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概要：音線法は，音波を直線に近似して伝搬経路を追跡するシミュレーション手法であり，現在建築分野で主要に用

いられている．しかしシミュレーション結果が音線の本数，初期放射角，受音エリアの大きさ，という 3つの計算条

件に依存するため，シミュレーションを行う際には適当な値を検討しなければならない．そこで本研究では，計算条

件を懸念する必要のないシミュレーション手法として，音線法を拡張した連続波面追跡法を提案する．連続波面追跡

法では，音の波面を音線に近似せず連続関数で一意に表現する．よって音線法でシミュレーション結果に影響を及ぼ

していた 3つの計算条件について考慮することなくシミュレーションができる．実際にシミュレーションを行ってイ

ンパルス応答を求め，結果を音線法と比較した．音線法によるシミュレーション結果が計算条件に依存することが示

された一方で，提案手法では一意なインパルス応答を求めることができた．
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1. ま え が き

凹曲面を有する空間では，音の集中やフラッタエコー

などの音響障害が起こりやすく，[1, 2]，事前の周到な音

響シミュレーションによる検討，対策がより重要となる．

その際にはある受音点でのインパルス応答を求めれば

畳み込みによって受音点での音場を再現して聞くことが

でき，設計への直感的なフィードバックとなる [3]．しか

し現在，建築分野の音響シミュレーションにおいて広く

用いられている音線法 [4]でインパルス応答を求める場

合，受音エリアの設定，音線の本数や初期放射角など，

計算条件によって音源位置と受音位置が同じであっても

シミュレーション結果に差異が生じてしまう [5]．

そこで本研究では，計算条件を懸念せずにインパルス

応答を求めることができるシミュレーション手法として，

音線法を拡張した連続波面追跡法を提案する．連続波面

追跡法では，音の波面を連続関数で一意に表現し，その

変遷の追跡を行う．よって音線法でシミュレーション結

果に影響を及ぼしていた，音線の本数，初期放射角，受

音エリアの大きさについて考慮することなくインパルス

応答を求めることができる．

2. 音 線 法

音線法 [3, 4] は，球面波を放射状に放射される有限本

数の直線に模擬して，幾何学的に音の伝搬を追跡するシ

ミュレーション手法である．計算負荷の小ささや伝搬経

路のわかりやすさのために設計へのフィードバックが容

易であり，広く用いられている [4, 5]．音を直線として扱

うため，インパルス応答を求める際には受音点の代わり

に受音球というエリアを設定し，受音球を通過すれば受

受音点

受音球

図–1: 音線法の概略図

音点を通るものとみなす．

音線法の計算では各音線を，初期放射角 θ によって定

まるベクトルとして扱う．N 回目の境界上の交点 pN は

pN = p0 +
N∑
i=1

tivi (1)

と表される．ただし p0 は音源位置，vi は i次反射点

に入射する音線の方向ベクトル，ti は音線の i次反射時

の伝搬距離である．

音線法を曲面で用いると，その形状や反射点の位置に

よっては，非常に近接した複数の音線がまったく異なる

方向に向かって反射していく場合がある．このような反

射を繰り返すうちに音線は誤差の蓄積によってまったく

異なる伝搬経路を通ることとなり，受音球を通過するか

どうか，すなわちインパルス応答の算出結果に影響をお

よぼしうる．

3. 提 案 手 法

本研究では，2節で述べた，曲面の平面近似をせずと



も計算可能な条件を満たす曲面形状を取り扱う．提案手

法によって，インパルス応答の算出結果が計算条件に依

存するという課題を解消する．

音線法では球面波を有限本数の音線に分割し，各音線

の放射角度 θ についての音線軌道を追跡していた．これ

に対して，本研究で提案する連続波面追跡法では，θ の

連続関数で表現される反射音の波面や壁面上の反射点の

位置の変遷を追跡する．つまり，音線法ではある音線放

射角度について一つずつ方向ベクトルや反射点の値を計

算し境界上の反射点を追跡していたが，提案手法ではこ

れをすべて θの関数として計算する．N 回目の境界上の

交点 qN (θ) = (qNx(θ), qNy(θ))は

qN (θ) = p0 +

N∑
i=1

τi(θ)νi(θ) (2)

と表せて，波面の反射やその位置を θ の連続関数の足

し合わせで表現できる．音線の初期放射角や本数に依存

しない一意な波面を取り扱うことができるので，計算条

件を懸念することなくインパルス応答を求めることがで

きる．

4. シミュレーション結果

単純な曲面音場の例として，楕円形状の室空間におい

て提案手法を用いたシミュレーションを行い，音線法と

の比較を行った．

長軸半径 5 m，短軸半径 2.5 mの楕円形状空間につい

て，壁面の吸音率 0.2 の空間を想定して反射回数 30 回

の音響シミュレーションを行った．連続波面追跡法と音

線法とを用いて，それぞれインパルス応答を求めた結果

を図–2 に示す．ただし音源位置は，(1, 0.5)，受音点位

置は (-2, -1)，音線法に用いる音線の数は 500本とした．

音線法によるシミュレーションでは，計算条件がインパ

ルス応答の計算結果に及ぼす影響を確認するため，初期

放射角や受音球の大きさを変えてそれぞれのインパルス

応答を求めた．

音線法では，計算条件が異なる 3通りのシミュレーショ

ン結果にピークの位置や受音球を通った音線の本数に違

いが見られ，計算条件がシミュレーション結果に影響す

ることが示唆されている．一方連続波面追跡法では連続

関数によって一意な波面を取り扱うので，結果が一通り

に定まり，計算条件を懸念する必要はない．

5. む す び

凹曲面音場でのシミュレーション手法として，音波面

の遷移の追跡を連続関数で表現する連続波面追跡法を提

案した．音線法の，境界上の反射点の移動のみを追跡す

る計算方法を応用することで，音の波面そのものの遷移

を計算することができた．また，波面の表現に連続関数

を用いたことによって，受音球の概念を用いずにインパ
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図–2: インパルス応答の算出結果

ルス応答を得ることができた．音線法の実用性の高さを

保ちつつ計算条件に依存しないシミュレーション結果を

得られるので，凹曲面空間でのシミュレーションにより

適した手法となることが期待される．

今後は音の減衰や周波数の帯域等の条件を反映し，よ

り精度の高いインパルス応答を取得できるようにしたい．

また，実際に室内で，あるいは模型を用いてインパルス

応答の計測を行い，提案手法による算出との比較検討を

おこなうことも課題である．
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