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概要：本研究は，点音源モデルを用いた手法により音源分布の推定をした．音源の空間的スパース性を仮定し，マイク

ロホンで受音した観測信号を多数の点音源基底の線形結合により表現し，線形結合係数をスパース推定した．スパー

ス推定後の非零要素の係数にかかる仮想点音源をクラスタリングし，各クラスタの重心を求めることで音源位置と音

源数の推定をした．凸最適化を用いた手法によりこれらの推定が可能であることを確認した．
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1. ま え が き

これまでに音源方向の推定には，ビームフォーミング

等の様々な手法が提案されているが，これらは音源から

到達する波面を平面波と仮定することが多い．平面波は

方向だけにパラメータを制約できるため，問題を簡単に

することができる．それに対して，球面波を仮定するこ

とで距離というパラメータが付加され，奥行き情報を含

めた音源位置の推定ができる．奥行き情報を得ることが

できれば，例えば，反射体の位置を把握することができ

ると考えられる．本研究では，音源の空間的スパース性

を仮定し，多数の仮想点音源の線形結合によって観測信

号を表現し，スパース推定することで線形結合係数を求

める．さらに，スパース推定後の非零要素にかかる点音

源を凸最適化を用いてクラスタリングし，各クラスタの

重心から音源位置を推定，点音源との二乗誤差の大きさ

から音源の個数を推定する手法を提案する．

2. 点音源による観測信号の近似

音場 Ω⊂R3 内の位置 ξ ∈Ω における複素音圧 b を基

底 φ(ξ, ω)の線形結合で近似すると，

b(ξ, ω) ≃
∑
n

xnφn(ξ, ω) (1)

となる．位置 ξm に置いた M 個のマイクロホンによっ

て観測される複素音圧を {bm}Mm=1 とし，式 (1) で近似

することを考えると，線形結合係数 xn ∈ Cを求めれば，
各基底の影響の大きさを推定できる．基底として仮想点

音源を選び係数を求めることで，その係数の大小から実

音源の位置を推定できると考えられる．マイクロホンが

少数の場合に多数の仮想点音源を考えると，式 (1)の近

似を与える線形結合係数は無数に存在する．そのため，

そのような無数の係数の解から最適な解を決定するため

に，三次元空間において音源は疎らに存在するという仮

定のもと，スパース推定を行う．

3. 音源分布の推定

3. 1 音源位置推定

推定対象音源を覆うように仮想点音源を多数並

べ，観測信号をそれらの線形結合で表す．m 番目の

マイクロホンで観測された複素信号を bm(ωk) とし，

b(ωk) = [ b1(ωk), b2(ωk), · · · , bM (ωk) ]
Tとする．観測信

号 b(ωk)は式 (1)によって

b(ωk) ≃ A(ωk)x (2)

と近似できる．ただし，A(ωk)mn は，マイクロホンと仮

想点音源との伝達関数をまとめた行列であり，xは線形

結合係数を要素にもつ縦ベクトルである．単一周波数で

はなく同時に複数の周波数を扱うために，A(ωk)を対角

成分としたブロック対角行列Aと，b(ωk)を縦に連結し

た観測信号 bとの線形結合に対する係数を求める．その

際 xをスパースにすることで，非零要素の係数に対応す

る仮想点音源が音源位置であると期待する．しかし，一

般的なスパース推定では各周波数ごとに異なる仮想点音

源位置に非零要素の係数が出てしまうため，どの仮想点

音源が音源なのか判断できない．そのため，各仮想点音

源を全ての周波数に対してゼロか，値を持つかに分類す

る．これは，グループ疎性を誘導する ℓ2,1 混合ノルム

∥x∥2,1 =
∑
g∈G

∥xg∥2 (3)

によって実現できる．本研究では最小二乗項と正則化項

の足し合わせによる Group Lasso

min
x

∥Ax− b∥22 + λ ∥x∥2,1 (4)

の問題を考える．λは重み付けパラメータであり，λの

値を大きくすることでよりスパースな係数を得ること

ができる．この問題は凸なので，適当な凸最適化アルゴ

リズムを用いて解けば大域最適解を得ることができる．



ここでは Alternating Direction Method of Multiplier

(ADMM) を用いた [1, 2]．

3. 2 音源数推定

スパース推定後，一般に非零要素の仮想点音源の個数は

音源数よりも多く存在する．音源数を自動で推定するため

には，その仮想点音源をクラスタリングする必要がある．

そこで，本研究では次に示す convex clustering [3, 4]を

用いる．スパース推定後の非零要素の係数が n個になっ

たとし，それらがかかる仮想点音源の座標を t = {ti}ni=1

とする．ここで，同じ数だけの点 u = {ui}ni=1を用意し，

初期の座標を ti とする．座標 ti に対して ui が離れすぎ

ず，かつ集合 u内の隣接する点の距離が小さくなるよう

に uを更新すれば，u内の点は次第にいくつかのまとま

りを形成する．その結果，uのまとまった各点を重心と

するクラスタに分割することができる．すなわち，以下

の最適化問題を考える．

min
u

1

2

n∑
i=1

αi ∥ti − ui∥22 + γ
∑
ℓ

wℓ ∥uℓ1 − uℓ2∥2 (5)

αiは tiに対応するスパース推定後の係数xの値の大きさ，

γ は正の定数，wは正の重み，ℓは ℓ = (ℓ1, ℓ2) (ℓ1< ℓ2)

である．この問題は，重み付き最小二乗項と u内の 2つ

の点の差のノルムの足し合わせになっており，パラメー

タ γ の値によって u内の点がどれほど集まるか決めるこ

とができる．また，重み wの決め方によって，u内のど

のペアの差を重視するか決めることができる．今回は，

wij = κk
i,j exp(−ψ ∥ti − tj∥22) (6)

とした．ただし，

κk
i,j =

1 (j is i’s k-nearest-neighbor)　

0 (otherwise)
(7)

であり，ψ は正の定数である．κk によって重みは k-

nearest-neighbor の仮想点音源にのみかかる．この問題

も凸であるため，ここでは Alternating Minimization

Algorithm (AMA) を用いて解いた [4]．

音源数を推定するには正則化パラメータ γ の値を適切

に選択する必要がある．そこで，γ に対する式 (5)の第

1 項の変化を利用したクラスタ数の推定を提案する．γ

の値とクラスタ数の関係および，式 (5)の最小二乗の項

の値をコストとして表したものを図–1に示す．γ が大き

くなるにつれコストが上がっていくことがわかる．線形

結合係数の大きいものにかかる仮想点音源は音源の近く

に存在するが，その仮想点音源から uが離れるほどコス

トは大きくなる．音源数よりもクラスタ数が大きいとき

は，重み αi の大きな仮想点音源の近くに u内の点は存

在するが，音源数よりもクラスタ数が小さくなろうとす

る時，αi の大きな仮想点音源から離れてしまうため，コ
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図–1: γ に対するクラスタ数 (破線) と最小二乗コスト

(実線)
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図–2: 音源 4つの場合の音源分布推定

ストは急激に上がる．したがって，コストが急激に上昇

するときのクラスタ数を推定クラスタ数とすればよい．

図–1の縦の破線で囲んだ部分でコストは急激に上がって

おり，図–1からは，音源数は 4つであるとわかる．

4. シミュレーション実験

マイクロホン 4 本，音源 4 つにおける推定を行った．

★が音源，●がクラスタリング後の点 uである．仮想点

音源はかかる係数の値の大きさが大きいほど濃くなるよ

うに表示をした．これよりよく推定されていることが確

認できる．

5. む す び

音源の空間的スパース性を仮定し，観測信号を多数の

点音源基底による線形結合で表現し，係数をスパース推

定した．その後 convex clustering によるクラスタリン

グをすることで，音源位置及び音源数の推定手法を提案

した．今後は，二乗コストの上昇を自動的に検出する方

法を検討し，個数推定の自動化を目指す．
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