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概要: 本稿では，非負値行列因子分解 (NMF) に基づく，雑踏音環境のマッピングについて述べる．
移動ロボットを用いての音源の空間的な配置を推定する音環境マッピングは，知的システムが周辺環
境を認識し適切な行動とるために不可欠である．従来の枠組みは，初段の音源定位に強く依存した構
成となっており，残響や拡散性雑音の強い雑踏環境下では性能を発揮できなかった．そこで本研究で
は，音源定位の代わりに NMFを用いた音源分離に基づく音環境マッピングを提案する．本手法は，
まずスペクトル特徴に基づき観測信号を分解したあと，個別の音源に対して位置推定するので，雑踏
環境下でも安定してマッピングできる．数値シミュレーションにより提案法の有効性を評価した．

1 はじめに
自律移動ロボットが，環境中の音源の位置や分布を
推定する音環境マッピングは，ロボットが周囲の音環
境を空間的に認識し適切に応答するために不可欠な基
盤技術である [1–6]．特に，展示会場や市街地など雑踏
環境でも頑健に動作する枠組みを確立できれば，周囲
の音響情景に合わせた適応的な接客や，都市規模の環
境モニタリングなど様々な応用技術を実現できる．
従来の音環境マッピングの多くは，まずマイクロホン
アレイを用いた音源定位 [7–10]により音源到来方向を
推定し，異なる観測点での推定結果から三角測量する
ことで，音源地図を生成していた [1–4]．この枠組では，
時間フレームごとに動作する音源定位をオンライン処
理として実装できるため，実時間で地図を生成できる．
一方，最終出力である地図の推定性能が，初段である
音源定位に強く依存しており，残響や拡散性雑音が強
い雑踏環境では大きく性能が劣化する課題があった．
本研究では，収録した録音信号全体を直接モデル化
する音環境マッピングを提案する．本手法の初段では，
フレーム独立に処理していた音源定位の代わりに，録
音信号全体を単一の生成モデルで音源分離する非負値
行列因子分解 (NMF) [11, 12]を適用する．NMFで分
解された個別の音源信号に対し，音源定位と三角測量
によりその位置を推定する．初段で NMFを用いて観
測信号を予め分解することで，アレイ信号処理では性
能劣化しやすい残響や拡散性雑音が含まれる観測信号
でも頑健な動作を実現する．また NMFは，観測信号
全体を一挙に分解する枠組みであるため，同じ音源を
複数回観測した場合など，長い録音信号全体の共起関
係をモデル化でき，安定して複数の音源を弁別できる．
数値混合音を用いた評価実験でその有効性を評価した．
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2 NMFに基づく音環境マッピング
提案法では，移動ロボットを用いて収録した観測混合
音 yτ,ft ∈ CM およびロボットの自己位置 xτ ∈ R2 か
ら，音源 n = 1, . . . , N の座標 sn ∈ R2を推定する．こ
こで，τ = 1, . . . , T , f = 1, . . . , F および t = 1, . . . , T

は，それぞれミニバッチ，周波数ビンおよび時間フレー
ムインデックスを表す．本手法では，観測信号を T フ
レームのミニバッチに分割し，バッチ τ 内ではロボット
の移動を無視できると仮定する．以降で述べる通り，提
案法は，1) NMFによる観測信号分解，2)基底クラスタ
リングによる音源パワースペクトル密度の推定，3) 三
角測量による音源位置推定の 3つの処理で構成される．

2.1 ガンマ過程非負値行列因子分解
提案法ではまず，スペクトル情報に基づき観測信号
を分解するため，NMF を適用する．具体的には，多
チャネル観測信号 yτ,ft の平均パワースペクトログラ
ム ȳτ,ft ≜ 1

M ∥yτ,ft∥22 ∈ R+ を，K 本のスペクトル基
底wk = [wk1, . . . , wkF ∈ RF

+ とそれらの時間アクティ
ベーション hτ,k = [hτ,k1, . . . , hτ,kT ] ∈ RT

+ の積へ分解
する．このとき，基底数K は，観測信号の複雑さに合
わせて最適な値が変動するため，事前に決定すること
が難しい．そこで本手法では，基底数を事前に定めな
いガンマ過程NMF [12]を用いて観測 ȳτ,ftを表現する．

ȳτ,ft ∼ Exp

(
K∑

k=1

gτ,kwkfhτ,kt

)
(1)

ここで，gτ,k ∈ R+は，各基底の観測に対する寄与度合
いを表すゲイン変数である．このゲイン変数にスパー
スな事前分布を仮定することで，十分大きいKを設定
すれば，観測の複雑さに合わせて必要な本数の基底の
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みを用いた分解が行われる．ゲイン変数 gτ,k には，共
役事前分布である以下のガンマ分布を仮定する．

gτ,k ∼ G
(a0
K

, a0

)
(2)

ここで，a0 ∈ R+は gτ,k のスパース度合いを制御する
ハイパーパラメータである．本モデルは，K → ∞で
gτ,k がガンマ過程に従う近似モデルとなっている．ま
た，基底wkf とアクティベーション hτ,ktには，それぞ
れ期待値が 1となる以下のガンマ事前分布を仮定する．

wkf ∼ G (a1, a1) , hτ,kt ∼ G (a2, a2) (3)

ただしa1 ∈ R+とa2 ∈ R+は，それぞれwkfとhτ,ktの
スパース度合いを制御するハイパーパラメータである．
NMFの推論では，真の事後分布 p(G,W,H | Ȳ)を
近似する変分事後分布 q(G,W,H) ≜ q(G)q(W)q(H)

を求める. この推論は，文献 [12]と同様に導出した以
下の更新則を反復することで行われる．

q(gτ,k)← GIG
(
a0
K

, a0 +
∑
f,t

⟨wkfhτ,kt⟩
ωτ,tf

,

∑
f,t

ȳτ,ftϕ
2
τ,tfk

⟨
w−1

kf h
−1
τ,kt

⟩)
(4)

q(wkf )← GIG
(
a1, a1 +

∑
τ,t

⟨gτ,khτ,kt⟩
ωτ,tf

,

∑
τ,t

ȳτ,ftϕ
2
τ,tfk

⟨
g−1
τ,kh

−1
τ,kt

⟩)
(5)

q(hτ,kt)← GIG
(
a2, a2 +

∑
f

⟨gτ,kwkf ⟩
ωτ,tf

,

∑
f

ȳτ,ftϕ
2
τ,tfk

⟨
g−1
τ,kw

−1
kf

⟩)
(6)

ここで，GIGは一般化ガウス分布 [12]を表し，ωτ,tf ∈
R+ と ϕτ,tfk ∈ R+ (

∑
k ϕτ,tfk = 1) は以下の値をとる

補助変数である．
ωτ,tf = ⟨gτ,kwkfhτ,kt⟩ (7)

ϕτ,tfk ∝
⟨

1

gτ,kwkfhτ,kt

⟩−1

(8)

この更新則は，対数周辺尤度 log p(Ȳ)の変分下限を最
大化するように導出されている．変分下限の最大化は，
変分事後分布と真の事後分布とのKullback–Leiblerダ
イバージェンス DKL[q(G,W,H) | p(G,W,H | Ȳ)]

の最小化に対応する [13]．

2.2 基底のクラスタリング
初段のNMFで得たK 個の基底は，次段のベイズ混
合ガウスモデル (GMM) により，N 個の音源にクラス

タリングされる．NMFは，観測信号をK 個の基底と
アクティベーションの組に分解するが，これらはN 個
の音源と 1対 1対応しない．本稿では，NMFの各基底
が複数の音源を表現せず，１つの音源のみと対応する
と仮定し，基底をN 個のクラスタに分割する．具体的
には，バッチごとの基底ゲインの期待値 ⟨gτ,k⟩を特徴
量としてベイズGMMによりクラスタリングする．ベ
イズGMMは，そのディリクレ事前分布の効果により，
十分な音源数N を準備しておけば，不要な音源クラス
を自動的に縮退させることができる．

2.3 音源位置の推定
再終段では，ガンマ過程 NMFとベイズ GMMによ
り得たN 個の音源パワースペクトル密度を用いて，多
チャネル観測混合音 yτ,ft から音源位置 snを推定する．
具体的にはまず，観測信号をWiener フィルタリング
することで，音源像 ŷτ,nft ∈ CM を得る．次に，遅延
和ビームフォーマを用いて音源像の空間スペクトルを
計算し，バッチ τ での音源 nの到来方向 dτ,nを推定す
る．得られた音源到来方向 dτ,n と自己位置 xτ を用い
て三角測量し，音源位置 sn を得る．

2.4 視覚情報に基づく枠組みとの関連
活発に研究されている隣接技術の 1つである，単眼カ
メラによる環境マッピングについて概観しながら，音環
境マッピングとの関連および提案法の位置づけについ
て議論する．視覚情報を用いた代表的なマッピング技術
として，既知の自己位置から地図を推定する多視点ス
テレオ [14]と，自己位置と地図を同時推定する visual

SLAM (simultaneous localization and mapping) [15,

16]や SfM (structure from motion) [17]がある．従来
の音源定位に基づくマッピングは，音源定位により得
た音源到来方向から地図上の音源位置を推定する点で，
多視点ステレオに近い枠組みである．一方，本稿で扱
う音環境マッピングでは，自己位置推定しないものの，
音源位置だけでなく混合音から音源信号を推定する点
で，マッピングのみを解く多視点ステレオより visual

SLAMの方が類似点が多い．Visual SLAMは，画像上
の疎な特徴点に対して幾何的な誤差を最小化する特徴
点法 [15]と，画像間の輝度値の誤差を直接最小化する
直接法 [16]に大別できる．提案法の観測モデルである
式 (1)は，多チャネル録音信号 yτ,ftに対するゼロ平均
多変量複素ガウス尤度に対応している1．観測信号に対
する誤差 (尤度) を直接モデル化している点で，提案法
は直接法に近い．一方提案法は，NMF，基底クラスタ
リングおよび三角測量の 3つの処理をカスケード接続

1完全な一致には，対数尤度に 1/M を乗じる必要がある．
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(a) 音源位置 (赤) とロボット軌跡 (灰)
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(b) 音源定位に基づくマッピング
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(c) NMF に基づくマッピング (提案法)

図 1: (a)に実験設定を，(b)と (c)にマッピング結果を示す．灰色線はロボットの軌跡を，赤×は正解の音源位置
を表す．黒 ×は推定された音源位置で，青点は HARKにより検出された各音源の三角測量結果である．

して構築されており，visual SLAMや SfMのような全
体最適化にはなっておらず，後段の処理へ誤差が蓄積
されていくと考えられる．音源地図と音源分離の同時
最適化は今後の課題とする．

3 評価実験
本節では，移動ロボットで観測した録音信号を模し
た，数値混合音を用いた評価実験について報告する．

3.1 実験設定
屋内を移動ロボットが巡回して収集した 10 分間の

M = 4チャネル混合音を生成して評価に用いた．この
実験では，残響時間 (RT60) 600msを持ち高さ 4mで
20m四方の室内を想定し，4個の音源を室内に配置し
た．各音源は，FSDKaggle2018データセット [18]から
選んだそれぞれ 20秒以上の長さを持つクリップを繰り
返し発している．これらのクリップには，犬の鳴き声
やチャイム音など，非定常な信号を選んだ．ロボット
は，図 1のように，この室内を 2分間で 1週する速度
で移動した．混合音は鏡像法 [19] を用いて生成した．
また，観測信号には拡散性雑音として，WSJ0 [20]か
ら選んだ英語音声によるバブルノイズを信号対雑音比
15 dBで重畳している．混合音は，サンプリング周波
数 16 kHzとして生成した．
音源定位に基づく音環境マッピングを実装し，提案法
と比較した．この手法は，ロボット聴覚オープンソー
スソフトウェア HARK [21] が提供している MUSIC

(multiple signal classification) 法 [9, 10]による音源定
位と音源トラッキング法から音源到来方向軌跡を推定
し，三角測量により音源位置を推定する．HARKによ

表 1: 正解音源位置から最近傍の推定位置の平均誤差．

手法 誤差 [m]

音源定位に基づくマッピング 0.797

NMFに基づくマッピング (提案法) 0.104

る音源定位では，音源信号の無音区間やロボットが音源
から定期的に遠ざかることを要因として，別の時刻に
観測された同じ音源を別の音源として検出してしまう．
そこで，得られた複数の音源位置をベイズGMMでク
ラスタリングして，最終的な音源位置の出力とした．

3.2 実験結果
図 1-(b)と-(c)に推定結果を，表 1に位置推定誤差を
示す．音源定位 (MUSIC) に基づくマッピング (図 1-

(b)) では，103 個の音源とその位置 (青点) が検出さ
れ，これらをクラスタリングして 5点の音源位置が推
定された．この枠組では，音源信号の無音区間により
音源追跡に失敗し，短い音源として検出されているた
め，三角測量の精度が低く，真値から大きく離れた位
置を持つ音源が多く検出されている．これらをクラス
タリングした結果，位置推定誤差は 0.797mに留まっ
ている．提案法による結果 (図 1-(c))では，9個の音源
位置が推定され，2個を除き，4つの目的音源から 1m

以内に定位されている．位置推定誤差は 0.104mであっ
た．部屋の中心付近に，音源位置から大きく外れた音
源が 2つ検出されているが，これらは拡散性雑音や目
的音源の残渣成分と考えられる．提案法は，録音信号
全体を一挙に直接分解するため，より安定して音源位
置を推定できている．一方で提案法においても，音源
n = 3の正解位置に複数個の推定結果 (黒×) が重なっ
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ているように，単一の音源を複数の音源として検出し
てしまっている．これは，同じ音源でも大きく異なる
アクティベーションパターンを持つ基底を，単一の音
源としてクラスタリングできていないためと考えられ
る．本問題は，NMFによる音源分離と後段の音源位置
推定を一挙に最適化する拡張により，互いの情報を相
補的に利用することで解決できると考えられる．

4 おわりに
本稿では，NMFによる信号分解を基盤とした音環境
マッピングについて述べた．従来法の多くは，混合音
から各音源の到来方向を推定する音源定位に強く依存
した構成で，性能劣化の原因になっていた．そこで本研
究では，初段で NMFによる音源分離を適用すること
で，拡散性雑音や残響のある環境でも安定した動作を
実現する．数値混合音を用いた評価実験では，HARK

により構築した音源定位に基づくマッピングより高い
精度で音源位置を推定できていることを確認した．今
後は，音源分離と音源位置推定の同時最適化による音
源クラスタリングの性能向上や，オンライン推論によ
るリアルタイムマッピングへの拡張などを進める．
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