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あらまし  ３次元音場の再生手法としてキルヒホッフの積分公式に基づく境界面制御が知られているが膨大な制

御点が問題となってきた．しかしながら近年のディジタル技術の発展により大容量の伝送が可能となってきた．そ

こで本稿では実現可能な範囲の多数の制御点を用いた境界面制御による音場再現システムを提案する．コンデンサ

スピーカの特性を生かし，同一の振動板で録音・再生が可能である制御素子の基礎実験を行ったので報告する． 
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Abstract  The method based on Kirchhoff integral equation is known as a technique for three-dimensional sound field 
reproduction. This technique required numerous points to be controled which were difficult. However, the recent developement 
in the high-speed digital transmission technology made possible a large amount of data transmission in a short period of time. 
In this report, we suggest a system for boundary surface control using electrostatic loudspeaker that can record and reproduce., 
and also, we conducted some experiments.                                 aa        
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1. まえがき  

我々は均一で明瞭な拡声を目的に平面型スピーカ

を提案・実用してきた [1]．平面型スピーカは平面波駆

動ができ距離減衰が極めて少ない．ネオジムマグネッ

ト及びボイスコイルパタンからなるマルチセル型平面

スピーカや，構造が簡単でボイスコイルの直流抵抗成

分が無いコンデンサスピーカと 1bit アンプとを組み合

わせた高効率なシステムを提案してきた [2]．  
三次元音場を再現する手法としてキルヒホッフの

積分公式に基づく手法が知られている [3]．これは閉曲

面上での音圧と法線方向の粒子速度を再現することに

より境界面内の領域の音場を再現するものであるが，

制御点が膨大になることが問題となる．  
 
 

近年の高能率符号化と伝送容量の広帯域化により

100 チャンネルを越える制御系も実現可能となってき

た．そこで本研究では境界面制御の実用技術の研究と

して制御範囲を限定する手法，空間全体を実現可能な

制御点数でとりかこむ手法を提案する．  
制御系の基礎実験としてコンデンサスピーカの特

徴を生かしマイクロホンとしても利用することにより

録音信号をそのまま再生する簡潔な系を試作した．  
また 1bit 信号にランレングスリミテッドコーディング

を導入したトランスを用いないコンデンサスピーカの

直接駆動に関する検討も行ったので報告する．  
早稲田大学本庄キャンパス内において提案する手

法を導入したキルヒホッフ型音響実験室を紹介する．  
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2. キルヒホッフの積分公式に基づく音場再現  
2.1. キルヒホッフの積分公式  

ある閉曲面内に音源が存在しない場合，キルヒホッ

フの積分公式により境界面上の音圧と粒子速度を一致

させることにより所望の音場をその閉曲面内に再現す

ることが可能である．音源を含まない閉曲面 S を想定

した場合，キルヒホッフの積分公式は次式で表される． 
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これは閉曲面 S 上の音圧 と法線方向 n の粒子速

度を制御することが出来れば閉曲面 S の内部で原音場

を再現可能なことを示している．
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となり境界面上の全ての点での音圧を制御することに

より所望の音場を再現が可能である．   
 

2.2. 境界面制御  
キルヒホッフの積分公式に基づく境界面制御において，

人間の可聴域まで空間の標本化定理を満たすには少な

くとも波長の半分の間隔に制御点を設ける必要がある．

可聴域において条件を満たすには制御点が膨大になっ

てしまうことから実現は困難であるとされてきた．し

かしながら近年の高能率符号化及び伝送容量の広帯域

化から部屋全体には及ばないまでも 100 チャンネルを

越える制御系が実現可能である．そこで本研究におい

ては出来る限りの制御点を用いた境界面制御を試みる． 
実現可能な境界面制御として  
・ 制御領域を制限するが，聴覚に基づく空間の標

本化定理を満たす境界面制御（図－１）  
・ 空間の標本化定理を必ずしも満足せず用途は限

定されるが空間全体を囲む境界面制御（図－２） 
を提案する．いずれの手法においても境界面制御によ

り受音領域内の任意の点において３次元音場が再現さ

れる．また，前者において音源そのものを取り囲むこ

とによる音源の３次元再生も可能である．  
人間の両耳での位相差のみによる音像定位能力は

一般に 1.5kHz 程度までであるが経験や自らの移動に

より多くを補うことができ，想定する空間のナイキス

ト周波数は可聴域とされる 20kHz との間に設けるのが

適切であると考えられる．また，感度差から水平方向

に密に制御点を設ける方が効率的である．  

 
 

図－１ 空間の標本化定理を満たす制御系 

 

 
図－２ 閉空間を構成する制御系  

 
 

3. コンデンサスピーカ  
3.1. フレキシブルコンデンサスピーカ 

コンデンサスピーカは構造がコンデンサそのもの

であり，ボイスコイルの直流抵抗成分がなく電圧と電

流の位相差がほぼ 90 度になる．これはコンデンサスピ

ーカ自体では電力は消費されずそのほとんどが無効電

力となることを示す．１bit や PWM といったスイッチ

ング方式のアンプでは無効電力は電源に回生されるの

で，コンデンサスピーカをスイッチングアンプで駆動

することによって効率のよい電気音響変換を実現可能

である．  

電極

電極

振動板1 bitアンプ
出力信号

コンデンサスピーカ

多段倍圧整流回路（240倍）

トランス

4.5 kV

 
図－３ 1 bit アンプ駆動コンデンサスピーカ  

 



 

従来のコンデンサスピーカは，振動板（膜）に張力

をかけて，フレームに張り付けて支持する構造であっ

た．しかし，この振動板構造では，太鼓のように，振

動板の大きさに応じたモードが生じる．そこで損失が

大きく，軽い薄膜振動板を綿のようなダンピング材で

挟み込んで支持するエッジレス構造とすることで振動

板に生じるモードを改善し，広い帯域でピストン運動  
するエッジレスコンデンサスピーカを提案した [4]．  

図－４に示すように固定極及び振動板に軟らかい

材料を用いることにより平面型以外にも円柱，球とい

った様々な形をとることが可能になる．図－５に円柱

型フレキシブルスピーカを示す．  
このスピーカは固定電極の導電体を分割すること

により同一振動板でありながら制御面数を増やすこと

ができる．また導電体の厚みを調節することで制御面

の制動力に重み付けを行うことも可能である．図－６

に電極を４分割した例を示す．1ch のみを逆相で駆動

した際の振動板の位相分布を走査型レーザドプラ振動

計 (Polytec PSV-300)を使用し測定した．結果を図－７

に示す．各制御面の独立駆動がなされていることがわ

かる．  
提案するシステムにおいて軽量で自由にスピーカ

の形状を変えることができ，単純な構造で容易に製作

可能なマルチチャンネルフレキシブルコンデンサスピ

ーカが有効である．また平板スピーカの特性として鋭

い指向性を持つことから法線方向の音圧制御素子とし

て適している．  
境界面制御においては受音点と再生音源の位置が

厳密に整合がとれていることが必要である．コンデン

サスピーカは可逆的電気音響変換であり構造上コンデ

ンサスピーカはマイクロホンしても成り立つ．よって

同一の振動板を用いて受音・再生が可能である．  
 

 
図－６ 制御電極を４分割したコンデンサスピーカ 

 

 

 

 

図－４ フレキシブルコンデンサスピーカ  
 
 

 
図－５ 円筒型フレキシブルコンデンサスピーカ  

 
 

 

図－７ 振動板測定結果  
 

 



 

3.2. コンデンサスピーカによる境界音場制御  
 音場制御を比較的検知能力の高い水平方向に特化し

2cm 毎に短冊状に 12 分割したコンデンサスピーカを

作成し音場再生実験を試みた．試作したコンデンサス

ピーカを図－８に示す．  
40cm 離れた 4kHz の正弦波の点音源に対応する各点

の音圧をシミュレーションで求め各制御点の音源とし

て再生実験を行った．それらを再生した際のコンデン

サスピーカ付近の音圧分布を３．１節において用いた

ドップラ振動計により測定した．図－９ (a)に示す．ま

た，通常のダイナミックスピーカ (YAMAHA MSP-10)
を点音源と考え測定面より 40cm の地点より正弦波を

出力した際の音圧分布を図－９ (b)に示す．   
 

 
図－８ 12ch 分割コンデンサスピーカ  

 

   
(a) 再現された音場  (b) 実際に音源を置いた音場  

図－９ 実験結果  
 

境界面制御システムとして制御点数は十分とはい

えないが，ある程度の音場の再現がなされている様子

が観測される．このように制御電極を分割することに

より同一振動板内に多数の制御面を構成することがで

きる．チャンネル同士の干渉の対策として，導電体の

厚みを調整し制御面内に重み付けを施し，それぞれの

振動面に対し零点を構成するような仕組みにするなど

が考えられる．  
 

4. 再生音場への RLLC の導入  
コンデンサスピーカによる再生には高電圧の成極

電圧及び制御信号が必要であり従来はトランスを用い

て昇圧していた．多チャンネル再生時にはトランスの

使用は重量・スペースにおいて高コストであり，トラ

ンスのインダクタ成分及びスピーカそのものの容量に

より発生する位相差や周波数特性への影響がある．そ

こで本稿では図－１０に示すようにコンデンサスピー

カ高電圧での直接スイッチング駆動を試みた．  
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コンデンサスマイク/スピーカ

記録
メディア

制御部
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図－１０ 高電圧スイッチングによる駆動回路  
 

4.1. 1bit 信号の反転間隔の制御  
スイッチング損失の観点及び一般に高電圧駆動時

のスイッチング素子は応答速度が遅いことからスイッ

チング駆動においてスイッチング回数を抑えることが

重要となる．そこで 1bit 信号の最小反転間隔を制限す

るランレングスリミテッドコーディング（RLLC）の導

入に関して検討する．  
Σ⊿変調出力に制限を加え最小反転間隔を一定以

上に保った上で標本化周波数を高くとることにより少

ないスイッチング回数でダイナミックレンジを確保す

ることがでる．これを我々は RLLC と呼んでいる [5]． 
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図－１１ RLL を導入した 2 次Σ⊿変調器  

 



 

図－１１に 2 次のΣ⊿変調に RLLC を導入した構成

を示す．積分器の時定数は最小反転間隔と同一である．

極の制御により可聴域の S/N を改善することができる． 
図－１２に a1=8.0，a2=0.015 とし，標本化周波数約

33MHz，最小反転間隔 32bit としたときの入力信号

1kHz に対する出力スペクトルのシミュレーション結

果を実線で示す．1MHz サンプリング信号と同じ最小

反転間隔でありながら可聴域内でほぼ 100dB の S/N が

確保されているのがわかる．  

 

 
図－１２ 1kHz 正弦波入力時のスペクトル  

4.2. 符号化手法  
RLLC を導入した 1bit 信号は標本化周波数こそ高い

が符号反転後の最小反転間隔は必ず同じ符号であり実

際にはビットレートと同等の情報量を持たない．そこ

で基礎研究としてハフマン符号による最適符号化に関

して検討した．図－１１に示した変調器における出力

を最小反転間隔 32bit，最大反転間隔 47bit，反転間隔

を 16 段階としシミュレーションを行った．クラシック

音源，ポップス音源 10 秒間をそれぞれ量子化し得られ

た各反転長の生起確率から符号語を定義した．ハフマ

ン符号化による伝送量の変化を表－１に示す．総 bit
数を 10 分の１程度に抑えることができている．  

同程度のビットレートを持つ信号との比較として

標本化周波数が４MHz 程度である通常の 2 次のΣ⊿変

調による 1bit 信号のスペクトルを図－１２に点線で示

す．またスイッチング回数の比較を表－１に示す．

RLLC と最適符号化の併用によりビットレート及び

S/N を保ったまま最小反転間隔を広くとることができ，

低速の素子で実現できる．また ,スイッチング回数の低

減によりシステムの効率を改善することができる．  

5. コンデンサマイク／スピーカの試作  
多点制御での音場再現を目的に同一の振動板を用

いる録音・再生システムを試作した．試作機の外観を

図－１３に示す．トランスを用いた構成と再生時には

高圧スイッチング駆動するトランスを用いない構成の

2 種類の録音・再生システムを実現した．  
直接駆動による手法においては MOSFET を用いて

フルブリッジ構造とし 800V 程度でスイッチングして

いる．トランスを用いる手法はインピーダンス整合が

でき必要に応じてはロジックレベルなど低電圧での駆

動が可能である．直接駆動の手法では高圧制御が必要

となるが，図－１３ (a)に示すトランスを無くすことが

でき回路の小規模化が可能である．  
直接駆動による手法において駆動信号は RLLC を導

入した 1bit 信号を用いる．変調器は 4.1 節でシミュレ

ートしたものを用いた．コンパクトフラッシュを用い

る試作記録機においては従来の 1bit 信号を記録し出力

段で RLLC を行うことも 4.2 節に述べた符号化手法を

用いて駆動信号を記録することも可能である．  
 

 
(a) トランスを用いた駆動回路  

 
(b) 直接スイッチングによる駆動回路  

図－１３ 試作機外観  
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表－１ RLLC によるスイッチング回数の変化及びハフマン符号化による bit 数の変化  

 総データ bit 数 
通常の変調時の

スイッチング回数 

RLLC での 

スイッチング回数 
符号化後総 bit 数 

総データ bit 数 

／符号化後総 bit 数 

クラシック 330000000 28787612 9267663 32002061 0.096976 

ポップス 330000000 28455171 9114131 33500409 0.101516 

 



 

6. キルヒホッフ型音響実験室  
現在早稲田大学本庄キャンパスにおいて約 6m 四方 

の部屋に各点 3ｍ×3m のコンデンサスピーカを用いた

音場再現の実験室を構築している（図－１４）．コンデ

ンサスピーカには提案するフレキシブル型コンデンサ

スピーカを配置予定で現在 60cm×60cm に分割すなわ

ち 5×5ch を全壁面 6 方向 150ch での規模の大きい閉じ

た領域での音場の再現を計画している．部屋内部にフ

レームを組み，フレキシブル型コンデンサスピーカを

側面に吊るし，上側，下側に渡して，テントのような

音場再現空間を構築する．映像は HDTV，音情報は 16ch
での高速 1bit 信号処理を用い再現音場及び映像のコン

テンツを収録中である．同様にアクティブコントロー

ルによる領域内のホールの空間音響の再現や残響室・

無響室化の試みも準備を進めている．  
 

7. むすび  
限られた制御点数でキルヒホッフの積分公式に基

づき 3 次元音場を再生する手法として制御領域を限定

する手法，制御間隔を広くとり閉空間を構成する手法

を提案するとともに制御素子にコンデンサマイク /ス
ピーカを用いる手法を提案し，それら基礎実験を行っ

た．トランスを用いない高電圧直接スイッチングの実

用手法として高速 1bit 信号処理に RLLC を導入し，そ

の記録手法と併せて考察した．  
提案するフレキシブルコンデンサスピーカ /マイク

は制御電極である導電体のプリントパターンの変更，

分割することにより任意の制御面，制御点数を構成す

ることができる．対象となるコンテンツに合わせた収

録・再生系が容易に構成でき，適当な形状のマルチチ

ャンネルコンデンサマイク /スピーカを楽器の前面に

配置し収録するなどのコンテンツ作成を今後行ってい

く予定である．  
今後は実用に向けた多チャンネル録再生機の作成，

また各素子間の相関などに着目した高効率符号化の検

討を進めていく所存である．  
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図－１４ 部屋全体の音場制御実験室図面  
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