
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<プロジェクト>音響樽の構想

伊勢, 史郎; 池田, 雄介

伊勢, 史郎 ...[et al]. <プロジェクト>音響樽の構想. traverse : kyoto university architectural
journal 2012, 13: 101-111

2012-11-16

https://doi.org/10.14989/traverse_13_101

© 2012 Traverse Editorial Committee



音響樽の構想
A scheme of" Sound Cask" to shape ftlture musical communication 

伊勢史郎

Shiro Ise 

池田雄介

Yusuke Ikeda 

1 . はじめに

ヒト

なしてきたが，

に

おいて，音という コミュー ションの中心を

せている。

となったが，伝送される内

っている。

コミュニティがコミュニケーションを維持するために

している。しかし，その運営コストは人口減少，過疎化などに

り，廃止になるより日増しに

くの利便性をもたらしたが，ヒト

活動の機会が減れば，社会的なリスク

くという原初的な

ると られる。このよう

ることが

と

る。

るためのインターフェ

おいて深いコミュニケーションを維持するためにも

関してはバーチャルリアリティの分野で多くの研究がな

されており， HMD(ヘッドマウントディスプレイ）をはじめとす

CAVEをはじめとする没入型のディスプレイ装置が実用レベルに達している。

関しては，立体音響 (Stereophnicsou叫）という言葉が 1930年代のオーディ

オ技術の研究当初から用いられているが，視覚の三次元空間提示技術に比べると

ンターフェースとしては未熟であるこ

とは認めざる

ダミーヘッドを用いたバイノー

ま と

ている。これらはヘッドフォンなどにより

スプレイに例えると日MD

ること

レベ

れ

り，

づく

CAVE 

し しておく。

ンターフェースとして BoSCシステムを用し

について述べる。

とって BoSC

スプレイに例えると

も

という新し

るための音
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2. 

緯がある。そのため，

原理の数学的な解釈と

ンスの原理を元に組み立てられてきたという

る場合に，ホイヘンスの

られているキルヒホッフ—ヘルムホルツ積分方

と略す）が用いられてきた。すなわ

として述べることにより，

れた[1-4]。

1930年代にスピーカが商用化され，立体音響を生成するステレオフォニクス

られるが， 1960年代には積分方程式に現れるような音t原を作ることが

おし

できないという挫折が論文にも現れる [5]。この雰囲気はアクティ

も脈々と存在し，例えば三次元音場をある頒域で静穏化することは不可能

という理論的見解が重しとして存在していた。

1990 

なり，

はディジタル信号処理技術を用し

アクティブ騒音制御の分野では複数の二次音源を用いて広い領域を静

れる [6,7]。しかし，この実験結果は理論的には説明で

コンピュータ

その一つである

ら

とするものではない。

アクティブ騒音制御の実験研究におし

るためにはどうすればよいか。境岩要素法で用いられる

として応用することができないか。この―

れるきっかけとなった [8-lO]c

ものであり，

3. 

3. 1 キルヒホッフーヘルムホルツ積分方程式の物理的解釈

図 1のような音源を含まない閉曲面Sで囲まれた領域Vを想定する。音圧に関

するヘルムホルツ方程式（戸＋炉） p(r) = 0を積分方程式として表したキルヒホッ

フ-ヘルムホルツ積分方程式は次式のようになる。 s
 ＞

 ff G(rls)竺四_p(r) ac(rls) 85 
s 枷 an

p(s) s EV 

＝｛。 s茫V

(1) 

図 l 閉曲面 Sで囲まれた領域v
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ここでG(rls)はグリー

数である。

と呼ばれ，（戸＋炉） G(rls) = -o(r -s) 

exp(-jklr -sl) 
G(rls) = 

4叫r-sl

が解の一つとして知られているが，これは自 r （モノポール

がある

し

Sにおけ

（ダイ

られてきた[11 l。したがって，

しい。また oG(rI s)/onは法線n方向に

と解釈できる。

グリーン関数はその場を生成する源と

(1)は次のように解釈できる。領域V内

p(s)は，

ィ

れた振幅op(r)/枷のモノ

れる。ここにホイヘ

ることがわかる。こ

と振幅ーp(r)のダ

と，次のようになる。

る

おいて

と一p(r)となるように

→ る

p(r)とその勾配op(r)/加を計測し，再生音場において同じ形の

とダイポール音源を配置し，振幅がそれぞれ8p(r)/枷

おける「解の一意性」の条

（例えば無限大の面）であればレイリ

モノ

る [12]。それでも

かという
゜
と

ap(r)/an 

能となる。

Si (i = 1 ... N) 

ると仮定し

で

(I)は次のように離散化すること

〗ap0~a ― g/p(乃） = p(s) 
i=l 

sEV 

ただし， 9iおよびg/は領域V内における

lr-slから決まる係数であり，次のよう

Bi = ff G(rls) oS g/ = ff oG~:ls) oS 
Si ふ

すなわち領域V内のある犀 S

(2) 

とする点 S と

される。

と

と

ある係数を乗じ，それらの総和から求めることができると解釈できる。このよう

ホイヘ

ンスの原理のよう れていないことがわかる。
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3. 2 

あ

る）

，それとは別の空間に領域V'(Vと合同とす

を想定する。

JJ'G(r'ls') ap(r') -p(r') ac(r'ls') = p(s') 
s an'an'oS 

s'EV' (3) 

Bi, g/は距雌lr-slから決まる係数であると前述したが，これは積分方程式に

現れるグリーン関数G(rls)およびその法線方向微分aG(rI s)/anに関しても同じで

ある。すなわち領域Vが領域V'と合同であれば，グリーン関数およびその法線方

向微分は領域Vと領域V'において同 なる。式で表わすと

Vr ES ¥:fr'ES'Vs EV Vs'EV' 

ac(rls) ac(r'ls') 
G(rls) = G(r'ls') = 

an an' 

り立つ。したがって，式 (1),(3),(4)から

op(r) op(r') 
Vr ES Vr'ES'p(r) = p(r') = 

on on' 

'is E V'is'E V'p(s) = p(s') 

(4) 

(5) 

(5) 

を計測し，それら

されたとき，

味する。こ る [13,14]。

4. 

4. 1 ょ

おいてあ

法線方向の音圧勾配は次のような差分近似により表わされる。

op(ri) p(ri + na -p(ri―ni) 

an = 2lnd 

おいて（相対的に）同

おける法線上の 2点乃土

と

れること

ら求めること

ができる。音圧についても

p(ri + ni) + p(ri -ni) 
p(ra = 

2 
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を用いると式 (2)は次のように表される。

2N 

こfjp(qJ=p(s) sEV 
}=1 

ただし，は奇数のとき

J + 1 9i g/ 
1=― t-=--―qj = ri + ni 

2 1 2lnd 2 

偶数のとき

i = J Bi g/ 
2 
- [j = -—-— qj = ri―ni 

Zlnd 2 

このよう

り

と による という二つの近似が

ることがで

きる。これは言い換えれば一意的に領域V内の音場を決めることができるM点

(M :::; 2N)の音圧の観測位置あるいは制御位置（以降これらを総称

と呼ぶ）が存在するということである。 Mが2Nより小さくなる

にある。例えば領域の形状で決まる

することが知られており[15], 

域V内の音場を決めることができる

る。

はM=Nとなる。そこ

qj (j = 1…M)とし

4. 2 

3.2と同じようにある

Vと合同となる領域V'

qi (j = l ・・・

すなわち，

ることができる

M 

こい(%)= p(s) s E V 
j=1 

M 

こf/p(q1) = p(s') s'E V' 
j=1 

，それと

が成り立つ。音圧制御点の相対的位置が同一であれば，り =f/となるため，

p(qj)=p(q1) J=l…M 

⇒ Vs EV Vs'EV'p(s) = p(s') (7) 

が導かれる。これは，

おける

御することができれば，

れること

おける

V'の両方におい

る。

し，

おける頒域V'

る。
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4.3 音場再現システム

音場制御の原理に基づく音場再現システム（以降 BoundarySurface 

Controlの頭文字をとって BoSCシステムと呼ぶ）を図 2に示す。

図 2 境界音場制御の原理に晶づく音場再現システム (BoSCシステム）

ら得られる

ム トリクスを［加](EcMxL), 

クトルを［叫(ECり，

おけるスピーカか

マイクロホンヘの伝達関数マトリクスを[BiJ](EcLxM), 再生音場におけるマイ

クロホンからの出力信号ベクトルを［叫(ECりとすると次式が成り

[hji) = ([Bu「[Bu]+加）―1[Bijr (8) 

ただし， Xj= p(qJ, YJ = p(q1)である。ここで式 (7)が成立するためには［叫＝［叫

となる[h1i]を求めればよい。 [BiJ]が正則であれば[h1i] = [BiJ]―1を求めればよいが，

は[BiJ]は正則とならない場合が多い。そこで正則化一般逆行列

[h1i] = ([BiJ「[Bu]+加）―1[Bi}r (9) 

いる。ただし[.tしま行列の共役転置， f]は正則化パラメータ，伍は次元単位

行列である。正則化パラメータを加えることにより，行列の対角成分が大きくな

るためその逆行列から安定した FIRフィルタを設計することが可能となる。

的には正則化パラメータを加えないほうが音場再現精度は高くなるはずだが，

システムでは線形時不変性が成立せず，むしろ正則化パラメータを加えない

くなり聴き苦しい音が再生される可能性がある [16,17]。
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5. 

5. 1 

りとりすることにより

ることができるようなシステム

複数の BoSCシステムを用いて，互し

るユーザーが同じ空間を感じながら

ることができる。すなわち，

ることを意識せずに，目の前に存在するものと

とするものである[18]。2つの BoSCシステムを用いる

3 

ることを可能

ステム

制御点

仮想共有音場

図3 音場共有システムの概念図

A
 

Aのマイクロホンによっ れ，

レイによっ

力から出力される。また，

てスピーカから

ば自然の中なら

Bは互いに同

B
 

の揺れる

じながら，

となる。

ど， 

クロホンア

Bにおいてスピー

Aにおい

のと同じ物

，例え

→ A, 

（あるいはドーム型）の BoSCシステム

（スピーカ数 62) によって行われた [19,20]。こ

となり，ま

ることにより，より

わかった [21,22]。

ミュニケーションができることが

5.2 

BoSCシステム

きるため，

囲におし

自由に動かすことができる。

る特徴をもたらす [17,22]。しかしながら，

ることがで

BoSCシ
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ステムは次のような点で間題がある。まず空間が狭いため楽器などを持ち込むこ

とができない。次にスピーカが上半分に集中しているため下方から

が難しい。さらにスピーカシステムが防音室内にほぼ固定されているため，分解

と組み立てが容易ではなく，外部でデモを行うことが難しい。これら

まえ，次世代の BoSCシステムとして「音響樽」を開発中である。

BoSC 

こ

と

そ

るためには逆フィルタを設計できるこ

ドに依存することが知られている。

るだけ少なくして音響モードの規則性を小さくする

ことをねらい，写真 lのよう

形状の BoSCシステム（以降，

さが 2150mmであり，システム

に十分な広さを持っている。

ピーカ

1950mm, 

るの

96個のフルレンジス

れたデジタルアンプによって駆動される。

したスピーカは高さ方向に 6

9個のスピーカで，それ以外の 4層は 18個のスピー

は 6個のスピーカ

り，最上層と

ヵ 350mmである。

については約 540mmであり，その他の 4

9, . 

ち27個のモジュールに分解すること

リウール

Dr-20であり，ま

し

スピーカ間

は約 330mmで

. 3, 

し

くすることで，逆システム

るヽ BoSCマイクロホンアレイを写真 2

マイクロホンアレイは C80フラーレン分子構追と同形状をしており，

クロホン (DPA4060BM)が合計 80個取り付けてある。マイ

クロホンアレイ

きさとなるよう

46cmであり，受聴者の頭部を取り囲むのに十分な大

れている。

牧々はこれまでに BoSCマイクロホンアレイを用いて様々なコンテンツを収録

してきた。 BoSCマイクロホンアレイを用いた収録の一例として，東京カテドラ

ルにて行ったパイプオルガン演奏の収録風景を写真 3に示す。これまでに，アク

ロス福岡シンフォニーホールにて NYシンフォニックアンサ

どホール内の異なる位置で収録を行ったり，明治大学アカデミー

ホールにて複数の楽器の鳴りの違いを客席とステージ上で収録した他，

おいて能の演奏を収録するなど，多様な演奏空間におけるコンテンツの収録

ってきた。また， BoSCマイクロホンアレイによる収録は 80チャンネルと

チャンネル数が多いので，一般的な PCを用いた収録システムでは，

とすることが多く，収録場所が制隈されてしまう。そこで，

BoSC収録システムの構築も行われており [24], 虹ノ松原な

おいて，環境音の収録などが行われてきた。

おいてアンサンブル演奏を可能とする 4に
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写貞 l 音鰐樽

2 音聾樽内部に設附された BoSC

マイクロホンアレイ

3 東京カテドラルにおける BoSCマイクロホンアレイを使ったパイプオルガン演奏の収録風景
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収録音場データペース

r-------------------- —システムA--, ,・ い

I I : 

ムテス

言
炒

し
江

A
 ▽

刈

らべ
▽ 演奏者B y> : 

刈゚ /)i: -f), マイクロホン

~ 
マ

4: 
I 
I 
I 

------------------_I 

図4遠隔においてアンサンブル演奏を可能とする音場共有システム

ットワークを介

タベースか

システム

~ 

つ。

した音場データをそのままスピーカに

タにはあらかじめ逆システ

る。ま

し，

くことで，

とな

る。

システ

み込む必要がある。

から

れる

れた演奏音は，

した制御点までの伝達関数と畳み込まれて相手の音場で

ら自らの聴取位鷹に対応した制御点への伝達関数

自らのシステムに再生す

おける

から

ることで，自ら システム

であるが，

ムよりも

る。ただし，

おいてエコーキャンセラが必要となる。

は物理的，心理的評価の両面から研究が進行中

おいて従来の櫓型 62チャンネルの BoSCシステ

られていることが実証されつつある。

謝辞

発」 (H22.l O-H28.3 

発に
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