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1 まえがき 
動物の多くは耳を二つ持ち，それらは体の

左右対称の位置にある。例として人間を挙げ

れば耳は頭の左右両端に付いており，両耳に

入ってくる音の音圧差や到達時間差から音源

のおおよその方位や距離が知覚できる。さら

に正中面内のおおよその仰角まで知覚できる

のは，耳介に因るものであると考えられてい

る。耳介が到達する音のスペクトルを入射方

向によって変化させるということは今では一

般的に受け入れられており，耳介は垂直方向

の定位や前後の弁別の情報を供給していると

考えられている[1]。 
市川らは 2 つのマイクロホンの背部に設置

する反射板の形状に，音源位置によってイン

パルス応答が異なるような形状をもつ反射板

を用いることによって，耳介による音源位置

推定の再現を試みている[2]。 
本報告では，単一のマイクロホンと反射板

を用いて，反射板によるインパルス応答から

音源の位置を推定する手段を提案する。音源

の位置によってインパルス応答が一意に決定

されるような反射板を設計できれば，単一の

マイクロホンでの音源位置推定が可能となる。 
 

2 一意なインパルス応答を生み出す 
2.1 反射板の設計 

我々が提案する反射板は図－1 に示すよう

に，円錐台を底面と垂直で底面の中心を通る

面で半分に切断し，上底面と下底面が接する

ように丸めた形状である。反射板の方位θに

おける断面を図－2 に示す。図－2 のとおり，

断面の半円の半径の最大はθ = 0 rad におけ

るｒmaxで，方位が 2π rad 回転する間に半径

は⊿ｒだけ減少してゆく。マイクロホンは反

射板中央の，高さｒmaxの位置に設置する。使

用するマイクロホンは指向性の無いものが理

想的である。 
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図－1 反射板の形状および反射のイメージ 
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図－2 反射板の断面図 
 

2.2 到達時間差プロファイルの作成 
音波がすべて反射板表面で鏡面反射を行う

と仮定する。位置ベクトル PSにある音源から

音が方向ベクトル VSで発せられ，この音が反

射板上表面の位置 PR に到達し鏡面反射が起

こるとすると，反射方向ベクトル VRは PRに

おける法線ベクトル NRと VSの逆ベクトル LS

を用いて 
 VR = 2(LS･NR)･NR - LS    (1) 
と表せる。これを用いて，ある位置の音源か

ら反射板に反射しマイクロホンに到達した音

の直接音との時間差を計算し，プロファイル

とした。反射板に 2 回以上反射してマイクロ

ホンに到達する音は音響エネルギーが極めて

小さくなるので，音源位置推定のパラメータ

には採用しない。 



3 実験 
基礎実験として 2 次元の音場での反射実験

を行った。図－2 の r-Z 平面上の任意の位置

（ただし，Z≧ｒMax）に音源がある場合，マ

イクロホンには音源からの直接音，及び半円

柱 R1, R2の表面に一回反射した音が入射する

はずである。インパルス応答を測定し，1 番

目と 2 番目のピークの直接音との時間差を測

りとり，プロファイルと比較した。 
実際に製作した反射板を図－3 に示す。 

木材と紙粘土を用いて曲面を形づくり，反射

面として厚み 0.7 mm幅 100 mmのアルミ板を

接着した。実験は理工学部内共用スペースに

て行った。音源には対向スピーカを，マイク

ロホンには RION 騒音計「NL-14」を用いた。 

 
図－3 製作した反射板 

 

地面と平行な面を 2 次元音場と仮定し，各

機材を設置し，音源となるスピーカを(r,Z) = 
(-150 cm,40 cm)から(r,Z) = (+150 cm,310 cm)
の範囲を 30 cm 間隔で移動させ，TSP を用い

てインパルス応答を算出した。標本化周波数

は 48 kＨｚであるが， 16 倍補間しピークを

読みとった。 
例として音源位置 (0 cm,160 cm)と(-60 cm, 

100 cm)のインパルス応答を図－4 に示す。場

所により異なる反射音が生成される様子がわ

かる。全 102 箇所でデータの解析を行った結

果，反射板への入射角が小さい場合にはほぼ

問題なく反射板による反射のピークを読み取

れプロファイルに近い反射音の時間差を得る

ことができた。反射板への入射角が大きい場

合，反射板からの反射音が小さくなり他の反

射音の中に埋もれてしまうことがあった。 
点音源の音響エネルギーは音源からの距離

の 2 乗に反比例するが，凸曲面の反射板に反

射した場合は距離によるエネルギー減衰が増

し，加えて入射角が大きい場合には減衰の度

合いが大きくなる。入射角を小さくするには

マイクロホンの Z 座標を大きくすることが有

効である。 

 
（a）音源位置 (0 cm, 160 cm) 

 

（b）音源位置 (-60 cm, 100 cm) 
図－4 測定結果のインパルス応答 

4 むすび 
反射板を設計し単一マイクロホンで収録し

たインパルス応答から音源の位置を推定し，

任意の位置の音源から一意なインパルス応答

を得られるような反射板を製作する場合に，

反射板への音の入射角が大きくならないよう

に工夫する必要があることを示した。3 次元

音場においてインパルス応答が一意であるに

は，反射音の到達時間差パラメータが 3 つ以

上なければならない。これらの点を改善した

形状の反射板を製作し，音声から 3 次元での

音源位置推定を可能にする手法を検討する。 
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