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　　　　　近接 4点法とドップラー効果による移動音源の位置推定*

◎金子穂積　武岡成人　山崎芳男（早大）

１．まえがき

1976年山崎らによって提案された近接4点法
は，さまざまな音場の空間情報の測定に用いら

れてきた。近年は 1933年に N.Wienerにより提
案された一般化調和解析と合わせ，音源分離や

音場分析にも適用されている。移動音源に着目

した研究には，観測された信号の特定周波数の

振幅の時間変化を算出してその到来時間差から

音源位置推定を行った小野らの研究がある[1]。
また吉田らによるドップラー効果に着目した音

源方向の推定が報告されている[2]。
　人間は周波数，振幅,位相情報の全てを巧みに
用いて音場を認識している。そこで到達時間差

のみでなくあらゆる音情報に基づいた 4点法の
精度の向上を試みている。本報告では周波数成

分の変化に着目し,ドップラー効果を用いて特
に移動音源に対する音源の位置推定の精度の向

上を試みた。また多少無謀ではあるが，周波数

成分の変化のみでの音源の位置推定を試みたの

で報告する。

２．近接 4点法
近接 4 点法とは，同一平面上にない近接する 4
つのマイクロホンで収録した信号の時間構造の

わずかな違いに着目して，短時間相互相関ある

いはインテンシティなどの手法により音源の位

置や大きさ等の空間情報を算出する手法である。

4 つのマイクロホンから音源までの距離が分か
れば音源の位置を特定することができる。

３．分析手法

　原周波数を 0f ,音速を c,移動音源の速度をｖ，
静止した受音点から移動音源とのベクトルの角

度をθ とすると,ドップラー効果は以下のよう
になる。

                        　　　　　　　(1)

受音点からｒ離れた直線軌道上を音源が

移動した場合、周波数の時間変化 )(sf は

(2)

となる。

　

音源が受音点に最も近づいた時刻を s=0 とし
て, 0f =1500Hz,速度が 30km/h の場合、(2)式は
図－1のようになる。

この曲線の時間変化を距離の変化に置きかえて，

複数のマイクロホンで録音した実験データをカ

ーブ・フィットさせることにより音源の距離を

推定する先行研究が土肥らから報告されている

[3]。
　本稿ではまず音源がマイクロホンに最も近づ

くときに，周波数変化が最大となる時間におけ

る周波数を純周波数とし，次に収録された周波

数の時間変化と，考えられうる速度，距離と cos
θの変化の値を算出し，実データからの残差が

最小となるものを求めることにより未知の速度

と距離を推測する。そしてこれらを 4つのマイ
クロホンで収録された音にそれぞれ行い,ある
時間における 4点から音源までの距離を求めて
3次元での位置を推定する。
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図－1 時間による周波数変化の違い
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４．実験及び結果

　本実験で用いた信号は，標本化周波数

44.1KHz,16bit量子化，6.6s のデータである。
自動車の側面に設置したスピーカから 1500Hz
の純音を放射し，時速 28km/sで 30mの距離を
移動した際の信号を録音した。気温 7.2℃，各マ
イクロホンは 0.05m間隔で配置した。その他の
状況は図－2,3のようになる。

図－２　マイクロホンと軌道の距離

　　　図－３　マイクロホンと車の位置

　収録した o, x,  y, zのマイクロホン信号をそ
れぞれ 23ms の方形窓で切り出し，一般化調和
解析を行い，振幅が最大のものを抽出し,周波数
の時間変化を求めた。o マイクロホンに最も近
づいた時刻をｔ=0として, 4.0s分の oマイクロ
ホンの周波数の変化を図-4に示す。

最小二乗法を用いて周波数変化の近似関数を求

め,変化率の最大となる点を音源が最もマイク
ロホンに近づいた時刻とみなし，それを音源の

純周波数とした。得られた純周波数をもとに,速
度を 10km/sから 100km/sの間で 0.05m/sの幅
で変化させ,また距離を 1m から 100m の間で

0.01m の幅で変化させ,考えられうる距離と周
波数の変化の組み合わせを計算し,それらと実
データの残差が最小となる組み合わせを算出す

ることにより求めた距離と速度を表－1に示す。

表-1　推定した速度と距離（カッコ内は誤差）

マイクロホン　 速度[km/s]　  距離[m]

O       28.1(+0.1)    5.1(+0.058)
X       28.26(+0.26)  5.0(+10751)
Y       28.44(+0.44)  5.1(+0.0642)
Z       26.1(-1.9)    4.3(-1.12)

これらの結果を元に，誤差の大きいｚを理論値

に補正して、音源の移動の様子を X-Z平面に表
示したものが図－5である。

図－５ 測定音源の移動

５．むすび

測定方法により誤差は出るものの，ドップラ

ー効果の特徴を用いて未知の速度と位置が推定

可能であることが分かった。マイクロホンに音

源が最も近づく時点を正確に求めないと,今回
のｚのデータのように大きな誤差が出る。今後

は実音源で今回の方法を検証し、また振幅，位

相の変化も用い定音源と移動音源との分離など

を見当していく所存である。
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図－4  Oマイクロホンの周波数変化
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