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1, はじめに

 本稿は、音源・受音間 離による３次元残 音場

位相周波数特性の変化と直接音領域について考察す

るものである。Lyonは残 音場の伝達位相特性が、

直接音による位相 れを示す Propagation phase
(PP)と残 音による Reverberant phase (RP)の合
成によるものとし[1, 2]、RPが伝達関数の 最小位

相零点から推定されるのに対して、PP は最小位相
成零点分布の局所的変化によるものであると推論し

た。東山・Lyon 等[3-5]は、留数符号変化による
最小位相零点の存在を明らかにすることで、RP が
残 時間の短縮に伴い減少することを理論並びに実

験によって実証した。

 本報告では、残 音場で観測したインパルス応答

から位相特性の帯域別線形回帰によって PP を抽出
し、上記の Lyon 仮説を実証する。さらに 離音

場における音源・受音点間 離による PP の変化
から音場の直接音領域を推定し、波動理論によって

導かれるCoherent領域の推定値[6]と比 評価する。

2, 最小位相成分からのPropagation Phase (PP)抽出

室容積 183(m3)の残 室内で音源・受音点間の

離を変えて測定したインパルス応答を用いて、最小

位相成分における PP の抽出を行った。残 室内の

音源と受音点の配置を図 1 に示す。音源・受音点間
の 離 rを 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64,
1.28, 2.56 (m)としてそれぞれインパルス応答を測定
した。サンプリング周波数は48kHzである。

図 1, インパルス応答測定における音源・受
音点の配置

インパルス応答の最小位相成分から PP を抽出す
る過程を図2に示す。手順は以下のとおりである。(1)
測定した 離別インパルス応答を残 時間がほぼ 1
秒になるよう指数減衰時間窓をかける。(2)バンドパ
ス FIR フィルタを用いて帯域分割する。中心周波数
fc は 200(Hz)から 1,000(Hz)までの 9 帯域の中心周
波数とし、帯域幅を 200(Hz)とする。(3)帯域分割し
たインパルス応答のフーリエ変換から線形位相を除

去する。(4)最小位相成分の位相特性を抽出する。(5) r0

(r = 0.01(m))を基準として位相特性を正 化する。(6)
波定数kに対する位相特性の回帰直線を分析する。(7)

波定数 k に対する回帰直線の r による変化を評価す
る。

最小位相成分の位相特性は零で始まり零で終わる

ため、帯域分割を行わない全帯域最小位相成分の位

相特性から音源・受音点間 離による位相変化を見

いだすことはできない。筆者らは、帯域分割位相特

性の線形回帰分析から PP を抽出する可能性に着目
した。図 3 は最小位相成分の位相周波数特性を r0を

基準として正 化し、波定数 k に対する回帰直線を
求めたものである。r が増えるにつれて回帰直線の
勾配が増大する様子が確認できる。図 4 は波定数 k
に対する回帰直線の勾配を r による変化で評価した
ものである。図中の破線は PP の傾きを表す。最小
位相成分の位相回帰直線の傾きが、r - r0=0.7~1.5(m)
まではほぼ PP に従っていることを確認することが
できる。

図 2, インパルス応答の最小位相成分からの PP 抽出
過程

図 3, r0を基準として正 化した最小位相の位相

特性の回帰直線
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図 4, 波定数 k に対する最小位相成分の位相周
波数特性の回帰直線の勾配

3, 直接音領域の推定とCoherent領域

最小位相成分の位相回帰直線の勾配変化から、位

相特性が PPに従う直接音領域の範囲は 0.7~1.5(m)
までであると推定できる。波動理論では直接音領域

としてCoherent領域の範囲に関する推定値が

† 

rph =
A
64

    (m)

と与えられている[6]。但し、

† 

A @ 0.161V /T   (m2)   

† 

V : 室容積(m3)、

† 

T : 残
時間(s) である。図 12 示すインパルス応答の残
曲線から求めた残 時間4.5(s)、室容積V=183(m3)
から上記の直接音領域の範囲は

† 

rph =
0.161¥183

64 ¥1
@ 0.67(m)

となる。この結果から最小位相成分の位相特性から

推定される直接音領域は、波動理論から導かれる推

定値と概ね対応することが確認できる(図4)。

4, 異なる残 室でのPP抽出

 最小位相成分における PP に従う位相変化を上記の
実験とは異なる残 室でも検証した。使用した残

室は早稲田大学本庄キャンパスに今年新 された環

境情報実験棟にある矩形の小残 室で室容積 V=179
(m3), 残 時間 T≒4.5 (s) である。この実験では、
指数減衰時間窓をかけず、測定したインパルス応答

をそのまま使用し、残 室そのものの直接音領域を

導出した。測定は r0=0.06(m)とし、0.02(m)間隔で
0.6(m)まで行った。結果を図5に示す。図4と同様、
波定数 k に対する最小位相成分の位相周波数特性の
回帰直線の勾配である。波動理論による Coherent
領域の範囲と PP に従う範囲はほぼ一致しているこ
とが確認できる。
 

図 5, 早稲田大学本庄キャンパス環境情報実験棟
の矩形小残 室における直接音領域の測定

結果

5, おわりに

 離残 音場の帯域分割インパルス応答から得

られる最小位相成分の位相特性を線形回帰分析する

ことによって、Lyon の予測した最小位相成分に現
れる PPを実証した。さらに PPの音源・受音点間
離による変化から直接音領域推定し、直接音領域

の範囲が波動理論から導かれる Coherent 領域の範
囲と概ね対応することを確認した。音源・受音点関

離の変化にともなう零点分布の変動と PP との関
係については今後の 題である。

 本研究は、音場伝達関数理論のみなら筆者らが提
案する AEML[7](音 記述 )における 離感生成

[8]、さらには残 音場における音源波形回復に応

用することも期待できる。
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