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単一点音源の選択的定位と凸射影法に基づく近接マイクロホ
ンアレーの動作時自律校正∗
◎藤田 悠哉 , 小野 順貴 , 安藤 繁 (東大・情報理工)

1

はじめに

近年活発な研究が行われている音源定位や音
源分離においては，実環境ではマイクロホン間
の感度差や位相差が大きく性能を劣化させる。こ
れを補償するためには各マイクロホンの周波数
特性の厳密な測定が必要であるが，併せて温度
や湿度などによる動的な変化を吸収するために，
システム自体が実際の使用環境における自律的
な校正能力を具備することが望ましい。
これに対し本研究では，1) 時空間勾配法 [1, 2]
による音源分布の推定と音源定位，2) 球面波拘
束条件に基づく補償フィルタの逐次更新，によ
り，単一点音源の立ち上がりなどの良好な球面
波を含む時間フレームの情報を選択的に利用し，
それらがより明瞭に点音源定位するように修正
することで，マイクロホン間の相対的な感度差
を自律的かつ安定に校正する手法を提案し，実
験によりこれを検証した結果を報告する。

2

提案手法

2.1

球面波拘束条件

本手法は，空間微分が計測可能な近接マイク
ロホンアレー，もしくは音場の空間微分を取得
する新しい MEMS マイクロホン [3] の校正に適
用可能であるが，ここでは例として，Fig.1 の様
に近接配置された 6 本のマイクロホンの相互感
度を補正することを考える。
第 k 回目の観測時間区間において，音源が単
一点音源とみなせるならば，波面は球面波をな
すことから，アレー中心の音圧のフーリエ変換
Fk (ω) とその空間勾配 ∇Fk (ω) は,
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を満たさなければならない [1, 2]。これを球面波
拘束条件と呼ぶ。ただし, c は音速, nk , Rk はそれ
ぞれ第 k 回目の観測におけるアレー中心から音源
方向に向かう単位ベクトル, アレー中心と音源と
の間の距離である。いま，G1k (ω), · · · , G6k (ω) は
アレーの各マイクロホンにより観測される音圧信
号のフーリエ変換，β(ω) = (β1 (ω) · · · β6 (ω))T
は各マイクロホンの相互感度を補償するフィルタ
係数とするとき，補償フィルタが正しいならば，
∗

差分近似が成り立つ周波数では，音圧の空間勾
配は差分, 中心音圧は平均で近似できるので，式
(1) より，
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が成り立たなければならない。ただし D はマイ
クロホン間隔である。これを β(ω) に関してベク
トル表示すると,
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と表すことができる。ここで J xk (ω)，J yk (ω)，
J zk (ω) は音源位置に依存した係数ベクトルであ
る。これが真の補償フィルタ β(ω) が満足するべ
き拘束条件となる。

2.2

凸射影法による適応的校正アルゴリズム

式 (3) を満たすよう補償フィルタ β k (ω) を更
新するためには，1) 観測された波面が球面波で
あるかどうかの判断と，2) 球面波の場合の音源
位置情報を，観測信号そのものから取得する必
要がある。よって我々は，以下のアルゴリズムで
補償フィルタを逐次推定する。
音源定位ステップ
ある観測フレームの観測信号に対し，β k (ω) を
用いて観測信号を補償し，時空間勾配法 [1, 2] に
より音源定位を行なう。これは，差分近似が成り
立つ全周波数帯域において，式 (1) をフィッティ
ングさせたことに対応する。このとき残差があ
る閾値より大きい場合は，観測信号は球面波で
はないとみなし，補償フィルタ更新は行なわな
い。残差が閾値より小さい場合は，次のステップ
に進む。
補償フィルタ更新ステップ
音源定位により得られた Rn ，nk を用いて，
J xk (ω)，J yk (ω)，J zk (ω) を求める。これらは，
補償フィルタが真の値でないことや，周囲の雑
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Fig. 1 近接 6 点マイクロホンアレー
正八面体の各頂点にマイクロホンを配置した 3 次元近接マ
イクロホンアレー。対向するマイクロホンで観測された信
号間の差分近似により，x, y, z 方向の空間微分を推定し,
音源位置を推定する。使用したマイクロホンは無指向性の
エレクトレットマイクロホン (Primo; EM133) であり，対
向マイクロホン間隔は 50mm とした。

音，残響等の影響により，ある誤差を含むと考え
られる。これを考慮し，式 (3) の代わりに
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を満たすような β(ω) の空間 Λk へ β k (ω) を射影
する。Λk は凸集合をなすため，Λ1 , Λ2 , · · · , Λn
が共通集合をもつような適切な誤差上界 ε を選
択すれば，凸射影法 [4] の原理により補償フィル
タは必ずその共通集合に収束する。得られた収
束点の真値への近さは，J xk (ω) 等の誤差の大き
さと設定した誤差上界 ε に依存して決まるが，実
用的には，補償フィルタが更新されなくなったら
ε を少し小さくし，補償フィルタが振動的に更新
され収束しなくなったら ε を少し大きくするよう
な適応的手法が有効と考えられる。

3

実験

Fig.1 に示すアレーを用いて実環境における
実験を行った。音源信号は 8kHz で帯域制限し
たホワイトノイズとし，1 つのスピーカ (SD0.6; soundevice) を緩やかに移動させながらこれ
を出力した。録音した信号をフレーム幅 512 点
(5.8msec) ごとに切り出し，それぞれを 1 回の観
測として 120 回分のデータを用い, 提案手法に
より補償フィルタを推定した。なお, 差分近似が
十分成り立つ 2kHz 以下の周波数成分のみを用
いた。
次に，校正前後で単一音源に対する音源定位結
果を比較した。アレーで取得した信号に対し, 8
チャンネル Gabor フィルタによりサブバンド分
解を行い，各サブバンド毎に時空間勾配法 [1, 2]
により定位を行なった。結果を Fig.2 , Fig.3 に
示す。また, Fig.2 , Fig.3 における定位結果の分
散を Table 1 に示す。校正後は定位結果のばらつ
きが少なくなっており，補償フィルタによる校正
が有効に働いていることを示している。
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Fig. 2 校正前の定位結果
感度差校正前の状態で，単一音源に対し音源定位を行った
結果。5.8ms 毎に 8 つのサブバンド (200-1600Hz) で 8 個
の定位結果が得られ, これを 116ms の時間区間 (160 個)
で重ねて表示している。図は，観測点から音源に向かう単
位ベクトル nx , ny を「＋」記号で, 観測点と音源との間の
距離 rm を左側に「−」記号で, サブバンドごとに色分け
して表示している。定位結果は 1 点に集中するはずである
が, 周波数依存のマイクロホン間の感度差の影響により,
ばらつきと周波数ごとの偏りが見られる。

Fig. 3 校正後の定位結果
Fig.2 の実験で取得した信号に対して本手法による校正を
行い, 再度定位結果を表示した。Fig.2 と比較して定位結
果のばらつきと偏りが減少していることがわかる。

Table 1 校正前後の定位結果の分散
Fig.2 と同じ条件で得られた 160 個の音源方向単位ベクト
ル nx , ny , 観測点と音源との間の距離 rm の逆数の分散の
値 Var(nx ),Var(ny ),Var(1/r) を, 校正前後で比較したも
の。校正後の方が値が小さくなっており, 定位結果のばら
つきが小さくなっていることがわかる。

校正前
校正後

Var(nx )
0.0071
0.0042

Var(ny )
0.043
0.018

Var(1/r)
12.5
10.8
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