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蓄音機はVRを

目指していた
　最近バーチャルリアリティ（VR）という言葉
を頻繁に耳にするようになったが，VRの的確な
日本語訳は非常に難しい。仮想現実感あるいは人
工現実感という訳はバーチャルリアリティを必ず
しも的確に捉えていないのではないか。
　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（HiFi）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。HiFiはHigh－Fidelity（高忠
実度）の略であって，何に対して忠実かは多少議
論があろうが，演奏会場の音をそのまま自宅に持
ち込もうと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，HiFi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よく
ご存じの通りである。1982年CDが登場しSP，
LPと続いたアナログディスク時代は柊わり，ディ
ジタルオーディオ時代を迎えた。
　ステレオの登場とともに臨場感という言葉が盛
んに使われはじめた。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。
レコードの歴史はまさにバーチャルリアリティ
（VR）を追求してきたとみることができよう。

　電話

―　テレイグジスタンス
　電話もまたその原語Telephoneが示すとおり
VRの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。現在の
電話の通話品質は決して高いものではないが，電
話を多くの人々がVRと意識するかいなかは別と
して，自然にテレイグジスタンスの道具として利
用している。
　ところで人間の耳が2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年代から既に始められていた。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次元
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数々の貴重な成果が得られて
いる　。
　日本においても伊藤　毅，牧田康雄らにより立
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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が目的としていたも
のは，音響空間の時間・空間の移動技術，すなわ
ちVRそのものといえる。

放送　― 立体音楽堂と

イブニングステレオ
　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プンにおいてAM放送2局に
よる実験放送が行われた記録がある。
　日本でも1952年 12月 5,6,7日の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。さらに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。
1957年に登場するいわゆる45／45方式の一本
溝ステレオレコードの登場で，ステレオはオーディ
オの中心的存在となる。
　FMステレオ放送の本格化とともにラジオ放送
のステレオは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て実験放送
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が，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
どいないのではないか。
　一方，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A
B2モードあり，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
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図1　バイノーラルシステム



4チャネルステレオ放送が可能である。

ウォークマンとHMD

　ヘッドホンステレオ，ウォークマンの登場によ
りヘッドホン受聴が一般的なものとなった。私自
身はウォークマンが登場した時点では，まさかこ
のように普及するものとは夢にも思わなかった。
　ヘッドホンは元来聴取者に負担を強いるもので
ある。特に専らヘッドホン（当時はレシーバと呼
ばれていたが）受聴であった鉱石ラジオ時代にも，
能率の悪いマグネチックレシーバを茶碗あるいは
丼の底に置いて耳を近づけて聞こうとしたように，
レシーバから解放されて音を聞こうとする涙ぐま
しい試みが真剣に行われていた。レシーバ受聴か
らの解放がラジオ受信機の初期の大きな課題であっ
た。これは真空管の登場とともに一応解決をみた
もので，よもやこれが再びヘッドホン受聴に戻る
とは想像だにしなかった。
　バーチャルリアリティの視覚の世界ではHMD
（ヘッドマウントディスプレイ）からの解放，H

MDなしのVRというものに向けていろいろな試
みがなされているが，案外装着感のない負担の少
ないHMDが登場すれば，眼鏡をかける感覚で実
際の景色をみながらHMDをかけて街中を歩いて
いるという光景が出現するかもしれない。

パイノーラルシステム

　人間はたった2つの耳で様々な方向から来る音
を聞き分けている。図1に示すように原音場にお
いて実際の人間あるいはダミーヘッドHATS
（Head and Torso Simulator）と呼ばれる擬似
頭や，人間の上半身を模した人形の耳の位置に2
つのマイクロホンを設置して2チャネル収録を行
い，2チャネルヘッドホンを用いて聴取すると，
原音場にいるのと同じように感じる。これをパイ
ノーラルシステムと呼ぶ。
　このパイノーラルシステムでは，ダミーヘッド
と受聴者の頭が等価であれば正確な音場の再現が
可能である。ヘッドホンの振動板と鼓膜による反
射の問題，装着がうっとうしい等の問題はあるが，

図2　トランスオーラルシステム



図3　MINT法による響きのある部屋でのトランスオーラルシステム

自分とそっくりな胸部から頭部を作り，自分の動
きに合わせて動く装置を作れば，少なくとも音に
関しては現場に居るのと同じ感覚を感ずる事がで
きるはずである。
　現行のCD等のステレオ音楽のほとんどすべて
がスピーカ受聴を前提として作られているが，こ
れだけヘッドホンステレオが普及している現状を
考えると，ヘッドホン受聴を対象としたパイノー
ラル録音のソフトウェアがもっと作られてもよい
のではないか。

トランスオーラルシステム

　前項のパイノーラルシステムにおいて，ヘッド
ホン受聴をスピーカ再生に置き換えたものがトラ
ンスオーラルシステムである。パイノーラルシス
テムのダミーヘッド等で集録された音をそのまま
2つのスピーカから再生したのでは，左耳のみに
与えるべき音が右耳にも，右耳への音が左耳にも
聴こえてしまう。そこで図2に示すようにスピー
カに与える信号に制御系を設け，このクロストー
ク分をキャンセルすることにより厳密な音場の再
現が可能である。再生音場の響きが少ない場合に

はM. R. Schroederや三浦種敏，浜田晴夫，岡
部　肇らが提唱しているように，2つのスピーカ
でトランスオーラルシステムの実現が可能であ
る　。
　さらに部屋に響きがあっても，実現可能な逆フィ
ルタシステムMINT（Multiple-input／ output
Inverse Theorem）をNTTの金田　豊，三好正
人らが提案している　。この方法では図3に示
すように3制御系にすることにより正確な制御が
可能である。一般に　　 個の制御系を設けるこ
とにより，響きのある部屋の　点を精度よく制御
することが可能である。

キルヒホッフの

積分公式に基づく制御
　前項のトランスオーラル系で，スピーカ再生で
正確な音場の再現が可能であるが，音場が再現さ
れるのはその人の耳の位置だけであるから，頭を
動かすと制御系は崩れてしまう。動きを許容する
には，その動きを検出してそれに応じて伝送系を
変化させなければならない。さらに部屋の音響条
件，窓が開いたり，戸が閉まったり，あるいは人

)(4

)(5

1+n
n



間の数が変ったり，家具の配置が変ったりすれば
それに適応して制御しなければならない。これは
現実には大変難しい。
　ところでキルヒホッフの積分公式によれば，あ
る閉曲面内に音源が無い場合，すなわちホールで
音楽を聞くようなモデルに対しては，原理的には
閉曲面の表面の音圧と法線方向の粒子速度を目的
の音場のそれと一致させることにより目的の音場
と同じ音場が得られることが知られている。この
境界面の条件を揃える方法により音だけでなく光
熱，風等についてもVRを実現することができる。
　ただし音波の波長と人間の可聴領域とを考える
と，制御点すなわちマイクロホンやスピーカを境
界面上1～2cmの間隔で網羅して制御する必要
があり，現段階の技術では実現不可能である。た
だこの方法は頭の回転や体の移動も可能な音場を
作り出すことができるという将来の可能性を持つ
方法である。現段階ではこのスピーカの数をある
程度減らして，どこまでにするかという研究も幾
つかなされている　。また多数のスピーカを使っ
て波面を原音場と一致させるというような研究も
試みられている。
　さらにこの方法では，必ずしも閉曲面上にスピー
カを置かなくても，前述のMINT等の手法を利
用して閉曲面境界面にはセンサであるマイクロホ
ンのみを置き，スピーカを離れた位置において実
現する方法もある。

前より後ろの音に敏感

　人間にとって当然視覚が非常に重要な情報摂取
手段である。しかし目で捉えられる範囲は前方に
限られ，それ程広いものではない。したがって人
間は元来後ろからの情報は，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。音のバーチャ
ルリアリティの実現においては後ろからの情報が
大切であるということを常に認識する必要がある。
　我々が行った前述のキルヒホッフの積分公式に
基づく実験においても，制御点の数が同じ場合，
その配置は常に前方よりも後ろの数が多い場合に
自然に感ずるという結果が得られている。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しゃべった
場合，定位は比較的に曖昧であるが，後ろの方で
人間に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2つの耳で様々な
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，また数学的にもあり得ないことであ
るが，片耳でも慣れればかなり正確な定位が可能
である。これは長い経験で人間が方向別の伝送特
性を正確に記憶しているからであろう。人間のセ
ンサの能力は驚くべきものである。

片目・片耳でVR実現

　視覚のVRは一般はHMDや偏光眼鏡等を使っ
た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，木内雄二先生のテレビジョン
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，実験してみると
わかるが，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。これは一台のカメラ
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
面とモノラル収音ソースにより片目片耳で実用上
十分なVRが実現できるかもしれない。この場合
HMDは片目，片耳を覆うだけの簡単な道具です
むことになる。実際オーディオマニアのなかには
モノラルレコードあるいはパイノーラル再生しか
聴かない人もいるくらいである。

完成前のホールの音を聴く

　VRは時間・空間の移動技術である。時間の移
動としては，古代都市の景観やそこでの人々の生
活をVRで体験することもできるし，逆に未来を
体験することもできる。例えばコンサートホール
やオペラハウスの設計，コンピュータや縮尺模型に
より完成時の姿や音を体験することも可能である。
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　現在，東京都世田谷区に建設中の世田谷文化生
活センター（仮称）内の劇場の音響設計にこの手
法が導入された。施主，建築設計者，音響プロデュー
サー，男女俳優が参加して舞台上での発声のしや
すさ，客席での音の響きや明瞭度を検討して音を
決め，これに基づき室形状や音響材料の選定等の
音響設計を実施した　。そうならないことを望
んではいるが，関係者一同，もし完成時の音が設
計時と異なっていれば工事の手直しも辞さないと
いう意気込みでいる。

ソフトウェアの産直

　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
をもっているのに対して，VR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
あるといえるのではないか。
　いわば仲買人は不要のソフトウェアの産地直送
である。
　著作権等の問題は別として，例えばオペラハウ
スの何ヵ所かにオペラグラスのようなビデオカメ
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。

動物園や植物園は不要？

　ユネスコは世界遺産条約に基づいて，現在94
ヵ国411ヵ所を遺産リストに指定している。日
本でも1993年，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
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。著者らはユネ
スコや各国の大学，研究機関と協力してVRによ
る世界遺産の体験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，各種
の情報サービスに頼ることなく，自分の目と耳で
的確な情報を把握することが可能となる。
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