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概要：音源位置推定や音場空間情報を知る手段として, 近接 4点法がある. また最近では, Microsoftが HoloLensを

発表し, Mixed Reality(複合現実)技術を実現している. 本研究では, 近接 4点法で得られた室内の仮想音源分布, 指向

性パターンを, 複合現実技術を用いて, 実空間に重ね, 任意の視点, 大きさで表示可能なシステムを構築した. 音場情報

の提示に有効であることを示す. まず本研究に至る背景を述べる. 次に, 近接 4点法について説明を加え, 作成した音

場情報提示システムについて紹介する. また, 作成したシステムを用いた実験について記し, その有効性や今後の展望

を述べる.
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1. ま え が き

音源位置推定や音場空間情報を知る手段として, 様々

な方法が研究されている. その中の一つに近接 4点法が

山崎らにより提案されている. 近接 4 点法とは, 同一平

面上にない 4点のマイクロホンでインパルス応答を測定

し, 短時間相関やインテンシティの手法により空間情報

を得ようというものである [1, 2]. また, ヘッドマウント

ディスプレイ (HMD)を使用した三次元音響インテンシ

ティマップの可視化も行われている [3–5].

一方最近では, MicrosoftがHoloLensを発表し, Mixed

Reality(複合現実)技術を実現している。複合現実技術と

は, 現実空間と仮想空間を混合し影響しあう技術であり,

その応用に注目が集まっている.

本研究では, 近接 4点法で得られた室内の反射音分布,

指向性パターンを, 複合現実技術を用いて, 実空間に重

ね, 任意の視点, 大きさで表示可能なシステムを構築し

た. 複数データ表示をして比較することも可能で, 音場

情報の提示に有効であることを示す.

2. 近接 4点法

近接 4点法とは, 同一平面上にない近接した 4点のマ

イクロホンでインパルス応答を測定し, 短時間相互相関

やインテンシティの手法により空間情報を得ようという

ものである.

各マイクロホンと仮想音源の距離 rin(i = o, x, y, z)

は, 音速 c, 各マイクロホンまでの音波の到達時間

tin(i = o, x, y, z)を用いて,

ron= cton rxn= ctxn

ryn= ctyn rzn= ctzn (1)

と表される. 仮想音源位置 (Xn, Yn, Zn)は

Xn=
d2 + r2on − r2xn

2d

Yn=
d2 + r2on − r2yn

2d

Zn=
d2 + r2on − r2zn

2d
(2)

である. ここで dは oマイクロホンと他の 3つのマイク

ロホンとの距離である.

3. Mixed Reality表示システム

本システムでは, Microsoft社の HoloLensを使って表

示する. HoloLens は自己完結型ホログラフィックコン

ピュータであり, 単体で複合現実を実現することができ

る. 開発環境はUnity Technologies社のUnity5.5.0f3と

Visual Studio14である. システムを Unity3Dで作成し,

信号処理はスクリプトで実装した.

HoloLensでは, 空間認識センサによって物体の形状を

取得し, 遮蔽物の後ろのオブジェクトは非表示とされる.

また, 空間の形状は任意の時間で更新し続けられ, 仮想カ

メラによって観測者の移動や回転に追従し, オブジェク

トを視覚情報に重ねられる.

仮想音源分布の表示システムは以下の手順に基づく.

1) 近接 4点法の解析結果が格納されているファイルを,

Unityの Assetsフォルダに入れることで, Unityで読み

出すことのできる Bytesファイルに変換する.

2) UIで選択された Bytesファイルを読み込む.

3) 球のオブジェクトを作り, Bytesデータを式 (2)に基

づいて配置する.

4) 球に到達時間ごとに配色する.

仮想音源分布では, 座標の原点を受音点とし, 球の中心



座標が仮想音源の座標, 直径がそのエネルギー, またはそ

の対数に比例するように表示する. また, 音源位置からの

到達時間を色分けして示す. 赤は 0.05 秒以内, 黄は 0.1

秒以内, 緑は 0.2秒以内, 水色は 0.4秒以内, 青は 0.4秒

以上である. 実寸大の仮想音源分布表示では, 実空間に

おける座標を用いる.

指向性パターンの表示システムは以下の手順に基づく.

1)仮想音源分布表示システムと同様に, Bytesファイル

を読み込む.

2)円柱のオブジェクトを作り, 仮想音源の位置から回転

角を求めて傾けて配置する.

指向性パターンでは, 円柱の長さは仮想音源のエネル

ギーの対数に比例し, 色は到達時間, 円柱の向きはその仮

想音源の座標の方向を示す.

4. 実 験

本システムの有効性の評価を目的に, インパルス応答

測定を行い, 近接 4点法による解析結果を風景に重ねて

表示する実験を行なった. 実験は早稲田大学表現工学科

会議室 (59-402) で行なった. マイクロホンは, 4 本のマ

イクロホンを原点と, 原点から直行軸上に 5.0cm離れた

位置になるように並べて構築した. スピーカを床から

1.5m, 前方の壁から 3.0mに配置し, マイクロホンを床か

ら 1.2m, スピーカから 3.0mの位置に配置した. インパ

ルス応答測定には Time Streched Pulese (TSP)信号を

用いた.

まず, 球の直径を反射音エネルギーのリニアスケール

表示にしたものを図–1に示す. 図–1は壁の反射音を撮っ

た図である. 二つの大きな反射音があることが分かる.

図–1はスピーカの周辺の反射音を撮った図である. 二

つの大きな反射音があることが分かる. この表示では, 大

きい直接音や反射音が他の反射音に重なり, 奥行きが分

かりづらくなっていることが分かる. また, 聴感に合った

表示が可能になることが期待できる.

次に, 球の直径を反射音エネルギーの対数スケール表示

にしたものを図–2に示す. 大きな反射音の周りに, 図–1

では見えなかった小さな反射音を視認できる. 対数表示

にすることで, 遠くの小さな反射音も視認できるように

なることが分かる. また, 人間の感覚に合った表示となる

ことが期待される.

図–3 に縮尺した仮想音源分布と指向性パターンを示

す. 縮尺した仮想音源分布では, 反射音の全体的な分布

がよく分かる. また指向性パターンでは, 水平方向の円

柱が長く豊富で, 様々な色の円柱が混ざっていることが

分かる. このことから, 水平方向からの反射音がより豊

富であることが分かる.

5. む す び

三次元表示が可能になったことで, 多方向からデータ

図–1 4 点法データの表示

（リニアスケール表示）

図–2 4 点法データの表示

（対数スケール表示）

図–3 会議室の仮想音源分布と指向性パターン

を観察できるようになり, よりデータの特徴を把握でき

るようになった. また, 複数のデータの表示が可能にな

り, データ同士の比較ができるようになった. さらに, 測

定した部屋にデータを重畳することもできるようになっ

た. これによって, 実空間での音響評価に役立てられる.

今後は, 表示データの自由な移動や回転, 仮想音源から

の音の到達の様子等, インタラクティブな表示を実装す

る. また, インパルス応答等の表示もできるようにする.

部屋の概形も表示し, 空間の様子が分かるようにする. さ

らに, 測定時にその場でデータをすぐ表示できるよう, 測

定システムと表示システムの統合を目指す.
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