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音響樽を用いた音場共有システムの実現と室内音響指標による評価 ∗
☆吉田飛里，北川雄一，渡邉祐子 (東京電機大学），
伊勢史郎 (東京電機大学/JST，CREST)

1

はじめに

我々は没入型聴覚ディスプレイ装置「音響樽」
を用いた音場共有システム [1] の実現を目指して
いる。このシステムは複数の音響樽をインター
ネットで接続することにより，遠隔に位置する演
奏者がコンサートホール等の同じ音響空間を感
じながら，かつ相手の存在を感じながらアンサ
ンブル演奏を可能とするシステムである。本稿
では２つの音響樽を用いて音場共有システムを
構築し，室内音響指標によりその評価を行ったの
で報告する。

2

音場共有システム
システム構成

2.1

2 者間の音場共有システムの構成を Fig. 1 に示
す。音場共有システムは，図中の (1) の原音場に
おける音響特性を境界音場制御の原理に基づき図
中 (5)(6) の音響樽内に実時間で再現することに
より，遠隔に位置する人に (2) のような仮想空間
を感じさせることができるシステムである。図中
の (1) は演奏者 A，B が共有する原音場である。
まず，この原音場内の演奏者を想定した位置に
BoSC マイクロホン (C80 フラーレン分子構造の
フレームの節点にマイクロホンを取り付けた 80
ch マイクロホンアレイ) と演奏者が発する音を模
擬した音源を設置する。この音源と BoSC マイク
ロホンを用いて 2 種類の伝達関数を測定する。ひ
とつは自らの音源からの残響の伝達特性を再現す
るための伝達関数 [Wj,AA ] と [Wj,BB ](∈ C1×80 )，
もうひとつは相手の音源からの伝達特性を再現す
るための伝達関数 [Wj,AB ] と [Wj,BA ](∈ C1×80 )
である (j = 1, ..., 80 は BoSC マイクロホンの番
号)。これらの特性を独立した再生音場である音
響樽 A，B 内に再現し，図中の (2) のような仮想
的な共有音場を演奏者に知覚させることを考え
る。図中 (3) の再生音場である音響樽ではあらか
じめ，それぞれの音響樽内の 96 ch スピーカアレ
イの各チャネルから BoSC マイクロホンおよび演
奏者の発した音を収録するためのひとつのマイ
∗

クロホン (以下，楽音用マイクロホン) までの伝
達関数 [Giq,A ]，[Giq,B ](∈ C96×81 ) を計測し，そ
の逆システム [Hqi,A ]，[Hqi,B ](∈ C81×96 ) を算出
しておく。ここで，q = 1, ..., 81 は制御点番号で
あり，1, ..., 80 は j と同じく BoSC マイクロホン，
81 は楽音用マイクロホンに対応する。i はスピー
カ番号である。図中 (4) のデータベースでは，原
音場や逆システムなどのデータあらかじめ蓄積
されている。図中 (5)(6) の再生音場では，2 つの
音響樽 A，B それぞれの楽音用マイクロホンの
出力に対し，[Wj,AA ] および [Wj,BB ] の残響成分
のみを再現するフィルタ (以下，残響生成用フィ
ルタ)[Qi,AA ]，[Qi,BB ](∈ C1×96 ) をリアルタイム
に畳み込み，それぞれの音響樽内の各スピーカ
から再生する。これにより原音場の音響特性が
再現され，音響樽内の演奏者はあたかもその場
で音を発したかのような残響を感じることので
きる音場シミュレータを構築することができる
[2]。次に，2 つの音場シミュレータシステムをイ
ンターネットに接続し，それぞれの楽音用マイ
クロホンの出力信号を相互に伝送する。送られ
てきた相手の音に対し，[Wj,AB ] および [Wj,BA ]
を再現するするフィルタ（以下，伝達生成用フィ
ルタ）[Ti,AB ] および [Ti,BA ] をリアルタイムに畳
み込み，音響樽内で再生する。これにより演奏者
は，同一音場に相手の存在を感じることができ，
音場共有が実現される。

2.2

音場再現フィルタの設計法

次に前述した 2 種類のフィルタの設計法につい
て説明する。ここでは特に音響樽 A に対する音
場再現フィルタについて述べる。まず，残響生成
用フィルタ [Qi,AA ] により再現する信号 [Wq,AA ]
を式 (1) とする。

[Wq,AA ] = [Wj,AA ejωτr O1 ](∈ C1×81 )

(1)

ここで，τr は計測した伝達関数から再現を必要
としない直接音を取り除く時間長である。この
時，残響生成用フィルタ [Qi,AA ] は境界音場制御
の原理に基づき式 (2) で設計される。

[Qi,AA ] = [Wq,AA ][Hqi,A ]ejωτq

(2)
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ここで，τq はシステムを実現する際に生じる遅
延を制御する時間シフトであり，式 (3) になれば
残響生成用フィルタ [Qi,AA ] は原音場の反射音の
時間特性を再現することができる。

τq = τh + τc + τs − τr

(3)

但し，τh は逆システムの因果性を保つための遅
延時間，τc は実時間畳み込み処理に起因する遅
延時間，τs は音の入出力装置に起因する遅延時
間である。この時間シフト τq により逆システム
が一部欠落するが，逆システムの遅延が約 42 ms
の場合，τq が 30 ms 以内であれば音場の再現精
度に影響を与えない [4]。以上により設計された
残響生成用フィルタにより，音響樽 A 内におい
て演奏者が自ら発した音に対する原音場の残響
音を BoSC マイクロホンの位置に再現する。ま
た，楽音用マイクロホンの位置には無音を再現
することによって，スピーカからのフィードバッ
クは抑制される。
次に，伝達生成用フィルタ [Ti,BA ] の設計法
について述べる。このフィルタで再現する信号
[Wq,BA ] を式 (4) とする。

[Wq,BA ] = [Wj,BA ejωτd O1 ](∈ C1×81 )

(4)

ここで，τd は [Wj,BA ] における直接音の到来時
刻である。この時，伝達生成用フィルタ [Ti,BA ]
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は境界音場制御の原理に基づき式 (5) で設計さ
れる。

[Ti,BA ] = [Wq,BA ][Hqi,A ]ejωτt

(5)

ここで，τt はシステムに存在する遅延を考慮し，
直接音の到来時間を再現するための時間シフト
であり式 (6) で決定される。

τt = τh + τc + τs + τi − τd

(6)

ここで，τi はインターネットによる伝送遅延であ
る。この伝達生成用フィルタにより，音響樽 B 内
にいる相手の音源からの伝達特性が音響樽 A 内
の BoSC マイクロホンの位置に再現されると同
時に，音響樽 B を介して帰還するフィードバッ
クが抑制される。

3
3.1

システムの実現
原音場の測定

原音場として空席時の残響時間が 1.5 s であ
るコンサートホールのステージ上を選び，音場
の測定を行った。音源は 12 面体スピーカ (Bruel
＆ Kjaer Type4292) を使用し，それをステージの
中央から下手側に 50 cm の位置に高さ 90 cm で
設置した。BoSC マイクロホンは，音源の位置か
ら水平方向に外側 30 °，35 cm 離れた位置に高さ
120 cm，音源の方向を正面として設置した。さら
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に上手側にも同じスピーカと BoSC マイクロホン
を設置した。この配置は，ステージ上でのアンサ
ンブルにおける典型的な位置と，演奏者と演奏さ
れる楽器の位置関係を参考に決定した。この配置
において，ステージ下手側を演奏者 A，上手側を
演奏者 B 用として，伝達関数 [Wj,AA ]，[Wj,AB ]，
[Wj,BA ]，[Wj,BB ] を測定した。測定には TSP 信
号を用い，サンプリング周波数 48 kHz，量子化
ビット数 24 bit とした。また，[Wj,AA ]，[Wj,BB ]
からは測定に使用した音源の過渡特性を考慮し
τr = 25 ms として直接音を除去した。
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但し，pself (t) および pcross (t) はそれぞれ W31,BB
および W31,AB の逆フーリエ変換であり，pself (t)
の直接音の到来時刻は t = 0，pcross (t) の直接音
の到来時刻は t = t′ である。
実験結果

4.2

残響時間 RT60 の解析結果を Fig. 2 に示す。
pself (t)，pcross (t) の両方において原音場との誤
差が全周波数帯域において 0.1 s であり良好な対
応が見られた。

1.6

RT60[s]

システムの条件

2 台の音響樽を用い音場共有システムの構築し
た。楽音用マイクロホンとして小型の無指向性
マイクロホン（DPA 4060-BM）をそれぞれの音
響樽内の扉の上部に設置した。今回使用したシス
テムにおいて，入出力に起因する遅延時間 τs は
計測により 4.4 ms であった。信号の伝送にはイ
ンターネットを用いず直接接続したため，τi = 0
である。逆システム [Hqi,A ]，[Hqi,B ] は正則化パ
ラメータ法により設計し，正則化パラメータは
オクターブバンド毎に最適化した値を用いた [5]。
逆システムのフィルタ長は 4096 点であり，遅延
時間 τh は約 42 ms であった。実時間畳み込みに
は FPGA を用いた低遅延畳み込み装置 [6] およ
び低遅延畳み込みアルゴリズムによる畳み込み
装置 [7] を用いた。これにより，実時間畳み込み
処理に起因する遅延時間 τc を実用上 0 ms とす
ることができた。以上から，τq = 21.4 ms とし
て残響生成用フィルタを設計した。伝達生成用
フィルタにおける時間シフト τt は，再現する音
場の直接音到来時刻 τd がシステムの遅延時間と
比べて非常に小さいため，式 (6) とすると再現精
度が劣化することが予想される。そこで計算に
より音場再現精度と τt の関係性を評価し，音場
再現精度に影響を与えない最長のシフト時間で
あった 30 ms とした。
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3.2

反射音エネルギー）を用いて解析し原音場と比
較することで評価する。反射音エネルギーは，イ
ンパルス応答を用い式 (7)〜(11) で算出した。

室内音響指標による評価実験
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4.1

実験方法

(b) pcross (t)

本章では実現した音場共有システムの評価実
験を行う。BoSC マイクロホンを音響樽 B に，音
源用スピーカを音響樽 A，B 内に設置し，イン
パルス応答を測定する。音源に最も近い 31 ch の
マイクロホンにおけるインパルス応答を室内音
響指標（残響時間 RT60 ，エコータイムパターン，
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Fig. 2

Reverberation Time

次に反射音エネルギーの結果を Fig. 3 に示す。
全ての結果において，再現音場における 500 Hz
以下の周波数帯域のエネルギーが約 10 dB 高く，
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が分かる。これは音響樽内のエンクロージャや吸
音材で防ぎきれない低域の反射音によるもので
あると考えられる。pcross (t) の直接音到来時刻の
遅延は約 16 ms であり，原音場との誤差は約 13
ms であった。

Sound Pressure

1 kHz の周波数帯域のエネルギーが約 10 dB 低
い事が分かる。この誤差は，音響樽内の楽音用
マイクロホンの収録によって生じていると考え
られる。そこで，楽音用マイクロホンの入力に
対し Lrev,self ，Lrev,cross の周波数特性を補正す
るフィルタを付加した [8]。その結果，Lrev,self ，
Lrev,cross だけでなく，その他の反射音エネルギー
も概ね良好に再現することができた。
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おわりに

本稿では音場共有システムを実現し，その評
価を室内音響指標によって行った。その結果，残
響時間や反射音構造を概ね再現することができ
る事が分かった。反射音の周波数特性に関しては
周波数特性補正フィルタを付加することにより
良好な対応が見られた。
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Reflection Sound Energy

次に，インパルス応答の 1 ms 毎の RMS 値を
プロットしたエコータイムパターンを Fig. 4 に
示す。反射音の到来時刻は概ね原音場と同じで
あった。特に pself (t) は約 70 ms，pcross (t) は約
110 ms に現れる反射音の到来時刻が良好に再現
されている。一方で，特に pself (t) の再現音場に
おける直接音の減衰が原音場と比べて遅いこと
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