
インパルス応答による
スピーカ・システムの
測定法と
問題点 山崎芳男

八田　康
山須田繁

　　　誌1月号のスピーカ測定では従

　　　来のアナログ測定に加えて，イ

ンパルス応答からフーリエ変換等の演

算により求めた周汲数特性，郡遅延特

性，累積スペクトル等を表示しまし

た．

　1月号でもふれましたようにスピー

カが線形な素子であるならば，インパ

ルス応答にはそのスピーカの伝送特性

のすべてが含まれています．したがっ

てこれをいかに見やすく，できれば聴

感と結びつくように表示するかという

試みが数多く行われているわけです．

たとえば本誌1975年11月号で紹介した

KEFの累積スペクトルもスピーカの

過渡特性を見ると同時に従来の測定で

は分離しにくい反射の影響や共振のよ

うすを見やすく表示しようという試み

です．また本誌3月号には，同様の方

法で表示したスピーカ・システムの測

定結果が掲載されています．

　1月号の特性表の見方では詳しくふ

れられませんでしたので，今回はイン

パルス応答とフーリエ変換をもちいた

測定法そのものについて原理，実際の

測定方法，表示方法およぴその見方，

問題点等を主としてスピーカ・システ

ム（日立HS－400）に例をとりながら

検討してみることにしました．

　先にもふれたとおり，線形な系（こ

の場合の系とは，マイクロホン，ピック

アップ・カートリッジ，アンプ，スピ

ーカ，部屋等の伝送系を示す）の伝送

特性はそのインパルス応答ですべて表

現されます．インパルス応答とはイン

パルス（幅が0で高さが無限大の波形）

で系を駆動したときの出力（時間変化）

のことです．インパルス応答をその系

の伝送特性の時間領域での表現と称し

ます．

　一方伝送特性は振幅と位相の周波数

特性でも完全に表現することができま

す．これをその系の伝送特性の周波数

領域での表現と称します．

　そしてこの2つの領域，時間領域と

周波数領域での伝送特性は良く知られ

ているように互いにフーリエ変換，フ

ーリエ逆変換という関係で結ばれてい

ます．

　今日の工学の多くの分野はフーリエ

解析等の調和解析の手法なくしては成

りたち得ないとすらいわれるくらいで

す．ここでフーリエ級数，フーリエ変

換等についてあらためて整理しておき

ましょう．

（1）ある周期T秒で繰り返す信号

　は，基本周期をT秒とする三角函数

（sinとcos）とその高調波をもちいて

　フーリエ級数に展開することができ

　る．

（2）周期Tの信号を周波数領域で表

　現すると，1/T　Hz間隔の線スペク

　トラムの集りとなる．

（3）周期が無限大の信号の周波数領

　域のようすは時間領域の信号をフー

　リエ変換することにより求まる．

（4）このとき周波数領域のスペクト

　ルはうまり連続スペクトルとなる．

（5）時間領域の信号は周波数スペク

　トルをフーリエ逆変換することによ

　り求まる．

（6）周波数領域では出力は入力信号

　と伝達関数の積，時間領域では出力

　は入力信号と系のインパルス応答の

　たたみ込みにより求まる．

第1図に各種の波形を時間領域と周波

数領域で表現した例を示します．

　以上の点を考慮して音響機器特にス

ピーカの測定へのフーリエ解析の適応
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について考えてみましょう．

　先程ものべましたように周波数領域

での応答　　　　と時間領域での出力

　　 とは，フーリエ変換あるいはフ

ーリエ逆変換と呼ばれる直交変換で1

対1の対応をしています．

　周波数領域では出力信号は入力信号

と伝達関数の積，時間領域では入力信

号とインパルス応答（伝達関数を逆フ

ーリエ変換したもの）とのたたみ込み

と呼ばれる演算で出力信号が求められ

ます．これらの関係を第1表に示しま

す．

　一般に線形な伝送系の周波数領域で

表示した入力　　    と出力　　  　と

の比，

･･････(1)

を伝達函数と呼びます．ここで入力

　　　を1とすると，都合の良いことに

　　　　　　　　 となり，出力そのも

のが伝達関数となります．信号

　　の時間波形　　　は　　   　　を

フーリエ逆変換することにより，

となります．　　 はディラックのデル

タ函数とよばれるt＝0で，幅が0，高さ

が無限大の孤立波形（繰り返し周期は

無限大）といわれるものです．この波

形はインパルスともよばれ，実現不可

能な波形です．インパルスを入力した

時の出力（インパルス応答）をフーリエ

変換すると伝達関数が得られるわけで

ナ．インパルス応答はこのような意味

を持っているので伝送特性の時間領域

での表現とよばれるわけです．

　もちろん（1）式から入力が

となるインパルスでなくても，

と　　　　 がわかれば伝達関数は計算

できますが入力信号には心要な周波数

成分が十分含まれていなくてはなりま

　実際のインパルス応答の測定は幅の

ある高さ有限のパルスで行います．ま

たステップ入力に対する応答を時間微

分しても得られますし，自己相関から

求めることもできます．さらに入力の

パワー・スペクトルと入出力のクロス

パワー・スペクトルを求めることによ

り直接周波数領域の伝送特性をしるこ

ともできます．

　この測定法はすでに本誌にも紹介さ

れていますが，もう一度順を追って考

えてみましょう．

　まず考えなくてはいけないのは測定

に必要な周波数範囲と被測定スピーカ

の再生帯域です．いま測定周波数を20

～20kHzとします．標本化周波数は測

定周波数帯域の2倍の40kHzは必要に

なります．一般のスピーカ・システム

は20kHz以上の帯域の再生も可能なも

のも多いので，折り返し発注音をなくす

ために20kHzのローパス・フィルタが

必要になります．

　分析の周波数分解能を10Hzとしま

すと，少くとも100msecのデータを

取り込まなければなりません．ここで

注意しなくてはいけないのが，フーリ

エ級数のところでのべた繰り返しの影

響です．

　第2図にスピーカのインパルス応答

を測定した例を示します．この波形を

見てスピーカのインパルス応答が10m

sec以後はほとんどないからと10msec

までをデータとしてフーリエ変換した

としましょう．周期10msecの波形を

フーリエ変換したことになり，周波数

分解能は100Hzになってしまいます．

結局後半一見何もないところも実は出

力がほとんどないという重要な意味を

もっているということです．

　一方，振幅の分解能が70dB以上必要

であるとすれば量子化ビット数は12ビ

ットは必要になります（標本化周周波

数，量子化ビット数についてに本誌19

74月11月号P142PCM－PWMパワー

アンプの試作をご参照ください）．

　第3図に現在使用している測定方法

のブロック図を示します．

　スピーカ・システムのインパルス応

答による測定の大まかな手頂の一例を

下に示します．

第1図－波形時間領域と周波数領域での表現

第1表　時間領域と周波数領域との関係

スピーカ測定へのフー
リエ分析の適用　　　
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　①繰り返し周期1秒（十分長い必要

があるが無響室では1秒程度），幅

sec波高値10Vのパルス出力でスピー

カを駆動する．

　②スピーカから出る音波をマイクロ

ホンで電気信号に変換し，前置増幅器

で増幅，ローパス・フィルタを介して

サンプル・ホールド回路に入力する．

　③サンプル・ホールド回路で標本化

し，12ビットAD変換器で量子化する．

標本化周波数は可変であるが，スピー

カ測定ではたとえば40.96kHzとする．

　④各標本値を4096語のRAM（ラン

ダム・アクセス・メモリ）の各番地に　

収納する．

　⑤2周期目以後は同番地のRAMの

内容に標本値を加算した結果を再びR

AMに収納する．これが外部雑音の影

響を低減するための同期加算である．

この操作を256回行う．　　　　である

から12ビットのデータを256回加算す

ると1語20ビットとなる．

　⑥同期加算されたデータを計算機で

処理するわけである．この計算機への

入力は直接行うこともできるが，デー

タ保存上の理由からカードに16進でパ

ンチする．したがって12ビットないし

20ビットのデータを，RAMからゆっ

くり読み出し16進数でカードにパンチ

する．

　⑦電子計算機により必要な演算を行

いXYプロッタで出力を描かせる．

　測定の手順は以上ですが，この測定

装置には他に入力レベルの表示機構，

データ・アドレスをDA変換した主と

してXYレコーダ，オシロスコープ用

出力，ひずみ等の測定用のリニア，ス

テップ，対数ステップで周波数の変化

する方形波出力が2つ，ROMを読み

出す正弦波出力回路が1つ装備されて

います．

　計算機ではインパルス応答にフーリ

エ変換等の演算を施し，振幅，位相や

群遅延の周波数特性，累積スペクトル，

群遅延の時間推移特性等を求めます．

　さらに正弦波や複合波入力に対する

時間応答をフーリエ変換することによ

り，高調波ひずみや混変調ひずみ特性

も計算できます（この方法については

今回はふれません）．

　なおインパルス応答の測定は特に無

響室で行う必要はありません．最初の

反射音の到達時間が取込み時間（この

場合100msec）より長ければ屋外でも

十分です．よほど騒がしい所でない限

りSN比は同期加算により確保できま

す．逆二乗や反射を気にしながら無響

室で行うより，屋外の方が適している

場合さえあります．特に無限大パフル

を使用する場合には地面が格好のバフ

ルとなりましょう．

　一般にフーリエ変換は計算機ではF

FT（高速フーリエ変換）のアルゴリ

ズムを使います．FFTはJ.W.Cooley

とJ.W.Tukeyが1965年に発表した

フーリエ変換の計算方法で大幅に計算

時間を短縮でき，これを契機にディジ

タル信号処理が飛躍的に発達したアル

ゴリズムです．現在広く使われている

FFTでは標本点を   としたとき乗算

の回数は従来の　　回から

回に減ります．つまり1024点のフーリ

エ変換では乗算回数は従来の方法では

約104万回行わなければなりませんが

FFTでは約2万回に，4096点の時に

は約1677万回の乗算がFFTでは実に

約4万9千回ですみます．

　ところで対数で表示するような場合

には，高域はXYプロッの精度（一

般に0.1mm程度）以上に細分化されて

しまい，計算しても意味がありません

から，必要な周波数についてだけ通常

の方法でフーリエ級数を求めてやった

方が計算時間が節約できる場合もあり

ます．もちろんこの場合でも低域の周

波数間隔が十分密になるような時間の

インパルス応答波形の観察は必要で

す．また伝達関数をしるにはフーリエ

変換により全周波数のスペクトルを求

める必要があります．

　第4図に無響室で測定したインパル

ス応答波形を示します．なお後半の振

幅を10倍，100倍に拡大した波形も併

記しました．このように拡大できるの

も測定されたインパルス応答が同期加

算の結果十分なSN比を有しているか

らです．単一パルスに対する応答をオ

シロスコープ等で観測し，写真撮影を

試みても，振幅の大きい部分はともか

く尾の部分は雑音にふられてしまい拡

大しない波形の撮影すらおぽつきませ

ん．

　ところでインパルス応答にはスピー

カのすべての伝達特性が表現されてい

るはずです．しかし，この波形からす

ぐ周波数応答の見当のつく方はいない

でしょう．

　そこでフーリエ変換することにより

（正確には有限な4096点，100msecの

有限時間の波形ですから，離散的フー

リエ変換になる）．直流，10Hz，20Hz，

30Hz……と直流から10Hz間隔で

20.48kHzまで2049点の周波数のsin

とcosの係数が求まります．第n番目

の周波数 　の振幅 　はsin項の係数

bn，cos項の係数anとから

第3図　インパルス応答によるスピーカ測定ブロック図

　第2図
スピーカのィ
ンパルス応答
波形の例
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またこのときの位相 　は

となります．これを周波数を真数，対

数で表示すると第5図のようになりま

す．標本数を1024点に減らすと，対数

表示の低域ではスケールがあらくなっ

てしまいます（第6図）．フーリエ係数

は等周波数間隔で計算されますから，

原理的には英数表示が適しているとい

えるでしょう．しかしスピーカの周波

数特性を20kHzまで真数で表示すると，

見えるのはほとんどトゥイータの領域

だけです．そこでたとえば2kHzまでの

図を別に書いてやると低い方も大分よ

くわかります（第7図）．

　またスピーカ・マイク間の距離を音

が伝播する時間 　により　　  　は受

音点では

　

となり，駆動波形に対して　　　とい

う周波数に比例した位相遅れを生じま

す．これは真数で表示した場合は直

線，対数ですと指数カーブで位相がま

わることを示しています．一般に位相

は　　で表示しますので，まったく

波形ひずみが生じない場合でも位相特

性が鋸歯状になってしまうということ

です．これはスピーカ・マイク間の時

間遅れを予め補正してやれば防げます

が，ては決めにくく，単純にスピーカ

・マイクの距離から決めると，当然位

相特性の平担であるピストンモーショ

ン領域で位相回転があるように見えて

しまい，不都合が生じます．一方位相

を周波数で微分した値は群遅延と呼ば

れ，波形ひずみがない限り（周波数に

比例した位相回転があっても）リニア

で表示しても対数で表示しても中心値

がずれるだけです．ことにスピーカ測

定ではその値が伝播時間を示し，音響

中心を見い出すことが可能です．した

がってどうしても位相で表示したい時

にはピストン・モーション領域の群遅

延の平均値で補正してやればよいでし

ょう．

　第8図は時間遅れを補正して位相特

性，群遅延特性を表示した例です．イ

ンパルス応答は121サンプル目すなわ

ち　　　　　　　　　　から立上っ

ていますが，補正時間を3.00msec

（123標本点）とした場合に位相特性が

もっとも平坦となります．

　一方，群遅延特性で表示すれば絶対

値が変わるだけで波形は変化しません．

　第9図に同一スピーカのいろいろな

設置条件でのインパルス応答波形と周

波数特性（振幅と群遅延）を示します．

条件によるインパルス応答（時間領域）

と周波数領域の設置条件による特性の

違いがわかります．

　スピーカ・システム等の過渡特性を

調ペるとき，いわゆるトーンパースト

波に対する応答を観察することがあり

ます．ふつう比較的短い周期で正弦波

を断続しますが，過渡特性を観察する

には周期が長い方が好都合です．した

がってトーンパースト波の立上りと，

立下りの部分を考えてみましょう．

　まず立上りですが第10図に示すよう

に　　 から　　 まで信号は0で，

    から　　 までは正弦波という波形

です（第10図では正弦波の位相　 は0）．

いま　　  を境にして　　　  　で正

弦波と書きましたが，フーリエ変換の

項でのべましたように厳密には周波数

 　の正弦波といえば，自動的に時間領

域では　　から　　まで連続した正弦

波となります．この立上り波形

は，時間領域で記述すると，

となります．ここで　　　付近はとも

かく，　　　が　　 から0までずっと

0であることは忘れられがちです．し

かしこの　　　　　　　       は実

に重要な意味を持っているのです．

　さて，先にのべたとおり時間領域の

入力信号　　　に対する応答　　　は

　　　と系（たとえばスピーカ・システ

ム）のインパルス応答　　のたたみ

込みにより求まります．すなわち，

ところで

だから

スピーカの過渡特性

第4図
無響室での
スピーカの
インパルス
応答波形
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あるいはさらに変形して

……(2)

ただし

と書くこともできます．ここで

　　　 はフーリエ係数を求める敷きに

おいて積分範囲　　　    を

としたものです．

　まったく同様に立下りについて，

←第5図a
真数表示に
よるスピー
カの周波数
位相特性
下から4番
目の横線が
0その上は
2msまたそ
の上4msの
群遅延時間
→第5図b
同，対数表
示による同
じスピーカ
の特性

→第6図
標本数を10
24点の半分
にへらすと
分解能が落
ちであらく
なってしま
う

←第7図
上限を2k
Hzにする
と，低周波
数領域もよ
くわかる

→第8図
時間遅れを補正して位相
周波数を表示した例
上から補正なし，補正時
間　　　　　　（122標本
目）　　（123標本目）
としたときの位相特性．
同じものでも視覚的には
違ってみえる．
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と書くことができます．これは立上が

りにしても立下がりにしても，トーン

パーストに対する応答が，その周波数

の正弦波の振幅と位相が時間変化する

形で書けるということです．いいかえ

るとその周波数の正弦波が振幅変調と

位相変調を受けているというかっこう

で周波数成分としては　 以外の多くの

スペクトルをもつということです．

　フーリエ変換の項でもふれたとお

り，周波数領域と時間領域とは元来独

立しています．したがって時間領域の

応答が　　  なり　　  であり，それが

たまたま断続した周波数 　なる振動の

振幅と，位相の変化で表わされるとい

うことであり，周波数領域で表わせば，

時間的な変化は当然なく 　以外の成分

を有する広がりのあるスペクトルとな

ります．

　第10図に無響室とリスニング・ルー

ム中心で軸上1mで測定したインパル

ス応答からこの方法で，計算した立上

りと立下り波形と振幅をdB表示した結

果を示します．

　周波数は240，480，1kです．

　中高域ではどうにか正弦波が変調さ

れたような形を呈しており，式の意味

はわかりますが，低域では式は正弦波

が変調を受けたかっこうでも過渡的に

は波形は正弦波の原形とは大きく異っ

ています．

　立上り，立下りの瞬間　　  の近傍で

波形は大きく変化して，定常状態の周

波数以外の成分が生じているのが良く

わかります．無響室の波形はほぼスピ

ーカ自身の特性といえるでしょう．リ

スニング・ルームでは部屋の特性が表

われており，周波数によっては定在波

の影響で，立上り特に時間が経つと振

幅が小さくなり，立下り時に直接音が

なくなると振幅が増大したりしていま

す．

　さらに第11図は同じリスニング・ル

ームのインパルス応答から計算した1

オクターブ・バンドのフィルタをほど

こした応答波形と残響特性をM.R.

SCHROEDERのインパルス積分法で

・・・・・・(3)

ただし

第9図　同一スピーカのいろいろな設置条件での各特性
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　　(A)　無響室　軸上1.0m

　　(B)　床上0.5m　軸上1.0m

　(C)　後壁密着　軸上1.0m

　(D)　側壁密着　軸上1.0m
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求めた結果です．従来測定がむずかし

かった小さなリスニング・ルームの残

響特性もインパルス応答をディジタル

処理することにより一度でアンサンブ

ル平均が得られるので大変見やすくな

っています．

　またこの方法では一度インパルス応

答を記録してやれば，各周波数帯域の

残響波形がそのインパルス応答から計

算できるので，測定時間を大幅に短縮

することが可能です．

　累積スペクトルと書きましたが，こ

の呼称が適当であるかどうかは議論の

あるところでしょう．

　先程ものべましたように　　　はあ

くまでも　　　　　 で　　　　　  で

　　　　なる信号を入力したときの

スピーカ・システムの応答波形です．

そしてこの応答波形を　 なる周波数の

振幅および位相変化としてとらえ，色

々な周波数について　　　を求め各周

波数の同時刻の振幅を結んで表示した

のが累積スペクトルであり，群遅延特

性の時間変化を表示したのが群遅延時

間推移特性です．

　前にもふれたようにこの“累積スペ

クトル”はその時刻の周波数成分を示

第10図　同一スピーカ（中心軸上1m）のインパルスおうとうによる無響室と部屋のトーンバースト応答

累積スペクトル
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すのではなく，あくまでも色々な周波

数の正弦波の立上り，あるいは立下り

に対する応答をその周波数の振幅の時

間変化として表示した結果だというこ

とを念頭において見る必要がありま

す．これが累積スペクトルという呼称

が適当かどうかと書いた所以です．

　伝送特性の表示と同様に20kHzまで

周波数軸を真数で表示するとトゥイー

タの領域がほとんどを占めてしまいま

す．反射や共振の様子を見るにはその

影響が等間隔に表われる真数式示がむ

いていますが，全体を見るには対数表

示が適しているようです．真数で表現

する場合には1～2kHzで2つ位に分け

てやればよいでしょう．

　第12図～第14図にKEFのレポート

や本誌1月号，3月号に発表された累

積スペクトルを示します．

　現在までに発表された“累積スペク

トルは同時刻の各周波数の振幅を結ん

だものですが，先程の過渡特性の表示

と同じように，各時点の決った周波数

のトーンパースト波に対する応答の振

幅を結んで三次元表示することも可能

です（第15図）．

　第16図にトゥイータの立上りの累積

スペクトルと郡遅延時間推移特性の測

定例を示します．

　くどいようですが注意しなければい

けないことは，累積スペクトルの立下

りにおいては，定常的に正弦波が出て

いる間はスピーカ駆動信号が0になっ

てから，マイクにそれが到達するまで

の間は何の変化もないということで

す．しかしKEFも，本誌1月号も3

第11図　インパルス応答による１オクターブバンドの応答波形と残響特性

第12図
KEFの3次
元表示

キュームラティブ・ディケイ・スペクトラ

第13図
本誌1月号
の3次元表示

第14図a
同3月号の
3次元表示

第14図b
同3月号の
3次元表示
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月号もこの変化のない部分はほとんど

表示していません．これは計算時間の

節約と同じものを何本書いてもあまり

意味がないと考えたからでしょう．

しかし累積スペクトルを見るときは前

にも注意を喚超しておきましたよう

に，ずっと同じ状態が続いていて，

ある時刻で変化が起ったということを

忘れてはなりません．その意味では変

化のない部分もずっと表示しておいた

方が親切なのかもしれません．

　たとえば，第14図において右の方が

早く立下り出しているから過渡特性が

いいとはいえません．が同時に急に立

下り出すのが理想特性ですから，信号

に変化があってからの傾斜と立下り出

す時間の相対関係が問題となるわけで

す．立上りについても同様なことがい

えます．

　ところで数msecの範囲で低域の振

幅を議論しても意味がないというよう

な声を時おり耳にします．確かにたと

えば2msecの時間だけの標本では最

低周波数500Hzで500Hz間隔の周波数

情報しか得られません．しかし累積ス

ペクトルは度々のべたようにずっと正

弦波が続いていてある時刻で0になる

という信号に対する応答（あるいはこ

の逆）であり，数msecというのはこ

の波形が0になった瞬間からの時間の

ことであり，信号はずっと以前から存

在していますから，低域の振幅も十分

定義できるわけです．

　また周期が10msec以上におよぷよ

うな正弦波の振幅を1msec以下の時

間で表現するのはおかしいと思われる

かもしれません．視覚的には判断しに

くいでしょうが，先程の各周波数につ

いてのべたように振幅はいくらでも早

く変化しうるわけです．もちろんAM

変調波同様，たとえば低い周波数の正

弦波を急に減衰させれば，スペクトル

は広がります．つまり他の周波数成分

が発生するということです．ここでも

う1度(2)，(3)式に注目すると，ある特

定の周波数の振幅が時間とともにどう

変化するかを示したものです．そして

この時間方向へは標本化定理により十

分細い間隔が保証されています．した

がってこの値はあくまでもずっと以前

からたとえば100Hz正弦波が続いてい

て，ある時刻で0としたときの応答波

形の振幅ですから，その周波数成分は

100Hzだけでなく高い周波数にまでお

よんでいます．したがって短時間に振

幅が変化しても不思議ではないので

す．問題があるとすれば表示方法があ

たかも100Hzの成分が変動しているよ

うにも見える点にあるといえるでしょ

う．この点には十分注意して図を見る

必要があります．

　ところで累積スペクトルから一体何

がわかるでしょうか．

　まず壁や床の反射の影響は立上り，

立下り時ともきれいに現れます．また

　 の高い共振は立下り特性によく現れ

ます．

　ともかくたった1本のインパルス応

答波形から，振幅，位相（群遅延）の

周波数特性が累積スペクトルのような

複雑なパターン，さらに部屋の残響波

形までが描けるわけで，インパルス応

答波形のもっている情報数量の多さに

は改めて感心させられます．

　伝達特性の表現方法としては，累積

スペクトルはインパルス応答に比較し

て何とも冗長ですが，人間の優れたパ

ターン認識能力に訴える1つの表現方

法といえるでしょう．

　今後，聴感との対応，さらに部屋を

ふくめた特性の同様の方法での表現等

検討していきたいと思います．

　　　　　　　　　　　　　（以上）

第15図　各周波数の
トーンバース波に対する
応答を時間方向に結んだ
3次元表示

第16図　トゥイータ
の立上り累積スペ
クトルと群遅延時間推
移特性
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