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概要： 本研究は音の空間情報を計測する手法である近接 4点法をリアルタイムで駆動し、音源の位置情報や音場

の変動の情報を連続的に推定しようとするものである。具体的には、近接 4 点法マイクロホンが繋がれたコンピ

ュータ上でリアルタイム動作する音源位置推定アプリケーションを設計・実装し、実際に推定を行い音場の様子

を観測した。また、実時間で位置推定を行うにあたり効率的な近接 4 点法の計算手順を検討した。これにより収

音と推定の様子の確認が同時に行なうことが可能になり、録音現場で効率的に推定ができるようになるほか、推

定の結果をフィードバックすることにより精度の高い推定が可能になる。本論文では、今回設計した推定の手順

と実際に推定した結果を示す。 

キーワード： 音源位置推定、近接 4点法、相互相関関数 

Keywords： Estimation of Sound-source Location, Closely Located 4-Point Microphone, Cross-correlation 

	 

1. まえがき 
ヒトはたった 2 つの耳で音の位置などの空

間情報を知覚することができる。当研究室では、

「ヒトにできることはコンピュータにもでき

る」との考えのもと様々な信号処理の研究が行

われており、なかでも近接 4点法は長年にわた
り用いられてきた音場観測の手法である[1]。
そこで本研究では近接 4 点法をリアルタイム
で駆動することにより、ヒト同様リアルタイム

で音源の位置を推定するアプリケーションを

設計した。これは音場の変化の様子を把握する

ことを目指すものである。 

2. 近接 4点法 
同一平面上に無い 4 つのマイクロホンに収

録された信号のわずかな時間情報の相違に着

目して、短時間相関などから音源の位置や大

きさ等の空間情報を算出する手法である[2]。 
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図—1のように各マイクロホンを一辺 d [m]
の正四面体の頂点上に配置すると、仮想音源

の座標（x, y, z）は式（1）のように表される。
これは各マイクロホンを中心とする半径 rO, rA, 
rB, rC [m]の 4つの球の交点に等しい。 

 

図—1 正 4面体型近接 4点法の原理 

また、式中ΔrA, ΔrB, ΔrCはマイクロホンO
に対する距離差であり、マイクロホン O に対
するマイクロホン A, B, C の到達時間差ΔtA, 
ΔtB, ΔtCを用いて求められる。 

3. 推定の手順 
表—1 推定条件 

コンピュータ MacBookPro 

 OS X Lion, 8GB RAM 

 Intel Core2Duo 2.66GHz 

オーディオインタフェイス M-Audio Fast track Ultra 8R 

近接 4点法マイクロホン Audix TM-1 × 4 

標本化周波数 96kHz 

量子化ビット数 24bit 



 
図—2 推定手順フローチャート 

表―1の条件、図―2フローチャートの手順
で推定を行うアプリケーションを実装した。 

1. 近接 4点法マイクロホンからオーディオ	 
インターフェイスを通じてコンピュー

タに音響信号を入力 
2. 波形データをバッファリング 
3. 短時間相関を用いて到達時間差を算出 
4. 到達時間差より音源までの距離を算出 
5. 式（1）より音源位置を算出 
6. OpenGLを用いて結果を画面出力 
なお、この間各処理はマルチスレッドで行

われており、互いの処理は干渉せずスムーズ

に推定が行われる。 

 4. 推定の結果 
図―1のようにマイクロホンを配置し、スピ

ーカから鳴る楽音を 0.5秒ずつ 5秒間収音して
推定を行った。スピーカを（0.15, 0.02, 0.01）
の点に置いて推定した結果を図―3 に示し、
（-0.01, -0.01, 0.40）の点に置いて推定した結
果を図―4に示す。図—3, 4は原点（0, 0, 0）
を中心とし、スピーカの位置を星型五角形

（☆）と表した 5 秒間の推定結果の散布図で
ある。 
図—3を見ると、小さな誤差はあるものの、

音源の位置を正しく連続して推定できている

様子がわかる。 
一方、図—4では、x, y座標は正しい位置を

示しているが、z座標はスピーカ位置にくらべ
小さい値を示した。音源との距離が離れたた

め、到来方向の推定はできているが距離に誤

差があらわれている様子がわかる。 
図—3, 4 からも分かるように音の到来方向

は距離によらず安定して推定できることが確

認できた。 

5. むすび 
本研究ではリアルタイムで近接 4 点法を用

いることにより連続して音源位置を推定する

ことを試みた。結果、単一音源の連続的な位

置推定が可能なことが確認できた。しかし、

近距離では正確な精度で推定ができる一方、

マイクロホンと音源間の距離が離れると距離

に十分な精度が得られないこともわかった。

これは標本化周波数が低いため、到達時間差

を十分な精度で求めることができていないか

らだと考えられる。 
今後は信号のサンプル間を補間することで

精度の改善を試みるほか、処理速度を向上さ

せ、より細かい時間での音場の変化の様子を

観測する。また長時間観測することで、複数

音源や反射音に関しても対応することが可能

であり、より多くの音場の情報を把握するこ

とを目指す。さらに、もともと標本化周波数

が高い高速 1bit 信号を用いたリアルタイム近
接 4点法の実現を目指す所存である。 
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図—3 近距離推定結果 

-0.4 -0.2  0  0.2  0.4 -0.4-0.2 0  0.2 0.4
-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

z [m]

x [m]
y [m]

z [m]

 

図—4 長距離推定結果 


