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３次元残 音場における伝達位相周波数特性と音源・受音点間 離
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あらまし 本稿は 接した音源・受音間 離による３次元残 音場位相伝達関数の変化を考察

したものである。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

Propagation phase (PP)を抽出し、PP が伝達関数の最小位相成分における位相変化によるもの

であるとする Lyon の仮説を実証した。さらに音源・受音点間 離による PP の変化から推定さ

れる直接音領域の範囲を、波動理論から導かれる Coherent 領域の推定値と比 することによっ

て、PP 推定の妥当性を確認した。本研究は残 のある系を対象とする音源波形回復・波形制御

に関する基礎理論として有用である。
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Abstract   This paper investigates the phase characteristics in a 3D reverberant field when sound receiving points are
located close to the sound source. The propagation phase, which Lyon estimated as the direct field in a reverberant field, was extracted by
taking a linear regression method for the phase spectrum of the minimum-phase components in the narrow-band transfer functions.
Consequently range and frequency dependence of the propagation phase could be evaluated in a 3D reverberant field.  The range
dependence of the propagation phase is comparable to the extent of the coherent region in a 3D field defined by Morse et al. The frequency
dependence, however, might be related to not only the sound field conditions but to the sampling frequency because of minimum-phase
phase property of the discrete transfer function. These results will give us a theoretical and experimental basis for waveform recovery and
control for system diagnosis under reverberant conditions.
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1. はじめに
本報告は、 接する音源・受音間 離による３次

元残 音場位相特性の変化を考察するものである。３

次元音場の制御では、直接音と間接音のエネルギー比

に着目した明瞭度・ 離感制御が行われている。しか

しエネルギー比以外に位相特性にも音源・受音点間の

離を表す物理的性 が含まれている。

Lyon[1, 2]は残 音場の伝達位相特性を、直接音に

よる位相 れを示す  Propagation Phase(PP)と残 音に

よる  Reverberant Phase(RP)の合成として表現した。
Lyon は音 管の伝達特性の零点が全て最小位相であ

ることに着目し、位相特性の概略 (Phase Trend)が音
源・受音点間 離による位相 れ、即ち PP によって
決定されることを理論的に明らかにした。この結果か

ら Lyon は２次元・３次元音場においても最小位相成

分の位相変化変化による PP が観測されるであろうと
推論した。

さらに Lyon は 2 次元残 音場の RP が伝達特性の
留数符号変化から推定されることを明らかにすること

によって、音源・受音点 離 r が kr=２ (k:波定数 )を
える領域では、RP が伝達関数の極の数から決定さ

れることを定式化した。さらに東山・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

することによって、RP が残 時間の短縮とともに減

少することを理論並びに室内音場実験によって実証し

た。Fletcher 等 [6]は板振動実験によって 2 次元残 音

場における Lyon 等の理論を実証し、 材の 破壊診

断への応用の可能性を示した。しかし上記の研究では

いずれも、Lyon の予測する 離音場における最小

位相成分による PP を確認するには至っていない。
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本報告では、3 次元残 音場で観測したインパルス

応答の最小位相成分に関する位相特性を 析する。そ

の結果、位相特性の帯域別線形回帰によって PP を抽
出して 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 [7]と比 評価する。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[8](音 記述 )における 離感生成、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。

本報告の構成は次の通りである。2 章ではインパル
ス応答の最小位相成分と all-pass成分について述べる。
3 章ではインパルス応答の最小位相から PP を抽出す
る分析手法について説明し、最小位相成分に見られる

PP の分析例を示す。 4 章ではオールパス成分並びに
伝達関数全対の位相特性と音源・受音点間 離の関係

について述べる。5 章では実測結果から抽出された PP
から直接音領域を推定し、波動理論による理論推定値

と比 する。

2. 最小位相成分とオールパス成分
 図 1 は 単 位 円 外 に 一 つ の 零 点 を 持 つ 伝 達 関 数

† 

H(z) ≡1- rz-1を最小位相成分

† 

H minとオールパス成分

† 

H allの積に分 する極零配置を模式的に表したもので

ある。ここで

† 

H(z)のオールパス成分の伝達関数は

† 

Hap (z) ≡
H(z)

Hmin (z)
=

r-1 - z-1

z-1 z - r-1*( )
=

zr-1 -1
z - r-1* = r-1 z - r

z - r-1*

と表すことができる。即ち互いに共役逆数となる極と

零の組みを持つ。極は最小位相成分の零点配置と同一

の配置となる。図 2 は残 室内で測定したインパルス

応答を例として、線形位相成分を取り除いたインパル

ス応答 a を最小位相成分 b とオールパス成分 c に分割
したものである。

図 1 単位円の外側に一つ零点が存在する伝達関
数の最小位相成分とオールパス成分

図 2 インパルス応答の最小位相成分とオールパ
ス成分の分析例

3. 最小位相成分からの Propagation Phase 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 3 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 3 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 4 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。

図 4 インパルス応答の最小位相成分からの PP
抽出過程

図 5 は帯域分割を行わない全帯域最小位相成分の
位相特性の例である。最小位相特性の性 により、こ

の図から音源・受音点間 離による位相変化を見いだ

すことはできない。図 6、7 は帯域分割インパルス応
答の振幅・位相特性、並びに最小位相成分の位相特性

例である。筆者等は、この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。
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図 5 帯域分割を行わない全帯域最小位相成分
の位相特性の例

図 6 帯域分割インパルス応答の振幅・位相特性

図 7 帯域分割インパルス応答の最小位相成分
の位相特性例

図 8 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 9 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 8 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

図 9 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

4. オールパス成分及び伝達関数全体の位相特

性と音源・受音点間 離の関係
図 10 はオールパス成分の位相特性を最小位相成分と
同様に分析し、累積位相φを r による変化として評価
したものでる。  Lyon が推定した最小位相成分だけ
でなく、 r が小さい 離領域では最小位相成分と同

様にオールパス成分にも PPを確認することができる。
一方、図 11 は伝達関数全体の位相特性 (最小位相成分
とオールパス成分それぞれの位相の和 )を示したもの
である。 r によらず PP に従う特徴を確認することは
できない。この結果から、Lyon の予測した PP を抽出
するには、伝達関数をオールパス成分と最小位相成分

に分割刷ることが重要であることが る。
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図 10 オールパス成分の位相特性 (累積位相φを
r による変化として評価 )

図 11 伝達関数全体の位相特性 (最小位相成分と
オールパス成分それぞれの位相の和 )

5. 直接音領域の推定例と 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

† 

Rc =
A

64
    (m)

と与えられている [7]。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 1(s)、室容積 V=183(m3)から上記
の直接音領域の範囲は

† 

Rc =
0.161p ¥183

64 ¥1
=1.2(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わかる。

図 12 インパルス応答の残 曲線

6. 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 (あるいはオールパス成分 )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 Propagation phase が抽出
出来ることを実証した。さらに Propagation Phase 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

Propagation Phase との関係を実証することが今後の
題である。
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