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1. 序論
Multirotor UAV (Unmanned Aerial Vehicle)は,機敏な

動作および自在性の高い運用が可能であることから,環
境センシングのためのユニバーサルプラットフォーム
として有効である. Multirotor UAVを用いたセンシング
についての近年の研究 [1–3] は主として画像情報を取
り扱うが,障害物による対象の遮蔽に頑健ではないとい
う問題がある.
無人航空機を用いて音源を検出できれば,図 1に示さ

れるような,障害物により遮蔽された場所にいる人や動
物の発見が可能となる. このため音を用いたセンシン
グは捜索救難,環境や災害の監視また警備などの応用に
有効と考えられる [4,5] . そこで本研究は機体に搭載し
たマイクロフォンアレイにより音を収集し,周囲の環境
中の音源位置特定のために音源定位,すなわち音の到来
方向を推定する手法を開発する.

Multirotor UAVを用いる上での主な課題は,飛行時に
発生する非定常でパワーの強い自己雑音による定位性
能の劣化である. 自己雑音は主としてロータの回転に
よって起こるもので,機体上のマイクロフォンを雑音源
から一定以上遠ざけることは困難である. また飛行中
の機体の制御に伴って各ロータの回転速度は変化する
ため,雑音も非定常なものとなる.

GEVD-MUSIC (Generalized Eigenvalue Decomposi-
tion-based MUltiple SIgnal Classification) [6]は,雑音を
含む観測からの音源方向推定に広く用いられる音源定
位アルゴリズムである. GEVD-MUSICは雑音について
の空間相関行列 (以下, 雑音相関行列) を用いて観測信
号中の雑音成分を抑圧し,音源方向を表す空間スペクト
ルを生成する. ここで雑音相関行列は時々刻々と変化す
るから,非定常な雑音環境下での GEVD-MUSICの適用
のためには各時刻における雑音相関行列の推定が最大
の課題となる.

GEVD-MUSICによる音源定位は,雑音相関行列を予
め推定する必要があるため,動的な雑音への対応に問題
があった. この問題を解消するため,次のようなアルゴ
リズム拡張が報告されている. 奥谷らによって提案され
た iGEVD-MUSIC [7] は直前の観測を雑音とみなして
雑音相関行列を生成することによって,動的雑音に対処
する手法であるが,目的音が自己雑音より大きく変化す
るという仮定に基づいているため,定常な目的音が誤っ
て雑音とみなされるおそれがある. また Inceらの提案
する手法 [8]は,ヒューマノイドロボットの自己動作音
を雑音テンプレートを組み合わせて動的に推定し,音源
定位における動的な雑音抑圧を実現している. しかし,
動作雑音の推定に最近傍法を用いているため, 雑音テ
ンプレートに存在しない動作雑音の推定精度に問題が
ある.
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図 1: Multirotor UAV飛行時の自己雑音による定位性能劣化の回避

本研究では Gauss過程 [9]を用いて UAVに搭載され
た機体センサのモニタリング値から雑音相関行列を回
帰する手法を開発する. 本手法では雑音相関行列の推
定に観測音を用いないので iGEVD-MUSICのように定
常的な目的音を誤って雑音とみなすことがない. また学
習データ中に現れないモニタリング値に対しても適切
な雑音相関行列を内挿によって推定できる.
本手法は図 2に示されるように,雑音相関行列の回帰

および得られた雑音相関行列を用いた GEVD-MUSIC
による音源定位の二段階の処理から構成される. 以下
では,これらの処理について説明する.

2. 雑音相関行列推定
本研究で取り扱う雑音相関行列は機体の状態や制御

入力と複雑に関係しておりパラメトリックなモデルを
適用することが困難であるため, Gauss過程による回帰
によって推定する. Gauss 過程は平均関数 m とカーネ
ル kによって特徴付けられる連続空間上の確率過程で
あり, 特徴量と目的変数を事前に収集したデータから,
値が Gauss分布に従うという仮定に基づいて,新たに観
測された特徴量についての適切な目的変数の値を与え
る. 以下では特徴量である期待センサのモニタリング
値を ut , 目的変数であるベクトル化された雑音相関行
列を vt, f と表すことにする.

ut = [ut,1, . . . ,ut,10]
T, (1)

vt, f = [vt, f ,1, . . . ,vt, f ,dv ]
T. (2)

ここで t, f はそれぞれ時間と周波数のインデックスで
あり, M はマイクロフォンの数, dv = M(M+1)/2であ
る．各特徴量の値は

• ut,1, . . . ,ut,3: Pitch, Roll, Yaw
• ut,4, . . . ,ut,6: xyz各軸の速度
• ut,7, . . . ,ut,10: パルス幅変調信号

Pitch, Roll, Yawとはそれぞれ機首の上下方向の角度,左
右の傾きの角度,機首の方向である. パルス幅変調信号
とはモータを制御する信号であり,パルス長のパルス周
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図 2: Gauss過程による雑音相関行列回帰と GEVD-MUSICによる音源定位の概要

期に対する割合として得られるためモータに供給され
る電力を表している.
雑音相関行列 Qt, f を Gauss過程によって扱うことた

めベクトル化する. 雑音相関行列は Hermite 行列であ
り,冗長性を減らすため Cholesky分解により上三角行
列 Lt, f を求める. 得られた上三角行列の要素を連結し
てベクトルとする. ただし方向性雑音のない環境での
雑音相関行列が単位行列であることから,平均が単位行
列となるようにする. 具体的には,以下のようにベクト
ル vt, f の要素を求める.

Lt, f =


v2

t, f ,1 vt, f ,2 · · · vt, f ,dv−(M−1)

v2
t, f ,3 · · · vt, f ,dv−(M−2)

. . .
...

0 v2
t, f ,dv

− IM. (3)

ここで M×M 単位行列を IM として表す
特徴量の新たな観測 uT+1 についての目的変数

vT+1, f は, uT+1 と学習データ D による条件付き分布
p(vT+1|D ,uT+1)の平均として求められる. 学習データ
D は目的音の存在しない状況で, 事前に収集した特徴
量のモニタリング値と目的変数の雑音相関行列の対の
集合である. ゆえに,平均 m(vT+1, f )は以下のように求
められる.

m(vT+1, f ) = kT
T
(
KT +ρ2IT

)−1 VT
T, f , (4)

VT, f = (v1, f , . . . ,vT, f ). (5)

ρ2 は特徴量に付加していると仮定する加法性雑音の分
散でありグリッド探索などにより最適な値を求める．ま
た kT , KT はそれぞれ以下で表される.

kT =


k1,T+1

...
kT,T+1

 , KT =


k1,1 · · · k1,T

...
. . .

...
kT,1 · · · kT,T

 . (6)

ただし k(ui,u j)を ki, j と表している. ここでカーネルと
して, RBF (Radial Basis Function)カーネルをもとにし
たMahalanobisカーネル [10]を用いている.

k(ui,u j) = exp

(
−

γ(ui −u j)
TΣΣΣ−1(ui −u j)

dim(ui)

)
. (7)

ただし ΣΣΣ−1 は特徴量の各次元の分散を対角成分に持つ
行列である.

3. 音源定位
本研究で用いる音源定位アルゴリズムGEVD-MUSIC

は，方向性雑音環境下においても雑音についての追加
の情報である雑音相関行列を与えることによってその
影響を抑圧し音源方向を推定する. 出力は目的音の到
来方向にピーク値を持つようなスペクトルであり，真
の音源方向を θi (i = 1, . . . ,N)として以下の pt, f で表さ
れる．

pt, f = [pt, f ,θ1 , . . . , pt, f ,θA ]
T, (8)

pt, f ,θi =
∥aH

f ,θi
a f ,θi

∥
∑M

i=N+1 |aH
f ,θi

eR,i|2
. (9)

ここで変数右肩の Hは共役転置を表す. a f ,θi はマイク
ロフォンアレイ配置についての事前知識であるステア
リングベクトル，Aはその数で定位可能な方向の数を
表す任意の値である. この定義により,音源方向とステ
アリングベクトルの方向が近い場合には分母が 0へと
近づき,スペクトル中のその方向にピークが立つ. ただ
し目的音は一般に広帯域に広がることが考えられるた
め,このスペクトルの加重和をとって出力とする.

pt = ∑
f

wt, f pt, f . (10)

重み wt, f には Rt, f の跡を用いた.
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図 3: マイクロフォンアレイを搭載した録音システム (丸印にマイク)

4. 実験と評価
本手法の評価のためにいくつかの実験を行った. この

実験では入力として観測音の多チャンネル音響信号と
機体センサのモニタリング値を与え,出力として音源の
推定方向を表す空間スペクトルを得た.

4.1 音源定位システムの構築

Multirotor UAV上にマイクロフォンアレイを搭載して
図 3のような音源定位システムを構築した. Multirotor
UAV としては, 6 自由度の慣性計測装置や超音波距離
計,対地速度センサなどを備えた AR.Drone1 を用いた.
この AR.Drone上に 8チャネルマイクロフォンアレイ
と多チャンネル同期音響処理装置である RASP-242 を
搭載して録音モジュールを構築した. 各マイクロフォン
は円形のフレーム上で等間隔に,外向きに配置した. ま
たこれらの機器搭載のために,機体本体の重量を削減し
てペイロードを増加させえた.
録音用のソフトウェア環境として, HARK3 および

ROS4を用いた. HARKはロボット聴覚のためのオープ
ンソースソフトウェア群であり,多チャンネル音響信号
の同期録音やその ROSトピックとしての発行などに用
いた. ROSはロボット制御のためのプラットフォーム
であり, AR.Droneの操縦や各モジュールで観測した情
報の同期とデータ形式の統一などに用いた.

4.2 実験条件

実験データとして AR.Drone のホバリング中約 200
秒間および移動中 400 秒間について, 無響室で自己雑
音を収録した. そのうちおよそ五分の一をテストのため
に用い,残りを学習データとした. テストデータは上記
AR.Droneのホバリング中と移動中のそれぞれの場合に
ついて,この自己雑音データと音声,純音,白色雑音によ
る目的音のシミュレーション混合によって生成した. マ
イクロフォンアレイの配置についての事前知識として,
TSP (Time-Stretched Pulse)応答を収録することにより
周囲 5 度おきに 72 方向のステアリングベクトルを求
めた.
音響信号の標本化は 16kHz, モニタリング値の取得

頻度はおよそ 60ミリ秒に 1度である. 時間領域の音響
信号に対しフレーム長 512,シフト長 256, Hann窓を用
いた短時間 Fourier変換を適用して，時間周波数表現を
得た.

1http://ardrone.parrot.com
2http://www.sifi.co.jp
3http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/HARK/
4http://www.ros.org
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図 4: 適合率・再現率の等しい点における F値
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図 5: VBHMMに基づく閾値決定法を用いた場合の F値

4.3 シミュレーションデータに対する適用

上記のデータを用いて本手法と既存手法による定位
性能を比較した. 比較は本手法 (図中 reg.) と 3種類の
既存手法,および真の雑音を用いた場合 (ref.) について
行った. 既存手法は,標準固有値分解を用いたMUSIC法
(SEVD),時間平均による一定の雑音を仮定した GEVD-
MUSIC法 (const.), iGEVD-MUSIC法 (iGEVD)である.
評価は 2つの基準によって行った. まず各時刻におけ

る空間スペクトル pt を列ベクトルに持つ Pに対して,
閾値 ξ を設定して以下の式で適合率 Preと再現率 Rec
を求め,その等しい点における適合率と再現率の調和平
均である F値によって比較する方法である.

Pre(P) =
#{(t,θ) | pt,θ ≥ ξ and p′t,θ = 1}

#{(t,θ) | pt,θ ≥ ξ}
, (11)

Rec(P) =
#{(t,θ) | pt,θ ≥ ξ and p′t,θ = 1}

#{(t,θ) | p′t,θ = 1}
. (12)

ここで # は集合の要素数を表し, p′t,θ は正解データで
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図 6: (上段)空間スペクトル (下段)閾値処理後の音源定位結果

あり,真の音源方向に値 1を持つスペクトルである. も
う一方はVBHMM (Variational Bayesian Hidden Markov
Model)に基づいた閾値決定法 [11]を用い, F値によっ
て比較する手法である. 評価結果を図 4, 5に示す.
図 4から本手法が既存手法よりも高い値をとるため，

空間スペクトルに鮮明なピークが立っていると確認で
きる．図 5中の VBHMMに基づく閾値決定によって得
られた定位結果の F 値については, 既存手法よりも本
手法がやや優れていることを示しているものの，その
差は僅かとなっている．また，図 6は各手法，条件に
おける実際の空間スペクトルの出力と閾値処理後の音
源定位結果である．

4.4 考察

まず上記の結果の信号対雑音比が高い条件下におい
て，本手法によるスペクトルが既存手法よりも鮮明で
ある理由については以下のような推測が可能である．す
なわち観測音を用いて雑音相関行列を推定する既存手
法は，目的音が顕著であるほどそれを雑音として誤抑
圧した場合の影響が強く現れるのに対し，本手法では
観測音を雑音相関行列推定に用いないためこの悪影響
が現れなかったと考えられる．一方で信号対雑音比の
低い，すなわち目的音のパワーの小さい条件下におい
ては，いずれの評価基準についても，真の雑音を用い
た場合のスペクトルの鮮明さに対して大きく下回る結
果となった．真の雑音を用いた結果は，GEVD-MUSIC
法に基づく音源定位手法の性能の上限であり，この値
へ近いほど雑音相関行列の推定精度が高いとみなせる．
すなわち本手法による雑音相関行列の推定精度は依然
として高いとは言えない．この推定精度の改善のため
に，学習データとしてより多様なモニタリング値の雑
音相関行列を収集することや，特徴選択の最適化など
が考えられる．

5. 結論
本稿ではMultirotor UAVに搭載したマイクロフォン

アレイを用いた音源定位性能の向上について述べた.

Multirotor UAVを用いる問題点は飛行中に非定常でパ
ワーの強い自己雑音が発生することである. この問題
に対し Gauss過程を用いて機体のモニタリング値から
雑音相関行列を回帰し,その回帰結果を GEVD-MUSIC
に適用することで自己雑音の影響を緩和する手法を提
案した.
実験結果は本手法により特に信号対雑音比の高い場

合に定位性能が向上したことを示した. 今後の課題と
して,特徴選択や学習データの増加によって雑音相関行
列の回帰精度を向上するほか,実環境下での収録データ
による評価が必要と考える.
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