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相関行列の LU 分解による音場再現領域推定法を用いた

BoSC マイクロホンの評価 ∗
☆梶田雄太郎, 三浦一希, 渡邉祐子, 伊勢史郎 (東京電機大)
はじめに

1

境界音場制御（BoSC: Boundary Surface Control）
の原理に基づけば，原音場においてある領域を囲む
境界面において音を収録し，再生室内の音響特性を
打ち消す逆システムを畳み込むことにより，原音場の
領域内の 3D 音場を再生室内に再現することが可能と
なる [1, 2]。これまで相関行列の LU 分解を用いて音
場再現領域を推定する手法を提案し，BoSC マイクロ
ホンの小型化の検討における実験と数値計算の比較
により，その妥当性を検証した [3]。本稿では，同様
の手法でさらに詳しいマイクロホンアレイの配置に

Fig. 1

音場再現領域

よる再現性能の違いを比較する。

解析手法

2

2.2

音場再現領域推定法

2.1

アクティブ騒音制御 (ANC) の分野では拡散音場に
おける相互相関関数を用いた Quiet Zone の推定式が
提案されているが，Quiet Zone の推定式は音場再現
領域の推定式として利用可能である [4, 5]。すなわち

Fig.1 のようにマイクロホンアレイ周辺にできる音
場再現領域の大きさを定量的に求める。ただし，本検
討では解析対象を受聴者頭部を覆うことが可能な球
状配置のマイクロホンアレイとする。次の手順を周
波数毎に実行し，音場再現領域の大きさを推定する。

M 個のマイクロホンを点 Pi (i=1,...,M) に配置し，各

1. 式 (3) を用いて，0.05m 間隔ごとに x 軸上の音場

マイクロホン位置は完全な制御が行われていると仮定

再現精度を推定する

した場合，さらに PM +1 に評価用マイクロホンを配置

2. 15 dB 以上の音場再現精度を有し，中心から最
も離れた位置の距離を求める

すると，点 Pi と点 Pl の相関係数 ρi,j (i,l=1,...,M+1)
を用いた相互相関行列 [Cil ] は次のように表される。


1
ρ1,2
· · · ρ1,M +1


1
· · · ρ2,M +1 
 ρ2,1
 (1)
[Cil ] = 
..
..
..
..


.


.
.
.

ρM +1,1

ρM +1,2

···

音場再現領域の定量化

3. y，z 軸においても同様の計算をおこない，それ
ぞれを２倍した平均値を音場再現領域の大きさ
とする
また，３次元拡散音場を想定して相関係数 ρi,j に

1

このとき点 [PM +1 ] における再現精度誤差 E は次の

ついては式 (4) を用いる。

(

ようになる。

E = 2dM +1,M +1

ただし，dM +1,M +1 は [Cil ] を LDU 分解したときに
得られる対角行列 [Dil ] の M + 1, M + 1 要素である。

Quiet Zone における騒音抑圧量は音場再現における
音場再現精度と読み替えることができるので, 音場再
現精度 R は次のように表される。
R = −10 log10 E(xi )

ρi,l = sinc 2π

(2)

(3)

si，l

)

λ

(4)

ただし，si,l は点 Pi と点 Pl の距離である。

配置手法による音場再現領域の違い

3
3.1

解析条件

ここではマイクロホンアレイの配置と音場再現領
域の関係について検討する。まずマイクロホンを配

ただし，xi は評価用マイクロホンの位置である。
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置する座標を決める手法として，球状の分子構造か
ら求める手法と球表面を三角形により分割する手法
について検討する [6]。それぞれの手法により，頂点
数の異なる 3 種類のマイクロホン配置を Table.1 のよ
うに作成する。各配置においてマイク間隔を 4 cm に
した場合のマイクロホンアレイの直径を採用するこ
とで，3 次元の音空間情報が保存可能な上限周波数の
値 Falias を 4250Hz に統一する。

Table 1 マイクロホンアレイ配置
配置手法
名称
頂点数
分子構造

三角分割
分子構造＋

Fig. 2

再現領域の直径の比較

直径

(a) ドデカへドラン
(b)C60 フラーレン

20 個
60 個

11cm
20cm

(c)C80 フラーレン

80 個

23cm

(d) 正 20 面体
(e)80 面体

12 個
42 個

8cm
15cm

(f)180 面体

92 個

23cm

(g)C80+42ch

122 個

27cm

各面に追加

3.2

結果

Fig. 3

各配置の上限周波数の比較

(c)C80 フラーレンと (f)180 面体における周波数毎
(500-5000 Hz , 100 Hz 間隔) の再現領域の大きさを
Fig.2 に示す。2500 Hz 以下において，(f) の領域が 5
cm から 20 cm 程度広いことがわかる。それ以上の周
波数では，再現領域が無くなる周波数があり，その値

果，球表面を三角形により分割する手法の方が音場
再現が可能な上限周波数が高いことがわかった。これ
はより均等なマイクロホン間隔でマイクロホンアレ
イを構成できるためと考えられる。

を音場再現が可能な上限周波数 Fmax とすると，(c)
と (f) では 1500 Hz の差がみられる。
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