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1． 背  景
　マルチメディアにおいて音は画像に勝るとも劣らぬ重要な情報伝達手段であり、特に
目を通して摂取する情報が前方のみであるのに対して耳は全空間からの情報を得てい
る。情報伝達手段としての音、特に音の三次元空間情報が重要であるにもかかわらず、
あまりにも身近かなるが故に映像に比べて研究開発が十分行われていないのが現状で
ある。
　音空間の伝送技術には人間あるいは人を摸したダミーヘッドの両耳の位置で収音し、
これをヘッドホンあるいは2 ～ 3 スピーカで再生するトランスオーラルシステムがあ
る。しかしこれらのシステムは耳の位置に原音場の音響情報を伝えることを目的とした、
あくまでも両耳の位置2 点のみの制御システムであり、頭の回転や人の移動には原理的
に対応できないシステムである。
　三次元音場を正確に伝送するにはキルヒホフーヘルムホルツの積分方式に基づく方法が
ある。すなわち受聴者を取り囲む閉曲面上の音圧と法線方向の粒子速度を目的の音場と
合致させることにより、閉曲面内に目的の三次元音場を構築することができる。しかる
に音波の波長を考えると1cm 以下の間隔で閉曲面上の点を制御する必要があり、到底
実現は不可能である。
　三次元青空間情報の正確な伝送、個人用さらに大空間における多人数を対象とした再
生三次元青空間音場構築の早急な実用化が強く期待されている。



2．目  的
　本開発は実空間で収録した音源、コンピュータで計算により合成された音楽や音声な
ど各種音源信号のデータベースと、実音空間における測定や設計図面から計算により求
めた音場の伝送特性データベースを構築し、両者をたたみ込み演算することにより人の
周りに正確に三次元音場を構築する、パーソナルコンピュータ上で動作するシミュレー
ションソフトウェアを実現しようとするものである。
　受聴者が自由に移動することが可能な三次元音場を構築するKirchhoff － Helmholts
積分方程式を簡易化する手法である波面合成理論と、人間の聴覚を十分カバーする100
kHz 以上の信号までも伝送することのできる山崎らが提案した高速標本化1bit 量子化
方式を導入することにより、個人向け及び多人数を対象とした三次元音場の構築を目標
にしている。

3. プロジェクト内容
　本開発は音源信号と音場の伝達特性であるインパルス応答をたたみ込み演算して再
生信号を得るたたみ込み積分理論を前提にしている。入力信号となる、例えば音声や楽
器音など各種音源のデータベースを構築し、また、音場、例えばコンサートホールや教
会等の音響伝達関数の時間領域での表現である音場のインパルス応答のデータベース
を構築し、両音をたたみ込み演算して再生信号をシミュレーションし、さらにこの信号
を高能率符号化して伝送し、個人用トランスオーラル再生音と面合成を用いて多人数に
対して大空間で再生する三次元音環境シミュレーションソフトウェアを開発する。

（1）機能間の関連
本開発の5 つの機能とそれぞれの機能間の開発項目の関連を図－1 に示す。

（2）理論的背景
  本ソフトウェアは主として次の4 つの創造的処理方式を用いて開発された。
a）高速1bit 信号処理
  本開発では収音から再生まで一環して高速標本化1bit 量子化ディジタル信号を用い
る。高速1bit 信号処理は現在広く使われている48kHz 標本化、16bit 量子化などの
通常のマルチビット方式とは異なり、同じ伝送容量の場合768kHz で標本化し、1bit
で量子化する信号形式である。
  例えば AD 変換では量子化器を帰還ループ内に設けるなどの処理により量子化雑音
を可聴帯域外の高周波域に集中させる。通常のAD 変換が20kHz 程度の帯域制限を受
けるのに対しこの方式では20kHz 帯域では現行の方式と同等の100dB 以上のダイナミ
ックレンジを確保したうえ、100kHz 以上の帯域におよぶ信号の伝送が可能である。



b）近接 4 点法
　本開発では音場の空間情報即ち直接音と反射音の室内位置とその特性の把握、および
再生音場の評価に近接 4 点法を用いる。近接4 点法は早稲田大学教授・山崎らが1973
年頃に考案した三次元空間の測定方法で、以後今日までコンサートホールや教会など内
外の多くの青空間を測定してきた。近接して置かれた同一平面上にない4 本のマイクロ
ホンで音を収録し、地震の震源探査と同じその僅かな時間構造の違いに着目して短時間
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図 -1  各機能間の関連



相関、インテンシティの手法により直接音、反射音の空間座標及び大きさを特定する測
定法である。本開発において三次元音場の測定、音源位置の特定に用いる。
c）一般化調和解析
　本開発において音響信号の分析に主として一般化調和解析を用いる。信号処理の始祖
Wiener により提案され、最近平田、東山、山崎らにより音響信号の分析に適用されて
いる  。一般化調和解析は、原信号の着目する区間において残差を最小とする周波数成
分を1 つ特定し、これを原信号から差し引く操作を順次繰り返すことにより周波数成分
を決定する単純明快な分析手法である。広く行われているフーリエ分析とは異なり分析
窓幅の影響を受けずに正確な周波数成分の抽出が可能である。
d）波面合成
Jessel らによる音場制御
　音のVR（Virtual Reality）を実現する手段として、受聴者を取り囲む空間領域内に
おいて波面を合成する手法がある。波面を合成する手法としてHuygens の原理に基づ
きある制御領域の周辺にTri-pole を設置して、所望の音場の境界面の音圧および音圧
傾度に比例してそれらの音源の強さを制御する方法が提案されている  。
　G.A.Mangiante は能動騒音制御を目的にHuygens の原理による領域内の音場の制御を
試みた  。これは制御領域を囲む閉曲面上の任意の音圧と粒子速度を生成することので
きる音源を分布させることにより、制御領域内の所望の音場を生成しようというもので
ある。能動騒音制御では所望の音場の音圧は0 である。
　Huygens の原理とはある時点の波面を無数の波源と考えるもので、音場と構築するに
は、閉曲面上の無数の点音源を配慮し任意の信号を出力するシステムが必要となる。
Kirchhoff の積分公式
　伊勢らはKirchhoff の積分公式に基づき任意の位置に音源の配置が可能なシステム
を提案した  。Kirchhoff の積分公式によれば、領域内に音源がない場合は境界面上
の音圧と粒子速度を制御すれば，領域内に所望の音場を実現することができる。しかる
に音圧および粒子速度を境界面上を連続的に制御することは不可能である。そこで境界
面の微小要素内では音圧と法線方向の粒子速度が一定値であることを仮定して面を離
散化し、境界面上の離散点での音圧および法線方向の粒子速度を制御する。
　境界面上N 点の按圧および法線方向の粒子速度を再現するには法線方向の粒子速度
が音圧信号から近似的にもとめることから、2N 点の音圧信号を原音場と等しくすればよ
いことになる。すなわち、これは2N 点の音圧が原音場ともっとも近くなるような制御用フ
ィルタの伝達関数を求める問題となる。
　この手法はJessel らの理論のように、境界条件を点音源と2 重音源によって再現す
るのではなく、制御点よりも少ない個数の音源により所望の境界条件を満たす最小2 乗
解を求める方法であり、原理的には音源の種類や設置位置によらない制御手法である
が、音場の逆フィルタ処理が必要となる。
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Kirchhoff の積分公式の半空間への拡張
　無限大の境界面で音源と受音点が分けられているとき、Kirchhoff の積分公式は次式
のReyleigh 積分

に収束する。Reyleigh 積分により音場を解釈すれば、音源と受音点を分ける境界面上
のすべての点で音圧のみを制御することにより、受音源を含む領域内に所望の音場を構
築することができる。
　波面合成法による音場構築をReyleigh 積分に基づき実現するには、Kirchhoff の積
分公式によるほうほうと同様に境界面の微小要素内では音圧が一定であることと見なして
面を離散化し、境界面上の離散点での音圧を再現する。制御系の規模を削減するには境
界面に設置した制御点よりも少ない個数の制御用音源により所望の境界条件を満たす
制御用フィルタの伝達関数の最小2 乗解を求めればよい。
　また、Reyleigh 積分の無限大の境界で音源と受音点が分けられている音場を表わした
ものであるから、近接4 点法で計算された反射音分布を用いてさらに制御系を削減し、
実現可能な規模で波面合成により音場を構築する方法が考えられる。
4．処理結果
　音場制御領域を従来の両耳入口という特の2 点から三次元空間へ拡大し、聴覚を考慮
した実現可能な波面合成法に基づく三次元青空間シミュレーションソフトウェアの研
究開発を実施した。
　愛知芸術文化センターコンサートホールの三次元音空間を本ソフトウェアでシミュ
レーションした例を図－ 2 に示す。原音場と再現音場を近接4 点法で測定した反射音分
布を比較したものである。両者は十分類似しており、実用的なシミュレーション技術が
確立したといえる。
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図-2  近接4点法による反射音分布


