
静岡大学工学部若手萌芽研究報告書

リモートセンシングによる適応型マルチスピーカ音場再現システム

立蔵 洋介（工学部　電気・電子工学科）

1 はじめに
原音場において聴取される音やその特性を別の空間
で忠実に再現する方法として音場再現が提案されてお
り，音響バーチャルリアリティへの応用が期待されて
いる．これを達成するためには，事前にスピーカから
受音点位置（制御点）までの室内伝達特性を知り，そ
の影響を補正する逆フィルタの設計が不可欠である．
しかし，室内伝達特性は時々刻々と変化するため，逆
フィルタを逐次更新しなければ音質や音像定位の精度
は劣化してしまう．本報告では，再生室内環境の変動
に応じて，音場再現の逆フィルタを適応的に更新する
方法を提案する．具体的には，著者がこれまでに提案
した線形伸縮処理に基づく温度補正法（linear warp
process: LWP）と打ち切り特異値分解に基づく適応
的逆フィルタ緩和処理（on-line adaptive truncated
singular value decomposition: OA-TSVD）の統合を
行った．また，その有効性を実環境データを用いた
シミュレーション実験によって確認した．

2 マルチスピーカによる音場再現システム
まず，音場再現システムの原理とそれを支える逆
フィルタの設計手法について述べる．
室内伝達関数を表す行列をG(ω)，逆フィルタを表

す行列をH(ω)，原信号を表す行列をX(ω)，再現音
を表す行列を X̂(ω)とすると，再現信号 X̂(ω)は，以
上の行列を用いて式 (1)のように表すことができる．

X̂(ω) = G(ω)H(ω)X(ω) (1)
ここで ωは周波数 binを表す．音場再現ではX(ω) =
X̂(ω)となるよう制御することを目的とするため，逆
フィルタH(ω)は室内伝達関数 G(ω)の一般逆行列
を求めることで得られる．したがって，逆フィルタ
設計問題は以下の線形方程式を解くことに帰着する．

G(ω)H(ω) = IN (2)
ここで，IN はN 行N 列の単位行列である．ただし，
M > N かつランク落ちが生じていない場合には解が
不定になるため，ノルム最小となるMoore-Penrose型
一般逆行列（以下，MP一般逆行列）を用いる．G(ω)
のMP一般逆行列G†(ω)を求めるには，まずG(ω)
を式 (3)のように特異値分解を行う．

G(ω) = U(ω) · [ΓN (ω), ON,M−N ] · V H(ω)
(3)

ΓN (ω) ≡ diag
[
µ1(ω), . . . , µN (ω)

]
(4)

ここで V H(ω)は，V (ω)のエルミート転置行列を表
す．ON,M−N は，N 行 (M −N)列の零行列を表す．
また，µk(ω) (k = 1, . . . , N)は特異値を表す．この特
異値を大きい値から対角線上に並ぶように（µk(ω) ≥
µk+1(ω)）特異値分解を行う．式 (3)を用いることで，
MP一般逆行列は式 (5)のように計算できる．

G†(ω) = V (ω) ·
[

ΛN (ω)
OM−N,N

]
· UH(ω) (5)

ここで，
ΛN (ω) ≡ diag

[
ξ1(ω), . . . , ξN (ω)

]
(6)

ξk(ω) =
{ 1

µk(ω) µk(ω) 6= 0
0 otherwise

(7)

である．このように周波数ごとに逆行列G†(ω)を計
算することによって，逆フィルタH(ω)を設計する
ことができる．

3 従来の適応的手法
3.1 温度補正処理（LWP）[1]

LWP は，音場再現システムにおいて室内温度が
変化したときに制御点中の 1点の観測信号を基にし
て，全ての制御点の再現精度の向上を図るものであ
る．我々が必要とするのは温度変動に応じた逆フィル
タである．しかし線形伸縮できるのは逆フィルタで
はなく，室内伝達関数のインパルス応答である．そ
こで，まず信号を監視する点の室内伝達特性を線形
伸縮処理によって予測する．次に，予測値と観測値
の誤差が最小となるように伸縮率を推定し，それを
基に伸縮されたインパルス応答を用いて逆フィルタ
を設計する．
本手法を用いることにより，従来法では調整が困
難であった比較的高周波帯域において，十分な品質
で音場再現を行うことができる．しかし，温度変化
の追従ができた場合においても，逆フィルタの不安
定な帯域ではわずかな誤差などにより，再現音は劣
化しやすい．

3.2 打ち切り特異値分解に基づく適応的逆フィルタ
緩和処理（OA-TSVD）[2]

特異値分解を用いてMP一般逆行列を求める場合
には，小さな特異値の存在に注意する必要がある．な
ぜなら，小さな特異値は丸め誤差などを含み，また
線形独立性が低いため解のノルムを拡大させる恐れ
があるからである．したがって，全ての特異値を用い
て逆行列の解を求めると不安定になる．そこで，行
列の特異値分解の際に利用する特異値を制限するす
ることにより，逆行列を安定化する打ち切り特異値
分解（TSVD）を行う．TSVDによる緩和を行う逆
行列は，式 (7)において µk(ω) 6= 0かつ µk(ω) ∼= 0
の場合にも ξk(ω)を 0に置き換えることによって求
められる．このとき，行列 G(ω)の特異値を 0に置
き換えた個数のことを ωに関する打ち切り数と呼ぶ．

OA-TSVDでは，過去のサンプルに基づいて逆フィ
ルタの打ち切り数を逐次的に更新することにより，最
適な緩和された逆フィルタを求めることができる．本
手法は伝達関数の変動要因に関して拘束条件がない
ため，その汎用性が利点である．しかしながら，逆特
性の持つ不安定性を解消する代わりに再現精度，特
に音の定位感に影響を与えるのが本手法の欠点であ
る．また，不安定性がみられるのは主に低周波帯域
に集中しており，高周波帯域では本手法の積極的な
効果が期待できない．

4 LWPとOA-TSVDの統合
本報告では，図 1に示すようなLWPとOA-TSVD

を統合した新しい逆フィルタ補正手法を提案する．
まず，受聴者付近の制御点には原信号を，監視マ
イクロホンにはゼロ信号（無音信号）を再現するよ
う逆フィルタの初期解を設計する．伝達関数G(ω)が
変動してG′(ω)となった場合，その逆特性と逆フィ
ルタの初期解には誤差が生じ，監視マイクロホンに
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図 1: 提案する音場再現システム

一次音源一次音源一次音源一次音源

監視用監視用監視用監視用マイクマイクマイクマイク
二次音源二次音源二次音源二次音源

受聴用受聴用受聴用受聴用制御制御制御制御点点点点
マネキンマネキンマネキンマネキン

2.60 m

3.
90

 m

0.3 m

1.5m

A

0.5 m

1m
1m

B

60°
一次音源一次音源一次音源一次音源

監視用監視用監視用監視用マイクマイクマイクマイク
二次音源二次音源二次音源二次音源

受聴用受聴用受聴用受聴用制御制御制御制御点点点点
マネキンマネキンマネキンマネキン

2.60 m

3.
90

 m

0.3 m

1.5m

A

0.5 m

1m
1m

B

60°

図 2: 実験環境

表 1: 空間の変動要因

Cond. A 温度が 26.4℃から 28.0℃に変化
Cond. B マネキンがポイント Aに出現
Cond. C マネキンがポイント Bから Aに移動
Cond. D Cond. Aと共に妨害物が出現

は誤差信号が観測される．そこで，まず観測された
信号を用いて G(ω)に対し LWPを行い，G′′(ω)を
推定する．そして，G′′(ω)のMP一般逆行列H(ω)
を求め，OA-TSVDにより緩和逆フィルタH ′′(ω)を
逐次的に求める．
上記手法を用いることにより，G′(ω)とG′′(ω)に

誤差があったとしても，OA-TSVDにより逆フィル
タH ′(ω)の不安定性は緩和され，再現音の品質劣化
を防ぐことが期待できる．

5 数値計算による検討
5.1 計算条件
提案法の有効性を検証するため，実環境データを
用いた数値計算を行った．想定する音場再現システ
ムの二次音源数は 16，受聴用制御点数は 6，監視用
制御点数は 1である．ラウドスピーカ，マイクロホ
ンの配置を図 2に示す．数値計算に用いるインパル
ス応答は，実環境における伝達関数の変動を模擬す
るため，温度と妨害物（マネキン）の配置位置をそ
れぞれ変えたものを用いた．
再現空間の変動要因を表 1 に示す．Cond.A は室

内温度が 1.6℃変化した場合を想定した．このとき，
温度変化以外の室内条件の変動はないものとする．
Cond.B は温度変動はなく，室内に妨害物がない状
況からポイント Aに妨害物が出現した場合を想定し
た．Cond.Cは妨害物が最初ポイントBに存在し，後
にポイント Aに移動した状態を示す．Cond.Dは温
度変化と妨害物の出現が同時にお買った場合を想定
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図 3: 各条件化での全受聴用制御点の平均 SNR

した．上記想定条件のため，Cond.Bおよび Cでは
LWPによる処理を行わず，OA-TSVDによる処理の
みを行った．
初期逆フィルタの設計には，MP一般逆行列の中か
らノルム最小となるものを周波数領域にて計算した．
このとき，逆フィルタの制御帯域は 150–10000 Hzと
した．

5.2 結果
数値計算による各条件の評価結果を図 3に示す．評
価尺度としては，各受聴用制御点において本来観測さ
れるべき信号に対して実際に観測された信号の SNR
を全受聴用制御点で平均をとったものを用いた．
まず Cond.Aの結果より，LWPを用いることによ

り SNRの上昇が見られるが，その後にOA-TSVDを
行うことにより，さらに SNRの改善が見られた．ま
た，同じ Cond.Aにおいても，OA-TSVDを行った
のみの場合では，SNRは処理前よりも低下した．
しかしながらCond.Dにおいては，LWPを行うと

SNRが低下した．これは妨害物の出現によって音の
伝搬経路が大きく変わってしまうため，単に伝達関数
を伸縮するだけでは真の値と大きな誤差が生じるた
めだと考えられる．一方，Cond.B, C, Dの場合，い
ずれにおいてもOA-TSVDを行うことにより，SNR
が改善された．このことは，音の伝搬経路の変動に
対してはOA-TSVDが極めて有効であることを示唆
している．

6 まとめ
マルチスピーカ再生による音場再現システムにお
ける室内環境変動に対し，適応的に逆フィルタを更新
する方法を提案した．具体的にはLWPとOA-TSVD
の統合を試みた．実環境データを用いた数値計算の
結果，本手法の有効性が見出された．今後は環境変
動に応じて両アルゴリズムの使用状況を変更するア
ルゴリズムダイバーシティを構築する必要があろう．
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