
3．音響方式の研究

2018年12月１日に開始された新4K8K衛星放送では、マルチチャンネル音響が臨場感を高める重要
な役割を担っている。特に8K番組においては、22.2マルチチャンネル音響（以下、22.2ch音響）の包
み込まれるような迫力のある臨場感が体験可能である。

2010年代は8Kスーパーハイビジョン放送の開始に向けて22.2ch音響の制作、伝送、聴取に関わる実
用的な研究開発を進めた。また、次世代の音響方式であるオブジェクトベース音響に関する研究や標
準化も行った。

基礎分野では、22.2ch音響による高臨場感を再現可能にするスピーカーの配置や、音響空間に関し
て、方向感や残響のレベル、聞き取りやすさなどの観点で認知科学的な研究の成果が多く得られた。

22.2ch音響の番組制作では、膨大な数の音源素材のミキシングシステムや、多様な音場を再現する
３次元残響付加装置を開発し、放送センターのスタジオに導入された。また、2chステレオや5.1サラ
ウンドとの一体化制作のため、アップミックスやダウンミックスに関する研究開発も進めた。マイク
ロホンの研究開発では、22.2ch音響を簡易に収音するためのワンポイントマイクロホンや、雑音下で
の利用を目的としたショットガンマイクロホンを開発した。

放送サービスの実現に向けて、音声符号化方式MPEG-4 AACの標準化に寄与し、22.2ch音響対応
やダウンミックス方式が策定された。放送に必要なビットレートを評価実験で明らかにしたほか、家
庭用機器への実装を目的としたデコーダのソフトウェア化を進めた。

家庭内での聴取を想定し、少ないスピーカー数で22.2ch音響を再生可能にするための信号処理の研
究を進めた。また、波面合成技術によるスピーカーアレーでの再生法を開発した。さらに、頭部伝達
関数を用いたヘッドホンでのバイノーラル再生装置、スピーカーによるトランスオーラル再生装置を
開発した。

22.2ch音響研究で培った知見を活かして、次世代の音声方式であるオブジェクトベース音響の研究
を進めた。地上放送の高度化に向けて、再生に必要なレンダラーや音響メタデータなどの標準化や開
発を行った。また、音声符号化方式として、MPEG-H 3DAの標準化、コーデックの試作を行い、実
証実験を実施したほか、低演算量のプロファイルの策定にも寄与した。スポーツ番組を例に音声差し
替えなどのデモンストレーションを実施し、次世代音声方式の検証を行った。

将来のAR/VRサービス等への応用を目指した音源情報生成・音場再現の研究に着手し、波面合成
技術によりラインアレースピーカーを制御し、スピーカーよりも手前の位置に音像を提示する手法を
開発した。

〔境田　慎一〕

3.1 番組制作技術
3.1.1 22.2ch音響方式

（１） 22.2ch音響制作システム（ミキシングシステム、
残響付加装置）

8Kスーパーハイビジョン（以下SHV）の音響方式で
ある22.2ch音響による番組制作では、ミキシングする音
素材のトラック数も膨大なため、最大1000トラックの音
声を記録・再生・ミキシング可能なミキシングシステム
を2012年度までに開発した。このシステムには、３次元
空間で音が聞こえる方向を制御するために、ジョイス
ティック等で任意の方向に音を定位させる３次元パンニ
ング機能があるが、2011年度には、複数の音の移動や回
転など基本的な制作パターンをひな型として保存して再
利用可能なテンプレート機能を開発し、紅白歌合戦など

の番組制作に使用されるなど、制作時間の大幅な削減を
実現した（1）。（図3.1）

また、放送センターのスタジオやNHKホールといっ
た番組収録によく使用される場所に加え、森の中（屋
外）やエコールームといった特殊空間など、容積や残響
時間が異なる多種多様な音場で測定したインパルス応答
を基に、22方向の残響を生成して音素材に付加する３次
元残響付加装置を開発した（2）。2015年度には、2chステ
レオや5.1サラウンドの既存の残響音データから残響時
間が長い22方向の残響音を生成する手法を開発した。

これら制作機器は、2014年７月に完成した世界初の
22.2ch音響制作用のダビングスタジオCD-606 で実運用
が開始された。
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（２）アップミックス用プリプロセッサー
22.2ch音響の番組を簡易かつ効率的に制作するツール

として、2chステレオまたは5.1サラウンドの音素材を
アップミックス処理して22.2ch音響用の音素材を生成す
るプリプロセッサー（ソフトウェア）を2015年度に開発
した。

（３）適応ダウンミックス装置
22.2ch音響、5.1サラウンド、2chステレオの一体制作

用機器の開発を目的に、2016年度からダウンミックス時
の音色を補正するコヒーレンスコントロール（3）とラウ
ドネス値を補正するラウドネスチェイス（4）の研究を開
始した。2018年度に、これら２つの機能を組み合わせて、
リアルタイム処理可能な適応ダウンミックス装置（5）を
開発した。

（４）22.2ch音響制作スタジオ（CD-606）
放送技術局、技術局と共同で2012年度から進めてきた

ダビングスタジオCD-606（図3.2）の整備が2014年７月
に完了した（6）。番組制作のための先進的音響システム
の規格（7）に準拠した世界初の22.2ch音響制作専用のダ
ビングスタジオである。新開発のミキシングシステムや
8K映像対応の音響透過スクリーン導入などにより、24
個のスピーカーでモニターしながら効率のよい22.2ch音
響編集作業が可能となった。

この研究は、安藤彰男、渡辺 馨、小野一穂、大久保
洋幸、中山靖茂、小森智康、西口敏行、松井健太郎、大
出訓史、杉本岳大、澤谷郁子、森 千晶、入江健介、
佐々木 陽、木下光太郎が主に担当した。

〔大久保　洋幸〕

3.1.2 オブジェクトベース音響方式
次世代の音声方式としてオブジェクトベース音響方式

の検討を2015年度より開始した。オブジェクトベース音
響は、素材となる音声信号と音響メタデータを放送し、
再生環境や視聴者の好みに合わせた信号に受信機で処

理・変換する方式である。
ITU-Rでは、22.2ch音響のスピーカー配置を含むチャ

ンネルベース音響とオブジェクトベース音響のハイブ
リッド方式が標準化された。2015年度はオブジェクト
ベース音響方式を用いる放送サービスについて検討し、
必要となる音響メタデータをITU-Rに提案するなど、国
際標準化に寄与した。2017年度には、音響メタデータで
ある音響定義モデル（Audio Definition Model: ADM）
をライブ制作などで使用するシリアル形式（Serial 
representation of the Audio Definition Model: S-ADM）
に変換する手法を考案し、国際標準化に寄与するととも
に、ADMとS-ADMの変換装置とデジタル音声信号イン
ターフェースを用いたS-ADMの伝送装置を試作した。
2018年度にはS-ADM伝送装置とMPEG-H 3D Audio符号
化装置と接続し、制作から伝送、再生までの動作確認を
行 っ た（ 図3.3）。 開 発 し た 装 置 はNAB2019やITU-R 
SG6の技術展などで展示した。また、IP制作インター
フェースを用いて遠隔地から差替え音声オブジェクトを
制作する検証実験も行った。2019年度は、実際の番組制
作を想定して、オブジェクトベース音響のストリームか
ら必要なメタデータと音声信号を抜き出して再送信する

図3.1　制作システムの機能検証実験の様子

図3.2　CD-606ダビングスタジオ 

図3.3　S-ADM伝送装置とMPEG-H 3D Audio符号化装置
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装置など開発した。また、オブジェクトベース音響の活
用例である、スポーツ番組の実況などの音声差替えに寄
与する技術として、差替えに用いる副音声を効率的に制
作することを目的に、主音声オブジェクトと差替え音声
オブジェクトの音の大きさを一致させる客観指標を提案
し、その妥当性を実験により確認した（8）。

以上の研究は、大久保洋幸、大出訓史、杉本岳大、長
谷川知美、久保弘樹が主に担当した。

〔大出　訓史〕

3.2 収音技術
（１）22.2ch音響ワンポイントマイクロホン

22.2ch音響の制作では、空間内に広く分散配置した多
数のマイクロホンを用いて収音し、それをミキシングす
ることが多い。一方、スポーツ番組の中継などでは、マ
イクロホンの設置位置に制約が生ずることが多く、この
ようなスペースが限られた環境下でも、簡易に22.2ch音
響で収音可能な22.2ch音響ワンポイントマイクロホンの
開発を2010年度に開始した。2010年度は、球体を音響遮
蔽板により立体角に区切り、その中にマイクロホン素子
を設置する構造の、直径60cm、上下２層構造の球形マ
イクロホンを開発した。2011年度には、これを45cmに
小型化するとともに、22.2ch音響のチャンネル配置に合
わせて、上中下３層構造にした小型球形マイクロホンを
開発した。2012年度には、さらに音響遮蔽板の形状を修
正して指向特性を改善し、ロンドン五輪で使用した。あ
わせて、2012年度より球形マイクロホンの小型化に伴う
指向性の劣化を補償する手法の検討を開始し、2013年度
は、そのための信号処理法を開発した（9）。

さらに、2015年度には、正面方向の周波数特性の改善
を目的に、ショットガンマイクロホンアレーによる
22.2ch音響ワンポイントマイクロホンの研究を開始する
とともに、アレーを構成するマイクロホン単体の感度誤

差にロバストな、指向性制御法を考案した（10）。2016年
度には、小型のショットガンマイクロホンと単一指向性
マイクロホンを組み合わせてアレーを構成し（図3.4）、
各チャンネル間の分離性能を広帯域で実現した（11）。
2017年度には、同マイクロホンを技研公開2017で展示す
るとともに、管楽器・弦楽器による八重奏の演奏や遊園
地の風景音などの収音でARIBの３次元マルチチャンネ
ル音響標準音源Aシリーズ（3.5.1項参照）の制作に寄
与した。

また、22.2ch音響ワンポイントマイクロホンを含む、
一般的なアレーマイクロホンの測定の高精度化を目的と
して、通常測定に用いる球面波音源を複数用いることで、
音源から近い距離でも平面波を合成可能な手法を提案し、
効果を検証した（12）。

（２）ショットガンマイクロホン
雑音の多い環境で目的とする音をクリアーに収音する

ためのショットガンマイクロホンの研究を進めた。2010
年度には、2009年度までに試作したリアキャンセルキャ
ンセルマイクロホンについて、スポーツ番組を中心に多
くの番組で試用し、性能や運用性の検証を行った。

一方、2015年度より、従来よりもさらに鋭い指向性を
有するウルトラ指向性マイクロホンの開発を開始した。
2016年度は、より正確に指向特性を予測する手法を考案
し、この手法により１mの長さの音響管を設計し、マイ
クロホンを開発した（13）。2017年度には、スリットが付
いた音響管の内部音場を物理的に計算することで、
ショットガンマイクロホンの指向特性を高精度に予測す
るシミュレーション技術を開発した。本技術を用いて開
発したウルトラ指向性マイクロホンを技研公開2017で展
示した（図3.5）。さらに、信号処理によるサイドローブ
抑圧処理に関する検討を行い、有効性を示した（14）。
2018年度には、低周波数帯域や拡散雑音環境下での性能

図3.4　ワンポイントマイクロホン外観

図3.5　ウルトラ指向性マイクロホン（下）
2017年技研公開において、従来のショットガンマイクロホン（上）と抑圧
性能を比較展示
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向上を目指し、マイクロホン内部にサブアレーを設け、
適応信号処理と組み合わせることで、目的音をより明瞭
に収録可能なマイクロホンの開発を進めた（15）。

（３）大音圧マイクロホン
臨場感の高いSHV番組を制作するために、2011年度

にスペースシャトルやロケットなどの大音圧の発射音が
収録可能なマイクロホンを開発し、スペースシャトルの
発射音を実際に実用上十分な品質で収音した（16）。

以上の研究は、安藤彰男、小野一穂、西口敏行、松井
健太郎、杉本岳大、佐々木 陽、久保弘樹が主に担当し
た。

〔小野　一穂〕

3.3 再生技術
3.3.1 心理音響に基づく方式

（１）22.2ch音響チャンネル数変換再生技術
22.2ch音響の家庭導入を目指して、少ないスピーカー

数で22.2ch音響の高い臨場感を再生するための信号処理
の研究を進めた。2010年度は、受音点での音の大きさと
方向性を保ったまま８チャンネルに自動的にダウンミッ
クスする方式を開発し、技研公開2010で展示した。８
チャンネル再生方式における良好なリスニングエリアの
広さを主観評価実験で調べた結果、３人までが同時に本
来の臨場感を楽しめることが分かった。

2018年度には、22.2ch音響を市販されているホームシ
アターの信号形式に変換して簡易再生する方式を検討し、
技研公開2018などで展示した。

（２）オブジェクトベース音響用レンダラー
次世代の音声方式としてオブジェクトベース音響方式

の再生方式の検討を2016年度より開始した。2016年度に
は、22.2ch音響の音声信号を主要なホームシアターで用
いられるチャンネル数に変換する手法の検討を開始し、
提案した固定ダウンミックス係数が、音の到来方向を保
持するように精緻に算出したダウンミックス係数と比べ、
空間印象を大きく損なわないことを確認した。2017年度
には、受信した音響メタデータと再生スピーカー配置に
合わせて音声信号を変換処理する再生装置（レンダ
ラー）を試作した。また、背景音とダイアログなどの音
声オブジェクトの再生レベルや再生位置を個別に調整す
る機能などのオブジェクトベース音響の基本機能を実装
し、実験用コンテンツを用いてサービスイメージの検証
を行った。2019年度は、制作用レンダラーを開発し、セ
カンドデバイス（主音声を再生するスピーカーとは別に
手元で音を聴くためのスピーカー等）への伝送機能や国
際番組制作を想定して音響メタデータと音声信号の一部

を抽出して再送出する機能、前後や上下に聴取位置を変
える機能の検証を行った。

以上の研究は、安藤彰男、渡辺 馨、小野一穂、大久
保洋幸、松井健太郎、大出訓史、杉本岳大、澤谷郁子、
大石 諭、佐々木 陽、久保弘樹が主に担当した。

〔大久保　洋幸、大出　訓史〕

3.3.2 音場を合成する方式
（１） 波面合成技術を用いた22.2ch音響家庭再生システ

ム
2010年度にフラットパネルディスプレーの周囲に配置

した複数の小型スピーカーユニットによるスピーカーア
レーを用いて22.2ch音響の前方チャンネルを再生するシ
ステムを試作した。これを用いて、2011年度には、画面
上の任意の位置に音を定位させる方式を開発した。また、
音による包み込まれ感を再現する音響信号処理方式を開
発し、技研公開2011で展示した。この研究の一部は、
フォスター電機（株）と共同で進めた。また、画面中央
のチャンネルについては、シミュレーションと実測を行
い、音の波面が正確に形成できていることを確認した。
さらに、周波数特性劣化の原因となるスピーカーユニッ
ト間の位相干渉を緩和する補正関数について検討を進め
た。2012年度は、波面合成技術によって画面上の仮想音
源位置から実音源とほぼ同じ波面が生成できることを実
測で確認した（17）。さらに、新たに定義した評価関数を
使って、この波面の乱れに周波数依存性があることを明
らかにした。韓国電子通信研究院（ETRI：Electronics 
and Telecommunications Research Institute）と共同で、
聴取者の側方および後方の音を再生するために、画面上
下の２本の線状スピーカーアレーを用いた波面合成技術
と、音のビームを形成する技術の検討を進めた。

（２） 音の空間表現のための波面合成技術
聴取者の遠くから近くまで、距離方向の音像制御を目

指して、波面合成法の研究を2019年度から開始した。聴
取者近傍の音像の提示は、アレースピーカーから再生す
る音の波面で所望音像からの波面を合成することにより
実現される。2019年度は、ラインアレースピーカーを用
いて、その駆動信号を最小二乗法により求めるSDM

（Spectral Division Method）を試行し、スピーカーより
近い位置に音像を提示することができることを示した

（図3.6）。
この研究は、安藤彰男、渡辺 馨、小野一穂、大久保

洋幸、中山靖茂、松井健太郎、大出訓史、杉本岳大、澤
谷郁子、大石 諭、佐々木 陽、伊藤敦郎 、北島 周 、木
下光太郎が担当した。

〔大久保　洋幸、松井　健太郎〕
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3.3.3 頭部伝達関数を用いる方式
頭部伝達関数（HRTF：Head-Related Transfer Function）

とは、さまざまな方向から両耳に至るまでの音の伝達特
性を表す関数である。このHRTFの測定と、HRTFを用
いた音場再現技術であるバイノーラル再生法・トランス
オーラル再生法の検討を、2006年度の着手から引き続き
行った。

HRTFの測定は、多方向同時推定による測定時間の短
縮を目的に、2011年度には予測誤差法による同時推定手
法を開発した。2014年度には、測定の事後処理時間を削
減する高速推定手法を開発し、推定誤差を1dB以内に抑
えつつ測定時間を大幅に短縮できることを確認した（18）。

バイノーラル再生法は、22.2ch音響をヘッドホンで再
生することを目的に、2011年度に技術局と共同でヘッド
ホンプロセッサを開発し、2012年度にこのプロセッサに
加速度センサーを利用したヘッドトラッキング機能を追
加した。2011年度に開発したバイノーラル再生装置は、
22.2ch音響のスピーカー配置に相当する方向のHRTFと
音響信号とをリアルタイムで畳み込み、再生に用いる
ヘッドホンの音響特性をキャンセルすることによってそ
の音響空間を再現する。2011-2012年度には、HRTFを
周波数特性などの特徴量に基づいて分類し、聴取者に適
したHRTFを選択する手法を開発した。2014年度には、
HRTFをより低次元のFIRモデルで（19-20）、2017年度には、
再生環境の特性を含むHRTFを低次元の状態空間モデル
で記述する手法を開発し（21）、それぞれのモデルに基づ
く制御を実装したバイノーラル再生装置を開発した。

スピーカーによる音場再現技術であるトランスオーラ
ル再生法は、22.2ch音響を少数のスピーカーで簡易に再
生することを目的として、2010年度に検討を開始した。
ステレオ配置の２個のスピーカーによる再生から着手し、
2011年度には、フラットパネルディスプレーに外接する

枠型のアレースピーカーを（22）、2016年度には、ディス
プレーの上下に配置されるラインアレースピーカー（図
3.7）を再生用のスピーカーとして開発した（23）。これら
複数のスピーカーを用いて再生することにより、聴取者
の姿勢変化や移動に対する頑健性が向上することを示し
た。トランスオーラル再生法では、スピーカーの位置か
ら聴取者までの再生音場の特性を補償する処理が必要と
なる。この補償のための逆システムを、2010年度には時
間領域で、2011年度には周波数領域で設計する手法を開
発した。また、2015年度には、出力追従制御を応用した
状態空間での設計法を開発し、聴取者の姿勢変化に対し
て頑健であることを確認した（24-25）。2016年度には、同
設計法を周波数帯域別に拡張した。更に2017年度には、
チャンネル別設計に拡張し、トランスオーラル再生装置
に実装した（26）（図3.8）。

以上の研究は、安藤彰男、中山靖茂、松井健太郎、伊
藤敦郎が主に担当した。

〔松井　健太郎〕
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図3.6　合成された波面

ラインアレースピーカー

図3.7　ディスプレーの上下に配置されたラインアレースピーカー

図3.8　トランスオーラル再生装置
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3.4 音声符号化
3.4.1 22.2ch音響の音声符号化

2012年時点での日本のテレビ放送における音声符号化
方式はMPEG-2 AAC（Advanced Audio Coding）が採
用されていたが、MPEG-2 AACでは規格上22.2ch音響
に対応できないため、22.2ch音響で制作された音声信号
をMPEG-4 AACで伝送するための音声符号化方式の研
究を2012年度から開始した。

2013年度に、MPEG-4 AACで用いる単一チャンネル
とチャンネルペアの割り当てについて検討し（27）、2014
年度には、MPEG-4 AACによる22.2ch音響の符号化に
おいて、放送品質を満たすための所要ビットレートを主
観評価実験で明らかにし（28）、MPEG規格として標準化
された（29） 。2014年度からは5.1サラウンドや2chステレ
オなど、既存の家庭用音響機器に対する後方互換性を担
保する目的で、22.2ch音響のダウンミックス法を考案し
た。主観評価実験で22.2ch音響の音質を維持できるダウ
ンミックス式とダウンミックス係数の初期値を導出し

（30） 、2017年度にMPEG規格として標準化された（31）。さ
らに2014年から放送における音声サービスの多機能化を
目指し、MPEG-4 AACにおけるダイアログ制御機能を
開発した。ダイアログ制御機能はダイアログのレベル制
御機能およびダイアログの差し替え機能から成っており、
前者については主観評価実験を行って機能の有用性を実
証するとともに、2014年度にARIB（（一社）電波産業会）
標準規格として標準化された（32）。

2015年度には標準化した規格の技術内容を検証する目
的で、22.2ch音響の音声信号をリアルタイムに符号化・
復号できる装置を、FPGA（Field Programmable Gate 
Array）とDSP（Digital Signal Processor）を用いて開
発した（33）（図3.9）。開発した音声符号化・復号装置を
用いて制作した音源を勧告ITU-R BS.1387準拠の客観評
価装置で評価した結果、勧告ITU-R BS.1548-4規定の放
送品質を1300 ～ 1600 kbit/sのビットレートで満たすこ
とを明らかにした（33）。2015年度には実際の放送システ

ムを模擬した8K衛星放送実験において、規格および開
発した音声符号化装置の仕様の妥当性を実証した（33）。
さらに2018年度から家庭用音響機器に実装可能な22.2ch
音響対応のAACデコーダライブラリを開発し、22.2ch音
響の普及を促進した（34） （図3.10）。

この研究は、安藤彰男、渡辺 馨、大久保洋幸、中山
靖茂、小森智康、原 直弘、大出訓史、杉本岳大、入江
健介、長谷川知美が主に担当した。

〔杉本　岳大〕

3.4.2 地上放送高度化に向けた音声符号化
次世代音声サービスの開発を目指した新たな音声符号

化方式の研究を、2013年度から開始した。
2013年度からはMPEGにおいて、22.2ch音響の高効率

な符号化および音声サービスの多機能化を目標に、
MPEG-H 3D Audioの標準化を推進した。2015年度に規
格のベースとなるMain プロファイル（35）が発行され、
2016年度には22.2ch音響を伝送可能なレベルとプロファ
イルが規定された（36）。2017年度には、放送システムな
どへの実装を目的としたLC（Low Complexity）プロ
ファイル（37）の発行に寄与した。

MPEGでの標準化と並行して、2015年度からLC プロ
ファイルにおける22.2ch音響の所要ビットレートを主観
評価実験で求め、MPEG-4 AACと比較して２倍以上の
圧縮効率の向上を確認した（38）。2017年度からはリアル

復号装置
符号化装置

図3.9　MPEG-4 AACを用いた22.2ch音響対応の符号化・復号装置

符号化装置 復号装置

図3.11　MPEG-H 3D Audioを用いた22.2ch音響対応の符号化・復号装置

図3.10　 MPEG-4 AACデコーダー
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タイム音声符号化・復号装置の開発を開始した（図
3.11）。PC上で動作するソフトウェアを開発し、22.2ch
音響をMMT（MPEG Media Transport）形式で伝送で
きる構成とした（39）。さらに2018年度には音声符号化・
復号装置をオブジェクトベース音響に対応できるように
改修し、ダイアログのレベル制御機能、ダイアログの差
し替え機能および音声フォーマット変換機能を実装した（40）。

2018年度には開発した音声符号化・復号装置を用いて、
総務省の電波資源拡大のための研究開発「地上テレビ
ジョン放送の高度化技術に関する研究開発」の一環とし
て東京地区と名古屋地区で行われた地上放送高度化方式
の実証実験に寄与するとともに（41）、音声オブジェクト
ごとに最適なビットレートを割り当てる手法を提案して
MPEG-H 3D Audioの所要ビットレートを示した。

この研究の一部は、2015年度よりフラウンホーファー
集積回路研究所と連携して行った。

この研究は、安藤彰男、大久保洋幸、小森智康、大出
訓史、杉本岳大、青木秀一、長谷川知美、久保弘樹が主
に担当した。

〔杉本　岳大〕

3.5 音響認知科学
3.5.1 22.2ch音響の要求条件

（１）スピーカー再生の検知限
22.2ch音響方式のスピーカー配置の有効性を確認する

ため、2000年度より継続しているスピーカー配置に基づ
く音の空間印象を調べる音響認知科学の研究を進めた。

2010年度には、垂直面に円状配置したスピーカーの設
置間隔を変える主観評価実験を行い、スピーカーの設置
間隔が45度以下であれば、垂直方向の音の空間的なつな
がりが良好であることを示した（42）。2011年度には、水
平面の上層と中層に円状に配置したスピーカーの設置間
隔による音に包み込まれる印象を調べる主観評価実験を
行い、上層においてもスピーカーの設置間隔が60度以下
であれば、包み込まれ感が再現できることを示した（42）。

また、スピーカーの設置間隔を変えて聴取位置による空
間印象を調べた結果、スピーカー数の増加とともに良好
な空間印象が再現可能な聴取範囲が広がることが確認で
きた（43）。2012年度には、水平面の上・中・下の３層に
円状に配置した複数のスピーカーを用いて音の到来方向
の再現度を調べ、スピーカー間隔が60度以下であれば、
音の到来方向を実音源と同じ精度で再現可能であること
を示した（44）。

（２）三次元マルチチャンネル音響標準音源
22.2ch音響の普及促進を目指し、テスト用の標準音源

の作成に寄与した。2010年度よりマイクロホンの設置間
隔や配置を変えて音源を収録するなどの実験音源制作を
開始した。2016年度よりARIBの３次元マルチチャンネ
ル音響標準音源Aシリーズの制作に協力するとともに、
評価項目や収録条件などをまとめた解説書を作成した。
2017年度には、同音源が（一社）映像情報メディア学会
より発刊された。

以上の研究は、安藤彰男、渡辺 馨、小野一穂、大出
訓史、澤谷郁子、ベーマ・ヨハン一郎、森 千晶、佐々
木 陽、長谷川知美、久保弘樹、北島 周が主に担当した。

〔大出　訓史〕

3.5.2 音響空間知覚
人の音響空間の知覚メカニズムを解明するため、音響

空間知覚の研究を2013年度より開始した。
音が両耳に伝わる伝達特性における方向感の特徴量を

調べるため、方向感の強調フィルタの研究を進め、2013
年度は後方感を強調するフィルタを試作し、2014年度に
は仰角に依存する周波数特性を付加して、その有効性を
示した（45）。また、音の伝達特性に反射音を付与するこ
とで、音の前後方向の知覚がより正確になることを確認
した（46）。さらに、22.2ch音響の３次元残響付加装置に
ついて、残響のレベル制御による空間的印象の関係を調
査し、包まれ感の制御機能を開発した（47）。2015年度には、
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図3.12　試作した感動メーターの例
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耳介の高さによる頭部伝達関数の違いを数値計算によっ
て調べるとともに（48）、耳介の高さを大きく変形させた
耳介模型を用いて収録した音源を用いて主観評価実験を
行い、耳介が高い方が前後の違いが分かりやすくなるこ
とを確認した（49）。2016年度には、側方に設置したスピー
カーから帯域抑圧した音声信号を再生することで後方か
ら音が聞こえるように知覚される効果を確認し、後方強
調フィルタとして提案した（50）。

2016年度に、パブリックビューイングなどでの22.2ch
音響の聴き取りやすさの向上を目指した検討を行った。
音声信号の帯域ごとのチャンネル間相関を加味し、音声
信号と環境音の周波数帯域ごとのレベル差に基づき、再
生レベルを逐次補正することで、22.2ch音響の聴き取り
が改善されることを確認した（51）。

2019年度に、22.2ch音響のスピーカー配置の中心位置
以外でも良好に聴取するために、聴取位置近くで再生さ
れる音声信号を複数のスピーカーに分配することで広い
範囲で音圧レベルの極端な偏りを抑制する補償法を考案
し、主観評価実験によりその効果を確認した（52）。また、
山梨大学、アルパイン（株）と協力し、22.2ch音響を車
室内で聴取した場合の音の空間印象を主観評価実験で確
認した。

以上の研究は、小野一穂、大久保洋幸、中山靖茂、西
口敏行、大出訓史、杉本岳大、長谷川知美、久保弘樹、
北島 周が主に担当した。

〔大出　訓史〕

3.5.3 ラウドネス測定法
番組間の音の大きさを合わせるために、22.2ch音響用

ラウドネス測定法の研究を2010年度より開始した。
2010年度に、勧告ITU-R BS.1770-2に準拠したラウド

ネス測定ソフトウェアを作成し、番組制作現場に提供し
た。2013年度に、22.2ch音響用ラウドネスメーターを試
作し、NHK紅白歌合戦のPV用のSHV番組制作で試験運
用した。2014年度には頭部伝達関数から方向別の音の大
きさを推定し、重み係数としてITU-Rに提案し、2015年
度には、提案した重み係数の妥当性を調べる主観評価実
験を実施した（53）。また、ITU-R（54）とARIB（55）におけ
る規格改訂に寄与した。

2019年度は、オブジェクトベース音響用ラウドネス測
定法の研究を開始した。制作時とは異なるスピーカー配
置で聴取することを想定し、音声信号をスピーカー配置
に合わせて変換処理した音声信号を用いて音の大きさを
調整する主観評価実験を行い、信号処理前の音声信号を
用いるよりも信号処理後の音声信号を用いた方が、測定
精度が向上することを示した。

以上の研究は、安藤彰男、小野一穂、中山靖茂、小森

智康、西口敏行、大出訓史、杉本岳大、入江健介、久保
弘樹が主に担当した。

〔大出　訓史〕

3.5.4 超臨場感メーター
人が良い音・感動する音と感じる要因を明らかにし、

音の客観評価法を確立するため、2009年度から2015年度
まで、（独）情報通信研究機構（NICT）の委託研究

「革新的な三次元映像技術における超臨場感コミュニ
ケーション技術の研究開発」の一部を受託し、音による
臨場感の要因や音の印象評価値に対応する音響特徴量を
明らかにする研究を進めた。

2010年度には、音楽聴取における音の印象の逐次変化
をリアルタイムに回答する主観評価実験を行い、音の広
がり感が大きく変化した時刻とほぼ同時刻に感動の評価
値が大きく変化することを示した（56）。2011年度には、
再生スピーカー数などの再生条件が空間印象や臨場感に
与える影響を調べ、音圧レベルや両耳間相関度などの音
響特徴量から感動の分類ごとの評価値を推定する感動
メーターを試作した（図3.12）（57）。2012年度には、音
楽聴取時の音響印象の時間的な変化を調べ、楽曲全体の
評価値の相関が高い印象は時系列データで比較しても相
関が高いこと、楽曲全体の評価値の相関が低い場合で
あっても印象の時間的な変化は同期することを示し
た（58）。2013年度は、音響特徴量から音響印象を推定す
るモデルを聴取開始時からの時系列データを利用するモ
デルに拡張し、音響特徴量の瞬時値や平均値を用いるよ
り、時系列データを音響特徴量の大きい順に並べたとき
の上位５％の値を用いた方が、各時刻における音響印象
の推定精度が向上することが分かった（59）。2014年度は
コンテンツを増やして学習データベースを構築し、推定
精度の向上に努めた。2015年度には音響システムによる
再生音の音響特徴量の違いから音響印象をリアルタイム
に推定する超臨場感メーターを試作した。

以上の研究は、安藤彰男、中山靖茂、小森智康、大出
訓史、ベーマ・ヨハン一郎、長谷川知美が主に担当した。

〔大出　訓史〕

3.6 標準化
22.2ch音響およびオブジェクトベース音響の標準化を

継続した。
ITU-Rでは、先進的マルチチャンネル音響の要求条件

を提案し、2011年度に勧告ITU-R BS.1909として承認さ
れた（60）。22.2ch音響のスピーカー配置を含むチャンネ
ルベース音響とオブジェクトベース音響のハイブリッド
方式である先進的音響システムを諸外国の放送局・研究
機関と提案し、2013年度に勧告ITU-R BS.2051として承
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認された（61）。2014年度に音声符号化方式（62）と主観評
価法（63）の勧告改訂を提案し、承認された。2015年度に、
22.2ch音響を含む任意のマルチチャンネル音響用のラウ
ドネス測定法を提案し、勧告ITU-R BS.1770-4として承
認された（64）。また、オブジェクトベース音響方式で用
いられる音響メタデータ（65）や音声ファイル形式（66）の
勧告化に寄与した。2016年度に、22.2ch音響を含む複数
の音響方式の番組音声を伝送するときのチャンネルの順
番を規定する勧告ITU-R BS.2102を提案し、承認され
た（67）。このほか、オブジェクトベース音響方式で用い
られる音響メタデータである音響定義モデル（ADM）
の共通定義の勧告ITU-R BS.2094（68）の発行、ダウン
ミックス係数を指定する記述子を追加するADMの勧告
ITU-R BS.2076の改訂、ラウドネス測定法の確認用テス
ト音源に関するレポート（69）に22.2ch音響方式を追加す
る改訂などに寄与した。2017年度に音響定義モデル

（ADM）のシリアル形式（S-ADM）を提案し、2018年
度に勧告ITU-R BS.2125として承認された（70）。また、
2018年度に、22.2ch音響の素材伝送で使用する所要ビッ
トレートを追記する勧告改訂を提案し、承認され
た（71, 72, 73）。室内音響調整法のレポートITU-R BS.2419

（74）、ネット配信におけるラウドネス運用に関するレ
ポートITU-R BS.2434（75）の策定に寄与した。2019年度に、
オブジェクトベース音響で用いるレンダラーの勧告
ITU-R BS.2127（76） とガイドラインのレポートITU-R 
BS.2466（77）の策定に寄与した。また、映像付き主観音
質評価法の勧告ITU-R BS.2126（78）や参照刺激なし多重
刺激主観音質評価法の勧告ITU-R BS.2132（79）の策定、
オブジェクトごとのレベル調整用記述子などを追加する
ADMの勧告ITU-R BS.2076や圧縮データ用のチャンク
を追加する64ビット音声ファイル形式の勧告ITU-R 
BS.2088の改訂などに寄与した。

ARIBでは、ITU-Rでの標準化と並行して22.2ch音響
と7.1ch音 響 の ス タ ジ オ 規 格 を 提 案 し、2013年 度 に
STD-B59として発行された（80）。2014年度に、SHV放送
の音声符号化方式としてMPEG-4 AACとダイアログ制
御法を提案し、符号化方式の標準規格STD-B32の改定
に寄与した（81）。2016年度に、ITU-R勧告の改訂を受け
て22.2ch音響を含むスタジオ規格STD-B59とラウドネス
運用規定TR-B32（82）の改定に寄与した。また、制作ス
タジオにおける室内音響調整において測定誤差を軽減す
る方法を提案し、22.2ch音響を含むスタジオ規格の
STD-B59と5.1サラウンドのガイドラインTR-B30の改定

（83）を提案し、承認された。2018年度に、22.2ch音響の
制作ガイドラインTR-B44の策定に寄与した（84）。

SMPTEでは、2011年度に、22.2ch音響をMXF（Material 
eXchange Format）で記述するためのメタデータの規

格ST377-4が承認された（85）。2014年度に、22.2ch音響を
含む３次元マルチチャンネル音響の互換運用に関するレ
ポートER 0989が承認された（86）。2018年度に、22.2ch音
響を含むマルチチャンネル音響のIP制作インターフェー
スの伝送規格ST 2110-31（87）の発行に寄与した。2017年
度にITU-Rで規定された番組制作用の音響メタデータで
あるシリアル形式の音響定義モデル（88）をAES3デジタ
ル音声インターフェースで伝送する方式を提案し、2019
年度にST 2116として承認された（89）。

MPEGでは、22.2ch音響の音声符号化に関する標準化
が2013年 度 か ら 開 始 さ れ た。2014年 度 に、MPEG-4 
AACにおける22.2ch音響のチャンネル配置と符号化法
の標準化に寄与した（29）。2017年度にMPEG-4 AACにお
ける22.2ch音響のプロファイル、レベルおよびダウン
ミックス法の標準化に寄与した。2019年度には上記追補
を統合したMPEG-4 Audio第５版が発行された（31） 。

次世代音声サービスに関する音声符号化方式の開発を
目指して、MPEG-H 3D Audioでの標準化活動を2013年
度から開始した。2015年度に規格のベースとなるMain 
プロファイル（35）が標準化された。2016年度に22.2ch音
響を伝送可能なレベルとプロファイルが標準化された

（36）。2017年度に放送システムなどへの実装を目的とし
たLC（Low Complexity） プロファイル（37）が標準化さ
れた。2019年度にはより簡易なプロファイルとして
Baselineプロファイルを提案した。

EBU（European Broadcasting Union）では、音響シ
ステムを検討するグループに参加し、音響メタデータや
レンダラー、ラウドネス測定法などの議論に参加した。
2017年、BTF（Broadcast Technology Futures Group）
に設置されたオブジェクトベース音響に必要なレンダ
ラーを検討するグループに参加した。2018年、次世代音
響方式で使用するレンダラーの仕様を記載した技術文書
Tech 3388、音響メタデータの制作用プロファイルの技
術文書Tech 3392、品質評価実験の結果をまとめた技術
資料TR 043が発行された。以降、BTFの活動を引き継
いだ音響システムグループの議論に参加し、音響メタ
データの伝送実験に寄与した。

AES（Audio Engineering Society） で は、2011年 度
にBWF（Broadcast Wave File） を 規 定 す るAES31-2-
2006を、国際電気標準会議（IEC）の規格IEC62574に準
拠したマルチチャンネル音響に対応するよう拡張案を提
案した。2012年度に、AES3と同じ物理層で、最大32チャ
ンネルのオーディオ信号を伝送するための新規格を提案
した。2017年度から2018年度にかけて、インターネット
でストリーム配信されるテレビ番組のラウドネスの目標
値について、各国の放送ルール（日本は－24LKFS）に
従うことを原則とする技術ガイドライン （90）、規格 （91）
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の発行に寄与した。
（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）からIECに

提案される22.2ch音響の普及促進に関連する規格文書作
成に寄与した。2010年度に、入力機器、デジタルオー
ディオインターフェース、出力機器の互換運用を目的に、
22.2ch音響を含む汎用のチャンネル名称およびチャンネ
ル割り当てを提案し、2011年度にIEC62574として発行
された。また、デジタルオーディオインターフェースを
規定するIEC60958-3（92）に、IEC62574に準拠したマルチ
チャンネル音響システムの情報をメタデータとして付加
できるようにするための改定案を提案した。2012年度に、
IEC62574として規格化された22.2ch音響のチャンネルア
サインメント情報をデジタルオーディオI/Fで伝送する
ためのIEC60958-3の改定作業を行い、草案が承認された。
2018年度に、家庭内で22.2ch音響を再生するための
MPEG-4 AACの22.2ch音響信号を光インターフェース
で伝送する規格（IEC 61937-11）の策定に寄与した（93）。

CTA（Consumer Technology Association）において、
HDMIでMPEG-4 AACの22.2ch音響信号を伝送する規格

（CTA-861.5）の改訂に寄与した（94）。2019年度に、一般
的なマルチチャンネル音響システムのチャンネルラベル
に22.2ch音響を含むさまざまなシステムのラベルを追記
するIEC 62574 ED2 の改訂に寄与した（95）。

この活動は、安藤彰男、渡辺 馨、小野一穂、大久保
洋幸、中山靖茂、小森智康、西口敏行、大出訓史、杉本
岳大、澤谷郁子、森 千晶、佐々木 陽、長谷川知美、久
保弘樹が主に担当した。

〔大出　訓史、杉本　岳大、大久保　洋幸、小野　一穂〕
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