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解説と展望
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ま え が き

　音響学会も誕生して60年，ここに至るまでのみ
ちのりは必ずしも平坦なものではなく，多くの先
輩方のご苦労は並大抵のものではなかったと承っ
ているだけに感慨もまたひとしおである。
　学会が50周年を迎えた際に学会誌の総目次づ
くりを担当させていただいた。60周年を期に学会
誌がデータベース化されネットワークやCD－
ROMを介して簡単に過去の会誌に接することの
できる環境が整備されたことはまことに喜ばしい
次第である。創刊当時の学会誌や研究発表は驚く
ほど内容が新鮮であり，毎年必ず研究室全員で読
ませていただいている論文も幾つかある。

オールラウンドプレーヤ

　限られた技術環境の下ですばらしい研究が行わ
れていたということ，会員が“音”の専門家で音
に対する研究を幅広くにこなされていた点，いや
場合によっては音以外の分野でも意欲的に研究を
進めておられた方々のお名前を多数目にする点に
更に感銘を受ける。
　現在でも音響学会には専門分野で活躍されると
同時に幅広く音全般に目を向けて研究されている
会員が多く，これはとかく専門が細分化される傾
向の強い昨今，本学会の素晴らしい特徴と言える
のではないか。
　研究発表にしても一会場で行われていた。会員
が増え研究が盛んになり，研究会を中心に各専門
分野の研究が行われ，春秋の研究発表会も同一会
場での研究発表が不可能となり専門ごとに並列発
表が行われるようになった。
　現在の音響学会の会員に専門はと尋ねれば躊躇
なく音声，電気音響，超音波，建築音響等々答え
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が返ってくるに違いない。このこと自体は歓迎す
べきことではあろうが，研究発表会でも何か工夫
して全員参加の発表形式が一部でもとれないもの
かと考えたりもする。

時空を超えて

　先駆者達が限られた条件の下で行った素晴らし
い実験，測定装置なども数多く掲載されている。
当時の限られた条件の下で考えられ行われた実験
や測定をヒントに現在の技術と組み合わせて，い
わば時空を超えた刺激に触発された新たな研究が
できるのではないか。例えばRayleigh板を使っ
た粒子速度の直接測定，残念ながら私はRayleigh
板を使った測定の経験はないので現在の技術で新
「Rayleigh板」を作ってみたいし，また不安定で
風などに弱いという欠点を現在のサーポ技術とレ
ーザを組み合わせて克服してみたくもなる。
「専門分野」の枠を越えた研究の重要性を痛感
させられ始めた研究も幾つかある。遮音等室内音
響評価への情報理論の適用もその一例である。

静かで暗い夜を取り戻そう

　ところで幾つかの不便はあったものの，かつて
の東ヨーロッパを訪れてほっとした経験をお持ち
の方も多いのではないか。そこには意識して残し
たものではないにしても，私たちが忘れ去ってし
まった落ち着きを垣間見ることができた。特に
夜，明るく騒然とした都会の夜になれてしまって
いる我々は当初こそその暗さと静けさに戸惑うも
のの，必要最小限の光と静寂からなる落ち着きは
なんとも快適で心休まるものであった。
　どこで行われているか外からではほとんど分か
らない控えめなホールや劇場でコンサートやオペ
ラを何度も堪能したものである。そこへあの激
変，あの暗くて静かな夜がどうなってしまったか
いささか心配でもある。
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  日本，特に都会は騒々しく夜は眩しいほど明る
い，そこで聞こえるよう見えるようにとますます
やかましく眩しくなるという悪循環を繰り返して
いる。そのうえ音や光で厚化粧しようとする試み
すらある。
　室内は確かに冷暖房の設備等で快適になった面
もあるが，空調騒音や換気扇の音，隣接家屋との
遮音等音環境は多の問題を抱えている。先日も
市場に出入りするトラックに電気自動車を試験的
に導入してみたところ，静かすぎて人がよけてく
れないのでトラックレらしい音のする装置を考えて
欲しいという笑えぬ話すら現実にあった。
　東欧ばかりではなく地球上にいたるところで静
かな街，暗い夜が急速に失われつつある。実際自
然豊かな地域から日本にみえた方々の優れていた
視覚や聴覚能力がほんの数か月の内に我々都会人
並みになってしまうそうである。本来人間は生き
ていくために優れた感覚，視覚や嗅覚などを持っ
ていたはずである。
　井伏鱒二氏が関東大震災前には荻窪あたりでも
耳にすることのできた東京港の船の汽笛が震災後
ばったり聞こえなくなったと何かに書かれていた
のを読んだ記憶がある。恐らく震災後音の伝搬経
路への家屋等の建設による遮音と騒音レベルの上
昇によるマスキングに起因するものであろうが，
東京ですら数十年前までは静かであったことは確
かである。

音の大きさに敏感になろう

　音環境の悪化に伴いとりわけ大きな音に鈍感に
なってしまっているのではないか。例えばオーデ
ィオ，音質にうるさい人は多いが難聴になるほど
大きな音で聴く人も多く音量には篤くほど無頓着
である。少なくともクラシックやジャズは高忠実
度再生という観点からも耳の位置近傍の音圧レベ
ルを原音場に合わせて聴くのが基本であるはずで
ある。
　録音した街のざわめきなど再生音量を実空間の
それと合わせると突然リアルに聞えてくるもので
ある。我々はこのような身近なところから音圧レ
ベルにもっと神経質になって良いのではないか。
絶対音感を持つ人は少なくないが，音を専門にし
ている者として“絶対音圧感”を養うべく努力し
ている。

“文明”人の耳に頼ってよいものか

　最近MPEG（Moving Picture Encoding
Expert Group）やMD（Mini Disk）など聴覚や
視覚の特性を積極的に利用した音や映像の高能率
符号化方法が数多く提案され一部はすでに実用に
供され始めている。これらの規格・標準化は当然
日・米・欧等のいわゆる先進国主導で行われてい
る。劣悪な音環境の下知らず知らずのうちに聴覚
や視覚が衰えてしまった我々の耳や目を使って高
能率符号化を評価したり，方式を決定してしまっ
てよいものであろうか。新しいシステムこそ人間
が本来持っていた優れた感性を満足する仕様でな
ければならない。
 “文明”という名のもとに劣化してしまった聴覚
や視覚能力をどこまで取り戻すことができるかは
疑問であるが，できる限り静かな街そして暗い
夜，人間的な生活を取り戻す努力を始められない
ものであろうか。音の専門家の努力により文明の
本来の聴覚・視覚能力を十分満足する符号化方法
などが実現できればと期待している。

高速1ビット処理

　時間に伴い振幅が連続して変化する信号をディ
ジタル化するには，時間方向の離散化を行う標本
化と振幅方向の離散化を行う標本化の操作が必要
である。このうち標本化については標本化定理を
満足しているすなわち信号の帯域幅が標本化周波
数（標本間隔の逆数）の1/2以下である限り信号
の情報は失われないが，量子化に伴う量子化雑音
は不可避である。
　実用に供されているディジタルオーディオシス
テムではCD（Compact Disk），DAT（Digital
Audio Taperecorder）や衛星放送等の広帯域音響
信号の符号化には数10kHzで標本化周波数と
12～20ビットの量子化ビット数が使われている。
一般に標本化周波数が帯域を決め，量子化ビット
数がダイナミックレンジを決定すると捉えられが
ちであり，両者は密接な関係を持っており個々に
論じられるものではない。
　量子化雑音は入力信号の振幅が大きい場合には
入力信号と無相関な量子化ステップ幅   に一様
に分布する電力      の周波数成分の平坦な白
色性の雑音となる。一方，入力信号の振幅が小さ

∆
/122∆



  解説と展望

い場合には量子化雑音はその総電力は      と
変わらないものの，入力信号と相関の強い聴感的
に不快な歪となってしまう。
　ところが，量子化ステップ幅  あるいはその整
数倍に一様分布するディザと呼ばれる一種の雑音
である確率変数を量子化に先立ち入力信号に加算
し，量子化器出力から同じ確率変数をディジタル
減算すると，量子化雑音は入力の振幅の如何にか
かわりなく大振幅入力のときと同様に入力信号と
無相関な電力      の白色性の雑音とすること
ができる  。従って標本化周波数を高くすれば信
号帯域内の量子化雑音は減少し，原理的には1ビ
ット量子化で100dBのダイナミックレンジを確
保することも可能であるが，標本化周波数は3
GHz，1ビットであるから伝送容量も1秒当たり
30億ビットにも達してしまい実現不可能である。
　情報理論の先駆者であるシャノンは1940年代
後半に信号の平均情報量が伝送容量よりも小さけ
れば無歪伝送可能な符号化方法が存在することを
明らかにしている。これは標本化周波数と量子化
ビット数が個々にではなく，むしろその積である
情報量が重要な意味を持っていることを示してい
る。しかし現実のシステムの構築にあたって標本
化周波数と量子化ビット数の決定は一筋縄でいく
ものではないし，現行の標本化周波数や量子化ビ
ット数が必ずしも人間の聴覚特性に馴染むもので
はないことは明らかである。
　著者らは十数年来，標本化周波数と量子化ビッ
ト数の組み合わせの選択が困難であるのならばい
っそその片方の極限である高速標本化1ビット量
子化で信号の情報量と人間の聴覚特性に見合った
符号化方式が可能なのではないかと様々な検討を
加え，量子化雑音のスペクトル分布を制御するこ
とにより高速1ビット符号化が可能であることを
明らかにした  。
　現行の48kHz標本化16ビット量子化と等し
い伝送容量である768kHz標本化1ビット量子
化で100kHz程度までの信号の伝送が可能なハ
ードウェアシステムを実現し音響計測やスタジオ
録音等実用に供している。
　ところで前述のように聴覚特性を利用した各種
の高能率符号化が実用に供され始めているが，そ
の出発点が現行のCD，DATと同じ方式におかれ
ているのには疑問がある。ここで述べた高速1ビ

ット符号化方式などより広帯帯域の情報源符号化を
行えば，伝送容量を節約したうえ現行のシステム
よりも質の高い符号化も可能なはずである。
　また，音場の能動制御では処理による遅延が問
題となるが本方式では遅延のほとんどない高速処
理が期待できる。1ビットであるので乗算が単純
なゲート回路で実現できるのでLMS（Least
Mean Square）等アナログ信号との乗算が著しく
簡素化できるという特徴を持っている。

バーチャルリアリティ（VR）と音

　人間にとって当然視覚は重要な情報摂取手段で
ある，しかし目で捉えられる範囲は前方に限ら
れ，それほど広いものではない。従って人間は元
来後ろからの情報摂取は多くは聴覚，気配という
ものに頼っている。実際聴覚は後ろに対して驚く
ほど鋭い識別能力を持っている。特に後ろからの
音場の伝送を考えた場合情報が大切であるという
ことを常に認識する必要がある。
　実際これは簡単な定位の実験をすれば明らかで
ある。すなわち眼をつぶって前方に人が立って喋
った場合定位は曖昧であるが，後方で喋ってもら
えば非常に的確に位置や距離を判断できる。
　いずれにしても人間はたった二つの耳で様々でな
方向から来る音を聞き分けている。信じられない
ことであり，また1本のマイクロホンがあれば原
理的にもあり得ないことであるが，人間は片耳で
も慣れればかなり正確な定位が可能である。これ
は永い経験で方向別の伝送特性を正確に記憶して
いるからであろう。
　人間の聴覚能力は驚くべきものである。最近バ
ーチャルリアリティという言葉を頻繁に耳にする
ようになったが，音の分野では早くからVRを志
向していた。

蓄音機の目指すところはVR

　レコード再生装置は古くは蓄音機と呼ばれ文字
どおり音を蓄えることを目的としていた。昭和初
期は単にポータブルといえば蓄音機のことであっ
たように，1950年代はハイファイ（Hi-Fi）がレコ
ード再生装置のあるいは高級ラジオの呼称として
定着していた。Hi-Fiは High-Fidelity高忠実度
の略であって，何に対して忠実かは議論はあろう
が，演奏会場の音をそのまま自宅に持ち込もうと
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いう願望の込められた的確な呼称である。
  1958年に45/45ステレオレコードが登場する
と立体音響時代を迎えHi-Fiステレオ，ステレオ
が音響再生装置の一般名称になったことは皆様よ
く御存知のとおりである。ステレオの登場と共に
臨場感という言葉が盛んに使われ始めた。この臨
場感こそVRを最も的確に捉えた日本語表現と
言えるのではないか。レコードの歴史は正にバー
チャルリアリティの追求であった。

CDの恩返し

  1982年にCD（Compact Disk）が誕生し，レコ
ードはまたたくまにディジタル時代を迎えること
となる。CDの誕生の陰には中島平太郎元会長を
はじめ多くの日本音響学会会員の並々ならぬ貢献
があった。音の記録媒体として登場したCDが今
やCD-ROMやビデオCDとして広くコンピュー
タや映像の分野でなくてはならぬ記録媒体とな
り，マルチメディアの中枢に位置している。
　これはコンピュータや映像の技術を導入して誕
生した音のCDが立派に成長して多くの人々に恩
返ししている姿である。音に携わるものとして少
しばかり誇りに感じてもよいのではないか。

DVDはディジタルビデオディスクではない

　日本音響学会が60周年を迎える今年1996年に
DVD（Digital Versatile Disk，ディジタル万能デ
ィスク）が誕生しようとしている。DVDは万能化
したCDの次世代メディアとして多方面からの
様々な要求と提案を踏まえ登場しようとしている
文字どおりのデジタル万能ディスクの総称であ
る。
　DVDがしばしばディジタルビデオディスクと
訳されているのを目にするが，DVDはあくまで
もディジタル万能ディスクであり，ディジタルビ
デオディスクはDVD-ROM，DVD-RAM，DVD-
Audio，DVDファミリーの一つでDVD-Dあるい
はDVD-Videoと記述されるべきものである。い
ずれにしてもDVD登場による音の新たな発展を
期待したいものである。

電話は定着したVR

　電話もまたTelephoneが示すとおりテレイグ
ジスタンス（Tele-existence）を志向したシステム

であることは間違いない。電話の通話品質は決し
て高いものではないが，電話はそれをVRと意識
するかいなかは別として多くの人々に自然に空間
移動の道具として利用されている。
　最近新幹線内や自動車運転中の電話が社会問題
化しているが，これはマルチメディア時代に高品
質とは言い難いシングルメディアがいとも簡単に
人間を現実空間とは全く次元の異なる世界に引き
込んでいる証でもある。

パイノーラルとステレオ

　ところで人間の耳が二つあることに着目した電
話回線を使った遠距離立体音響再生，すなわち
音場の移動に関する研究はアメリカのベル研究所
を中心に1920年代からすでに始められていた。
1933年4月27日ワシントンとフィラデルフィア
間を電話線で結んでストコフスキー指揮フィラデ
ルフィア交響楽団の演奏などを使った有名な3チ
ャネル立体音響の実験が音響物理学者らによって
行われた。この実験によりステレオ再生やバーチ
ャルリアリティに通じる貴重な数々の成果が得ら
れている   。
　日本においても伊藤毅，牧田康雄らにより立体
再生の詳細な理論検討や実験が行われてい
る   。当時の立体音響再生こそ音空間の移動技術
すなわちVRそのものと言える。
　放送における立体音響再生の歴史も古くアメリ
カでは日本で放送が開始された1925年にコネチ
カット州ニューヘブンにおいてAM放送2局に
よる実験放送が行われた記録がある。
　日本では1952年 12月 5，6，7の 3日間通常放
送の終了後ラジオNHK東京第1，第2放送を使
ってステレオの試験放送が行われた。翌年から全
国ネットの実験が何度か行われ1954年4月から
日曜昼の定時番組に「立体音楽堂」が登場した。
更にFENを含めた3チャネルステレオの実験す
ら行われている。
　また，1954年には東京の民放3局ラジオ東京，
文化放送，ニッポン放送による3次元ステレオの
実験が行われた。その後，東京，大阪，福岡，札
幌などで民間放送によるステレオの定時番組も定
着した。東京地区では1958年9月から文化放送
とニッポン放送によるイブニングステレオは，平
日の夕刻，毎日15分ずつ放送されていた。家庭用
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音響再生装置にはAMラジオが2組組み込まれ
るという時代が数年続いた。
　FM放送では1958年頃からクロスビー（FM-
FM）方式のステレオ放送が実験され，1988年アメ
リカでは現行のパイロットトーン方式がFCCの
標準方式として決定され，日本では1963年12月
24日本放送が開始された。FMステレオ放送の本
格化と共にステレオ放送の中心はFMに移行し
た。
  1波によるAMステレオ放送についてもアメ
リカでは古くから研究が行われていた。日本でも
1962年にTBSに実験局の免許がおり実験放送を
行った。その後紆余曲折があり1991年AMステ
レオ放送が開始された。今となっては2波による
AMステレオ放送をご存じの方はほとんどない
のではないか。
　テレビジョンの音声多重放送も1960年代から
研究が行われ1982年12月7日から本放送が開始
され，現在ではほとんどの局がステレオ化されて
いる。また，1984年5目月12日から直接衛星放送
DBS（Direct Broadcasting Satellite）の実験放
送が開始された。DBSの音声放送はAB2モード
あるが，両モードともディジタル放送であるがB
モードでは2チャネルAモードでは4チャネル
ステレオ放送が可能である。

音空間の伝送

　ダミーヘッドホン収音・ヘッドホン受聴あるい
はトランスオーラル系によるスピーカ再生はいず
れも原音場の空間情報は伝えることができる。し
かしこれらは空間でなく2点のみの制御であり人
の移動，頭の回転には対応できない。
　現行のステレオシステムでは，たとえチャネル
数を増やしても正確な3次元空間音場の伝送は到
底不可能である。正確に伝送するには伊勢史郎ら
が提案するキルヒホフ積分に基づく方法しかな
い  。
　しかし膨大な数の収音伝送再生系を必要とし現
段階では実用化は困難である。波面合成の理論に
基づき数十点で収音・伝送し，同じ波面合成理論
により数十個のスピーカにより再生する方法が検
討されている  。実現可能な数の収音・伝送再生
系で実用上十分な3次元音空間の伝送が可能であ
る。音源が片側に偏在する遠隔会議などの場合に

  解説と展望

は制御する面が1面ですむので特に有効である。
　更に遠隔会議や講演のように音源の数が一つあ
るいは少数の場合には近接4点法で音源位置を実
時間で算出することにより，音源の数だけの伝送
路と音源位置情報だけで空間音情報の収音・伝送
が可能となる  。近接4点法とは著者らが開発し
た同一平面上にない近接して配置したマイクロホ
ンで収音し，その四つの信号の時間構造の違いに
着目し地震の震源探査や3角測量と同様な原理で
直接音及び反射音の位置を把握する音空間測定法
である  。

モノラルでVR実現

　視覚のVRは一般はHMDや偏光眼鏡等を使
って2眼視で行われているが，1987年9月のテレ
ビジョン学会誌に，木内雄二氏のテレビジョンを
片目で見れば自然で臨場感があるという大変興味
深い寄稿があった  。実際，実験をしてみると分
かるが，ある大きさのTV画面や写真を片目で見
ると非常にリアルである。これは1台のカメラで
撮ったものを両目で見るから無理があるのであっ
て，片目で見れば非常に自然であるという理にか
なったものである。
　耳についても前述のように片耳でもかなりの情
報を得ることができる。案外割り切って通常の画
面とモノラル集音ソースにより片目片耳で実用上
十分なVRが実現できるかも知れない。
　モノラルでなくとも現行のステレオのスピーカ
配置は少なくとも両耳の間隔くらいに近づけた方
が受聴範囲も広がり自然な臨場感が得られるので
はないか。電機大学の浜田晴夫らは小型スピーカ
を接して配置するSD（Stereo Dipole）を提案さ
れている  。

情報の産直

　映画やテレビの映像には監督やプロデューサな
どの制作者の意思が反映されており，それが価値
を持っているのに対して，VRネットワークによ
る空間伝送ではむしろ監督やプロデューサなどの
意思ではなく自分の意思で見たいものを見，聴き
たいものを聴くことに意味があると言えるのでは
ないか。
　いわば情報の産地直送である。例えばオペラハ
ウスの何か所かにオペラグラスのようなビデオカ
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メラとパイノーラル収音装置を設置すれば，オペ
ラハウスの好きな席でオペラグラスを通して鑑賞
するのとほぼ同等の体験をすることは現在の技術
でも十分可能である。
　ユネスコは世界遺産条約に基づいて，現在94か
国411か所を遺産リストに指定している。日本で
も姫路城と法隆寺地域の仏教建造物が文化遺産に
屋久島と白神山地が自然遺産に1993年登録され
た。遺産指定によって，特に自然遺産は人が押し
寄せて破壊されるといった新たな懸念も生じてい
る。そこで遺産の自然や景観を損なわない範囲
で，カメラ，マイクロホン，温度，風の全方向セ
ンサ等を設置することにより電話や衛星回線を通
していながらにして，遺跡や動植物の観察が可能
となる。現在ユネスコや各国の大学，研究機関と
協力してVRによる世界遺産の多数か所で同時
体験可能なシステムの構築の検討を始めている。
　世界遺産に限らず，例えばシャンゼリゼや銀座
通り，世界各地の海岸やスキー場，幹線道路や鉄
道の駅等を結ぶネットワークを構築すれば，自分
の目と耳で的確な情報を把握することが可能とな
ろう。

む　す　び

　音響学会が誕生して60年，入会してからの30
年，私の周辺で最も変化したのはコンピュータ環
境だろう。ハードウェアでは冷暖房完備の巨大な
部屋を占拠していたと同じ以上の能力を持つコン
ピュータが持ち運びできる時代になった。ソフト
ウェアでは1960年代半ばのCooley と Ttukeyに
よるFFTのアルゴリズムは衝撃的であった  。
FFTは正にコロンブスの卵的な発想で当時のコ
ンピュータの能力には荷の重かった音響信号の調
和解析が十分実用的な時間で可能になり信号処理
は飛躍的に発展したのは周知のとおりである。
FFTは分析点数を素数の積（一般に最も小さな素
数である2のべき乗が使われている）に限定する
ことにより計算を高速化する手法であるが，FFT
があまりにも便利な道貝であるがゆえ，その制約
を忘れてFFT分析では無理な処理にも使われて
いる例を散見する。
　最近のコンピュータの処理能力の飛躍的

によりウィナーが1950年代に提唱した調和解析
の原点とも言える一般調和解析  ですら，時間は
かかるもののパーソナルコンピュータで実行する
ことが可能となった  。一般調和解析は観測窓内
で原変形から残差成分が最小となる正弦波を抽出
し，残差成分に対して同様の操作を繰り返すとい
う単純明快な解析手法であり，信号処理の新たな
飛躍を感じさせるものがある。
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