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音場拡散の理論的枠組みの構築（響きの質の設計）

音場拡散の測定法の確立（設計効果の確認）

音場の拡散性に寄与する
コンサートホールの女神像

“響きの質”の設計に必要な音場拡散の理論的枠組みと測定法
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当該研究分野の発展現況
• ⾳楽ホールや劇場において、残響時間が同じでも響きの印象が⼤きく異なる

ことが知られている。この違いをもたらす主な要因として、“⾳場の拡散性”
が挙げられる。そのため⾳楽ホールや劇場の⾳響設計においては、壁⾯の凹
凸によって⾳の拡散を制御することが、最終的な“響きの質”を決める重要な
ポイントとなる。

• ⾳楽ホールや劇場だけでなく、⼀般の建築空間においても壁⾯の拡散が不⾜
すると残響の⽅向が偏り、⾳の⽅向感が狂ったり、吸⾳効率が著しく低下す
るなどの問題が⽣じる。

• 1995年にM. Vorländerらが壁⾯反射の拡散性能（壁の凹凸によって反射⾳が
拡散される度合い）として「散乱係数（Scattering Coefficient）」を定義し、
2004年にその測定法がISO規格（ISO:17497‐1）となった。しかし、これはあ
くまで“壁⾯反射の拡散性”であって“⾳場の拡散性”ではない。室内⾳響設計
においては最終的に空間としての“⾳場の拡散性”を設計する必要がある。

• 20世紀前半までにW. C. SabineやC. F. Eyringらによって確⽴された残響理論を
⽤いれば、残響時間や室内⾳圧レベル等の“響きの量”を設計できる。しかし、
これら残響理論はパラメータとして“響きの質”に関わる拡散性が含まれてい
ない。

• ⾳場の拡散性の設計は、壁⾯反射の拡散性と⾳場の拡散性を結びつける理論、
および⾳場の拡散性の測定法、の⼆つが確⽴されていないため、設計者の経
験と勘に頼らざるを得ず、必ずしも良好な⾳響効果が得られないという問題
があった。

• 「⾳場の拡散性の理論的枠組みの構築」と「⾳場の拡散性の測定法の確⽴」
は、室内⾳響分野における重要事項として多くの研究者によって盛んに研究
されてきたが、21世紀に⼊っても未解決の重要問題として残されていた。

⾳の拡散に寄与する⼥神像

ホール壁⾯の拡散体



本研究の目的と位置づけ

室内⾳響設計において、“壁⾯拡散による⾳場拡散の設計（響きの質の設計）”を可能にするに
は、以下の2つの課題の解決が必要である。
１）⾳場拡散の理論的枠組みの構築
２）⾳場拡散の測定法の確⽴

本研究はこの２つの課題を解決するために「建築空間における⾳場拡散の理論的枠組みと測定
法」に取り組んだものである。次⾴以降の論⽂リストに⽰したように、上記２課題に対応した以
下のＡ,Ｂの２領域に関する９編を中⼼に、これら研究の着想に⾄る基となった関連論⽂６編を加
えた合計１５編の論⽂からなる。

A. 建築空間における⾳場拡散の理論的枠組みに関する論⽂（論⽂１〜５）
B. 建築空間における⾳場拡散の測定法に関する論⽂（論⽂６〜９）
C. ⾳場拡散の理論および測定法の着想に⾄る基となった関連論⽂（論⽂１０〜１５）

以下では、上記A〜Cの３領域の論⽂の位置づけ、成果の意義について概説する。
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（設計効果の確認）



A.建築空間における音場拡散の理論的枠
組みに関する論文(論文１～５）

タイトル 発表・掲載 発表年月 著者

1 A theoretical framework for quantitatively characterizing sound 
field diffusion based on scattering coefficient and absorption 
coefficient of walls

J. Acoust. Soc. Am. 128  3 , 
pp.1140–1148, (2010.9)

2010.9 Toshiki Hanyu

2 A Framework for Charaterizing Sound Field Diffusion Based on 
Scattering Coefficient and Absorption Coefficient of Walls

JOURNAL OF BUILDING 
ACOUSTICS, Volume 
18,Number 1, 2,2011 Pages 
1–16

2011.1 Toshiki Hanyu

3 マルコフ連鎖に基づく拡散を考慮した室内残響の数理モデル 日本建築学会環境系論文集
2016年2月 第81巻 第720
号,141-151

2016.2 羽入敏樹

4 Relationship between reflected sound density and mean free 
path in consideration of room shape complexity

Acoustical Science and 
Technology
Vol. 33, No. 3, 197-199  
(2012)

2012.4 Toshiki Hanyu, Kazuma Hoshi

5 A new algorithm for generating realistic three-dimensional 
reverberation based on image sound source distribution in 
consideration of room shape complexity

The 133rd Convention of 
Audio Engineering Society, 
San Francisco, October 26–
29, Paper number 8803 
(2012), Peer reviewed 
convention paper

2012.10 Toshiki Hanyu



B.建築空間における音場拡散の測定法に
関する論文（論文６～９）

タイトル 発表・掲載 発表年月 著者

6 Analysis Method for Estimating Diffuseness of Sound Fields by 
Using Decay-Cancelled Impulse Response

BUILDING ACOUSTICS · 
Volume 21 · Number 2 · 2014 
Pages 125–134

2014.11 Toshiki Hanyu

7 Spatial structure of reflected sounds in reverberation tail Forum Acusitcum, 2014, 
Krakow, Poland, Proceedings 
paper

2014.9 Toshiki Hanyu

8 Evaluation of isotropy of sound field in a room based on the 
decaycanceled sound intensity

International Congress on 
Acousitcs 2016, Proceedings 
paper, CD-ROM

2016.9 Toshiki Hanyu, Kazuma Hoshi

9 Assessment of sound diffusion in rooms for both time and 
frequency domain by using a decay-cancelled impulse response

Euronoise 2018, Crete, 
Proceedings paper, CD-ROM

2018.5 Toshiki Hanyu, Kazuma Hoshi, 
Tao Nakakita



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至る
基となった関連論文（論文１０～１５）
タイトル 発表・掲載 発表年月 著者

10 球面上配置マイクロホンシステムを用いた室内音場における
任意方向インパルス応答測定手法の開発

日本建築学会計画系論文
報告集 No.445 pp.9-18 
(1993.3)

1993.3 羽入敏樹、関口克明、木村 翔

11 室内音場の受音点に到来する個々の反射音特性抽出手法
の開発

日本建築学会計画系論文
報告集 No.452 pp.1-10 
(1993.10)

1993.10 羽入敏樹、関口克明、木村 翔

12 音場の過渡応答に着目した拡散性の検討 日本建築学会計画系論文
集 No.471 pp.11-18 
(1995.5)

1995.5 羽入敏樹、木村 翔、橋本 修、
坂本吉宏

13 反射音の空間バランスに着目した音に包まれた感じの定量
化方法

日本建築学会計画系論文
集 No.520 pp.9-16 (1999.6)

1999.6 羽入敏樹、木村 翔、千葉 俊

14 A New Objective Measure for Evaluation of Listener 
Envelopment Focusing on the Spatial Balance of Reflections

Applied Acoustics 62,155-
184(2001)

2001.2 Toshiki Hanyu, Sho Kimura

15 音楽ホールにおける後期上方反射音がもたらす空間印象 日本音響学会誌69巻1号
pp.7-15 (2013.1)

2013.1 羽入敏樹，星和磨，佐藤瑠美



A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組みに関する論文(論文１～５）



A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組み（論文１～３）

• 壁⾯反射の拡散性指標である「散乱係数」については、前述の通り1990年代後
半からデータベース化する努⼒が続けられている。しかし、壁⾯反射の拡散性
と⾳場の拡散性の両者を結びつける理論構築の試みはなされていなかった。

• それに対して【論⽂１、２】では、“壁⾯拡散による⾳場拡散の設計（響きの質
の設計）”を可能にするための基盤となる、散乱係数をパラメータとして室内⾳
場の拡散性を記述するための理論的枠組みを新たに構築した。

• 【論⽂３】ではさらに、マルコフ連鎖に基づいて拡散を考慮した室内残響の数
理モデルを提案している。このモデルは従来の残響理論が⽤いる吸⾳率だけで
なく，平均散乱反射率，平均鏡⾯反射率の３つのパラメータを含み、拡散成分
と鏡⾯成分の時間変化を個別に計算できるEyringの残響理論を拡張した残響数理
モデルである。

• 論⽂1〜３によって、室内⾳響設計において、壁⾯吸⾳による残響の設計だけで
無く，壁⾯反射の拡散性（壁⾯の凹凸の度合い）を考慮して “響きの質”を設計
できる道が拓けた。
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A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組み（論文１～３）

拡散性が低い⾳場の残響減衰曲線 拡散性が⾼い⾳場の残響減衰曲線

論⽂1〜３で構築した理論により、残響を「拡散成分」と「⾮拡散成分」
に分けて予測計算が可能となった。残響減衰は変わらないが、残響を構成
している「拡散成分」と「⾮拡散成分」の⽐率が時々刻々変化する様が
違っており、これが“響きの質”の違いをもたらす。



A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組み（論文４、５）

• 室内⾳響設計において、⾳を拡散させるために壁⾯に凹凸を付けること
が多い。これは室形状の複雑さを変化させ、⾳場を制御していると考え
ることができる。室形状が複雑なほど反射⾳密度が⼤きくなり、結果と
して⾳場の拡散度も向上する。

• 【論⽂４】はこの観点から、建築空間の平均⾃由⾏程を⽤い、室内⾳響
の観点から⾒た“室形状の複雑さ”を表す評価指数hを新たに定義し、これ
と室内で⽣じる反射⾳の時間密度との関係を理論的に考察した。これは、
⾳場の拡散性と関連する反射⾳密度を“室形状の複雑さ”の観点から定量
化し、室形状と⾳場拡散について論じるためのもう⼀つの理論的枠組み
である。

• 【論⽂５】ではさらにこの理論的枠組みを使って、室形状の複雑さに
よって反射⾳密度が変化する3次元残響⾳の⽣成アルゴリズムを考案し、
⾳場拡散の設計効果を実際に⽿で聞いて確かめる⽅法を提案している。

• 論⽂１〜３が壁⾯の凹凸による⾳の拡散（散乱係数）をパラメータとす
るのに対し、【論⽂４、５】は室形状全体の複雑さの指数hをパラメータ
とする。このように“壁⾯の凹凸”と“室形状全体の複雑さ”の両⽅の観点に
よる理論的枠組みを⽤いることによって、室内⾳響設計において、⾳場
拡散に関して多⾓的な検討が可能になる。



A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組み（論文４、５）
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l：平均⾃由路

室形状の複雑さ指数反射⾳密度の時間変化

反射⾳密度の時間変化



A.建築空間における音場拡散の理論的
枠組み（まとめ）
新しい学問分野の開拓

壁⾯反射の拡散性と建築空間の⾳場拡散との関係を理論体系化できる事を⽰し、拡散設計が可能になる⾒通しが⽴ったことで、
これまで⽷⼝が⾒つからなかった当該分野の突破⼝となった。

新しい概念、フィロソフィ、アイディア等の導⼊

物理学では光などが物体など当たって散乱する効果を物体の散乱断⾯積で表すが、本研究では物体ではない建築空間の拡散効
果も散乱断⾯積で表せる、という基本アイディアを導⼊した。この基本アイディアをベースに、⾳場の拡散性を記述するため、
平均散乱係数(Average scattering coefficient)、散乱周波数(Scattering frequency)、等価散乱⾯積(Equivalent scattering area)などの新しい
パラメータを導⼊し、⾳場拡散の評価量として拡散時間(Diffusion time)、平均散乱時間(Mean Scatter Time)、散乱対吸⾳⽐(Scatter-
to-Absorption Ratio)、室形状の複雑さ指標h、など⾳場拡散に関する新しい概念、評価量を種々提案した。これらの新しい概念を
⽤いることで、⾳場の拡散性を多⾓的に理解でき、室内⾳響設計に対して新しいフィロソフィ、観点を提供することが可能と
なった。

新しい事象、法則等の発⾒

本研究の⾳場拡散理論によって、壁⾯反射の拡散性が同じでも、室容積によって最終的な⾳場の拡散性が異なることを⾒いだ
した。これは、室容積によって壁⾯の凹凸の効果が異なることを意味しており、室容積ごとに最適残響時間が異なるのと同様に、
室容積ごとに最適拡散性が異なる可能性を⽰している。これは今後、“壁⾯拡散による⾳場拡散の設計（響きの質の設計）”に有
⽤な知⾒となるであろう。

今後の発展への影響、波及効果

これら⼀連の研究は、完全拡散⾳場を前提としたこれまでの室内⾳場理論を、⾳場の拡散度を取り⼊れて再構築する試みでも
あり、古典的な室内⾳場理論に代る新しいパラダイムとなりうる。吸⾳によって残響時間など“残響の量”を設計するのと同様に、
拡散によって“残響の質”を設計できるため、今後は設計実務⾯への波及が進むものと期待できる。

社会的貢献、実⽤的価値

本研究の応⽤範囲は⾳楽ホールや劇場、スタジオなどの演奏空間だけにとどまらない。駅、空港、学校、スポーツ施設など⼤
規模な公共空間では、災害時の避難誘導など、⾳声情報を特定⽅向から明確に伝えることが必要である。そのため空間の残響⽅
向が偏らないように、壁⾯の凹凸（拡散体）による「⾳の拡散」を設計することが重要になる。本研究によって、安全で⾼品質
な⾳響空間を創造するための「⾳の拡散」の設計基盤を構築できる可能性が拓けたことで、公共空間の⾳響⾯における安全性に
も貢献できる。



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文６～９）



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文６）

• ⾳場拡散に関する理論的枠組みが構築されつつある⼀⽅で、実⾳場における拡
散性を測定して評価する⽅法が確⽴されていないといった問題点があった。

• それに対して【論⽂６】は、実測されたインパルス応答における反射⾳エネル
ギーのばらつきを定量化することによって、実⾳場の拡散性を評価する⽅法を
提案した。

• この⽅法は、まずインパルス応答から減衰項を取り除いた“減衰除去インパルス
応答（Decay‐cancelled impulse response）”を求め、それを⽤いて“ばらつき減衰
曲線（Fluctuation Decay Curve）”を定義し、その減衰曲線から“時系列ばらつき
度（Degree of Time Series Fluctuation）”を読み取る従来にない新しいアプローチ
となっている。この⼿法を様々な実⾳場に適⽤してその有効性を明らかにした。

• そしてこれは、レベル減衰曲線から残響時間を読み取って“残響の量”を測定す
るのと同様に、ばらつき減衰曲線から時系列ばらつき度を読み取ることによっ
て“残響の質”を測定する可能性を拓くものである。



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文６）

減衰除去インパルス応答の“エネルギー変動”により、実⾳場の拡散性
（響きの質）を測定・評価し、拡散設計の効果を確認できる。

減衰除去インパルス応答
（反射⾳エネルギの変動抽出）室内⾳場のインパルス応答

減衰除去

拡散の悪い⾳場

壁⾯拡散体により
拡散性を改善した⾳場

減衰除去



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文７，８）

• 【論⽂７、８】は、論⽂６で提案した“減衰除去インパルス応答”の技術を応⽤
し、⾳の到来⽅向の情報を含む“減衰除去インテンシティー”を新たに定義し、
“時系列ばらつき度”のようにエネルギーの時間的なばらつきに加え、“⾳の⽅向
情報”や“⾳の等⽅性”の観点から⾳場の拡散性を解析・評価したものである。

• 初期反射⾳だけでなく、これまで⾮常に困難であった後部残響⾳の到来⽅向の
解析を可能にし、実際の⾳楽ホールにおいて後部残響⾳にも到来⽅向に偏りが
⽣じていることを⾒出した。



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文７，８）

減衰除去インテンシティーにより、⾳場の後期応答まで含めた⾳場の
等⽅性（⾳場拡散の⼀要素）を評価できるようになった。

残響室 教室 ⾳楽
ホール

平⾯

縦断⾯

横断⾯



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文９）

• 【論⽂９】では“減衰除去インパルス応答”による⾳場拡散の解析をさらに発展
させ、時間領域に加え、周波数領域におけるエネルギーの“周波数ばらつき度”
を新たに提案した。

• この論⽂では、⾳場の拡散性の評価に時間的なばらつきだけでなく、周波数領
域におけるばらつきも同時に評価する必要性を⽰し、⾳場拡散の測定・評価法
に新たな視点を導⼊した。



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（論文９）
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拡散性：⾼

⾳場の拡散体設置量が増えるにしたがって、時系列変動係数、周波数
変動係数が低下し、⾳場の拡散性が向上するのを評価できた。
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1/10縮尺模型実験：拡散体の設置量による⾳場の拡散性の変化を測定・評価



B.建築空間における音場拡散の測定法
に関する論文（まとめ）
新しい学問分野の開拓

従来、インパルス応答から減衰項を取り除く解析⽅法は、時系列後半での発散など技術的困難を伴うためほとんど普及してこ
なかった。論⽂６では、インパルス応答⾃体のシュレーダー減衰曲線を⽤いて減衰を除去する⽅法を新たに考案し、安定的にイ
ンパルス応答の減衰項を取り除く⽅法を確⽴した。これが⽷⼝となり⾳場の拡散性が測定できる可能性が拓け、“⾳場の拡散性の
測定法”に関する新しい分野を開拓した。

新しい概念、フィロソフィ、アイディア等の導⼊

“減衰除去インパルス応答”を求め、それを⽤いて“ばらつき減衰曲線”を定義し、その減衰曲線から“時系列ばらつき度”を読み取
るというこれまでにない新しいアイディアを導⼊した。さらに、エネルギーの時間的なばらつきに加え、“⾳の⽅向情報”や“⾳の
等⽅性”、“周波数領域におけるばらつき”など⾳場拡散の測定・評価法に新たな視点や概念を導⼊した。これらの新しい概念を⽤
いることで、実際の⾳場の拡散性を多⾓的に測定・評価することが可能になる。

新しい事象、法則等の発⾒

提案された測定法で様々な⾳場を解析した結果、同じ拡散体を⽤いても、室の形状や⼤きさが異なると効果が異なること、周
波数毎に効果が異なること、実際の⾳楽ホールにおいて後部残響⾳にも到来⽅向に偏りが⽣じていること、などの事象を⾒いだ
した。これは、⾳場の拡散性は壁⾯の凹凸だけでなく、室形状、室容積、吸⾳⾯の偏りなどに影響を受けることを⽰している。
これは今後、“壁⾯拡散による⾳場拡散の設計（響きの質の設計）”に有⽤な知⾒となるであろう。

今後の発展への影響、波及効果

従来、測定が困難であった⾳場の拡散性をインパルス応答から容易に解析可能となったことで、⾳響設計の実務において、拡
散の設計効果を現場で定量的に評価できる。また、“減衰除去インパルス応答”の解析テクニックは、⾳場の拡散性の評価に限ら
ず幅広い分野に応⽤可能であり波及効果は⼤きい。実際に、“減衰除去インパルス応答”を応⽤し、電気⾳響の⾳場制御システム
の⾳質評価、携帯電話の⾳質評価、電話ボックスの⾳響評価など、様々な解析⼿法が国内外の研究者から既に提案されている。

社会的貢献、実⽤的価値

時系列ばらつき度は、内外の研究者に引⽤されているだけでなく、実際に海外のスタジオ設計における拡散性の設計に⽤いら
れ、時系列ばらつき度はスタジオの設計に有効であるとの研究報告がされている。⾳場の拡散性をインパルス応答から容易に解
析可能となり、拡散の設計効果を現場で定量評価できるようになった。



C.音場拡散の理論および測定法の着想
に至る基となった関連論文

（論文１０～１５）
⾳楽ホールや劇場の響きの印象に⼤きな影響を与える要因として，“拡散性（拡散の程度）”があるが、もう⼀つの重要な要因

として⾳の“⽅向情報（⾳の到来⽅向）”が挙げられる。

本研究では、⾳の⽅向情報や拡散性の測定法と、⾳の空間印象の⼼理評価⼿法について1990年代から検討を重ねてきた。これ
ら⼀連の研究は、後に⾳場拡散の理論的枠組みと測定法に関する着想の基盤となった。

【論⽂１０、１１】は⾳の⽅向情報の測定法、【論⽂１２】は⾳場の拡散性の測定、【論⽂１３〜１５】は⾳の空間印象である
“⾳に包まれた感じ（Listener envelopment : LEV）”の評価⼿法に関するものである。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１０、１１）

• ⽅向別のインパルス応答が測定できれば、⾳場の⽅向情報の解析・評価に⾮常
に有⽤である。しかし⼀般的な指向性マイクでは周波数毎に指向性が⼤きく異
なってしまうため、それまで⽅向別インパルス応答を測定することはできな
かった。

• 【論⽂１０】では、従来困難であった室内⾳場における任意⽅向の⽅向別イン
パルス応答の測定を可能とする「球⾯上配置マイクロホンシステム」を開発し
た。半径の異なる複数球⾯上に多数のマイクロホンを配置する⼿法で、周波数
が違っても同じ指向性が実現でき、⼀度の測定によって後処理で何度でも任意
⽅向のインパルス応答が解析できるという特徴を実現した。

• 【論⽂１１】は、これをさらに個々の反射⾳の特性だけを抽出できる測定法と
して発展させたものである。

• 古典的な拡散⾳場理論以来、⾳場の拡散性の研究の多くは⾳場の定常状態にお
けるものであった。【論⽂１０，１１】によって、⾳場の定常状態だけでなく、
過渡応答における拡散性の時間変化も測定できるようになった。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１０、１１）

球⾯上配置マイクロホンシステム 球⾯上配置マイクロホンシステムの半径と解析対象周波数
とその指向特性

半径の異なる複数球⾯上に多数のマイクロホンを配置し、周波数が
違っても同じ指向性が実現でき、⼀度の測定によって後処理で何度で
も任意⽅向のインパルス応答が解析できる。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１２）

• 【論⽂１２】では“短時間指向拡散度”を定義し、⾳場の過渡応答における拡散
性の時間変化を様々な⾳楽ホールにおいて実測した。

• 室内で⾳が発せられてから拡散状態に⾄るまでに要する時間と、その時間まで
の減衰量が各ホールの特徴を表すことや、拡散状態に移⾏した後にはホールの
室形状によらず短時間指向拡散度がほぼ同じ値を⽰すこと、等の新知⾒を明ら
かにした。

• この研究は⾳場の過渡応答における拡散性に着⽬した研究の先駆けとなり、当
該分野の研究活性化の契機となった．また、【論⽂１〜３】の時間経過ととも
に徐々に⾳場が拡散度を増していくという拡散理論モデルの着想の基になった。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１２）

Aホール Bホール

Cホール Dホール

・室内で⾳が発せられてから拡散状態に⾄るまでに要する時間に各ホールの特徴が表れる。
・拡散状態に移⾏した後にはホールによらず短時間指向拡散度がほぼ同じ値を⽰す。
・【論⽂１〜３】の時間経過とともに徐々に⾳場が拡散度を増していくという拡散理論モデ
ルの着想の基になった。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１３，１４）

• 森本らやJ. S. Bradleyらの研究によって“⾒かけの⾳源の幅（ASW）”と“⾳に包まれた感じ
（LEV）”が独⽴に評価されうる２種の空間印象であることが⽰されて以後、1990年代後半
からLEVに関する研究が盛んになった。

• ASWと異なり、後⽅反射⾳や上⽅反射⾳、正中⾯内の反射⾳などもLEVに寄与することが
報告されていた。このようにLEVに関しては、あらゆる⽅向の反射⾳が寄与し、互いに⽭
盾する知⾒も存在するなど、やや混乱した状況にあった。

• このような状況の中で、【論⽂１３、１４】では⼼理実験を⾏って「ある反射⾳のLEVへ
の寄与が、他の反射⾳の到来⽅向に依存し、独⽴に評価できない」こと、「LEVの評価に
は反射⾳の空間バランスが重要である」ことを⽰し、空間バランスを評価するLEVの新し
い指標としてSBTsを提案した。

• このことによって、互いに⽭盾して⾒えたそれまでの知⾒を、反射⾳の空間バランスとい
う視点によって統⼀的に解釈できるようになった。

• “反射⾳の空間バランス”という視点から、ウィーンのムジークフェラインザールの側壁に
配列されている⼥神像が⾳を拡散させ、反射⾳の空間バランスを良くするのに必要な反射
⾳を客席全体に効果的に供給する機能を果たしていること等を明らかにした。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１３，１４）

固定スピーカが前⽅（実験3）

固定スピーカが後⽅（実験4）

【実験結果】
・個々の反射⾳のLEVへの寄与は他の反射⾳の到来
⽅向に依存する。

・反射⾳到来⽅向の空間バランスが良い場合にLEV
が⼤きくなる。

LEVの⼤きい順に並べたスピーカ配置



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１５）

• 【論⽂１５】は、上⽅反射⾳の⾳響効果について⼼理実験を⾏って調べた研究
成果である。上⽅反射⾳がLEVに寄与することは古屋らの研究によって既に知ら
れていたが、上⽅反射⾳がもたらす⾳響効果は側⽅反射⾳と同じLEVであり、寄
与の⼤きさが側⽅反射⾳と異なるのみであった。

• 【論⽂１５】では、“上部空間が⾳に満たされた感じ”や“上⽅に⾳を感じる程
度”などの空間印象を新たに定義して⼼理実験を⾏い、上⽅反射⾳は側⽅反射⾳
と異なる固有の⾳響効果を有することを明らかにした。

• これは、⾳楽ホール等の⾳響設計において、上⽅反射⾳固有の⾳響効果を⽣じ
させ、3次元的な広がりを持った響きを実現する可能性を拓いたものである。



C.音場拡散の理論および測定法の着想に至
る基となった関連論文（論文１５）

「⾳の空間印象」の4つの性質の概念図 ⼼理実験結果から得られた
⾳場１〜８の布置と⼼理量・物理量の軸

【実験結果】
・被験者はOSIとHLEV 、VLEVとHLEVをそれぞれ区別して知覚できた。
・OSIとVLEVには後期上⽅反射⾳、HLEVには後期側⽅反射⾳が寄与する。
・上⽅反射⾳は側⽅反射⾳と異なる⾳響効果を有する。



C.音場拡散の理論および測定法の着想
に至る基となった関連論文（まとめ）

• 以上のように、⾳の⽅向情報の測定法と評価法についてのこれら⼀連の研究成
果（論⽂１０〜１５）は、それまで重要視されていた側⽅反射⾳など特定⽅向
の反射⾳だけを供給するのではなく、⾳の空間バランスを良くするために、
様々な⽅向から反射⾳を供給する“⾳の拡散”が重要であるとの視点をもたらし
た。

• ⼀⽅で、これまでのホールの⾳響設計の歴史を⾒ると、⾳を徹底的に拡散する
よう設計したホールは必ずしも良好な⾳響が得られないこともまた事実である。
このことは、⾳場拡散を最適な程度に設計する必要があることを意味していた。

• 拡散の最適設計を実現するには、「⾳場拡散の理論的枠組みの構築」と「⾳場
拡散の測定法の確⽴」が必要不可⽋であるとの認識につながった。



謝辞

• ⽇本建築学会賞（論⽂）の受賞に際し、私が今⽇まで研究を継続できま
したのは、多くの先⽣⽅、諸先輩⽅、⼤学の同僚、スタッフ、研究室の
院⽣や学⽣など、多くの⽅々にご指導とご⽀援をいただいたおかげであ
るとしみじみ感じております。

• ⽇本⼤学の⽊村翔先⽣、関⼝克明先⽣には、私が研究を始めた学⽣時代
から今⽇に⾄るまで、⻑年にわたり暖かくご指導ご鞭撻をいただきまし
た。改めまして深く感謝申し上げます。

• 私が研究の奥深さと⾯⽩さを感じながら研究できましたのは、⼤学の垣
根を越えた建築⾳響分野の多くの先⽣⽅、諸先輩⽅に、厳しくも暖かい
ご指導と励ましをいただいたおかげです。⼼より感謝申し上げます。

• 研究室の同僚である星和磨先⽣とは研究の夢やビジョンを語り合いまし
た。おかげで研究のモチベーションを持ち続けることができました。こ
の場をお借りして感謝申し上げます。

• 実験や研究の遂⾏には、研究室の歴代の院⽣や学⽣に多⼤な協⼒をいた
だきました。ここに深く感謝申し上げます。


