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音場の空間的共通成分と音源・受音点間距離* 
 

◎ 大内康裕，東山三樹夫，山崎芳男（早稲田大学） 
 

１．まえがき 
 残響室における臨界距離を求める手法は室

容積と残響時間から求める方法がある。臨界距

離では残響音と直接音のエネルギーが等しく

なるので実測したインパルス応答の時間波形

上において直接音と残響音を分離可能であれ

ば臨界距離と等価な値を求めることができる。

しかし，厳密な分離方法はない。 
本研究では残響時間や室容積を用いること

なく臨界距離に等価な値を実測した音場のイ

ンパルス応答から求めるべく空間的共通成分

と音源・受音転換距離の関係を明らかにするこ

とを目的としている。M.B.Gülmezo¢glu らによ

る音声特徴抽出に用いられていた共通ベクト

ル算出方法 [1]を 2 インパルス応答に応用し共

通成分と差成分に分解し，それらのエネルギー

比について検討を行う。 
２．空間的共通成分 

2 つのベクトル間の共通ベクトル comar の算

出方法を（1）式に示す。 
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（1） 

本研究では 2点受音による 2インパルス応答

の時間波形そのものを 2 つのベクトルと考え

（1）式により共通成分 comar を算出している。

ここで求められる 2 インパルス応答間の共通

成分を空間的共通成分と呼ぶ。求められた comar

と 21,aa rr
を用いて（2）式により comcom aa −− 21 , rr

を

求める。これらを差成分と呼ぶ。 
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Fig. 1 に模式図として 2 つの信号 1ar ， 2ar とそ

れらの空間的共通成分 comar ，平均 2/)( 21 aa rr
+ と

差成分 coma −1
r

， coma −2
r

を示す。 1ar ， 2ar は同時に

観測される直接音と時間遅れで観測される反射

音を表している。また，Fig. 2 に測定配置図を示

す。 

2 受音点間距離を r=0.2 m，音源・受音点間距

離を l=0.1～1.5 m で 0.1 m 刻みで変化させ音源を

配置させた。測定は早稲田大学本庄キャンパス実

験棟実験室 3 で行った。部屋は 5.7 m×5.9 m×

4.7 m の直方体の残響室である。 残響時間は約

6.5 s である。収音は標本化周波数 48k Hz，量子

化ビット数 16 bit で行った。 
ここで，空間的共通成分と差成分のエネルギー

比を Ecom/Edefとし，音源・受音点間距離 l との関

係を考えた場合，距離に依存するのは直接音エネ

ルギーであり残響音エネルギーは lに依存しない

と考えられる。従って，Ecom/Edefは l が大きくな

るにつれてある値に収束すると考えられる。 
３．結果 

Fig. 3 に実測した 2 つのインパルス応答，空間

的共通成分と差成分を示し，Fig. 4 にインパルス

応答から求めた Ecom/Edef と l との関係を示す。

また，室容積と残響時間から求められる直接

音・残響音エネルギー比 Ed/Erevと l との関係も

同図に示す。臨界距離よりも近い領域において

は Ecom/Edef と Ed/Erev は同様な変化をしており，

臨界距離よりも遠い領域においては Ecom/Edef

は一定の値に収束する結果が得られた。 
４．むすび 
 今回，音場の空間的共通成分と音源・受音点

間距離の関係を検討した。結果から臨界距離よ

りも近い領域では直接音・残響音エネルギー比

と符合することが確認できた。また，臨界距離

よりも遠い領域では空間的共通成分と差成分

とのエネルギー比はほぼ一定となる。これらの

関係から臨界距離と等価な値を実測から求め

ることが可能と考えられる。 
 空間的共通成分の他の応用として 2 点受音

あるいは近接 4 点法収音による共通成分を用

いた音場の評価への応用，共通成分と差成分の

エネルギー比による距離情報の抽出等への応

用が期待できる。 
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(a)  1ar ：信号 1 

 

(b)  2ar ：信号 2 

 

(c)  comar ：空間的共通成分 

 
(d)  2/)( 21 aa rr

+ ：平均 

 
(e)  coma −1

r
：差成分 

 
(f)  coma −2

r
：差成分 

Fig. 1 2 受音信号の共通成分と差成分の 
模式図 

 
Fig. 2 スピーカとマイクロホンの配置 

 

 

 

 

Fig. 3 実測したインパルス応答による 
共通成分と差成分 

 
Fig. 4 共通成分と差成分のエネルギー比と 

音源・受音点間距離の関係 

(a) MicLによるインパルス応答

(b) MicRによるインパルス応答 

(c) 空間的共通成分 

(d)  MicLからの差成分 

Ecom/Edef 

Ed/Erev 
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