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1 まえがき 
著者らは，無形文化財やコンサートなどの

あるがままの収録，伝送を目指して，高品質

な音と映像の収録を試みてきた．音に関して

は高速 1bit符号化，映像に関しては HD映像
などを用い記録している[1][2]． 
一般に音と映像の同期方法として，機器間

のクロックを同期させタイムコードを用い

る方法がある．スタジオ等では，ハウスシン

ク，タイムコードを用い全ての機器の同期を

取り収録を行なうことが多い．しかし，機器

や収録方法の多様化や，またノンリニア編集

が主流になったこともあり，必ずしも全ての

機器の同期を取らずに収録することもある．

しかし，そのような場合，収録後の編集時に

波形を見比べて手作業で合わせるという作

業が必要であり，また再生が進むにつれて

徐々に音と映像のずれが蓄積するという問

題も生じる．例として，コンサート収録にお

いて機器の同期を取らずに録音した 2つの音
響信号を手作業で合わせた所，40分経過した
時点で 2秒程度のずれが確認された．そこで，
非同期で収録したデータの同期を取り，再生

する簡易な方法が望まれている． 
音と映像を同期する手法としては，音と映

像それぞれの変化の大きい箇所を合わせる

手法や，映像の切り替わりに音を合わせる手

法などが提案されている[3][4]．しかし，それ
らは音と映像の小さなずれを補正するもの

であった． 
本研究では，映像表示機器と音響収録再生

機器を，音響信号を基準に同期再生する手法

を提案する．具体的には，ビデオカメラで収

録した映像に含まれる音響信号と，別に収録

した音響信号（高速 1bit 信号）をリアルタ

イムに比較し，同一の音が鳴っている箇所に

映像の再生位置を移動させることで，音と映

像を同期再生する．これにより，収録後の編

集，再生を簡易化し，更には高速 1bit 信号

の動画コンテンツへの利用を簡易化する．	 

	 

図―1	 システム概要 
 

2 音と映像の同期システム 
2.1 高速 1bit符号化 
高速 1bit符号化は量子化ビット数を 1bitと

する代わりに標本化周波数を高く取り，何ら 
かの方法で量子化雑音を所望の帯域外に集

中させることによって可聴域における高い

S/Nを得る符号化方式である[5]． 
2.2 構築したシステムの概要 
	 一般的なコンピュータによって音と映像

の同期システムを構築する．しかし，高速 1bit
信号は専用の再生機が必要であり，現状コン

ピュータでの直接再生は困難である．そこで，

高速 1bit信号の再生系と，同期処理を実行し
映像を表示するコンピュータを切り離した．

それにより高速 1bit信号に限定せず，様々な
符号化方式の音響信号が利用可能となる． 
	 概要を図―1に示す．音は録音再生機から
再生し，スピーカに繋いで鳴らす．そして，

同じ音をコンピュータに入力し（ライン入力

やマイク入力を利用），コンピュータでは音

と映像の同期処理を行い，映像のみを表示す

る．音と映像の同期処理においては，音響信

号が一定時間入力される度に「ビデオカメラ

で録音した，映像に含まれる音響信号」と，

「入力された音響信号」を比較し，同期時間

を算出する．計算が終了する度に，算出した

時間に映像の再生位置を移動させることで，

リアルタイムに音と映像を同期する． 
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図―2	 特徴量抽出 

 

図―3	 特徴量の比較方法 
 

3 スペクトルの振幅変動に着目した音
響信号の比較 

3.1 比較手法 
	 リアルタイム処理の実現にはできる限り

早く同期する方法が必要である．そこで，音

響信号を比較する上で情報量の多い特徴的

な値のみを抽出することでデータ量を削減

し，比較することとした．	 

手法を考案するにあたり，人間の特徴的な動

作に注目した．人間が音の波形を合わせる際に

目印とする箇所は限られている．例えば，無音

に近い箇所や定常的な音等は，それが動画のど

の箇所の音か特定するのは困難である．人間は，

楽器の鳴り始めなど変化の大きい箇所を目印

とすることが多い．そのような人間の動作に学

び，一定時間ごとに周波数スペクトルの振幅変

動が 大となる周波数を検出し，特徴量として

記録する手法を提案する．	 

3.2 特徴量 
	 抽出方法を図―2 に示す．まず信号を周波
数解析する．今回は，10 ms ごとにフレーム
長 46 msで FFTを行う．窓関数としてハミン
グ窓を用いた．次に，隣り合うフレーム間の

差分を取り，スペクトルの振幅変動を得る．

その 大値を求め，その時の周波数をそのフ

レームの特徴量とする．これにより，1 sにつ
き 100個の特徴量を得る． 
	 ビデオカメラ収録信号とリファレンス信号

それぞれから抽出した特徴量を比較する．図

―3に示すように，リファレンス信号の特徴 

 
図―4	 大隈講堂平面図と収録位置	 

 
図―5	 ビデオカメラ収録信号(上)と 

高速 1bit 信号（下） 

量をずらしながらビデオカメラ収録信号の特

徴量全体を走査し，一致数が も多い箇所を

探索する．これにより，ビデオカメラ収録信

号とリファレンス信号の時間ずれを求める． 
3.3 同期時間算出 
	 現在スピーカで鳴らしている音と同期させ

るために，前節の比較結果にリファレンス信

号の長さや計算にかかった時間，オーディオ

デバイスのレイテンシ等を加え， 終的な計 
算結果とする．以降，この計算結果を同期時

間と呼ぶ． 

4 収録・実験 

	 使用した音源は，早稲田大学大隈講堂にて

行われたバイオリンとピアノによるコンサー

ト音源である．ビデオカメラは JVCの 3Dカ
メラ GS-TD1 を用い，リファレンス信号は
VC-21WSD（8ch 高速 1bit 録音再生機）[6]を
用いて高速 1bit信号として録音した．収録位
置を図―4に示す． 
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図―6	 特徴量比較結果 

(会話部分，リファレンス信号 10 s) 

 
図―7	 特徴量比較結果 

(演奏部分,リファレンス信号 10 s) 
	 

	 この収録音源より，会話部分と演奏部分を

含む箇所を利用した．ビデオカメラ収録信号

は 120 s，リファレンス信号は会話部分と演
奏部分について，それぞれ 1 s，5 s，10 sの
長さを用意した．同じ音が鳴っている箇所を

手作業で合わせ，並べたものを図―5に示す．
2 つの信号には同じ音が録音されているが，
異なる場所，異なる機器で録音されているの

で，その信号は全く同じものとはならない．

また，収録時に GS-TD1と VC-21WSDは同期
しておらず，信号の開始位置も異なる．	 

4.1 検証方法 
	 これらの音響信号を用い，提案手法により

同期時間を算出し，検証する．以下の 2種類
の区間をリファレンス信号として用いた． 
 会話部分 
 演奏部分（バイオリンのメロディ） 
	 音と映像のずれの検知閾に関しては，

ITU-R 勧告 BT.1359-1 において，評定実験の
結果から品質基準が標準化されている[7]．こ 

表―1	 雑音を付加した音源の検証結果 

ビデオカメラ音源 S/N [dB] リファレンス

信号の種類 30 20 10 0 -10 
会話部分 (1s) ◯ ◯ ◯ × × 
会話部分 (5s) ◯ ◯ ◯ ◯ × 
会話部分 (10s) ◯ ◯ ◯ ◯ × 
演奏部分 (1s) ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
演奏部分 (5s) ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
演奏部分 (10s) ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

表―2	 残響を付加した音源の検証結果 

付加した残響時間[s] リファレンス

信号の種類 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
会話部分 (1s) ◯ ◯ × ◯ ◯ 
会話部分 (5s) × ◯ ◯ ◯ ◯ 
会話部分 (10s) ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
演奏部分 (1s) × ◯ ◯ ◯ ◯ 
演奏部分 (5s) ◯ ◯ ◯ ◯ × 
演奏部分 (10s) ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 
れによると，ずれの検知閾は映像の遅れの場

合は 45 msであり，音の遅れの場合は 125 ms
となっている．そこで，今回はこの範囲に収

まっていれば正解とした． 
4.2 検証結果と考察 
4.2.1 会話部分 
	 10 s の時の結果を図―6 に示す．横軸は時
刻，縦軸は特徴量の一致数である．ここで，

正解時刻は 9.94 sである． 
	 結果として，全てのリファレンス信号（1 s，
5 s，10 s）において正解の 9.94 sを検出した． 
リファレンス信号が長くなる程，正解箇所の

特徴量の一致数は増加し，検出精度が向上し

た．これは，リファレンス信号が長くなるほ

ど特徴的な箇所が増えるためと考えられる． 
4.2.2 演奏部分 
	 会話部分と同様 10 sの時の結果を図―7に
示す．ここで，正解時刻は 44.93 sである． 
	 結果，全てのリファレンス信号で 44.94 s
を検出し，会話部分と同様，リファレンス信

号が長くなるに従って正解時刻の特徴量一致

数が増加した．ただし，79 sにも大きな山が
見られる．この部分は，同じメロディの繰り

返しであった．よって演奏部分においては，

繰り返しにおける誤検出が懸念される． 

5 雑音，残響の影響 
	 前章で使用したビデオカメラ収録音源に雑 
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図―8	 特徴量比較結果(同期開始から 200 s) 
 
音を加えた音源と残響を加えた音源を用意し，

前章と同様の検証を行った．雑音は指定した

S/N となるように白色ガウス雑音を付加し，
残響は早稲田大学大隈講堂にて測定したイン

パルス応答を用い，残響時間が 0.2 s〜0.6 sと
なるよう調整して畳み込んだ．  
 雑音を付加した検証の正誤結果を表―1に
示す．結果，演奏部分においては全ての場合

において正解箇所を検出した．これは，特徴 
量抽出の際にスペクトルの差分を取るために，

白色雑音等の定常な雑音に対してロバストで 
あるためと考えられる． 
次に，残響を付加した検証の正誤結果を表

―2 に示す．こちらは残響時間の長さによら
ず高い検出率を示した．収録位置の違いによ

って残響が異なる場合も，検出結果に大きな

影響は与えないと言える． 

6 リアルタイム同期アプリケーション 
検証した手法を用い，Mac OS X v10.7で動

作するアプリケーションを実装した．  
6.1 検証 
	 前章で使用したコンサート収録動画を用い，

アプリケーションの動作を検証する．動画の

長さは 30分であり，比較処理は 2秒おきに行
った．使用したコンピュータはMacBook Pro
（CPU：2.53GHz Intel Core2Duo，メモリ： 8GB 
1067MHz DDR3）である． MacBook Proの内
蔵マイク入力から音響信号を入力し，リアル

タイムで同期を行い，比較処理を行う度に結

果を出力した．  
	 同期開始から 200 s が経過した時の結果を
図―8に示す．図より，30分という比較的長
い映像に対しても十分に同期時間の検出が

可能であることがわかる．また，リアルタイ

ムに同期再生される様子も確認された． 

7 むすび 
	 本論文では映像収録後の編集の簡易化，更

には高速 1bit信号の動画コンテンツへの利用
の簡易化を目指し，リアルタイムに音と映像

を同期する手法を考案し，実際にシステムを

構築した．また，その性能を評価し，雑音や

残響に対する高いロバスト性を示した．	 	 

	 今後はより実用的なシステムを目指し，精

度の向上や，特徴量の保存による検出の高速

化を検討する．また，入力された音から動画

を検索し，自動的に表示するようなシステム

への応用も検討する． 
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