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1 まえがき
我々はこれまで音と映像を編集の手間なく同
期再生するシステムを提案し，構築してきた [1]．
さらにそれを拡張し，機器同士を接続すること
なく空間に再生されている音をコンピュータの
マイクで取り込み同期再生するシステムの提案・
構築も行なってきた．しかし LINE入力ではな
くマイク入力を用いることで，原信号に空間の情
報や雑音が付加されることになる．
そこで本研究では，前述のシステムで用いた
特徴量の評価と，残響や雑音に対してロバスト
な特徴量を提案する．また本システムを応用し，
データベース内に存在する動画の検索を行ない，
再生された音にあう動画ファイルを自動的に選
択，音と同期再生するシステムを提案する．

2 音と映像の同期システム
これまで提案した同期システムの概要を記す．
入力音のスペクトルの振幅時間変動が最大と
なる周波数を特徴量として，同じ音が鳴っている
箇所を検出する．その結果に基づき再生音にあ
わせ動画の再生位置をずらし，リアルタイム同
期再生を実現する．これを応用することで，機
器同士を接続することなく，空間中に再生した
音を基準として複数の機器を同期させることが
可能である [2]．空間を伝わる音をコンピュータ
のマイク入力から取り込み，処理を行なうので，
編集の手間を省くだけでなく，配線や電波等も用
いずに同期再生が実現される．しかし空間中を
伝わる音を取り込み基準音とすることは，同期再
生方法が簡易化される一方で，空間の情報や雑音
が加わった音が取り込まれて同期の精度が下が
るという問題が生じる．

3 周波数方向の変化を考慮した特徴量
3.1 特徴量抽出
従来用いられてきた特徴量に加え，周波数方向
の変化を考慮した副特徴量を用いる．
図–2に特徴量の抽出方法を示す．まず従来手
法と同様に 10msごとにフレーム長 46msでFFT
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図–1 システムの概略

図–2 特徴量抽出

を用いて周波数解析を行ない，あるフレームに
おけるスペクトルの隣り合う周波数成分の振幅
の差分を取る．その中で最大の値を与える周波
数をそのフレームにおける副特徴量として利用
する．また，従来手法により得られる特徴量を
主特徴量とする．つまり，1秒間の信号から 100
フレーム分の 100 × 2個の特徴量を得る．

3.2 特徴点探索
従来手法と同様に，質問信号（マイク入力信
号）から抽出した特徴量列を基準信号（データ
ベースに含まれる信号）から得られた特徴量列と
比較することで，特徴量の一致数をカウントす
る．ここで，質問信号は基準信号より短い信号で
あるとし，前述の同期再生システムにおいては 2
～20秒程度の長さの質問信号を使用している．
質問信号の特徴量列を 1フレームずつずらし
ていき全探索を行なうことで，基準信号の部分ご
との特徴量の一致数が導出される．以降，この一
致数を本探索における各フレームごとのスコア
と呼ぶ．つまり，スコアが大きいほど質問信号と

- 561 -

2-1-5

日本音響学会講演論文集 2014年9月



1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

Audio sources

A
cc

u
ra

cy
 r

at
e[

%
]

Conventional method

Proposal method

図–3 従来法と提案法における正答率（残響下）

表–1 畳み込んだインパルス応答の対応表
音源 場所 残響時間
1 早稲田大学の教室 1.0 秒
2 井深大記念ホール 0.9 秒
3 ベトナム フエ 閲是堂 1.2 秒
4 愛知県芸術劇場コンサートホール 2.6 秒
5 York Minster[3] 6.3 秒

似た特徴を持つ部分ということになり，最大の
スコアを得たフレームを探索の回答フレームと
する．
従来手法を用いた際のスコア列に加え，主特徴
量と副特徴量の両方について正解しているフレー
ムについてはスコアに重み付けを行なったもの
を加算する．基準信号と質問信号の主特徴量が
一致する集合を S1，副特徴量が一致する集合を
S2，重み付けを行なうパラメータを wとして，

count(S1) + count(S1 ∧ S2) × w (1)

を回答のスコアとする．探索を行なった全フレー
ムにおいてこの重み付けを行なったスコアを導
出し，その中での最大値を取るフレームを最終的
な回答フレームとする．

4 提案手法の検証
4.1 残響に対する影響の検証

複数ジャンルの楽曲をランダムに選択し，楽曲
を繋げて 1時間半程度の音源を作成し，それを基
準信号とした．その音源にインパルス応答を畳
み込み，そこから 10秒間隔で 2秒間の信号を切
り出したものを質問信号として使用した．探索
を行なったのち，正しい回答フレームを返した質
問信号の数を数え上げ，総質問数で割ることで正
答率を導出した．また，今回の検証では前述の重
み付けパラメータ wは，

w = count(S1)/count(S2) (2)
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図–4 従来法と提案法における正答率（雑音下）

とした．
用いたインパルス応答の一覧を表–1 に示す．
結果を図–3に示す．各棒グラフは左側が従来手
法，右側が提案手法である．どの質問信号に対
しても提案手法の方が高い正答率を示しており，
従来手法における正答率が低いほどその優位性
が高い様子がみてとれる．

4.2 雑音に対する影響の検証
4.1で使用した音源を基準信号として使用し，
白色雑音を付加した音源を質問信号として使用
した．
結果を図–4 に示す．音源の S/N は，左から

10dB，0dB，-5dB，-10dB，-15dBである．雑音
下においては従来法との正答率の差異はそれほ
ど見られず，同程度の結果となった．

5 むすび
本研究では，音と映像の同期再生システムに
用いる音響特徴量の検討を行なった．その結果，
雑音下での検討に関しては正答率の変化は見ら
れなかったものの，残響下での検討においては提
案法が優位であることが確認された．周波数方
向の特徴量を用いることにより，残響の影響を受
けにくくなったと考えられる．今後は，特徴量の
検討を続けるとともに，同期再生システムにおい
てリアルタイムで高速に検索が行えるよう探索
アルゴリズムに関しても検討を進めていく所存
である．

参考文献
[ 1 ] 阿部耕平，及川靖広，山﨑芳男，“音響信号を基準
とした音と映像のリアルタイム同期再生，” 音講論集，
pp.677-680，2012.9．

[ 2 ] 阿部耕平，及川靖広，山﨑芳男，“音を中心としたリ
アルタイム同期システム，”DCEXPO(Innovation Tech-
nologies 2013)，2013.10.

[ 3 ] http://www.openairlib.net/

- 562 -日本音響学会講演論文集 2014年9月


