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概要：我々は TSP信号やM系列信号をはじめとする音響測定用信号を用いずとも，楽音等を聴くことで音場の差異

を判別することが可能である．さらに，音場の違いによるコミュニケーションのしやすさの違いも感じることができ

る．本研究では，インパルス応答を用いない楽音による音場の直接評価法として，音場が変わると相関関数の形も変

化することに着目し，両耳間相互相関関数の出現頻度・両耳間相互相関度に基づいた値の出現頻度・ヒストグラムの

広がり幅を提案する．ピアノの自動演奏音を用いて残響室及び無響室で提案法の有用性を示す．さらに，音源近傍の

壁面性状を変えることによる聴感上の変化に対しても提案手法によって音場の評価が可能であることを示す．
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1. ま え が き

我々は測定用の特別な信号を用いずとも，楽音等の非

測定用信号を聴くことで音場の差異を判別することが可

能である．さらに，音場の違いによるコミュニケーショ

ンのしやすさの違いも会話をすることで感じることがで

きる．しかし，定量的な音場の把握には前述のように特

別な信号を用いて測定をしなければならず，測定結果の

解釈にも専門的な知識を必要とする．専門的な知識を有

さない人でも音場の特徴を直感的に理解できる指標や表

示方法が求められている．本研究では，楽音を用いた音

場の直接評価法を提案し，まず残響室及び無響室で提案

法の有用性を示す．さらに，音源近傍の壁面性状を変え

ることによる聴感上の変化に対しても提案手法によって

音場の評価が可能であることを示す．

2. 楽音による音場の直接評価

2. 1 IACF(両耳間相互相関関数)の値の出現頻度

場が異なれば IACF の形も異なる [1] ことに着目し，

IACF の形を統計的に扱うためにヒストグラムを用い，

全体の傾向を把握することを試みた．ただし，本研究で

は両耳のインパルス応答ではなく両耳に到達した楽音信

号を用いる．まず 30 msごとの IACFを求める．その後

IACFの値のヒストグラムを各フレームで求め，各ヒス

トグラムの累積平均を求める．処理を図―1に示す．反

射音の多い音場では両耳に入る音が異なるので，IACF

の値が小さくなりヒストグラムは中央に分布する形にな

る．反射音の少ない音場では IACFの値が大きくなるの

で，ヒストグラムは広がった形になる．さらに，IACF

を聴感的な観点から単一数値で評価するために IACFの

遅れ時間 ±1 ms以内の最大値で定義される IACCが提

案されている [2]．これに基づき，IACFの遅れ時間 ±1

ms 以内における出現頻度の累積平均を求めた．先ほど

と同様にまずは 30 msごとの IACFを求める．その中で
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図―1 IACF の値の出現頻度の累積平均処理

遅れ時間 ±1 ms 以内の値のみを抽出し，ヒストグラム

を求める．そして，各ヒストグラムの累積平均を求める．

2. 2 ヒストグラムの広がり幅

客観的な評価指標として確立するためにヒストグラム

の広がり幅を求める．求められたヒストグラムの度数に

各相関値の絶対値を乗算し和を求める．0に近い相関値

が多く出現する音場ではこの値は小さくなり，0から離

れた相関値が多く出現する音場では値は大きくなる．

3. 残響室及び無響室における評価

まず，今回提案する手法について，有用性を確認する

ために拡散性や残響時間の大きく異なる二つの室，早大

本庄キャンパス環境情報実験棟の大容積残響室及び簡易

無響室で実験を行った [3]．音源は自動演奏のピアノ直上

で収録した楽音を用いた．実験条件を表―1に示す．

収録した音に対して前述の処理を行った．IACFの値

の出現頻度についての結果を図―2上段に示す．残響室

に比べ，無響室は分布が広くなっていることが見て取れ

る．無響室では反射音が少ないので直接音の影響が大き



表―1 実 験 条 件

スピーカ YAMAHA NS-10M

マイクロフォン Neumann KU-100

スピーカ/マイクロフォン高さ 1200 mm/1230 mm

スピーカ-マイクロフォン距離 2000 mm

標本化周波数 48 kHz
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図―2 残響室，無響室の IACF の値の出現頻度（左:残響室，

右:無響室，上段:IACF ，下段:IACF(|τ | ≦ 1 ms) ）

表―2 残響室，無響室の IACF のヒストグラムの広がり幅

ガヴォット 残響室 無響室

IACF 93.2 119.8

IACF(|τ | ≦ 1ms) 16.8 27.1

表―3 収 録 条 件

マイクロフォン/高さ Neumann KU-100/1230 mm

ピアノからの位置 演奏者位置

標本化周波数 96 kHz

表―4 3 条件の OtoBA の IACF のヒストグラムの広がり幅

ガヴォット 未設置 調音パネル グラスウール

IACF 220.0 212.6 248.4

IACF (|τ |≦ 1 ms) 20.3 20.0 25.8

く IACFが大きな値をとることで広がった形になる．さ

らに，IACFの遅れ時間 ±1 ms以内の値の出現頻度の結

果を図―2下行に示す．無響室では相関値が −0.2から 1

まで存在している．直接音の影響が大きいので大きな相

関値をとることができたと考えられる．さらに，最終的

なヒストグラムの広がり幅を表―2に示す．拡散性や残

響時間の大きく異る部屋において有用性が確認できた．

4. 壁面性状を変化させた場合への適用

YAMAHA株式会社OtoBA子供室にて，ピアノ背面に

何も設置しない場合，調音パネルを設置した場合，グラス

ウールを設置した場合の 3条件でピアノ自動演奏の録音

を行った．表―3に収録条件を示す．収録はVC-21WSD

にて高速 1 bit 信号で録音し，評価は標本化周波数 96

kHzの 16 bitの PCMに変換したものを用いた．

IACFの値の出現頻度についての結果を図―3上段に
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図―3 壁面性状を変化させた場合の IACFの値の出現頻度（左:

未設置，中:調音パネル，右:グラスウール，上段:IACF，

下段:IACF(|τ | ≦ 1 ms) ）

示す．グラスウールを置いた場合は，ほかの条件に比べ

反射音が少なくなるので IACFが大きな値をとり，ヒス

トグラムが広がった形になっている．調音パネルを置く

と反射の効果により IACFの値が小さくなるので，ヒス

トグラムは中央に集中した形になったものと考えられる．

IACF の遅れ時間 ±1 ms 以内の値の出現頻度について

の結果を図―3下段に示す．未設置の場合と調音パネル

を置いた場合では調音パネルを置いた場合のほうがより

0に近い値をとっていることより調音パネルを置くこと

により音の拡がり感を感じると考えられる．さらに，最

終的なヒストグラムの広がり幅を表―4に示す．

5. む す び

本研究では，音響測定用信号を用いない音場の評価手

法として両耳間相互相関関数を用いた楽音による音場の

直接評価法を提案した．IACFの値の出現頻度において，

グラスウールを設置した場合において大きな違いを得る

ことができた．音の拡散性もしくは反射音成分によるも

のであると考えられる．IACFの遅れ時間±1 ms以内の

値の出現頻度を確認すると調音パネルを置いた場合と何

も置かなかった場合ではヒストグラムの広がりに違いが

見られ，IACCとの対応を考えると音の拡がり感などに

おいて調音パネルを設置した場合のほうが有利であると

考えられる．今後は定量的な評価指標として確立するた

めにヒストグラムの広がり幅について，より多くの音場

に対して適用していくとともに，狭帯域包絡線の両耳間

相互相関関数を導入した音場の評価を行っていく．
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