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１．はじめに
野鳥（鳴禽類）は，繁殖期において異性に対するアピールや縄
張りの主張のために，比較的長い鳴き声である歌を歌う[1]．この
とき，個体間・種間において様々な相互作用があることが知られ
ている．例えば，彼らは必ずしもランダムなタイミングで歌うの
ではなく，近隣に縄張りを持つ他個体の歌との重複を避けて歌う
ことで音空間を時間的に分割し，効率的な情報伝達を行っている
場合があることが指摘されている[2, 3]．
我々は，歌の時間的重複回避行動を，行動可塑性に基づく相互
作用で生じる自己組織的現象と捉え，森林の異種個体群における
重複回避傾向の観測と分析，その適応的意義の共進化モデルによ
る検討を行ってきた [4]．さらなる分析には，複数の種や個体が
同時に歌う録音を長時間多数タグ付けする必要があるが，これを
図１：HARKBird概要
手作業だけで，しかも単一チャネル録音から行うのは容易でない．
（(a)システム，(b)GUI，(c)ネットワーク）．
一方，近年，マイクロホンアレイを用いて音源定位したり，定
位した音源を分離したりする技術が急速に発展している．マイク
ため，バッテリを消費する音源定位処理は後工程で行うも
ロホンアレイの野鳥の音声に基づく行動の理解への活用は独自開
のとした．本環境では，バッテリ駆動で 8 時間程度連続し
発のシステムに基づく研究[5]等がなされているものの限定的な状
て録音が可能である．
況にあるといえる．我々は，ロボット聴覚オープンソースソフト
２） HARK での音源定位と分離．録音したファイルのリスト
ウェア HARK（Honda Research Institute Japan Audition for Robots
から一つを選択し，図 1(c)に示す HARK のネットワークを
with Kyoto University）[6]と，市販の会議用マイクロホンアレイ，
用いて音源定位と分離を行う．具体的には、７チャンネル
および，ノート PC を用いた簡易なシステム（HARKBird）を構
の音声信号を読み込み，短時間フーリエ変換によって得た
築し，野鳥の歌行動のタイミング，音源方向，および，分離音源
各チャネルのスペクトログラムから MUSIC（Multiple Signal
の自動抽出を試行し，重複回避をはじめとする野鳥の生態理解へ
Classification）法を用いて音源定位を行う．さらにその定位
の活用の可能性を検討している．本稿では，試作したシステムの
結果をもとに GHDSS（Geometric High order Decorrelation
概要と，録音の分析事例について報告する．
based Source Separation）法を用いて各音源方向に対応した
音源を分離する．このとき，予備調査から，歌の音源定
２．野鳥の歌行動観測のためのマイクロホンアレ
位・分離に関して大きな影響を及ぼすことが明らかになっ
イを用いた簡易な観測分析システム（HARKBird）
た，目的音源数，定位に用いる周波数の下限，定位を判断
安価で容易に利用可能なシステムの構築を目指し，HARK と，
する閾値は GUI から設定可能とした．経験的に，音源数は
市販のマイクロホンアレイ，および，ノート PC を用いた簡易な
3 または 4 個，周波数下限は典型的な周波数の野鳥の歌を想
観測・分析システムを試作した[7]．図１(a)はシステムの外観であ
定する場合，環境ノイズを排除するために 2000〜2500Hz 程
る．マイクロホンアレイには 7 チャネル（円周上に 6 個，その中
度が適当であった．適切な定位閾値は，マイクロホンアレ
心から上方向に 1 個）のマイクを搭載した USB 接続のマイクで
イの特性を記述した伝達関数や環境ノイズ等に大きく影響
ある Dev-Audio 社の Microcone，PC にはパナソニック社の
されるため，適宜調整が必要である．なお，HARK 自体は
TOUGHBOOK（CF-C2）を用いた．OS は Ubuntu Linux 12.04 を
3 次元音源定位に対応しているが，Microcone のマイク配置
用い， HARK および hark-python，wxpython 等をインストール
の特性のため，今回は二次元音源定位に特化した伝達関数
している．
を用いて試行している．
フィールドで容易に録音と分析が可能なように，python を用
３） 分析結果の可視化．python のグラフ出力パッケージであ
いて録音と簡易な可視化が可能なシステムを構築した．図１(b)は
る matplotlib を利用して分析結果を簡易にグラフで示すこと
GUI の外観であり，次のことが可能である．
ができる．図２とほぼ同様な，スペクトログラム，および，
１） 録音の開始と終了の記録．デフォルトで録音開始日時と
横軸を時間，縦軸を定位音源の方位角，各線を音源の定位
通し番号がファイル名として設定されるため，フィールド
時間と方向としたグラフが表示される．グラフの表示範囲
で急に録音を開始する際でもファイルを上書きすることが
の変更機能や，線をクリックして対応する分離音の再生を
なく，録音日時を確実に保存できる．極力長時間録音する
する機能を持つ．
４） 分析結果の出力．分析結果はスペクトログラムと定位結果
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図２：音源定位結果（上：スペクトログラム，下：定位結果）．
に定位時間と定位音源の番号が示されたものであり，時間
的重複回避行動の分析等に利用可能である．

３．野鳥の歌の音源定位
フィールドでの録音の試行を題材にして，HARKBird によって
野鳥の歌行動を分析する利点について論ずる．図２は 2015 年 5
月の朝，カリフォルニア州アマドール郡の森林で行った 4 分ほど
の録音の分析結果を示したものである．ノイズを抑えつつ，図内
に示される比較的はっきり聞こえる主要な種の歌が概ね定位され
るように HARK のパラメータの設定を行った．同図から，数種
類の野鳥が異なる方向で繰り返し歌う様子が見て取れる．例えば，
Nashville Warbler（NAWA）は-30 度方向で特徴的ではっきりした
歌を 10 秒間隔程度で歌う一方，Cassin’s Vireo（CAVI）は-120 か
ら-150 度付近でごく短い歌の要素（フレーズ）を短い間隔で繰り
返し歌い続けていることがわかる．一方，Black-headed Grosbeak
（BHGR）の歌は一部定位されない場合が何度かあった．これは，
この種の歌が比較的低周波であることや，歌そのものの構造や長
さが不規則であることに起因すると推測される．
図 3 は，同じ分析結果における約 97 秒目から 10 秒ほどの間の
定位・分離結果を詳しく示したものである．図左上は録音された
一つのチャネルのスペクトログラムである．その下は分離音の開
始・終了時刻をその ID とともに各種（個体）毎に分けて示した
ものである．ただし，図中の音源定位開始・終了時刻は実際の時
刻からずれることが多いため，手作業で調節してある．同時に各
ID に対応する分離音のスペクトログラムが周囲に示されている．
図左上から，複数の歌が混在していることがわかるが，その境界
は明確でない．しかし，分離音を見ると，長さや周波数域，パタ
ーンなどの種に特異的な特徴を持った音が強調され，概ねうまく
分離できていることがわかる．特に，Spotted Towhee (SPTO)の鳴
き声である 88 番の分離音は，図左上の全体のスペクトログラム
からはほぼ確認できず，また，全体の録音を聴いても聞き取るこ
とは難しかった．一方，分離音のスペクトログラムからはこの種
の鳴き声が明確にわかり，分離音を聴いてはっきりと聞き取れた．
単一チャネルの録音のみを聴いて複数種や個体の歌のアノテー
ションを行うには大きな認知的・時間的コストがかかる．また，
その精度を検証することが難しい．HARK を用いた分析結果を
併用すると，録音時の音風景を概観できるため，その場の状況を
よく把握した上で行える利点があるといえる．さらに，分離音を
聴いて対象とする音源を鮮明に聴くことにより，作業者が，より

図３：音源分離結果（各スペクトログラムと発声区間）．
確信を持って作業ができることも示された．一方，定位結果には
歌以外の音源やノイズ，また，定位期間のずれなどが多く含まれ
るため，結果を分析に利用するには手作業による修正が必要であ
ることもわかった．これらについては音源定位のパラメータ設定
の改善や，歌の判別・分類機能の導入などが重要であるといえる．

４．おわりに
本研究では，野鳥の歌行動観測のためのマイクロホン
アレイを用いた簡易な観測・分析システムの概要と，録
音の分析事例を示し，野鳥の歌行動の理解に役立ちうる
ことを示した．本システムは改良の上公開を予定してい
る．
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