localizations reveal the unsolved issues of primate vocal
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Abstract: サル類は，群れを形成しその中でコミュニケーションする点で，ヒトとの類似性が高
い．音声によるコミュニケーションを分析すると，発声者間のやり取りの時間規則性は，会話と類似
する傾向が確認され，個体間の「会話」頻度の計測可能性は，音声コミュニケーションに基づいた社
会ネットワーク分析の良い研究対象となる．本稿では，テナガザルの歌を例題としてマイクロフォン
アレイとロボット聴覚技術を利用することで，サルの群れ社会のなかで運用される音声の社会生態学
的な役割を明らかにする試みと将来性について論じる．

1 ヒトの会話とサルの「会話」
分類学上，ヒトは霊長類 (サル類)の一種に分類される
哺乳類である．脳の構造という点も含め身体設計にお
いて高い相同性を保持しながら多くの共通点が見られ
る．行動や心理現象，さらには群れと言った社会は，基
本的に身体と生理などの生物基盤の上で実現されてい
る現象である．そのため，行動や社会などの化石に残
らない「人らしさ」については，サルの行動や脳機能，
社会や生態の適応状況などの証拠と比較して，その進
化と起源を推定する方法が有力となる．中でも，ヒト
の会話は，個体間で言語活動を相互作用させる行為と
言える．ここでいう言語活動とは，表象や意図を記号
化する思考だとすれば，そのような記号変換行為はサ
ルでは困難であるため，サルではヒトと同じ会話行為
は見つからない．こうしたヒト固有な言語活動を排除
すれば，共通成分としては，個体間の信号のやり取り
が残る．そして，その信号のやり取りの規則性を客観
的に解析すると，ヒトの会話と共通する規則が発見で
きることが知られてきた [1]．
ヒトとサルの発声のやり取りのなかで，共通する

規則性として客観的に定義できるのは，時間的規則性
である [1]．古くは，Sacks と Schegloff, Jefferson が，
ヒトの会話における話者交代現象を単純な時間的規則
によって定義した [2]．二者間の発話のやり取り，時間
の流れに着目すると，その発話の時間間隔 (inter-call
intervals)の生起頻度の分布は，1秒以内の短時間に最
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頻値を示す．誰かが話したのち，「返事」や「相槌」は
一定時間以内に応答する，という規則である．サルの
発声にも同じ傾向が発見できる．サルは群れを形成し，
空間的なまとまりを維持して，森の中を移動する．特
定の意味を記号的に符号化し，情報をやり取りする発
話とは異なり，サルの発声は個体間の空間的な位置確
認を行い，凝集性を保つ生態学的な役割があると考え
られている．二個体間の発声のやり取りを分析すると，
類似した時間規則性が確認できる (図 1)．実際のとこ
ろ，これらの現象は飼育室でくらすサルでも，声のや
り取りが確認できる，同様の時間規則が確認できる [1]．
こうして，サルの発声を検出し，時間間隔を評価する
ことで，コミュニケーションを頻繁にとりあう関係性
が客観的に評価できる．

2 サル研究での様々な問題
霊長類研究者は，発声のやり取りの時間的規則の会話
との類似性に着目し，個体間の会話関係についての研
究を実施してきた．例えば，飼育下でのリスザルの研
究によると，親和的な個体（個体間の距離が近いなど）
どうしほど，音声コミュニケーションの頻度が高いと
いう [3]．一方で，野生ニホンザルの会話分析では，普
段毛づくろいなどの身体接触が少ない個体同士でむし
ろ音声コミュニケーションが頻繁であるという，逆の傾
向も報告されている [4]．飼育下のピグミーマーモセッ
トの研究では，鳴き交わす個体間で，音声の特徴が似
てくるという報告がある [5]．母子間のやり取りという，
特別な関係性に着目した会話分析も研究例として存在
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図 1: サルの発声の時間間隔には一定の最頻値が存在
する．この値を境界として，音声に対する反応かどう
かを客観的に定義することができる．

する．飼育下のコモンマーモセットの母子間の音声コ
ミュニケーションの研究では，会話頻度とコドモの音
声発達との間に相関関係が見られる (より「会話」す
る母子では，コドモの音声が素早く発達する)[6]．母子
が同時に発声する時間的規則が，発達に伴い変化する
という報告も，複数のサル種で存在する [7, 8]．このよ
うに，発声者間のやり取りの頻度，すなわち，「会話頻
度」，は，霊長類の社会性を評価するような良い指標
の一つであると言える．一方で，このような「会話頻
度」が十分に調べられてきたとは言えないのも事実で
ある．一連の先行研究の背景には，発声者情報の特定
が必要不可欠な技術となる. しかし，これには方法的
に極めて困難な作業であった．例えば，野生下の研究
では，発声者の特定は観察者の技術と判断に依存する．
典型的でわかりやすく，目視で確認もできる状況での
み，２者間での発声やり取りを記載できるが，多くの
観察データは発声者特定が困難であり，分析に利用で
きるデータは限られる．飼育下でのやり取りについて
は，マイクロフォンを首輪などの形で装着させる方法
で特定することが手段の一つとして考えられるが，動
物への負担などの面で，必ず採用できるとは限らない．
音声コミュニケーションに基づく，社会ネットワーク
の評価は，サルの社会維持や音声発達という面で，重
要性が認識されているが，方法の困難さから十分な評
価がされていない．

3 応用問題としての類人猿歌の音源
位置特定

発声者を特定し会話を可視化することは，重要な問題
でありながら，未だ十分な形で取り組まれているとは
言えない．サルの群れ社会での音声が，彼らの空間移
動や集団凝集性と関わる媒体として生態学的に機能し
ているのであれば，群れ内と群れ間での音声コミュニ
ケーションの全体像を把握することは，彼らの集団行
動を理解する上で極めて重要であろう．
そこで，テナガザル類の歌に着目した我々の近年

の取り組みについて紹介する．主に，マイクロフォン
アレイによる録音とロボット聴覚技術 HARK(Honda
Research Institute Japan Audition for Robots with
Kyoto University)[9, 10]を用いた，テナガザル歌の音
源定位問題についての予備的な報告をする．

3.1 生物学的背景
テナガザルが会話可視化の良い例題として選んだ理由
となった，いくつかの行動学的な特徴について述べる．
テナガザルは，主に東南アジアに生息するサルの仲間
である．ヒトに近縁なサル類として類人猿が知られて
いるが，テナガザルも類人猿に分類される [11]．ただ
し，チンパンジーやゴリラ，オランウータンといった
大型類人猿とは異なり，体重は 5kgから 10kg程度と
小柄なことから，小型類人猿と言われる．小柄な体格
は，樹上生活によく適応している．ほとんどの時間を
熱帯雨林の樹上 30mの場所で暮らし，枝から枝に腕渡
りしながら落下せず暮らしている．社会も特徴的であ
る．群れの中心は，オトナメスとオトナオスの夫婦で
あり，その夫婦で 1 km2程度の広さの縄張りを防衛す
る．その夫婦には，２年から３年おきにコドモを１頭
が生まれる．コドモは８歳ごろまでは，その家族で暮
らし，性成熟後群れを移出し，新しい家族を形成して
いく．このように，夫婦に数頭のコドモが共にある，核
家族を形成する．家族関係は，敵対的とされる．つま
り，縄張りを家族間で防衛する．
彼らは，「歌」を歌うことで知られている [12]．ここ

でいうテナガザルの「歌」とは，連続的な発声のこと
である．多くのサル類の発声は，「単発」であり，連続
的な発声はあまり見られない．しかし，テナガザルは，
系列的な規則性を伴った発声をする (図 2)．この系列
規則性は，種に特異的とされる．すなわち，種に応じ
て歌の系列的な特長があることが知られている．さら
に，この歌の系列的な特長は，雌雄差があることがわ
かっている．すなわち，オスの歌とメスの歌が存在す
る．核家族を形成するテナガザルの家族の中で，夫婦
ではデュエットとしてやり取りをすることが知られて
いる．夫婦間のデュエットの生態学的な機能としては，
二つ提唱されている．一つは，夫婦間の絆の強化とさ
れる．よく唱和することで，夫婦の関係性を強化する
と考えれている．もう一つは，縄張り防衛機能である．
森林内では，複数の家族が連続的に暮らしている状況
となる．家族は縄張りを持つが，お互いの家族デュエッ
トを歌い合い，縄張りの防衛に役立っていると考えら
えている．このデュエットは，多くのテナガザルで毎朝
早朝に見られる．大変興味深いことに，歌は一旦開始
されると２時間以上継続することが多い．さらに，歌
は群れの縄張り防衛の役割を果たすことからも，音は
2 km 程度と，かなり長距離まで到達する．まとめる
と，以下のような特徴があると言える．

• 歌は家族単位で長時間連続的に鳴く．

• 歌はオスとメスで特徴があり音響的に区別できる．

• 歌は種によって特徴が異なり歌の特徴から種を区
別できる．

• 歌は２キロ程度届くため，遠くからの歌による観
測が可能である．

こうした，生物学的な特徴は音源定位を扱う問題とし
て，大変有望な可能性を有していると考えられた．そ
こで，我々は，まずテナガザルが飼育されている集団
ケージを対象に，歌の可視化可能性について検討した．
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図 2: テナガザルの歌のサウンドスペクトログラム．図
は，テナガザルの一種であるボウシテナガザルのオス
の歌．こうした歌声が，長時間にわたって観察できる．

3.2 対象
対象は，タイ国 Krabok Koo Wildlife Breeding Cen-
ter(以下，センターとする)で飼育されているテナガザ
ルを対象に実施した．録音は，2019年 1月に実施した．
センターでは，3m x 10m x 5m程度のケージに，一

つの家族が飼育されるケージを配置してテナガザルを
飼育していた．そして，そのケージは，10個が連続し
た形で配置され，それぞれに家族 (1-4頭が暮らしてい
る)が飼育されていた．そこで，10連ケージを一つを
対象し，歌の発声時の音源定位を試みた (図 3)．

図 3: 10連ケージを正面から撮影．正面に，マイクロ
フォンアレイが三脚にのせて設置されている．

3.3 装置
音源定位に利用する録音には市販されている 8chマイ
クロフォンアレイ (TAMAGO-03, System-In-Frontier
Inc. Tokyo, Japan) を利用した．図のように，10 連
ケージに対し，3台を挟み込むように配置した (図 4)．
録音にはRaspberry Pi 3を利用し，スマートフォンの
Wi-Fiテザリングを利用して簡易ネットワーク環境を
構築した上で，時刻同期と録音制御を sshを経由して
制御・実施した．

3.4 予備的分析
図 5は，10連ケージの個体の鳴き声を定位するために
設置した，同じ側にある 2つのマイクロフォンアレイ
の録音を用いて予備的分析を行った例である．2019年
1月に行った録音のうちの一日分，早朝からの約 8時
間の録音を採用した．
図 5(a)は片方のマイクロフォンアレイ（図中印の

ついたもの）を用いて音源到来方向を推定した例であ
り，図 5(b)は，そのうち約 2分のスペクトログラム，

図 4: 10 連ケージとマイク配置の位置関係の模式図．
レーサー測位により，マイク位置とケージのは位置関
係を測位した．単位はm．

MUSICスペクトル，定位音源情報（矩形）を示してい
る．MUSICスペクトルの算出には鳥類の鳴き声音源定
位ツールHARKBird[13]を利用しテナガザルの鳴き声
のみを抽出しやすいように 500-1800Hzの周波数域を
対象とした．音源定位情報は，各時刻におけるスペク
トルのピーク（図中の点）をクラスタリングして算出
した．これは，現環境ではMUSICスペクトルのノイ
ズや揺れが大きいため，時間と方位の空間においてば
らつきながらも集中して存在するピークを音源として
抽出することを狙った．その結果，同図下段のように，
異なる方位で交互に定位される音源が抽出され，その
パターンが上段のスペクトログラムにおける鳴き声の
周波数パターンと概ね対応する状況を確認した．これ
は，前述の個体間における会話を抽出できることを示
唆している．同時に，図 5(a)からは，時刻によって複
数の方向で音源が繰り返し定位され，上記のような会
話が断続的に生じている可能性示している．
図 5(c)は，両マイクロフォンアレイが同時に定位

した音源の方向から三点測量の要領で位置を定位でき
た音源を，時間経過に伴って色を変えながらプロット
したものである．ケージ内で音源が集中する領域が複
数見られ，一部のケージ内の個体が頻繁に鳴き声を発
したことが示唆される．その他，ケージを挟んで反対
側に設置したマイクロフォンアレイからは，10連ケー
ジの個体に加え，隣接するケージの個体の鳴き声も観
測され，ケージ間での相互作用の分析の可能性も示唆
された．また，音源定位結果の重複状況から一個体に
よる単独の鳴き声の抽出が可能であることも示唆され
た．しかし，ノイズの大きい環境である上に鳴き声が
複雑であり，個体間の間隔もごく小さいため，高い精
度で個体・集団レベルの鳴き声相互作用を抽出するに
は更なる工夫が必要な状況にあるといえる．

4 将来に向けた展望
飼育下とはいえ，東南アジア地域の不安定なネットワー
ク環境および電源環境でのマイクロフォンアレイによ
る録音は，様々な困難に直面する．短期間での実装に
は，安価なリチウムイオン電池やラズベリーパイに代
表される簡便な録音装置開発環境の登場，またスマー
トフォンでも実装可能な簡易ネットワークなど技術面
での運用のしやすさの向上が関与している．今回の取
り組みでは，3台の録音装置を用い，同期録音を試みた
が，10台程度の環境構築も不可能ではない．実際，筆
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図 5: HARKで予測した音源到来方位を利用して 10連ケージ内の個体の鳴き声を抽出した一例．予備的段階で多
くの雑音等が含まれる状況に基づく結果だが，明瞭な歌信号の特定も数多く存在する．

者たちの研究グループは，10台以上のマイクロフォン
アレイによる同期録音を試み，一部データを得ている．
ケージという場所の情報が明らかである環境でもあり，
環境計測を合わせて進めることで，音源定位の精度向
上，最終的にテナガザル家族間の会話の可視化の実現
が期待できる．
さらに，テナガザル固有の問題にも，こうした音源

定位技術は将来有望な技術の一つと認識している．筆
者は 10年ほど前に，インドネシア・スマトラ島にて，
長期間に渡り，生態調査をおこなっていた．その調査
では，毎朝早朝に，森に調査仲間とともに出かけ，尾根
に登り歌の聞こえる方位と時刻を，GPSと録音機を用
いて，ひたすら地図上に記録していた．観察者の計測
位置をGPSにより取得し，歌の聞こえる時刻・方位を
時計とコンパスによって記録した．複数人の調査デー
タ (歌の時刻・方位データ)を持ち合わせ，地図上でそ
の音源を定位し，日々テナガザル家族の「歌地図」を
手で作成していた (図 6)．歌の一記録から縄張り面積
の推定などを実施したが，以前，こうした作業の自動
化は遠い将来と考えていた．技術向上とりわけ環境構
築上の簡易化と安価は，テナガザルという絶滅危惧種
の社会と生態を解き明かす手段として有望であろうと
期待される．
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図 6: 筆者らの研究チームで自作した地図の上に，音の
定位の記録を描き，交点を求め音源場所を推定してい
る．当時は，自由に利用可能な衛星地図も少なく，位
置計測などは研究者自身で実施した．図の中で見られ
るたくさんの線分は，音が聞こえた「方位」を書き込
んだものである．
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生成モデルに基づく鳴き声を用いた
鳥類に対するプレイバック実験の試行
A playback experiment on songbirds
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Abstract: 本稿は，鳥類の音声コミュニケーションにおける，音響特性が与える影響をより理解す
るための実験の枠組みの構築を目的とする．予備実験として，変分オートエンコーダ（Variational

Autoencoder, VAE）で学習したウグイスの 2種類（H・L型）の歌の特徴空間を利用して，両者お
よび中間の歌を生成し，それらの歌を用いたプレイバック実験を行い，複数のマイクアレイによる 2

次元音源定位で行動パターンを分析した．その結果，生成音に対しても個体は反応を示し，歌として
認識することが示唆された．

1 はじめに

鳥類にとって歌（さえずり）は，縄張りの主張や求
愛などに用いられる重要な意思伝達手段である [1]．歌
行動に基づく種間・個体間相互作用は，歌うタイミン
グなどの時間的相互作用，なわばり関係等の空間的相
互作用，音の種類や周波数の特徴などの音響的相互作
用といった様々な次元を持つ．そのため，この理解は，
生物由来の音と周囲の環境との関係を様々な次元で理
解を試みる生態音響学 [2] では重要な主題とされてお
り，我々は特に歌う鳥の集団を歌を介して相互作用す
る複雑系とみなして理解を試みている [14]．
我々は，鳥類の歌行動理解に活用することを目的とし
て，ロボット聴覚オープンソースソフトウェアHARK[8]

と市販のマイクアレイで構築される，録音分析システム
HARKBird[15]を構築し，鳥類の歌行動のタイミング，
方向（位置），および，音源の自動抽出の試行や．その
応用や発展の可能性について検討してきた [16, 17, 12]．
現在では，機械学習を利用した音源の分類ツールが搭載
され，より容易に音源の分類が可能となっている [13]．
その中でも，鳴き声の種類に基づく音響的相互作用

∗連絡先： 名古屋大学大学院情報学研究科
　　　　　　 〒 464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町
　　　　　　 E-mail:sumitani@alife.cs.is.nagoya-u.ac.jp

により焦点を合わせた研究として，スピーカから鳥類
の歌を再生し，再生音が鳥類個体のに与える影響を調
査するプレイバック実験を行ってきた．特に，ウグイ
スに対して，同種の持つ 2種の歌（Ｈ型：求愛やなわ
ばりの宣言，Ｌ型：警戒）をタイミングを変更して様々
な条件でプレイバック実験を行い，その時の注目個体
が歌を発した方向を単一のマイクアレイを用いて分析
を行った [17]．その結果，再生条件に応じて注目個体の
歌の頻度やＨ型・Ｌ型の割合，マイクから見た個体の
方向の変化の傾向に違いがあることが定量的に示され
た．これは，従来の人手による観測では容易でなかっ
た，多様な次元の詳細な歌行動傾向を把握可能なこと
を示唆している．
一方，近年では機械学習を用いて鳥類の歌行動を理
解する試みがあり，次元削減アルゴリズムを用いた鳥
類の歌のシーケンスに関する調査手法や，生成モデル
に基づいた歌コミュニケーションにおける知覚や行動
に関する調査手法が提案されるなど，機械学習を用い
た鳥類の音響的相互作用の理解が注目されている [10]．
特に，生成モデルに関しては，潜在空間から新しい歌
構造，音素構造を生成できるため，プレイバック実験
に盛り込むことで歌構造の役割や，その適応性に関し
てもさらに深く理解できることが期待できる．

一般社団法人 人工知能学会
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Artificial Intelligence
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本研究は，鳥類の音声コミュニケーションにおける
時間的・空間的・音響的関係を詳細に抽出可能な観測
実験分析フレームワークをロボット聴覚技術と機械学
習を融合して実現することを目的とする．本稿では，
その中でも，上記の生成モデルを利用した歌の音響特
性が与える影響をより理解するための実験の枠組みの
構築を検討する．具体的には，生成モデルの１つであ
る，変分オートエンコーダ（Variational Autoencoder，
VAE）[6] を用いて，ウグイス Horornis diphone の 2

種類（H・L型）の歌を学習し，その潜在空間から人工
的な歌の生成を行った．その歌を利用してプレイバッ
ク実験を行い，まずウグイス個体は生成音を歌として
認識しうるか，認識した場合，その中でも役割に違い
のあるH型と L型の中間の合成（混合音）にどのよう
な反応を示すかについて調査した．それぞれのプレイ
バック実験では，複数のマイクアレイによる録音を行
い，2次元での音源定位によりプレイバックの影響を
調査した．

2 手法

2.1 対象種

ウグイスHorornis diphoneは，「ホーホケキョ」と聞
こえる高いピッチで歌う H型と「ホーホホホケキョ」
などとホーの部分が断続する低いピッチで歌うL型の 2

種の歌を持つ [3]．スピーカから同種の歌のプレイバッ
クを行い，その間に行われたウグイス個体のさえずり
回数と種類の計測を行った百瀬の実験では，プレイバッ
クのある間は再生を行っていない期間と比較して H型
の頻度が減少し，L型の割合が増加することを人手に
よる観測結果から示した．このことから，H型には縄
張りの主張や求愛，L型には近隣個体への威嚇の意味
があるとされている [7]．前述の我々のウグイスに対す
るプレイバック実験 [17]は，百瀬の実験結果と一致し
た上に，移動に関しては，L型の割合が高いほど移動
の頻度が高く，スピーカ上を通過するような飛び方を
頻繁に行うこと，距離の大きな移動後には L型を歌う
傾向があることを示した．さらに，人工物と生物の相
互作用の調査のために行ったボーカロイド初音ミクに
よって作成した L型の真似音をプレイバックした結果，
ウグイス個体は再生音に興味を示し，スピーカ上を飛
び回るような挙動を示した [20]．
上記のように，ウグイスは 2種の歌をうまく使い分
けることで，意思伝達を行っている．従来，歌の構造の
地域差等に関する議論はなされてきた [4, 5]が，音響特
徴から見た 2種の歌の間の関係やその適応的意義に関
しては議論の余地があると考えられる，生成モデルに
よって H型，L型の中間音を作成することで，両者の
関係や役割の理解に貢献しうると期待し実験を行った．

図 1: VAE潜在空間から生成した歌

2.2 VAEによる歌の生成

VAE[6]は，潜在変数が正規分布に従うように学習さ
せるオートエンコーダである．その特徴から，デコー
ダ部分で生成される出力は潜在空間上で連続的な変化
を伴うため，イメージの合成手法として応用される．今
回は，ウグイスの H型，L型の歌それぞれの録音から
492×128のグレースケールのスペクトログラム画像を
作成し，それをデータセットとして学習を行った．得
られた特徴空間から H型，L型および複合音の画像を
生成し，その画像を再度音声信号に変換することで人
工的な歌を生成した．
学習に用いた歌は，今回の実験対象となるウグイス
とは異なるウグイス個体のH型，L型である．今回は，
先行研究 [17]との知見の比較を念頭に，そこで実際に
プレイバックに使用した H型，L型の歌それぞれ 1個
ずつからなる最小のデータセットを用いた．これは，生
成モデルとしてはやや例外な手法であるが，予備的知
見として，デコード・生成処理を経た上記のプレイバッ
ク音をウグイス個体が歌として認識するかを確かめた
いということと，使用した歌の特徴空間において 2種
の中間の歌を容易に選択し生成可能ということによる．
ネットワーク構造には，エンコード側は 7層のフィ
ルタサイズ 3 × 3の畳み込み層と 2層の全結合層，デ
コード側はエンコード側と計算が逆となる同じ数の層
を用いた．図 1に学習に用いた 2種のデータと，生成
した画像を示す．生成した画像はH型から L型にかけ
て徐々に変化する様子が確認できる．

2.3 プレイバック実験

実験は，2019年 5月 4日の午前中，名古屋大学大学
院生命農学研究科付属フィールド科学教育研究センター
稲武フィールド（愛知県豊田市稲武町）の森林で行っ
た．予めウグイス 1個体が鳴く場所を調査し，その場所
にノート PC（TOUGHBOOK CF-C2; Panasonic）に
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USB接続した 2つのマイクロホンアレイ（TAMAGO-

03; System in Frontier Inc.）を三脚に固定し，約 7mほ
ど離して配置した．また，スピーカ（Mega; Tronsmart）
は各マイクアレイからそれぞれ 7m，5mほど離れた位
置にある地上 2m付近の枝の上に配置した（図 2）．

図 2: 実験風景

プレイバック音には，前節の VAEより生成した H

型，L型およびH型と混合音 1種を用いた（図 1参照）．
混合音に関しては，学習に用いた H型，L型のスペク
トログラム画像をエンコードしたときに得られるH型，
L型それぞれの潜在空間の座標間の線分を 40分割し，
H型から 17番目の座標を用いて生成した画像を音声に
変換したものを用いた．これは実際に聞くことにより
体感的に中間らしい音を選んだ．プレイバックの方法
としては，各再生音を 2度再生し，2分間のインター
バルを繰り返す方法を採用し，混合音（M），H型，L

型，混合音，プレイバックなしの録音の順でそれぞれ
30分間の実験を連続して行った．前のプレイバック実
験や人の接近によるウグイス個体への影響を考慮する
ために，実験の間で数分程度間隔を開け，また，プレ
イバックを 30分よりやや長めに行った．分析データは
録音開始後 5分からの 30分間のデータを採用した

2.4 分析

まず，HARKBirdを用いてウグイス個体の歌をうま
く定位するように定位のパラメータを適宜調整し，音
源の定位・分離を行った．短時間フーリエ変換によって
得られた各チャネルのスペクトログラムからMUSIC法
[11]を用いて音源定位を行い，その定位結果に基づいて
GHDSS法 [9]を用いて対応する音源を抽出した．その
後，抽出した分離音源を 100×64のグレースケール画像
に変換し，t-SNE（t-distributed Stochastic Neighbor

Embedding）[18]により 2次元まで次元の圧縮を行い，
得られた特徴空間を用いてプレイバック音およびウグ
イス個体の歌を分類した．分類した結果をもとに，同
じラベルで分類された各マイクアレイの定位音源のペ
アで SumitaniらのMUSICスペクトルに基づく三角測
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図 3: t-SNE特徴空間上での音源分離（左上：混合音再
生時，右上：H型再生時，下：L型再生時

量の手法 [12]で二次元定位を行い，移動距離や歌の頻
度等の定量的観測を試みた．2回目の混合音を用いた
プレイバック実験では，ウグイス個体の歌う位置が，2

つのマイクアレイの直線状付近で二次元定位が困難で
あり，またプレイバックなしの録音ではほとんどウグ
イス個体が鳴いていなかったため，今回はそれらの結
果の報告を割愛する．

3 結果

まず，各実験において定位（到来方向推定）された
音源の音響的特徴とその分布について述べる．図 3は
各実験条件における，音源定位・分離結果に基づいて
t-SNE[18]を実行し，その特徴空間上でウグイス個体の
歌（H型，L型）とプレイバック音を抽出した結果であ
る．多くの注目個体の歌やプレイバック音は，他の定
位音源とは独立してクラスタを形成し同じ音同士で集
まり分布した．また，プレイバック音に着目してみる
と，H型のプレイバック音は個体の H型近傍に，L型
のプレイバック音は個体の L型近傍に，複合音は個体
の H型，L型の中央付近に分布しており，構造間の関
係をゆるやかに反映した分布であることが確認できる．
“None”としてラベル付けされている音源の多くは，シ
ステム配置場所付近にあった 2つの小川を流れる水音
が占めていた．
次に，分類結果を用いて 2次元定位を行った．図 4

は，各再生音をプレイバックしたときのウグイス個体
の歌とプレイバック音の 2次元定位結果を示す．概し
て，定位結果はシステム周りに集中しており，ウグイ
ス個体はシステム周りでスピーカ音を警戒して動いて
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図 4: 2次元定位結果（左：混合音再生時，中央：H型再生時，右：L型再生時）ウグイス個体の歌（赤点：H型，
青点：L型）を繋ぐ矢印は，定位できたウグイス個体の歌を時系列順に繋いだもの

表 1: 各実験条件でのウグイス個体の歌行動．下線はプレイバックに対して最も警戒した反応（最高 L型頻度・最
低 H型割合・最近平均距離）を示したと考えられる挙動．

再生音 Mic. array H型 L型 合計
H型の割合
H/(H+L)

2次元定位数
All (H, L)

スピーカから歌定位位置までの
平均距離 All（H，L）[m]

混合歌 0 83 60 143 0.580
88 (60, 28) 19.737（21.233，16.531）

1 80 67 147 0.544

H型 0 56 81 137 0.409
98 (37, 61) 12.907（10.313，14.481）

1 49 93 142 0.345

L型 0 60 49 109 0.550
65 (34, 31) 16.098（17.928，14.430）

1 51 49 100 0.510

いる様子が確認できる．先行研究 [17]において，プレ
イバックのない録音のみの分析では，ウグイス個体は
樹上等のいくつかの場所で留まりくりかえし歌行動を
行う傾向があり，プレイバックのある場合は頻繁にス
ピーカ周りを移動する傾向があった．このことを考慮
すれば，ウグイス個体はVAEにより生成された歌を種
の歌として認識していると考えられる．
なお，全ての実験条件において，スピーカから大き
く離れて定位されている定位音がいくつかあるが，こ
れらの音源は全て注目したウグイス個体のものであっ
た．それぞれのマイクアレイの定位結果を確認したと
ころ，分離音源ははっきりとした波形であり，システ
ムからそう遠くない場所で歌われた歌であることが考
えられる．そのため，これらの結果は定位誤差により
生じた例外である可能性がある．また，それらは図中
下方に多く存在するため，その方面の環境の音響特性
の影響を受けた可能性もある．
表 1に，各実験条件でのウグイス個体の歌を定位し
た回数をまとめた．各マイクアレイで定位した歌の総
数は，混合音の再生実験ではマイクアレイ 0，1でそれ
ぞれ 143回，147回の定位数，H型再生時には，137回，
142回，L型再生時には，109回，100回と，実験が後
になっていくにつれて減少傾向にあった．これは，実
験を連続して行ったために，いわゆる学習効果によっ
て，ウグイス個体がプレイバックに慣れていったこと

が考えられる．あるいは鳥類は朝方に頻繁に鳴き，次
第に静かになる傾向があるため，実験対象としたウグ
イス個体に関しても歌う頻度が減少したことも考えら
れる．
各条件で歌った H 型と L 型の割合に着目みてみる
と，混合歌を再生した場合には，各マイクアレイの結
果としてそれぞれ 0.580，0.544，H型を再生した場合
は 0.409，0.345，L型を再生した場合は 0.550，0.510

であった．これらの結果は，我々の先行研究における
プレイバックのない録音でのウグイス個体が歌った H

型の割合と比較しても小さい値であり，また，プレイ
バック実験時の割合に比較的似ていた．以上のことか
ら，歌の割合からもウグイス個体がプレイバック音に
対して反応を示しているといえる．
一方で，時間的学習効果を考慮すれば，冒頭に行っ
た混合歌再生時の方がより警戒を示し，H型の割合は
より小さくなることが期待されるが，H型，もしくは，
L型再生時における H型の割合の方が小さかった．こ
れは，混合歌は，H・L型と比べて反応が低いことを示
していると考えられる．
2次元定位数は，各マイクアレイで定位できた音源
数に比較すると数を減らした．それぞれのマイクアレ
イの音源定位結果を詳細に調べた結果，以下の原因に
よることが確認された：1．どちらか片側のマイクアレ
イで歌が定位できておらず 2次元定位に至らなかった．
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2．ペアとなる音源はあるが，各マイクアレイの定位方
向が平行か、あるいは定位方向の延長線が広がる向き
で定位しているため，交点ができなかった．これらは，
実験場所が木々の多く生い茂る地点であり，かつ近隣
に 2つの河川が流れる地点であったため，音源定位が
それらの反響や雑音の影響を大きく受けたため起きて
しまったと考えられる．また，二次元定位が困難な場
所である，マイクアレイを繋ぐ直線上付近にウグイス
個体のよく鳴く位置があったことも原因として挙げら
れる．
さらに，ウグイス個体が空間的にどのように歌って
いたかを調査するために，各条件においてウグイス個
体が歌った H型，L型あるいは双方における，スピー
カから歌の定位位置までの平均距離を求めた．3つの条
件を比較すると，H型，L型合計での平均距離は，混合
音再生時（19.737 m），L型再生時（16.098 m），H型
再生時（12.907 m）の順であった．これは，H型の割
合が大きい順と一致しており，混合歌再生時のプレイ
バック音に対する警戒の度合いの小ささを反映するこ
とが示唆される．また，これらの距離の違いは特に H

型を歌う場合に顕著みられ，L型には差が大きくない．
H型は縄張りの宣言や求愛の意味を持つため，不特定
多数に対する歌であり，一方で L型は近隣個体への威
嚇の意味を持ち，その相手個体に対して発する歌であ
るとされている．そのため，固定されたスピーカに対
しては L型は同等の距離を保ちがちである一方，H型
の歌はより広い範囲で歌われた結果，歌う位置に差が
みられたことが考えられる．
以上から，今回再生した生成音 3種に対してウグイ
スはいずれも明らかな反応を示したが，H型と L型の
混合音に対しては最も反応が弱く，遠くで H型の歌を
歌いがちであることが推測された．混合音は対象個体
にとっては同種に近いが聞きなれない歌であるため，警
戒しつつも戸惑っている状況であった可能性もあると
考えている．

4 おわりに

音響特性が与える影響をより理解するための実験の
枠組みの構築検討のために，ウグイスの 2種類（H・L

型）の歌を VAE で学習し，その潜在空間から人工的
な歌の生成を試み，その歌を利用してプレイバック実
験を行った．その結果，ウグイス個体は，H型，L型
の混合音も歌として認識することがわかった．その影
響の理解にはより詳細な分析が必要であるが，生成モ
デルから生成した歌がプレイバック実験等の鳥類の歌
コミュニケーションにおける音響的相互作用理解に利
用可能であることを示した．今回は，2種の歌の生成
と，その中間音の生成のみの検討であったが，VAEの

潜在空間ではある特徴を強調して生成することも可能
であるため [19]，例えばウグイスに関していえば，H

型，L型の特徴を強調した歌の生成も可能であると考
える．現在，大きなデータセットを用いた学習も進め
ており，よりVAEの特性を活かした，歌構造の役割や
その適応性に関する知見を得たいと考えている．
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複数マイクロホンアレイにおける音源方向尤度に基づく三次元音
源追跡

Sound Source Tracking Based on Source Direction Likelihood from

Multiple Microphone Arrays

山田 泰基 1∗ 糸山 克寿 1 西田 健次 1 中臺 一博 1,2
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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,

∗連絡先： 東京工業大学
　　　　　　 〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1
　　　　　　 E-mail: yamada@ra.sc.e.titech.ac.jp

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.

一般社団法人 人工知能学会
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Artificial Intelligence

人工知能学会研究会資料
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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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マイクロフォンアレイおよびデプスセンサーのオンラインキャリ
ブレーションに関する考察

Online calibration of microphone array and depth sensors

劉 超然 1∗ 石井 カルロス 1
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Abstract: RGB-D sensor and microphone array are widly used for providing an instantaneous

representation of the current visual and auditory environment. Sensor pose is needed for sharing

and combining sensing results together. However, manual calibration of different type of sensors is

tedious and time consuming. In this paper, we propose an online calibration framework that can

estimate sensors’ 3D pose and works with RGB-D sensor and microphone array. In the proposed

framework, the calibration problem is described as a factor graph inference problem and solved

with a Graph Neural Network (GNN). Instead of frequently used visual markers, we use multiple

moving people as reference objects to achieve automatic calibration.

1 Introduction

In a sensor network, the observations from each sen-

sor are measured on sensor’s own 3D coordinate and

need to be combined together to yield a collective ob-

servation. This process requires each sensor’s 3D pose

in the world coordinate to conduct the coordinate con-

version. The calibration of sensors is a crucial but

often tedious problem in a sensor network. Especially

when the network includes different type of sensors,

the observations themself are difficult to be used as

references. This fact motivate us to propose a cali-

bration framework that is able to calibrate different

type of sensors without human intervention.

Calibration of cameras and RGB-D sensors is a well-

studied topic. For cameras, researchers used wand [1],

plane [2] or orthogonal planes [3] as calibration ob-

jects to calculate intrinsic and extrinsic parameters.

Regarding RGB-D sensors, point cloud of a calibra-

tion plane was used to generate virtual points and

calibrate sensors [4]. Conventional calibration object

such as checkerboard is also used for calibrating mul-

tiple RGB-D sensors [5]. Other than calibration ob-

jects, human bodies are also used in calibration pro-

cess. In [6], skeleton-based viewpoint invariant trans-

∗連絡先：株式会社　国際電気通信基礎技術研究所
　　　　　　〒 619-0288 京都府相楽郡精華町光台二丁目 2 番地 2
　　　　　　 E-mail: chaoran.liu@atr.jp

formation (SVIT) is proposed to derive the transfor-

mation from human body to RGB-D sensor. A com-

monly observed human body (skeleton) by two neigh-

boring sensors is used to calculate the relative position

and orientation between two sensors. Similarly, an al-

gorithm that calibrate and automatically re-calibrate

RBG-D sensors using joints of observed skeleton is

proposed in [7].

Microphone arrays are widely used for auditory en-

vironment sensing and improving robot audition [8,

9]. In [10], 3Ω D sound maps are created by a mov-

ing 3D microphone array taking into account the prior

probability of sound emitting. In [11], multiple cali-

brated microphone arrays are used to reproduce and/or

manipulate auditory environment for people at a re-

mote location. Multiple 3D microphone arrays are

also used for hearing support system with the ability

of emphasizing the target sound and depressing un-

desired ones [12]. In [13], a pair of linear placed mi-

crophone arrays (Kinect) are used together for sound

source localization. Note that all above works using

multiple microphone arrays are calibrated manually.

There are few works focus on the calibration of mul-

tiple microphone arrays [14].

In this paper, we propose a auto-calibration frame-

work works with different type of sensors simultane-

ously including RGB-D sensors and microphone ar-
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rays. We used a factor graph to describe the cali-

bration process. GNN is employed for the parameter

inference.

2 Background

In this section, we briefly introduce 3D rotation and

translation on Special Euclidian group SE(3), factor

graph and Graph Neural network.

2.1 3D rotation & translation

A transformation in a 3D space is usually described

as:

T =

(
R3×3 t3×1

01×3 1

)
with the top left matrix R ∈ R3×3 is a rotation ma-

trix with 3 degrees of freedom, the top right vector

t ∈ R3×1 is a translation vector. The set of rotation

matrixRs form a 3D Spatial Orthogonal group SO(3)

with group product the standard matrix product.

SO(3) =
{
R ∈ R3×3|RR⊤ = I|det(R) = 1

}
Most gradient-based optimization algorithms such

as gradient descent, Gauss-Newton and Levenberg-

Marquart are designed to work on Euclidian space

but not on a SO(3) since addition is not defined on

this manifold. The associated Lie algebra so(3) of

group SO(3) is used instead of the matrix form R for

calibrating the Jacobians on SO(3) manifold. Follow-

ing exponential and logarithm functions are used as

so(3) 7→ SO(3) mapping function and its inverse.

R = exp(ξ∧) = I +
sin |ξ|
|ξ|

ξ∧ +
1− cos |ξ|

|ξ|2
(ξ∧)2

ξ = log(R) = (
θ

2 sin(θ)
(R−R⊤))∨

θ = arccos((tr(R)− 1)/2)

where R ∈ SO(3), ξ ∈ so(3), | · | is the length of

a vector, ∧ indicates conversion from vector to skew

symmetric matrix, and vice versa.

a∧ =

a1a2
a3


∧

=

 0 −a3 a2
a3 0 −a1
−a2 a1 0

 = A

A∨ = a

In order to avoid complex calculation of Jacobian,

derivative of so(3) could be used as an approximation

in many on-manifold optimization algorithms. Give

a rotation R = exp(ψ∧) and an initial position p,

the derivative with respect to the increment ∆R =

exp(ϕ∧) can be written as:

∂Rp

∂ϕ
= lim

ϕ→0

exp(ϕ∧) exp(ψ∧)p− exp(ψ∧)p

ϕ

≈ (I + ϕ∧) exp(ψ∧)p− exp(ψ∧)p

ϕ
= −(Rp∧)

On the basis of SO(3), Special Euclidian group

SE(3) and associated Lie algebra se(3) are defined

similarly:

SE(3) =

{
T =

[
R t

0⊤ 1

]
∈ R4×4|R ∈ SO(3), t ∈ R3

}

The exponential, logarithm and pseudo-derivative on

se(3) can be derived accordingly.

In this work, we use a c++ implementation named

Sophus 1 for Lie algebra computation.

2.2 Calibration factor graph

In a real world problem, we cannot observe a true

position of calibration objects with sensors due to

measurement uncertainty. Instead, a probabilistic rep-

resentation can be inferred from observed noisy data.

Factor graph is a convenient graphical language for

modeling such an inference problem. Assume we have

two sensors s = (s1, s2) make measurements for a

moving object x = (x1, x2, x3). The observations are

described as z = (z12, · · · , z23). Fig. 1 shows the

factor graph for this sensor calibration problem.

図 1: A factor graph for sensor calibration.

Fig. 1 defines a factor graph F = (U ,V, E) where

circles V describe variables, squares U describe fac-

tors and edges E are always between variables and

factors. Like Bayesian networks, factor graph can de-

scribe joint probability as a product of factors. For

1https://github.com/strasdat/Sophus
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the example in Fig. 1, the conditional probability

p(x, s|z) can be written as:

p(x, s|z) ∝p(x1)p(x2|x1)p(x3|x2)
× p(s1)p(s2)

× l(s1, x1; z11)l(s1, x2; z12) · · · l(s2, x3; z23)

where l(si, xj ; zij) is the pseudo-likelihood factor of

si and xj given observation zij . Note that in this

equation, p and l are denoted as those in Bayesian

networks, but in factor graph, they are not necessar-

ily probability distributions and can be replaced with

other more generalized function f .

2.3 Graph neural network

Graph Neural Network (GNN) is a class of neu-

ral networks that process graph-structured data. Re-

cently, it shows high ability in relation inference [15]

and multi-agent interacting system [16, 17]. In [18],

GNNs have been considered as performing local mes-

sage passing on pairwise graphs. They generalized

GNN to a Message Passing Neural Network (MPNN)

architecture. In a graph G = (V, E) with v ∈ V denote

vertices and e ∈ E denote edges two adjacent vertices,

the message pass operations in MPNN are defined as

following:

v → e : hl
i,j = NNl

v2e([h
l
i,h

l
j ,xi,j ])

e→ v : hl+1
j = NNl

e2v([
∑
i∈Nj

hl
i,j ,xj ])

where v → e and e → v denote vertex to edge and

edge to vertex message passing, hl
i,j and hl

i are the

embeddings (i.e. hidden layer) of edge ei,j and vertex

vi in layer l respectively, xi,j and xi are features for

edge ei,j and vi in the initial layer, NN([·]) is a full

connected neural network takes [·] as input, [·, ·] de-
notes concatenate of vectors. Nj denotes the set of all

adjacent vertices of vertex vj . These operations allow

message passing between vertices and edges multiple

rounds (depends on the depth of the neural network).

Fig. 2 depicts these message passing neural networks.

3 Proposed method

In this work, we use human head positions as cal-

ibration objects to estimate position and orientation

図 2: Vertex to edge and edge to vertex message pass-

ing.

of two Intel RealSense2 cameras and one 16-channel

microphone array. For cameras, head positions are

extracted by OpenPose [19] and depth from RGB-D

sensor. For microphone array, sound direction is cal-

culated every 100ms.

One of our purpose in this work is to achieve on-

line calibration need not human intervention. The

calibration algorithm will run in the background and

update the estimation of sensors continuously. That

means the algorithm has to deal with the situation

that multiple heads detected simultaneously. To this

end, we first use a graph auto-encoder to perform un-

supervised human identification, and then optimize

the calibration factor graph on se(3) manifold and es-

timate sensors’ 3D position and orientation.

3.1 Human tracking in discontinuous

periods

As shown in the extremely simplified Fig. 1, sensor

id i and object id j are needed for each measurement

zi,j to construct a proper factor graph. When there

are multiple human observed simultaneously, we need

to identify them before performing factor graph in-

ference. In a continuous time period, this can eas-

ily achieved by a tracking system like Kalman filter.

However, microphone array is not able to detect the

direction of human all the times if he/she is not keep

voicing. Consequently, a collection of audible time

periods are used to perform graph inference. It is

difficult to carry out human identification in discon-

tinuous time periods. Fig. 3 shows a collection of

sensor snapshots.

In Fig. 3, circles x and y denote two human de-

tected simultaneously by sensors. Since we do not

2https://www.intelrealsense.com
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図 3: A complete graph that illustrate three snapshots

of two people observed by two sensors.

have enough information about sensors, human are

detected by each sensor independently. A complete

graph (i.e. each pair of vertices is connected by an

edge) is used as start point. However, some of the

edges should not actually exist which we want to elim-

inate during the network training process.

A Variational Graph Auto-Encoder (VGAE) [20] is

used for edges elimination. VGAE applies the idea

of variational auto-encoder to graph structured data.

The input of VGAE is a set of snapshots from each

sensor. Sensor positions and orientations are ran-

domly initiated. The measurements are converted to

world coordinate using these randomly generated pa-

rameters. Fig. 4 shows the architecture of VGAE we

used.

図 4: A variational graph auto-encoder used for edge

elimination.

The target of encoder is to predict hidden distri-

bution p(z|x) which is a discrete distribution with

three states: non-existent, hard connected and loosely

connected. The hard connected state indicates same

object observed by different sensor, while the loosely

connected state indicates objects share similar fea-

tures (e.g. two human moved in same velocity side by

side). In the decoder, the output of the first v → e

neural network was multiplied by a sample extracted

from p(z|x) and then used as the input of next e→ v

network. The decoder was trained to predict next

snapshot on the timeline. The training process of

VGAE is unsupervised as of a traditional VAE.

3.2 On-manifold 3D-2D calibration

Once a consistent human ID has been estimated, we

can minimize the reprojected position error of same

ID to calibrate sensors. Give RGB-D camera’s pose,

reprojected head position in world coordinate can be

calculated easily:

xworld
i

yworld
i

zworld
i

 = exp(ξ∧j )


xlocali

ylocali

zlocali

1


with i and j are human ID and camera ID respectively,

ξj is camera j’s pose in se(3). The last dimension in

the right hand side is omitted.

Assume that we use first RGB-D camera’s coor-

dinate as world coordinate, the pose of the second

camera ξ2 can be estimated by minimize:

ξ̂2 = argmin
ξ2

1

2

∑
i

∥∥∥x1
i − exp(ξ∧2 )x

2
i

∥∥∥2
where x1

i is the head i’s position in camera 1’s co-

ordinate (world coordinate), x2
i is the same head in

camera 2’s local coordinate.

Regarding the microphone array, since it only de-

tect the direction of sound source with azimuth an-

gle θ1 and elevation angle θ2, the optimization has to

be performed in 2D. The cost function is the same

one as in camera-camera calibration except we picked

the second and third dimension as optimization target

since it can be written as tan(θ1) and tan(θ2).

3.3 Experimental results

In order to test the proposed calibration algorithm,

we modified an open dataset used in [21]. A Gaussian

noise with standard deviation of 15cm was added into

every camera measurements. Target angles to a ran-

domly chosen microphone array position are also gen-

erated with 0 mean 2 standard deviation Gaussian

noise. First, 5 sets of measurements with 100 time

steps are used to test the VGAE. The training pro-

cess started with fully connected graph. Experimen-

tal results show that the VGAE was able to eliminate

98.3% non-existent connections between different IDs.

For the optimization on se(3), we used Ceres Solver3

to achieved a mean error of 22mm for RealSense and

57mm for microphone array.

3http://ceres-solver.org
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4 Conclusion

In this paper, we proposed a sensor calibration frame-

work that can automatically calibrate different type

of sensors without any human intervention. It uses

detected human head positions as calibration objects.

The framework chooses suitable snapshot and con-

catenate them as time-discontinuous trunk of mea-

surements used for calibration process. The human ID

is predicted with a Variational Graph Auto-Encoder

in an unsupervised manner. After corresponding hu-

man ID has been estimated, an optimization process

is performed on Special Euclidian group with the as-

sociated Lie algebra se(3). The experiment results

on synthesized data with additional noise show that

the proposed framework can predict human IDs with

100% accuracy and accurately estimate sensor posi-

tions and orientations simultaneously.
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スペクトル伸縮モデルと複素正規分布音源モデルに基づく
複数マイクロホンの同期

Synchronization of multiple microphones based on spectral warping

and complex Gaussian source models

糸山 克寿 1∗ 中臺 一博 1,2
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1 東京工業大学
1 Tokyo Institute of Technology
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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

∗連絡先：東京工業大学 工学院 システム制御系
　　　　　　〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1
　　　　　　 E-mail: itoyama@ra.sc.e.titech.ac.jp

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
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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．

z0 zm = Cm z0

x0 = F z0 xm = Bm x0

Resample

Stretch

D
FT

D
FT

Cm

F F
F Cm F-1 = Bm

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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Abstract: We introduce our novel learning method for sound and image classification called

between-class learning (BC learning). We generate between-class images by mixing two images

belonging to different classes with a random ratio. We then input the mixed image to the model

and train the model to output the mixing ratio. BC learning has the ability to impose constraints

on the shape of the feature distributions, and thus the generalization ability is improved. As a

result, classification performance of sounds and images was improved.

1 はじめに 1

本発表では，実環境理解に関する研究として，ICLR

2018およびCVPR 2018で提案した深層ニューラルネッ
トワークの新しい教師付学習手法 between-class learn-

ing (BC learning) [Tokozume 18a, Tokozume 18b] に
ついて紹介する．
音や画像の認識において，深層学習を用いた手法が

高い性能を発揮している．深層学習は，線形分離不可
能なデータ空間から線形分離可能な特徴空間への関数
を学習する．限られた学習データから出来る限り判別
的な特徴空間を学習することが，深層学習における重
要な課題である．
そこで本研究では，限られた学習データから判別的

な特徴空間を学習できる，深層ニューラルネットワー
クの新しい教師付学習手法を提案する．新しい教師付
学習手法には，ネットワーク構造や正則化等の従来の
学習技術に影響を与えないこと，限られた学習データ
を効率的に使えること，判別的な特徴空間を学習でき
ること，の 3つが求められる．
ここで，判別的な特徴空間とはどのようなものだろ

うか．まず，クラス間の Fisher’s criterion [Fisher 36]

が大きい特徴空間は判別的である．Fisher’s criterion

とは，クラス内分散に対するクラス間距離の比のこと
であり，2つのクラスがどの程度判別的であるかを表
す指標である．また，各クラスが無相関な特徴空間は
判別的である．識別タスクでは各クラスを等価に扱う
必要があるため，特徴空間において各クラスが等間隔
に並んでいることが望ましい．本研究ではこれら 2つ

1本稿の内容は JSAI2019 における講演予稿 (3E4-OS-12b) の
転載 (一部改変) である．

を判別的な特徴空間の要件とする．
従来の教師付学習では，学習データセットから単一

の学習データを選択し，対応するクラスは 1，それ以
外は 0を出力するようにニューラルネットワークを学
習していた．このような学習手法では，特徴空間にお
いて各クラスが線形分離可能であれば罰則が与えられ
ないので，特徴空間が判別的になる保証は無い．本研
究ではこの問題を解決する学習手法を提案する．

2 Between-class Learning

2.1 概要と効果
本研究では，深層ニューラルネットワークの新しい

教師付学習手法として，between-class learning (BC

learning) を提案する．BC learningでは，以下の手順
でモデルを学習する．

• 異なるクラスに属する 2つのデータを選択する．

• それらをランダムな比率で合成し，モデルに入力
する．

• 合成比率を出力するようにモデルを学習する．

BC learningは，従来の学習技術に影響を与えない．ま
た，データの合成によって学習データのパターン数が
増えるため，限られた学習データを効率的に使うこと
ができる．さらに，判別的な特徴空間を学習できる効
果がある．その理由を以下に示す．

効果 1. Fisher’s criterion の増大 図 1 (左) の
ように，特徴空間においてクラス A, B 間の Fisher’s

criterionが小さい場合を考える．クラス A, Bに属す
るデータをある比率で合成してモデルに入力した際に，

一般社団法人 人工知能学会
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A

B

rA+(1-‐r)B

A

B

rA+(1-‐r)B

Fisher’s	  criterion	  小さい Fisher’s	  criterion	  大きい

→BC	  learning	  の損失大 →BC	  learning	  の損失小

図 1: BC learningによる Fisher’s criterionの増大．

A

B

C

決定境界

rA+(1-‐r)B

A

B

C

決定境界

rA+(1-‐r)B

各クラス 相関がある 各クラス 相関がない

→BC	  learning	  の損失大 →BC	  learning	  の損失小

図 2: BC learningによる各クラスの無相関化．

その特徴量分布 (桃色) はクラス A, Bのいずれかの特
徴量分布と重複することが予想される．このとき，合成
するデータの組み合わせによっては，合成したデータが
いずれかのクラスに分類されてしまい，モデルが合成比
率を出力することができない．そのため，BC learning

を行った場合の損失が大きい．一方，図 1 (右) のよう
に Fisher’s criterionが大きい場合，重複が発生しない
ため，BC learningによる損失が小さい．学習は損失が
小さくなる方向に進むため，BC learningによって図 1

(右) のような Fisher’s criterionが大きい特徴空間が学
習される．

効果 2. 各クラスの無相関化 図 2 (左) のように特
徴空間において各クラスに相関がある場合，クラス A,

Bの合成物がクラス Cに分類されるケースが発生する
ため，BC learningの損失が大きい．一方，図 2 (右)

のように各クラスに相関がない場合，クラスA, Bの合
成物がクラス Cに分類されないため，BC learningの
損失が小さい．よって，BC learningによって図 2 (右)

のような各クラスが無相関な特徴空間が学習される．

2.2 環境音識別への適用
音はデータ同士を合成しても音として成り立つため，

BC learningが有効であると考えられる．選択された 2

つの学習データをそれぞれ x1, x2とし，それらの one-

hotラベルをそれぞれ t1, t2とする．また，合成比率 r

を一様分布 U(0, 1)から生成する．ラベルの合成は単
純に r t1 + (1 − r) t2 とする．一方，データの合成は，

表 1: 環境音データセットにおける実験結果．
誤識別率 (%)

モデル 学習手法 ESC-50 ESC-10 US8K

EnvNet-v2
Standard 21.2± 0.3 10.9± 0.6 24.9
BC (ours) 15.1± 0.2 8.6± 0.1 21.7

表 2: 一般物体画像データセットにおける実験結果．
誤識別率 (%)

モデル 学習手法 CIFAR-10 CIFAR-100

11 層 CNN
Standard 6.07± 0.04 26.68± 0.09
BC (ours) 5.40± 0.07 24.28± 0.11
BC+ (ours) 5.22± 0.04 23.68± 0.10

ResNet-29
Standard 4.24± 0.06 20.18± 0.07
BC (ours) 3.75± 0.04 19.56± 0.10
BC+ (ours) 3.55± 0.03 19.41± 0.07

Shake-Shake
Standard 2.86 15.85
BC (ours) 2.38± 0.04 15.90± 0.06
BC+ (ours) 2.26± 0.01 16.00± 0.10

同様に r x1 +(1− r)x2 とするのが単純であるが，x1,

x2それぞれの音圧レベルG1, G2 (dBA) の差を考慮し
た以下の合成式を提案する．
px1 + (1− p)x2√

p2 + (1− p)2
where p =

1

1 + 10
G1−G2

20 · 1− r
r

(1)

2.3 画像識別への適用
画像を合成することは直感に反するが，画像データ

は x 軸と y 軸に沿った波であると考えられるので，環
境音と同様に BC learningが有効であると考えられる．
先程と同様に x1, x2, t1, t2, r を定義する．ラベルの
合成は単純に r t1+(1−r) t2とする．データの合成は，
同様に r x1 +(1− r)x2 とするのが単純であるが，x1,

x2 からそれぞれの平均値 µ1, µ2 を引いてゼロ平均に
したのちに，環境音と同様に合成することを提案する．
音圧レベルの代わりに各画像の標準偏差 σ1, σ2 を用い
た以下の合成式を提案する．前者の単純な合成方法を
BC，後者を BC+と呼ぶことにする．
p (x1 − µ1) + (1− p) (x2 − µ2)√

p2 + (1− p)2
where p =

1

1 + σ1
σ2

· 1− r
r

(2)

3 実験
環境音データセットESC-50, ESC-10, UrbanSound8K，

および一般物体画像データセット CIFAR-10, CIFAR-

100を用いて様々なモデルの学習・評価を行った．その
結果の一部を表 1および表 2に示す．多くの条件にお
いてBC learningおよびBC+によって識別性能が向上
した．特に CIFAR-10において 2018年 1月現在の世
界最高性能 2.26%を達成した．
次に大規模画像データセット ImageNet-1Kを用いて

実験を行った．その結果を図 3に示す．BC learningに
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図 3: ImageNet-1K における実験結果．破線は 100

epoch，実線は 150 epochでの実験結果．

Standard learning BC learning (ours)

Mean%FC%=%1.76 Mean%FC%=%1.97

図 4: BC learning によって学習された特徴空間の可
視化．

よって最終的な誤識別率が 20.4%から 19.4%へ約 1%向
上した．BC learningは大規模データセットに対しても
有効であることが示された．
CIFAR-10で学習した 11層CNNの特徴空間（第 10

層）をPCAを用いて可視化した結果を図 4に示す．BC
learningによって学習された特徴空間は，各クラスが
球状にまとまっていることが分かる．また，2クラス間
の Fisher’s criterionの平均値も，BC learningの方が
大きかった．BC learningによって判別的な特徴空間が
学習されたといえる．

4 結論と今後の展望
本研究では，between-class (BC) learningという深

層ニューラルネットワークの新しい教師付学習手法を
提案した．実験の結果，BC learningによって音と画
像の識別性能が大きく向上することが示された．BC

learningは，音や画像以外のモダリティのデータの識
別や，識別以外のタスクにも応用が期待される，非常
に汎用性の高い技術である．また，考え方がシンプル
で実装も容易であり，実用性も高い．さらに，理論的
考察の余地もあり，今後さらなる研究がなされると考
えられる．
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視聴覚統合による動的環境下における3次元再構成の提案
Audio-visual integration for 3D reconstruction under dynamic

environments
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Abstract: Structure from motion (SfM) usually assumes a stationary environment where no

moving object exists. In practice, the environment is dynamic where many moving objects exist.

It makes the performance of SfM poor. In this paper, to solve this problem, we focus on the fact

that dynamic objects often emit sound, and propose an audiovisual 3D environment understanding

method that integrates acoustic signal processing by microphone array processing into SfM. The

performance of the proposed method is evaluated on a public dataset which simulates dynamic

environments.

1 はじめに

3次元再構成は、ARや VR、ロボティクスなど様々
な応用先があり、コンピュータビジョンにおける最も
重要な分野の 1つとして、多くのアルゴリズムが提案
されている。例えば過去 20 年間で、Structure from

Motion (SfM) [1] や Muti-View Stereo (MVS) [2] 、
Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) [3,

4] などが提案されている。
SfM は、物体やシーンに対して様々な視点で撮影し

た 2次元の画像群から、カメラの位置と姿勢および、物
体の 3次元構造を復元する手法である [5]。物体が静的
であるという仮定のもとで、カメラと物体の幾何学的
な計算により３次元構造が復元される。画像内に動的
物体が存在している場合は、多くの場合、画像間の特
徴点マッチングにより動的物体は除外される。そのた
め、復元された３次元構造の点群が存在しない領域に
は、何も物体は存在しないのか、それとも動的物体が
存在していたが除外されたのかを判別することはでき
ない。また、特徴点マッチングにおける除外処理に失敗
した場合、カメラの姿勢推定の誤りが大きくなり、い
びつな形状の物体が復元されてしまう場合がある。こ
の場合、動的物体だけではなく静的な物体の復元性能
にも影響を与えてしまう。

∗連絡先：東京工業大学 工学院 システム制御系
　　　　　　〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1
　　　　　　 E-mail: itoyama@ra.sc.e.titech.ac.jp

現実世界では、動的物体は、その動作や振動などに
より音を発している場合が多い。例えば、走行している
車はエンジンの振動音やロードノイズ、風切り音など
を発し、歩行している人は足音を発している。これは、
従来の SfMでは再構成から除外される動的物体は、音
情報を利用することにより再構成ができる可能性があ
ることを示唆している。そこで本稿では、動的物体は常
に音を発していると仮定をし、音源定位と SfMを統合
した動的環境下における３次元再構成を提案する。音
と画像の空間的な対応関係を利用することにより、画
像内の静的物体と各動的物体を分け、それぞれの物体
ごとに SfMを行い３次元再構成をする。最後に、静的
物体と動的物体を統合し、全体構造を復元する。動的
物体とその物体が発する音の対応関係がとれているこ
とにより、定位した音の視覚的な３次元構造も確認可
能となる。そのため、画像だけを用いて３次元再構成
を行うよりも環境理解が深まることが期待される。

2 関連研究

動的環境下における３次元再構成 動的物体の３次元
復元は、コンピュータビジョンの研究でも困難な問題
とされている。そのため、動的環境下における３次元
再構成の多くの従来研究は、動的領域を外れ値として
除外することを目指している。外れ値除去アルゴリズ
ムとして、RANSAC [6]が最も用いられている。近年

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-055-7
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図 1: Flowchart of the proposed system. Blue frame modules indicate processing of images. Orange frame

modules indicate the processing of sound. Red frame modules indicate the processing of both image and sound.

Blue arrows indicate the flow of information about images. Orange arrows indicate the flow of information

about sound. The modules on the green background perform making masks. Those on the yellow background

perform 3D reconstruction.

は、深層学習による性能向上を背景に物体検出などを
利用した新しい動的物体除去のアルゴリズムが提案さ
れている [7, 8]。RGB画像だけでなく、Depth画像も
用いた動的物体の３次元構造復元アルゴリズムとして、
Co-Fusion [9]や MaskFusion [10]、MID-Fusion [11]、
DetectFusion [12] などが提案されている。いずれも、
本稿と同じく静的物体と動的物体を分離し、それぞれ
の物体ごとに３次元復元を行っている。Depth画像を
利用しているため、RGB画像のみを利用する SfMよ
りも復元が容易となり復元性能もよいが、depthの測
定可能距離には限界があり、屋外などの直射日光環境
では使用が困難である。本稿は、RGB画像と音を用い
ることにより、屋外での使用も目指し、さらに音の情
報を利用しより高次元な環境理解を目指す。
音情報を利用した３次元再構成 マイクロホンアレ

イ処理を用いた音源定位と、カメラや LiDARによる
SLAMを用いて、音源の３次元位置を推定し、SLAM

により復元したポイントクラウド上に音源を表示する
研究が行われている [13, 14, 15, 16]。しかし、いずれ
の研究も定位結果の三次元空間へのマッピングが目的

であり、音響情報と画像情報の相補的な統合をし性能
を向上させるという取り組みはされていない。このた
め、本稿で目指すような、視聴覚情報を統合して、SfM
の問題点を解決するという課題に対して、これらの手
法を適用することは難しい。

3 提案手法

図 1に、提案手法のフレームワークを示す。まず、音
と画像の空間的な関係を利用し、各画像ごとに各動的
物体のバイナリマスクを作成する。音源追跡により、画
像間の各動的物体をトラッキングし、全画像の動的物
体それぞれに対応するバイナリマスクを得る。次に、こ
のバイナリマスクを用いて、静的物体と各動的物体ご
とに SfMとMVSを適用し、それぞれの物体ごとに３
次元構造を復元する。最後に、静的物体と動的物体を
統合し、全体シーンを復元する。別のフローとして、音
源定位により得られた音源の空間情報を用いて音源分
離を行うことにより、各動的物体に対応する音および
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その視覚的な 3次元構造を得る。各モジュールの詳細
については、以降の節で述べる。
次に、カメラとマイクロホンアレイの配置について

述べる。カメラとマイクロホンアレイの相対的な位置
と姿勢の関係を常に一定に保つため、カメラの上部に
マイクロホンアレイを取り付ける。その際、カメラの
光軸方向とマイクロホンアレイの 0 度方向が同じ方向
を向くようにする。そのため、カメラの動きに合わせ
てマイクロホンアレイの位置と姿勢も変動する。

3.1 音と画像の空間的な対応関係によるバ
イナリマスク生成

3.1.1 インスタンスセグメンテーション

全画像 N に対して、インスタンスセグメンテーシ
ョンを適用し、画像 {Ii}Ni=1 ∈ Rw×h×3 内に映る物体
o ∈ {1, ...,K}の Boundin Box(BBox) bi,o ∈ R4 およ
びそのバイナリバイナリマスク Mi,o ∈ Rw×h を得る。
w, hは画像の幅と高さであり、K は画像 iにおいて検
出される物体数である。インスタンスセグメンテーショ
ンのアルゴリズムとして、オフラインで最も性能のよ
いMask-RCNN [17]を利用する。検出される物体には、
静的な物体も含まれる。

3.1.2 音源定位

全音源数を Lとする。マイクロホンアレイ処理を用
いた音源定位により、画像 iにおけるマイクロホンア
レイに対する音源 s ∈ {1, ..., L} の方位角 θi,s と仰角
ϕi,sを得る。音源定位のアルゴリズムとして、MUSIC

(MUltiple Signal Classification) 法 [18]を利用し、実
装にはロボット聴覚 OSS である HARK (Honda Re-

search Institute Japan Audition for Robots with Ky-

oto University) [19]を用いる。得られた音源の方向と
カメラの内部パラメータ A ∈ R3×3 を利用して、音源
の３次元位置 Ps ∼ [tanθi,scosϕi,s, tanθi,ssinϕi,s, 1]

T を
画像に投影することにより、音源 sの画像 i内の位置
Pi,s(∼ APs) ∈ R2を得る。あらかじめ任意に定めたオ
フセット off を用いて、以下の式により音源の BBox

bi,s ∈ R4 を得る。

b xmini,s = Pi,s x− off, b ymini,s = Pi,s y − off (1)

b xmaxi,s = Pi,s x + off, b ymaxi,s = Pi,s y + off(2)

3.1.3 音と画像の空間的な対応関係

画像 iにおいて、インスタンスセグメンテーション
により推定された全 BBox bi,o と、音源定位により推

定された全 BBox bi,s から全ペアを抽出し、各ペアの
Intersection-over-Union (IoUi,o,s)を計算する。IoUが
任意のしきい値 thiouを超えた場合は、そのペアの bi,o
は音源つまり動的物体の BBoxであるとする。この動
的物体のバイナリマスクとして、物体 oに対するバイナ
リマスクMi,oを用いる。いずれの音源の BBox bi,sと
も IoUがしきい値 thiouを超えなかった BBox bi,oは、
静的な物体である可能性が高いため、この物体のバイ
ナリマスクMi,o は後の処理では使用しない。しかし、
いずれの BBox bi,o とも IoUがしきい値 thiou を超え
なかった音源の BBox bi,s は、動的物体の可能性が高
いが、インスタンスセグメンテーションによるバイナ
リマスクは得られない。そこで、この音源のBBox bi,s
に含まれる領域を動的物体のマスクとするバイナリマ
スクMi,s ∈ Rw×hを生成し、静的な物体の復元のみに
使用する。上記より、画像 iにおける音源 sに対応す
る動的物体のバイナリマスクMs

i ∈ Rw×h は以下のよ
うに再定義される。

Ms
i ←

{
Mi,o if IoUi,o,s ≥ thiou

Mi,s if otherwise
(3)

3.1.4 全動的物体に対するバイナリマスクの生成

静的物体の復元の際に使用する、全動的物体に対す
るバイナリマスクの生成について述べる。画像 iにお
ける全動的物体のマスクをすべて含むように、以下の
ように画像 iにおけるバイナリマスクMi ∈ Rw×hを生
成する。mは、Ms

i と同次元で各値が 1の行列である。

Mi =
(
Lm−1

) L∑
s

Ms
i (4)

3.1.5 音源追跡

音源 sを音源追跡することにより、対応する動的物
体を画像間でトラッキングし、式 (5)に示す全画像の
各動的物体に対応するバイナリマスク群Ms ⊂ Rw×h

を得る。音源追跡のアルゴリズムとして、HARK の
SourceTracker1 を利用する。

Ms = {Ms
i | i = 1 . . . N} (5)

3.1.6 各動的物体のみが映った画像の生成

各動的物体の復元の際に使用する、各動的物体のみ
が映った画像の生成について述べる。全画像に対して
各動的物体に対応するバイナリマスクを掛けあわせる

1https://www.hark.jp/document/2.0.0/
hark-document-ja/subsec-SourceTracker.html

35



ことにより、以下のように音源 sに対応する動的物体
のみが映った画像群Ds ⊂ Rw×h×3 を生成する。

Ds = {Ds
i | Ds

i = Mi × Ii, i = 1 . . . N} (6)

3.2 静的物体と動的物体の３次元構造復元

3.2.1 静的物体の復元

画像 iと対応する全動的物体に対するバイナリマス
クMi をペア (Ii,Mi)として、全ペアを SfMと MVS

へと入力し、各カメラ姿勢と静的物体の３次元構造を
復元する。SfMの処理の際に、バイナリマスクにより
マスクされる領域からは特徴点を抽出しないようにし、
動的物体を除外する。動的物体を除外することにより、
性能向上が期待される。上記の処理の実装のベースと
して、OSSの COLMAP [20]を用いる。

3.2.2 動的物体の復元

静的物体と動的物体が両方画像内に映っている場合、
多くの場合 SfMの特徴点マッチングにおける幾何学的
な外れ値処理により、動的物体は除外されてしまう。そ
こで、本稿では画像から動的物体のみ抽出して、動的
物体のみが映った画像群を新しく生成する。この画像
群においては、動的物体が剛体の場合は、擬似的に静
的物体とみなすことができるため、SfMによって復元
が可能となる。そのため、セクション 3.1.6によって生
成した音源 sに対応する動的物体のみが映った画像群
Ds を SfMに入力することにより、各動的物体のみの
３次元構造が復元可能となる。

3.2.3 各動的物体を静的物体のワールドへ変換

SfMでは、物体は任意のスケールで復元されるため、
動的物体の復元物のワールド (DW)と静的物体の復元
物のワールド (SW)は、それぞれワールド座標系が異
なる。そのため、各動的物体を静的物体のワールドへ
変換する必要がある。
動的物体に対する相対的なカメラ位置と姿勢は、DW

と SWでスケールを除き共通である。そのため、カメ
ラ座標系を介することにより動的物体を、DWのワー
ルド座標系に対する３次元位置 worldP s

i,DW から SWの
ワールド座標系に対する３次元位置 worldP s

i,SW へと変
換する。
まず、式 (7)により、動的物体を DWにおけるワー

ルド座標系からカメラ座標系へ変換する。DW にお
けるワールド座標系からカメラ座標系への回転行列を
RDW ∈ R3×3、並進行列 TDW ∈ R3 と表す。

camP s
i,DW = RDW × worldP s

i,DW + TDW (7)
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図 2: Microphone configuration of Microphone Array.

次に、式 (8) により、動的物体を DW におけるカメ
ラ座標系 camP s

i,DW から、SWにおけるカメラ座標系
camP s

i,SW へ変換する。DWから SWへのスケール変
換を SDW2SW ∈ Rと表す。

camP s
i,SW = SDW2SW × camP s

i,DW (8)

最後に、式 (9)により、動的物体を SWにおけるカメラ
座標系 camP s

i,SW からワールド座標系
worldP s

i,SW へ変
換する。SWにおけるワールド座標系からカメラ座標
系への回転行列を RSW ∈ R3×3、並進行列 TSW ∈ R3

と表す。

worldP s
i,SW = R−1

SW × (camP s
i,SW − TSW ) (9)

3.3 全体シーンの復元および音源分離

式 (9)により、SWにおける画像 iに対する音源 sに
対応する動的物体の３次元位置 worldP s

i,SW が得られる。
画像 iに対応する時刻 tにおいて、SWの worldP s

i,SW に
各動的物体を配置することにより、時間的に変動する３
次元構造が復元される。worldP s

i,SW に、音源分離により
分離した音源 sの音を配置することにより、各動的物体
に対応する音およびその視覚的な 3次元構造を得る。音
源分離のアルゴリズムとして、HARKに実装されている
GHDSS2 (Geometric High-order Dicorrelation-based

Source Separation) を用いる。

2https://www.hark.jp/document/2.0.0/
hark-document-ja/subsec-GHDSS.html
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図 3: Qualitative results for making binary masks of dynamic objects. Color-coded for each detected object
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(a) Without Masks (b) With Predicted Masks (c) With Ground Truth Masks

図 4: Qualitative results for 3D reconstruction of static objects

4 評価実験

動的物体の３次元構造復元の評価を目的として、Mar-

tinらによって作成された Co-Fusionデータセット [9]

を用いて、提案手法の定性評価を実施し、手法の有効
性および現状の限界を示す。評価実験として、動的物
体のバイナリマスクの性能評価 (4.2)、静的物体の復元
性能評価 (4.3)、動的物体の復元性能評価 (4.4)、全体
シーンの復元性能評価 (4.5)を実施した。

4.1 実験設定

Co-Fusionデータセット：Co-Fusionデータセット
には、複数の物体 (静的物体と動的物体いずれも)が存
在する環境でカメラを動かして撮影した画像 (RGB画

像と Depth画像)や、各時刻におけるカメラや動的物
体の３次元位置の真値などが含まれている。シミュレー
ション環境と実環境で取得した、合計 4つの環境での
データが含まれる。本稿では、シミュレーション環境
における 850枚の RGB画像を使用した。シミュレー
ションで再現した部屋の中に、3つの動的物体 (Ship,

Wooden Horse, Car)がそれぞれ独立して動いており、
常に画像内に動的物体が写っているとは限らない。
音のシミュレーション：Co-Fusionデータセットには、

音が含まれていないため、シミュレーションで音を再現
した。動的物体は常に音を発していると仮定し、各時
刻における各動的物体の３次元位置の真値に音源を置
いた。音は各動的物体の見た目に合わせて、16.1[kHz]

で録音されたモノラル音を用いた。音の録音には、16

chのマイクロホンアレイを用い、0度方向がカメラの
光軸方向と合うようにカメラに固定した。16個のマイ
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図 5: Qualitative results for 3D reconstruction of dy-

namic objects.

クロホンは図 2のように、最下段に 8個、高さ 3 cmの
中段に 4個、高さ 6 cmに 4個配置した。音源定位に
は、このマイクロホンアレイに対して幾何的に計算し
た伝達関数を用いた。実際は音源とマイクロホンアレ
イどちらも動いているが、マイクロホンアレイは固定
し音源を相対的に動かした。各フレームにおいて各マ
イクロホンと各音源の伝達関数を作成し、そのフレー
ムの音に畳み込み、すべての音源の音を足し合わせる
ことにより 16 chの混合音を作成した。この混合音を
用いて、システムの評価を行った。
インスタンスセグメンテーション：Mask-RCNNは、

Detectron2 [21]で実装されているコードを利用し、ResNet-

101 [22]と FPNをバックボーンとしMS COCOデー
タセットの train2017で学習済みのモデルを使用した。

4.2 動的物体のバイナリマスクの性能評価

図3に、Mask-RCNN(図の1段目)とSound BBox(図
の 2段目)により動的物体のバイナリマスク (図の 3段
目)を生成した結果を示す。Shipは、学習済みモデルに
含まれていないためMask-RCNNでは検出されない。
そのため、4.2で示した方法で音を用いてバイナリマス
クを生成しているが、Ship全体を覆うマスクは生成で
きていない。Horseと Carについては、ある程度精度
よくバイナリマスクを生成できている。しかし、音源
間の距離が近づく場合に、音源定位の分解能の限界に
よりうまく二つの音源を定位することができず、音源
追跡に失敗している場合があった。

4.3 静的物体の復元性能評価

図 4に、静的物体の復元結果を示す。(a)は動的物体
のバイナリマスクなし、(b)は提案手法により推定した
バイナリマスクあり、(c)はGround Truthのバイナリ
マスクありで、それぞれ SfMとMVSにより復元した

結果である。(a)は、動的物体が存在している領域に歪
みが生じて復元されている。動的物体のマスクを使用
しないため、画像間のマッチングで動的物体の特徴点
除去に失敗し、カメラ姿勢推定誤差が大きくなってし
まうためと考えられる。提案手法では 4.2で示した通
り完全なマスクを推定することができていないが、(b)

の結果から (a)で見られる歪みをある程度抑えられて
いることが確認できる。さらに、動的物体を完全にマ
スクした (c)の復元結果に近い結果が得られている。完
全ではないものの動的物体の特徴点をある程度除去す
ることができているため、画像間マッチングの除去処
理がうまく働いたと考えられる。

4.4 動的物体の復元性能評価

図 5に、各動的物体の復元結果を示す。1段目は提
案手法、2段目は Ground Truthのバイナリマスクを
用いて復元した結果である。Ground Truthのマスク
を用いた場合でも、画像から動的物体のみを抽出する
ことにより画素数が小さく、動的物体の特徴点数が少
ないため若干歪みが生じている。提案手法では、Ship

は 4.2の通りマスクの性能がよくなく、Ship全体を覆
うマスクではないため、全体を復元することはできて
いない。そのため Ship のマスクは、静的物体の復元
に影響を与えないように生成することが主な目的とな
る。Horseと Carについては、ある程度よく復元がで
きているが、マスクが生成できていないフレームもあ
り、Ground Truthよりも復元に使用する画像数が少な
くなり、復元される点群数が少ない。

4.5 全体シーンの復元性能評価

図 6に、動的物体に対する Ground Truthのバイナ
リマスクを用いて、全体シーンを復元した結果を示す。
1段目は元の画像、2段目は 1段目に対応する時間に
復元されたポイントクラウドを元画像と同じサイズの
空の画像に投影した結果、3段目は 1段目に対応する
時間に復元されたポイントクラドを上から見た図であ
る。3.2.2と 3.2.3の性能評価を行うため、動的物体に
対するバイナリマスクは Ground Truthを用いた。あ
る程度よく、動的物体をDWから SWへ変換すること
ができているが、4.4で述べたように、動的物体の復元
性能 (カメラ姿勢推定)があまりよくないため、各時刻
で動的物体が振動していたり位置がずれてしまってい
る。また、SDW2SW は任意に決めているため、自動で
推定する方法の開発は Future workである。
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図 6: Qualitative results for 3D reconstruction of all scenes. The red line in the third row figure represents the

camera trajectory, and the blue line represents the dynamic object trajectory.

5 おわりに

本稿では、SfMではうまく再構成ができない動的環
境下において、音響信号を手がかりに３次元再構成を
行う手法について述べた。Co-Fusionデータセットを
用いて提案手法の定性評価を実施し、音響信号を用い
ることによって、SfM の性能を向上できる可能性があ
ることを示した。複数の音源が近くに存在する場合に
音源定位がうまくいかなくなる場合や、動的物体のス
ケールに関する問題など、本手法の限界も示した。今
後は、設定が異なるシミュレーション環境や実環境、屋
外などでの評価実験を行う。また、画像内に動的物体
が写っていない場合の手法や、画像と音を統合した音
源分離の手法などに取り組み、画像と音を両方利用す
ることによる３次元環境理解の有効性を示していく。
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Abstract: 笑顔度検出を，脳卒中後遺症における音楽療法や認知症の進行抑制のための認知活性化
療法での介入効果の推定手法に取り入れる提案がなされてきており，その有効性が確認されつつある
脳機能障害患者の表情変化は健常者の表情変化よりも乏しいことが多く汎用の笑顔度識別器では「笑
顔」と判定されないことが多いため，個人内での表情変化を捉える識別器を構成しなくてはならな
い．更に介入の効果判定のために個人内での表情変化を正規化し，個人間の比較を行う手法なども提
案されてきている．本稿では，笑顔度検出と同様の手法で笑顔（喜び）以外の感情（怒、嫌悪、恐れ、
悲しみ、驚き）の識別器を構成し，その有効性の統計的検証を行った．その結果，嫌悪と悲しみの判
別など数例に関しては有意な結果が得られたが，笑顔の検出性能が特異的に高いことが示された．

1 はじめに

2018年（平成 30年）10月 1日現在、我が国の総人口
における 65歳以上の割合は 28.1%に達し，更に 75歳
以上人口が 12.4%を越えるなど本格的な高齢化社会を
迎えている [1]．このような高齢化への社会構造の変化
にともないアルツハイマー患者数は年々増加し，また
患者数は漸減しているものの脳卒中の患者数も 100万
人を越えており [2]，脳機能障害に対するリハビリテー
ションの重要性は年々増加している．脳卒中後遺症のリ
ハビリテーションの一つに音楽療法が挙げられる．音
楽療法は、「音楽の持つ生理的，心理的，社会的働きを
用いて，心身の障害の回復，機能の維持改善，生活の質
の向上，行動の変容などに向けて，音楽を意図的，計
画的に使用すること」と定義されている [3]．本療法に
おいては従来，患者に対する療法の効果を，病院や音
楽療法士が独自に設けた評価基準と介入内容の記録な
どを通じて質的・量的に評価することが試みられてき
たため，客観的で統一的な評価方法を確立することは
困難であった．そこで，表情の変化（笑顔度）を検出
することによって音楽療法効果の客観的評価手法が提

∗連絡先： 東京工業大学　
　　　　　　 152-8552 東京都目黒区大岡山 2–12–1 W8-18
　　　　　　 E-mail: nishida@sc.e.titech.ac.jp

案され，その有効性が示されている [4]．また，認知症
患者に対する心理療法の一つである回想法においても，
従来より心理療法士の観察によって効果の評価が行わ
れてきたが [5]，客観的な評価手法の確立が求められて
おり，笑顔度による介入効果の評価への期待が持たれ
ている．
笑顔という表情は「快」あるいは「幸福」の感情を
示すものとすると，笑顔度は患者に対する療法の正の
効果を測るものと考えることができる．逆に，「怒」，
「嫌悪」，「悲しみ」，「恐怖」の感情を示す表情は，療
法の負の効果を測るものであり，これらの表情を検出
することは，療法の不適切な適用を避けるために有効
は手段と考えることができる．そこで，本稿では，６
種の感情類型，「怒り (anger)」，「嫌悪 (disgust)」，「恐
怖 (fear)」，「幸福 (happiness)」，「悲しみ (sadness)」，
「驚き (surprise)」に対応する識別器を構成し，感情識
別器としての有効性を評価した．表情の本稿の構成は，
2章では脳機能障害患者の表情識別に関する課題を述
べ，本稿で用いた表情識別器による感情推定手法を説
明する．3章では本稿で用いたデータセットについて
述べ，表情識別器の訓練手法を説明する．4章におい
て表情識別器による感情推定結果に対し統計的検証に
よってそれぞれの感情推定結果の有効性を考察する．5
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章でまとめを述べ，今後の課題についても言及する．

2 表情識別による感情推定手法

表情識別はコンピュータビジョン，および，人工知
能技術においても重要な課題であり，これまでにも多
くの研究がなされてきた．そして，表情は人間の感情
を推定する重要な手掛かりでもある．本稿では，脳機
能障害患者の感情を推定するために，其々の感情を代
表する表情を識別し，その推定値を感情の推定値とし
て用いることを提案し，その妥当性を検証した．

2.1 表情識別に関する関連研究

表情識別は，コンピュータビジョンの分野において重
要な課題の一つであり，多くの研究成果があげられて
きた．画像による表情識別は特徴点ベースの手法 [6]と
アピアランス・ベースの手法 [7, 8, 9]の二つに大別され
る．特徴点ベースの手法は，顔検出後に顔器官（目頭，
目尻，口角，鼻など）から特徴点を抽出し，それらの位
置関係から表情を検出する．顔の検出位置のずれや顔
の向きに対する補正が可能なため，表情の検出性能は
高いと言える．その一方で，特徴点の検出性能，特徴
点のアノテーションの精度により，表情の検出性能が
影響を受けるなどの問題点がある．アピアランスベー
スの手法は，顔検出後に顔器官を検出する必要がない
ため処置が単純で高速であるが，顔の位置ずれ，顔の
向き，個人ごとの顔器官配置，そして，画像の撮影条
件（照明，フォーカス）の影響を受けやすい．しかし，
訓練サンプルに十分なバリエーションを持たせ，かつ，
位置ずれや顔の向きの変化にロバストな特徴を用いる
ことで，これらの問題点を解決する手法が提案されて
きた [10]．さらに，大規模データセットと深層学習を組
み合わせることで，数多くのアピアランス・ベースの表
情識別手法が提案されている [11, 12, 13]．また，真顔
から笑顔に変化するシーケンスを学習サンプルとする
ことで，笑顔という表情を検出するだけでなく，その
強度（笑顔度）を推定する手法も提案されている [14]．

2.2 脳機能障害患者の表情識別

脳機能障害患者は表情が乏しくなることが多く [16,

17]，前節で述べたような汎用的な表情識別器では充分
な検出性能を得ることが難しいことは容易に想像でき
る．しかし，一方で，乏しいながらも表情に変化がある
ならば，一般的には検出できないものであっても，そ
の変化を捉えることによって，ある個人の表情を検出
できる．さらに，無表情からある表情への変化が単調
であると仮定するなら，変化の度合いをその表情の強

図 1: 表情識別器の構成

度と考えることができる．そして，単調な変化を線形
近似すると考えると顔画像の表情の強度は，式（1）で
表すことができる．この表情の強度を，感情推定値と
して用いることとする．

y = wTx− h (1)

ここで，yは表情の強度（スコア），xは顔画像から
抽出された特徴量，wは係数ベクトル，hはバイアス
値と示す．ある個人の表情の変化は y の変化によって
示すことができるが，個人間での表情強度は直接比較
することができないため，何らかの方法で正規化する
必要がある．この正規化手法については，後述する．
本稿では，アピアランス・ベースの表情識別手法を採用
し，特徴量として位置ずれや照明条件に頑健なGLAC

(Gradient Local Auto-Correlation)[15] 特徴を採用し
た．検出された顔画像は 40 × 40 のグレースケール画
像に変換され，4×4，計 16個の領域に分割される．各
領域について 333次元のGLAC特徴が抽出され，顔画
像 1枚につき 5328次元の特徴量が x として抽出され
る（図 1 ）．係数ベクトル w，バイアス h は，特定の
表情に対する 2クラス線形サポート・ベクトル・マシ
ン (SVM)を学習することによって得られる．

3 感情識別器の学習・評価用データ
セット

感情識別器の学習用のデータセットとして The Face-

Grabber Database and Software [18]（図 2） を使用
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図 2: FaceGrabber DB顔画像の例

図 3: VISGRAF Faces DB顔画像の例

した．FaceGrabber データベースは，40人の怒り，嫌
悪，恐怖，喜び（笑顔），悲しみ，驚きの 6つの表情と
ニュートラルとされる表情に分類されており，一つの
表情あたり 30枚（ニュートラルに関しては 90枚）の
計 10800枚の顔画像が含まれている．左右反転画像ま
で含めた計 21600枚の画像を，1表情分 2400枚とそれ
以外の表情全て（ニュートラル含む）19200枚の 2ク
ラスに分け，2クラス識別器による表情識別器６種（怒
り，嫌悪，恐怖，喜び，悲しみ，驚き）の訓練を行った．
感情識別器の評価には，AIST顔表情データベース

[19] と VISGRAF Faces DB[20] （図 3）を用いた．
AIST顔表情データベースは，日本人 8人（女性 4人，
男性 4人）の 12種類（怒り（閉口），怒り（開口），嫌
悪（閉口），嫌悪（開口），興奮，恐怖，喜び，ニュー
トラル，リラックス，悲しみ，眠気，驚き）の表情が
含まれているものであり，VISGRAF Faces DBは，主
に欧米人 36人の 7種（怒り，嫌悪，喜び，ニュートラ
ル，悲しみ，驚き）の表情が含まれている．

4 実験結果

4.1 識別器スコアの正規化

図 4に，AIST表情DBの f01（女性）の感情ごとの
識別器スコアのプロットを示す．6種の識別器は独立に
訓練されているため，識別器スコアの値そのものには
意味がないため，識別器間での正規化を行う必要があ
る．本稿では，最大値‐最小値での正規化（式 (2))を

図 4: AIST表情 DB: f01の識別器スコア

図 5: AIST表情 DB: f01正規化スコア

行った．これは，一人のサンプルでの感情識別器の全
表情に対するスコアの最大値と最小値により，感情識
別器のスコアを正規化するものである．図 5は最大最
小値での正規化の結果である．

ỹ =
y −min(ye)

max(ye)−min(ye)
(2)

ỹ は識別器出力 y の正規化値，ye は表情 {e|e =

anger, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise}で
の識別器出力を示す．
また，個人間での感情強度の比較を行うためには，一
人一人の感情のベースラインと振れ幅が異なるため，識
別器のスコアそのままでは比較することができない．し
かし，最大値最小値による正規化を行うことによって，
各人のベースラインからの変位を求めることとなるた
め，個人間での比較も可能になると考えられる．

4.2 AIST顔データベースに対する感情識
別器の正規化スコア

AIST顔表情データベースに対する識別器のスコア
を図 6から図 11に示す．
図 9に示される喜び識別器の結果は，一例を除き，怒
り，嫌悪，恐怖，悲しみの負の表情に対するスコアが
低く，喜び（笑顔），リラックスなどに対するスコアが
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図 6: Anger識別器の AIST-DB8人に対する正規化ス
コア

図 7: Disgust識別器の AIST-DB8人に対する正規化
スコア

高い傾向がみられる．一方，図 6, 図 7, 図 8, 図 10 に
示される怒り，嫌悪，恐怖，悲しみに対する識別器の
出力は，喜びの表情に対するスコアが低いことは共通
するが，対応する表情に対するスコアが必ずしも高い
わけではない．
図 11 に示される驚き識別器の結果は，驚きという表
情に喜び由来のものと恐怖由来のものの二種類がある
ことを示唆している．

4.3 VSIGRAF DBに対する感情識別器の
正規化スコア

VISGRAF-DBに対する識別器のスコアを図 12から
図 17に示す．

図 8: Fear 識別器の AIST-DB8 人に対する正規化ス
コア

図 9: Happiness識別器の AIST-DB8人に対する正規
化スコア

喜び識別器（図 15）の特異性が際立つ結果となって
いる．一部に，怒り，嫌悪などにも反応している例も
あるが，喜びの表情に対しては喜び識別器は高値を出
力している．一方，AIST-DBと共通の傾向であるが，
怒り，嫌悪，恐怖，悲しみに対する識別器は，喜び表情
に対して低値を示すが，負の表情に対しては相互に高
値を示す傾向にあり，その識別は難しいと考えられる．
驚き識別器（図 17）の結果も，AIST-DBに対する
結果と共通し，喜び，恐怖の表情に対しても高値を示
している例がある．

4.4 識別器スコアの統計的解析

前節で述べた識別器の傾向を確認するため，分散分
析 (ANOVA)，および，Tukey-Kramer法による多重比
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図 10: Sadness識別器のAIST-DB8人に対する正規化
スコア

図 11: Surprise識別器のAIST-DB8人に対する正規化
スコア

較検定 (Post-Hoc)を行った．
表1にAIST-DBの結果に対する分析，表2にVISGRAF-

DBの結果に対する分析を示す．AIST-DBでは，ANOVA

において感情識別器の出力と顔表情 (12種)間には p <

0.01で交互作用あり，一連の顔表情に対して感情識別
器が異なる出力を示すことが示唆された. これを受け
て行った post-hoc解析では，恐怖識別器と悲しみ識別
器間には p < 0.01で，怒り識別器と嫌悪識別器 間，怒
り識別器と驚き識別器間には p < 0.05で有意差があ
ると判定された．前節で述べた喜び識別器と他の感情
識別器との差異が大きくなっていない．VISGRAF-DB

では，ANOVAにおいて感情識別器の結果と顔表情 (8

種)間 には p < 0.01 で交互作用があり，やはり一連の
顔表情に対して感情識別器が異なる出力を示すことが
示唆された．これを受けて行った post-hoc解析では，

図 12: Anger識別器のVISGRAF-DB36人に対する正
規化スコア

図 13: Disgust識別器の VISGRAF-DB36人に対する
正規化スコア

図 14: Fear識別器の VISGRAF-DB36人に対する正
規化スコア
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図 15: Happiness識別器の VISGRAF-DB36人に対す
る正規化スコア

図 16: Sadness識別器の VISGRAF-DB36人に対する
正規化スコア

図 17: Surprise識別器のVISGRAF-DB36人に対する
正規化スコア

表 1: AIST-DBでの分散分析結果
ANOVA Tukey-Kramer p <

p < 0.01 anger-disgust 0.01

anger-surprise 0.01

fear-surprise 0.05

表 2: VISGRAF-DBでの分散分析結果
ANOVA Tukey-Kramer p <

p < 0.01 anger-happiness 0.01

disgust-happiness 0.01

fear-happiness 0.01

happiness-sadness 0.01

happiness-surprise 0.01

喜び識別器に対して他 の 5 種の感情識別器が p < 0.01

で有意差があると判定され，識別器の他の組み合わせ
に対しては差異が認められなかった．

5 結論

AIST-DB，VISGRAF-DBともに，喜び表情（笑顔）
による喜びの感情推定の信頼性は高いものと考えられ
る．一方で，喜び以外の感情推定は，表情によっては
判別が難しい組み合わせがあることが示されていると
考えられる．驚き識別器が，驚き表情と同時に，喜び
表情と恐怖，悲しみなどの表情に対しても高値を示す
ことから，複数の感情が組み合わされていると考えら
れる例もあり，一つの表情が必ずしも一つの感情にの
み結び付けられるものではないことが示唆されている．
訓練に用いた画像は，主に欧米人の多く含まれるデー
タセットであったため，AIST-DBの日本人の表情に対
しては，推定精度が下がっていた可能性もある．表情
に対する文化的背景，性差なども考慮していく必要が
ある可能性がある．逆に考えると，文化的背景，人種，
性差などを越えて，喜び表情（笑顔）の識別は普遍的
なものと考えることができ，興味深い結果となった．
統計的な分析結果は，喜び（笑顔）とそれ以外の表
情の判別性が高いため，他の表情間の判別性がマスク
されてしまった可能性を示唆している．今後は，喜び
の影響を排除した他の表情の識別手法を検討していく
必要があると考えられる．
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パラメトリックスピーカを用いたオーディオスポット形成におけ
る広帯域信号の安定化の検討

Study of stabilization of wide-band signal in forming audible spot

with parametric speakers
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Takumi Hakamata1 Kotaro Hoshiba1 Takenobu Tsuchiya1 Nobuyuki Endoh1

1 神奈川大学
1 Kanagawa University

Abstract: われわれは, 特定領域にのみ音を再生させることを目的に, 二つのパラメトリックスピー
カを用いた局所的可聴領域形成について研究を行っている. これまで, 再生する可聴音の周波数が変
化した際，可聴領域の面積も変化してしまうという問題点を解決するため，可聴領域を安定化させ
るための音圧制御手法を提案してきた. しかし, 単一の周波数のみを可聴音として再生させた場合の
みの評価しか行っていなかった．本稿では, 提案手法の有効性について，より複雑な条件での評価を
行った．2つの周波数成分が含まれる可聴音を再生する場合，提案手法により音圧は安定化されたが，
側帯波に含まれる二成分間の差音がエイリアスとして発生することがわかった．また，広帯域の周波
数成分が含まれる可聴音を再生した場合，本実験状況では側帯波の周波数帯域の狭かったため提案手
法の有効性を確認することができなかった．以上の結果から，提案手法が有効な条件と解決すべき課
題が明らかになった．

1 はじめに

1.1 背景

超音波の指向性を用いて, 超音波を特定方向に伝搬
させることができるパラメトリックスピーカという音
響デバイスがある [1]. パラメトリックスピーカは, 高
い指向性故にビーム状に可聴音を形成することができ,

直線状に音を届けることが可能である. しかし, 指向性
が鋭いため, 床や壁, 天井などからの反射の影響が大き
く, 非対称者にまで音が聞こえてしまう. そこで, 音を
対象者にのみ届けることができるような局所的な可聴
領域を形成する技術が求められている.

1.2 関連研究

以下に可聴領域形成に関するいくつかの研究を紹介
する. 深澤らは, 5m 四方の空間を 128 個からなるス
ピーカアレイで囲うように設置し, 可聴領域を形成す
るためのシステムを構築している [2]. その大きなシス
テムでは, 5m四方の空間内に 4つの可聴領域を形成し
た. また松井らは, 二つのスピーカから, 振幅変調した

∗連絡先：神奈川大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻
　　　　　　〒 221-8686 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
　　　　　　 E-mail: r201870089qz@jindai.jp

変調信号を送信することで可聴領域を形成した [3]. し
かし, これらの手法では，スピーカの周波数特性を考
慮しておらず，再生する可聴音の周波数が変化した際，
可聴領域の面積も変化してしまうという問題点があっ
た [4]．

1.3 先行研究

そこでわれわれは, 安定した可聴領域の形成を目的
に，パラメトリックスピーカの周波数特性を考慮した
音圧制御手法を提案した [5]．提案手法では, スピーカ
から照射する音の音圧を周波数毎で同レベルとなるよ
う制御することで，スピーカの周波数特性に影響され
ない，安定した可聴領域形成を実現する. 評価実験の
結果, 可聴音の周波数が変化した場合でも一定の面積を
保つことができた. しかし, 可聴音が単一の周波数のみ
の場合でしか検討していなかった.

1.4 目的

そこで本稿では，可聴音が単一周波数でない場合の
可聴領域形成における提案手法の有用性について評価
を行う．可聴音として，スパイク状の複数の周波数成

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
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分が含まれる信号，そして広帯域の周波数成分を持つ
信号の二通りの信号を可聴領域にて再生する．音圧制
御の有無による比較を行うことで，提案手法の有効性
を確認する.

2 手法

2.1 二つのパラメトリックスピーカを用いた
局所的可聴領域形成手法

本研究では, 二つのパラメトリックスピーカを用いて
局所的可聴領域を形成する．Fig. 1に可聴領域形成の
概略図を示す. 両スピーカから変調信号を送信し, それ
らの交差領域にてのみ信号が復調され可聴領域を形成
する.

以下に変調手法について紹介する．片方のスピーカ
から送信するキャリア波 vc(t), 可聴信号 vs(t)を以下の
様に定義する.

vc(t) = Ac sin 2πfct (1)

vs(t) = As sin 2πfst (2)

Ac, As は, キャリア波と再生される可聴信号の振幅を
表しており, fc, fs は, キャリア波と可聴信号の周波
数, tは時間を表している. 振幅変調の一種であるDSB

(Double Side Band)変調方式 [6]を用いた場合の変調
波は次式の様に表すことができる．

vdsb(t) =Ac sin 2πfct+
As

2
sin 2π(fc + fs)

+
As

2
sin 2π(fc − fs)t (3)

第一項はキャリア波, 第二項は上側側帯波, 第三項は下
側側帯波である. 第一項と第二項, 第一項と第三項の差
音として可聴音が復調される. この DSB変調方式は,

キャリア波と両側波帯との差音を利用するため, 再生音
圧レベルが大きいという利点があるが, 高調波歪の発
生が原因で音質が劣化してしまう問題点がある. そこ
で, 高調波歪を低減する方法として, SSB (Single Side

Band)変調方式 [7]が用いられる. SSB 変調波は次式
の様に表される.

vssb(t) = Ac sin 2πfct+
As

2
sin 2π(fc − fs)t (4)

第一項はキャリア波, 第二項は側帯波を表しており, こ
れらの差音として可聴音が復調される. また, SSB変調
波はDSB変調波と比べ, 可聴信号の振幅が半分になる
が, 高調波歪が抑制される利点がある. 本研究では, 変
調の簡潔さから SSB変調方式を用いている. キャリア
波と側帯波を二つのパラメトリックスピーカから別々
に送信することで，送信された二信号の交差領域での
み可聴領域を形成する.

����

����� 
	�

Fig. 1: 2つのパラメトリックスピーカを用いた可聴領
域形成の概略図．

2.2 音圧制御手法

スピーカの周波数特性により, 可聴信号の周波数 fs
が変化すると, 側帯波の振幅 As/2が変化する. そのた
め, 可聴領域が変化してしまい, 安定した可聴領域を形
成することが困難である. そこで,キャリア波の振幅Ac

と側帯波の振幅As/2を, 全ての周波数で等しくなるよ
うに制御する. 送波系統が増幅器とパラメトリックス
ピーカから構成されていると仮定する．送波系統への
入力電圧を Vin，周波数を fb = fc − fs とすると，送
波系統の入出力特性は以下のように表すことができる．

As/2 = αβVin(afb + b) (5)

ここで，αは増幅器の増幅率，β はスピーカの電圧か
ら音圧への変換係数，a，bは定数である．出力音圧は，
Vinに対して線形であり，Vin = 0の場合，Y = 0が成
り立つため，Vinに対しては定数項のない一次関数であ
るとみなせる．また，fbに関しては，大きく周波数が
変化しないという仮定のもと，定数項がある一次関数
で表している．このように，送波系統の入出力特性は，
二変数一次関数で近似することができる．Eq. 5を Vin

に対して解くと以下のようになる．

Vin =
As

2αβ(afb + b)
(6)

Asに Acを代入することで，周波数毎で所望の出力音
圧を得るための Vin を求めることができる. これによ
り, キャリア波と側帯波の振幅が全ての fs で同じレベ
ルにすることができ, 安定した可聴領域を形成すること
が可能になる.

3 評価実験

3.1 測定方法

提案手法の有用性を確認するため，可聴領域を形成
し評価を行った．実験状況図を Fig. 2に示す. 先行研
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Fig. 2: 実験状況．

究にて，可聴領域の面積変化と，領域の中心音圧に相
関性があることがわかっている [5]．そこで，本実験で
は，領域の中心音圧のみを計測する．スピーカNo. 1と
スピーカ No. 2を，音軸が垂直に交わるよう，500mm

の距離に設置した. また, マイクロホンをそれぞれのス
ピーカの音軸の交点に設置し, 信号を取得した. スピー
カ No. 1からキャリア波を，スピーカ No. 2から側帯
波をそれぞれ送波し，可聴領域を形成する．再生する可
聴音として，二通りの実験を行った．はじめに，2つの
周波数成分が含まれる可聴音を再生した (Exp1)．キャ
リア波として fc = 40 kHzの信号，側帯波として fb−1，
fb−2の 2つの周波数成分を含む信号を用いた．fb−1は
39 kHzとし，fb−2は 38～38.8 kHzの間で変化させた．
つまり，fsとして 1 kHzと 1.2～2 kHzの 2つの周波数
成分が含まれる可聴音が再生される．続いて，広帯域
の周波数成分が含まれる可聴音を再生した (Exp2)．前
実験同様，キャリア波として fc = 40 kHzの信号，側
帯波として 39～39.15 kHzの帯域の周波数を持つ信号
を用いた．これらの二通りの実験を行い，音圧制御を
導入し，その効果を評価する．Fig. 3に側帯波を送波す
るスピーカ No. 2の入出力特性の実測値を示す．横軸
が周波数，縦軸が入力電圧であり，カラーマップにて
出力音圧を表している．こちらのデータを用い，Eq. 5

で示した近似式を求めると以下のようになる．

As/2 = Vin(1.02fb − 36.81) (7)

近似式から求めた近似値を Fig. 4に示す．このように，
二変数近似により入出力特性が精度良く近似できてい
ることがわかる．得られた近似式を用いて制御を行う．

3.2 測定結果

はじめに Exp1 の測定結果を示す．fc = 40 kHz，
fb−1 = 39 kHz，fb−2 = 38.2 kHzの場合の受信信号の
周波数スペクトルを Fig. 5に示す．つまり，この場合
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Fig. 3: スピーカ No. 2の入出力特性の実測値．
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Fig. 4: スピーカ No. 2の入出力特性の近似値．

1，1.8 kHzの成分を持つ可聴音が再生される．(a)に
キャリア波と側帯波の周波数成分，(b)に再生された可
聴音の周波数成分を示す．また，(I)は音圧制御をして
いない場合，(II)は音圧制御を導入した場合の結果で
ある．各周波数における音圧は SPL (Sound Pressure

Level)で表している．キャリア波と側帯波の周波数成
分を比較すると，音圧制御導入前はキャリア波に比べ
側帯波の音圧が低いが，音圧制御を導入すると側帯波
の音圧はキャリア波と同等となっていることがわかる．
再生された可聴音の周波数成分を比較すると，音圧制
御導入前は 1 kHzと 1.8 kHzにおける音圧の差が大き
いが，音圧制御を導入するとその差が小さくなってい
る．しかし，0.8 kHzにも大きいピークを確認するこ
とができる．これは，fb−1 − fb−2間の差音がエイリア
スとして再生されたものである．同様に fc = 40 kHz，
fb−1 = 39 kHz，fb−2 = 38 kHzの場合の受信信号の周
波数スペクトルを Fig. 6に示す．Fig. 5同様，キャリ
ア波と側帯波の周波数成分では音圧制御の効果が確認
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Fig. 5: Exp1: 受信信号の周波数スペクトル (fb−2 = 38.2 kHz)．(a) キャリア波と側帯波の周波数成分，(b) 再生
された可聴音の周波数成分．(I) 音圧制御なし，(II) 音圧制御あり．
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Fig. 6: Exp1: 受信信号の周波数スペクトル (fb−2 = 38 kHz)．(a) キャリア波と側帯波の周波数成分，(b) 再生さ
れた可聴音の周波数成分．(I) 音圧制御なし，(II) 音圧制御あり．
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Fig. 7: Exp2: 受信信号の周波数スペクトル．(a) キャリア波と側帯波の周波数成分，(b) 再生された可聴音の周
波数成分．(I) 音圧制御なし，(II) 音圧制御あり．
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Fig. 8: Exp1: 各条件における周波数スペクトルのピー
ク値．

できるが，再生された可聴音の成分である 1，2 kHzに
おける音圧の差は音圧制御を導入しても大きな変化は
ない．これは，再生したい成分である fc− fb−1間の差
音 (1 kHz)と，エイリアスである fb−1−fb−2間の差音
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Fig. 9: Exp2: 各条件における周波数スペクトルのピー
ク値．

(1 kHz)が干渉してしまっている影響だと考えられる．
このように，複数の周波数を再生させる場合，エイリ
アスが発生してしまうという問題点が明らかになった．
続いて，Exp2の測定結果を Fig. 7に示す．キャリア
波と側帯波の周波数成分を比較すると，39～39.15 kHz

にある側帯波成分が，音圧制御導入によりキャリア波
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と同等の音圧となったことが確認できる．音圧制御導
入前はキャリア波に比べ側帯波の音圧が低いが，音圧
制御を導入すると側帯波の音圧はキャリア波と同等と
なっていることがわかる．また，再生された可聴音の
周波数成分を比較すると，安定化の効果は見られない
が，音圧制御導入により可聴音の音圧が全体的に大き
く出力されていることがわかる．

3.3 考察

Exp1 にて得られた，各条件での受信信号の周波数
スペクトルにおける 0～2.5 kHzの範囲でのピーク値を
プロットしたものを Fig. 8に示す．再生させた可聴音
の成分である 1.2～2 kHzの音圧は，音圧制御をしない
場合，周波数が上がるにつれて下がっていくが，音圧
制御を導入するとその傾きが小さくなり，有効性が確
認できる．しかし，前述したように，1.2～2 kHzの音
圧と同程度のエイリアスが 0.2～0.8 kHzに発生してし
まっている．また，1 kHzの成分もエイリアスにより
不安定になっていることがわかる．Exp2における同様
の結果を Fig. 9に示す．音圧制御導入により可聴音の
音圧が全体的に大きく出力されているが，周波数変化
による音圧変化の傾きは大きく変わっていない．これ
は，側帯波の周波数帯域が狭いため，音圧の変化も小
さく，音圧制御の効果が表れにくいことが原因と考え
られる．以上の結果から，提案手法の有効性と課題が
明らかになった．

4 おわりに

本稿では，先行研究にて提案した，二つのパラメト
リックスピーカを用いた局所的可聴領域形成における
音圧制御手法について，より複雑な条件での評価を行っ
た．2つの周波数成分が含まれる可聴音を再生する場
合，提案手法により音圧は安定化されたが，側帯波に
含まれる二成分間の差音がエイリアスとして発生する
ことがわかった．また，広帯域の周波数成分が含まれ
る可聴音を再生した場合，本実験状況では側帯波の周
波数帯域の狭かったため提案手法の有効性を確認する
ことができなかった．以上から，提案手法の有用性と
課題が明らかになった．今後は，エイリアスを低減さ
せる手法についての検討と，より広帯域な可聴音を再
生させた場合の評価を行っていく予定である．
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