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あらまし パラメトリックスピーカは，音響信号の振幅によりキャリアと呼ばれる超音波を変調した振幅変調
波を大音圧で放射することで超指向性を実現する．振幅変調波を放射すると，空気の非線形性により，音響信号
が自己復調する．しかしながら，パラメトリックスピーカは空気の非線形性に基づいて音響信号を復調している
ため，復調音の音圧が小さい．また，パラメトリックスピーカから振幅変調波を長時間放射することにより，超
音波素子の疲労破壊が発生し，周波数ピーク雑音が発生する．そこで，本論文ではアドバンスドキャリアを用い
てこれら問題を解決する手法を提案する．アドバンスドキャリアとはパラメトリックスピーカのもつ各問題点を
解決するための最適なキャリアであり，キャリアの波形や周波数を目的に合わせて制御する特徴をもつ．具体的
には，復調音の音圧を改善するために，キャリアの波形がもつエネルギーを増幅した矩形アドバンスドキャリア
を最初に提案する．次に，周波数ピーク雑音を低減するために，キャリア周波数が超音波素子の共振周波数を中
心に時間遷移する周波数アドバンスドキャリアを提案する．評価実験の結果，各提案手法の有効性を確認した．
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超指向性を実現し，特定の範囲にのみ音を伝搬するこ
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とが可能である．この特徴を利用して，パラメトリッ

現在，音声や楽曲を再生する手段としてスピーカが
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範囲に伝搬することが可能である．しかしながら，そ

音波を変調した振幅変調波を大音圧で放射する．振幅
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を与える可能性がある．そこで，この問題を解決する

号が自己復調する [5]．この復調現象は超音波である

手段として特定の範囲にのみ再生音を伝搬可能な超指

振幅変調波の放射範囲内でのみ発生するため，パラメ

向性スピーカが必要とされている [1]．

トリックスピーカは特定の範囲にのみに復調音を伝搬

近年，その超指向性を実現するスピーカとしてパラ

可能である．しかしながら，パラメトリックスピーカ

メトリックスピーカ [2], [3] が注目されている．パラメ

は空気の非線形性に基づいて音を復調しているため，

トリックスピーカは超音波の直進性を利用することで

復調音の音圧が小さいという問題がある [6], [7]．その
ため，雑音の多い実環境でのパラメトリックスピーカ
の利用は困難である．また，パラメトリックスピーカ
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圧が定常であり周波数ピークを有する周波数ピーク雑
音が発生し，音質が低下する問題が発生する．
そこで本論文では，アドバンスドキャリアを用いて
これらの問題点を改善する手法を提案する．まず，復
調音の音圧が小さい問題に対して，キャリアの波形がも
つエネルギーを増幅することで復調音の音圧を改善す
る手法を提案する．具体的には，振幅変調方式のキャ
リアとして，キャリアの波形を矩形波に変化させた矩
形アドバンスドキャリアを利用する．これにより，最
大振幅が同等の場合，一般的にパラメトリックスピー
カにおける変調方式で利用されている余弦キャリアと
比較して，矩形アドバンスドキャリアの波形がもつエ
ネルギーが大きくなる．そのため，キャリアの音圧が
増幅し，復調音の音圧を改善することが可能となる．
次に，超音波素子の疲労破壊によって周波数ピーク
雑音が発生する問題に対して，キャリア周波数が超音
波素子の共振周波数を中心に時間遷移することで周
波数ピーク雑音を抑圧する手法を提案する．具体的に
は，キャリア周波数が超音波素子の共振周波数を中心
に時間遷移する周波数変調アドバンスドキャリアを利
用する．これにより，放射音の音圧の損失を抑えつつ，
周波数ピーク雑音の音圧を低減させることが可能であ
る．これらの提案手法について，評価実験を行い有効
性を確認する．

2. パラメトリックスピーカの問題点

図 1 40 kHz の余弦キャリアを放射した際のスペクトログ
ラム
Fig. 1 Spectrogram of the observed 40 kHz carrier with cosine
wave.

パラメトリックスピーカはキャリアと呼ばれる超音
波を，音声や楽曲などの音響信号で振幅変調した振

また，もう一つの問題点として，パラメトリックス

幅変調波を放射する [9]．この振幅変調波をパラメト

ピーカからこの振幅変調波を長時間かつ大音圧で放射

リックスピーカから大音圧で放射すると，空気の非線

し続けると，超音波素子が大きく振動し，共振による超

形性により，音響信号が自己復調する．また，パラメ

音波素子の疲労破壊が発生することにも注目する．こ

トリックスピーカは複数の超音波素子を密集するよう

の結果，超音波素子が疲労破壊したパラメトリックス

に配置した構造である [10]．この超音波素子は，特定

ピーカから，従来の変調方式による振幅変調波を放射

の周波数で鋭い共振周波数をもつ周波数特性であり，

した際に，音圧が定常であり周波数ピークを有する周

等価回路，駆動アンプから見て容量負荷になっている

波数ピーク雑音が可聴帯域に発生し，音質が低下する．

と考えられる．パラメトリックスピーカは大音圧で振

また，キャリア周波数が超音波素子の共振周波数と一

幅変調波を放射する必要があるため，超音波素子の共

致するとき，超音波素子の振動は最大となること [12]

振周波数をキャリア周波数として振幅変調を行う．こ

が知られている．したがって，このとき，超音波素子

うして，パラメトリックスピーカから大音圧で振幅変

が疲労破壊したパラメトリックスピーカから発生する

調波の放射を実現する．

周波数ピーク雑音の音圧は最大となる．図 1 にそれぞ

ここで，パラメトリックスピーカの問題点として，

れ正常なパラメトリックスピーカ，超音波素子が疲労

復調音の音圧が小さいという問題 [11] に注目する．こ

破壊したパラメトリックスピーカから超音波素子の共

れは，パラメトリックスピーカは空気の非線形性に基

振周波数である 40 kHz のキャリアを放射した際のス

づいて音響信号を復調していることが要因である．

ペクトログラムを示す．図 1 の横軸は時間，縦軸は周
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波数，カラーバーは収録音の対数パワースペクトルを
示す．正常なパラメトリックスピーカ（MITSUBISHI，

MSP-50E）は，図 1（a）のように超音波素子の共振周
波数である 40 kHz に出力のピークをもち，共振周波
数から離れるほど減衰する特性がある．一方図 1（b）
では，図 1（a）と比較して，可聴帯域である 4〜20 kHz
周辺に周波数ピーク雑音として複数のピーク成分が現
れていることが確認できる．共振による疲労破壊への
従来の対策として，共振周波数の利用を避けるという
方法が挙げられる [12]．この対策をパラメトリックス
ピーカに適用した場合，超音波素子の共振周波数では
ない周波数を振幅変調波におけるキャリア周波数とし
て用いることにより，超音波素子の振動が小さくなり，

Fig. 2

図 2 提案手法の概要
Overview of proposed method.

周波数ピーク雑音の音圧は低減すると考えられる．し
かし，超音波素子の共振周波数をキャリア周波数とし

ラメトリックスピーカは，目標信号の振幅により余弦

て用いないことにより，パラメトリックスピーカから

キャリアを変調した振幅変調波を大音圧で放射する．

放射される振幅変調波の音圧も同様に低下し，この結

n を離散時間指標，vC (n) を余弦キャリア，vS (n) を音

果，復調音の音圧も低下すると考えられる．よって，

響信号とすると，余弦キャリアと音響信号は次式で表

従来の変調方式と同等の放射音の音圧を保持しつつ，

せる．

パラメトリックスピーカから発生する周波数ピーク雑
音の音圧を低減する手法が必要である．
本論文では，これらの問題点に対して変調に使用さ
れるキャリアの波形や周波数を制御することにより問
題の解決を目指す．

3. アドバンスドキャリアによるパラメト
リックスピーカの音圧改善と周波数ピー
ク雑音低減
3. 1 提案手法の概要
本論文では，アドバンスドキャリアを用いた復調音
の音圧改善と周波数ピーク雑音低減手法を提案する．

)
2π fC n
,
F
(
)
2π fS n
vS (n) = cos
,
F
(

vC (n) = AC cos

(1)
(2)

ここで，式 (1)，(2) において AC は余弦キャリアの最
大振幅，F は標本化周波数， fC ， fS は余弦キャリア及
び音響信号の周波数を表す．振幅変調波 vAM (n) は音
響信号 vS (n) により余弦キャリア vC (n) を振幅変調す
ることで設計され，次式で表せる．

vAM (n) = {1 + mAM · vS (n)}vC (n),

(3)

図 2 に提案手法の概要を示す．初めに図 2 の Step 1

ここで，mAM は振幅変調度を表す．通常，0 < mAM ≤ 1

において解決したい問題点に合わせてアドバンスキャ

で変調を行い，mAM > 1 とすると過変調となり信号が

リアを設計する．次に，図 2 の Step 2 において設計

ひずむ．この振幅変調波をパラメトリックスピーカか

したアドバンスドキャリアを用いて振幅変調波を設計

ら大音圧で放射すると，空気の非線形性により，振幅

する．3. 2 で余弦キャリアを用いたパラメトリックス

変調波がひずむ．このとき，振幅変調波がもつキャリ

ピーカの再生原理を，3. 3 で矩形アドバンスドキャリ

アと側波帯の差音が音響信号の周波数 fS と一致する

アを用いた復調音の音圧改善手法，3. 4 で周波数変調

ため，音響信号が復調音として再生される．

アドバンスドキャリアを用いた周波数ピーク雑音低減
手法を提案する．

3. 2 余弦キャリアを用いたパラメトリックスピー
カの再生原理

3. 3 矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカの音圧改善
本節では，矩形アドバンスドキャリアを用いたパラ
メトリックスピーカの音圧改善手法を提案する．図 3

本節では，従来手法である余弦キャリアを用いたパ

に時間軸における矩形アドバンスドキャリアを用いた

ラメトリックスピーカの再生原理について述べる．パ

振幅変調波の設計及び音響信号の復調に関する流れを
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図 3 時間軸における矩形アドバンスドキャリアを用いた振幅変調波の設計及び音響信号
の復調に関する流れ
Fig. 3 Flow of the generation of the amplitude-modulated wave using the advanced carrier with
periodic square-wave and demodulation of audible sound in time domain.

示す．図 3 において，vCSQ (n) は矩形アドバンスドキャ

次に，矩形アドバンスドキャリア vCSQ (n) 及び振幅

リア，vAMSQ (n) は vCSQ (n) を用いて振幅変調を行った

変調波 vAMSQ (n) の設計について説明する．はじめに

振幅変調波を示す．ここで，パラメトリックスピーカ

図 3 の Step 1 において，余弦キャリアを変換し矩形

における従来の変調方式は，キャリアに余弦波を利用

アドバンスドキャリアを設計する．式 (1) の余弦キャ

している．一方，通信工学や機械工学などの他分野で

リア vC (n) を次式によって矩形アドバンスドキャリア

は，キャリアにパルス波を利用したパルス振幅変調方

vCSQ (n) に変換する．

式 [13] が利用されている．パルス振幅変調方式は音響
信号によりパルス波を変調する方式であり，変調波の
波形が矩形波になる．矩形波の特徴として，余弦波と
比較して最大振幅が同等のときに矩形波の波形がもつ
エネルギーが大きいことが挙げられる．ここで，理想
的な条件下において N を 1 周期とすると余弦波及び矩
形波の 1 周期の波形がもつエネルギー Pcosine , Psquare
は次式で表せる．

Pcosine =

−1
N
∑

(
AC cos

n=0

Psquare =

N
−1
∑

)
2
2πn 2 N AC
=
,
F
2

(4)

{
vCSQ (n) =

AC,

(vC (n) > 0),

−AC,

(vC (n) ≤ 0).

(6)

ここで，矩形アドバンスドキャリアは以下の条件を満
たすように設計する．

nλ =

F
,
fC

(nλ ≥ 4, nλ ∈ N),

(7)

nλ は 1 波長に利用する標本数，N は自然数の集合を示
す．ここで，標本化定理を満たすために矩形波の 1 波
長に利用する標本数 nλ は 4 以上の自然数とする．ま

A2C

=

N A2C .

(5)

n=0

た，キャリアの周波数 fC は超音波素子の共振周波数
に近い必要がある．式 (7) の設計条件を満たさない場

式 (4)，(5) より余弦波及び矩形波の最大振幅が同等の

合，キャリアの 1 波長に利用する標本数が不足する．

場合，矩形波のエネルギーは余弦波のエネルギーの 2

そのため，キャリアは所望の周波数成分以外の周波数

倍になることが確認できる．ただし，式 (5) は超音波

成分を含み，音響信号以外の復調音が発生するため，

素子の特性により全エネルギーで駆動することは難し

音質が劣化する．

く，エネルギーが減衰する可能性がある．また，振幅

次に，図 3 の Step 2 において矩形アドバンスドキャ

変調波におけるキャリアの音圧が増幅した場合，復調

リアを用いて振幅変調波を設計する．音響信号 vS (n)

音の音圧も増幅する [14]．そこで，波形が矩形波とな

により矩形アドバンスドキャリア vCSQ (n) を振幅変調

る矩形アドバンスドキャリアを音響信号により振幅変

した振幅変調波 vAMSQ (n) は次式で表せる．

調した振幅変調波 vAMSQ (n) をパラメトリックスピー
カより放射する．

{
}
vAMSQ (n) = 1 + mSQ · vS (n) vCSQ (n),

(8)
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図 4 周波数領域における周波数変調アドバンスドキャリアを用いた振幅変調波の設計及
び音響信号の復調に関する流れ
Fig. 4 Flow of the generation of the amplitude-modulated wave using the advanced carrier with
frequency-modulated wave and demodulation of audible sound in frequency domain.

ここで，mSQ は矩形アドバンスドキャリアを振幅変調

周波数ピーク雑音の音圧低減を実現する，また，提案

する際の振幅変調度を表す．通常，0 < mSQ ≤ 1 で変

手法では，キャリア周波数が時間遷移する周波数変調

調を行い，mSQ > 1 とすると過変調となり信号がひず

アドバンスドキャリアを用いて振幅変調波を設計する

む．以上により，矩形波である矩形アドバンスドキャ

ため，キャリア周波数と同様に，両側波帯の周波数も

リアを用いた振幅変調波が設計可能である．矩形アド

時間遷移する．したがって，キャリアと側波帯の差音

バンスドキャリアで設計した振幅変調波の波形は矩形

である復調音は，従来手法を用いた場合と同様に復調

波となっており，波形のもつエネルギーが余弦波で設

する．

計した振幅変調波と比較して 2 倍に増幅するため，復
調音の音圧改善が期待できる．

3. 4 周波数変調アドバンスドキャリアを用いたパラ
メトリックスピーカの周波数ピーク雑音低減

次に，周波数変調アドバンスドキャリアの設計につ
いて説明する．初めに，図 4 の Step 1 において，キャ
リア周波数が時間遷移する周波数変調アドバンスド
キャリアを設計するために，従来手法における余弦

本節では，キャリア周波数が超音波素子の共振周波

キャリアに対して周波数変調 [15] を行う．周波数変

数を中心に時間遷移する周波数変調アドバンスドキャ

調とは，キャリアの周波数を変調信号の振幅に応じて

リアを用いることで，パラメトリックスピーカから発

変調する方式である．余弦キャリア vC (n) を変調信号

生する周波数ピーク雑音を低減する手法を提案する．

vM (n) で周波数変調した周波数変調アドバンスドキャ

図 4 に周波数領域における周波数変調アドバンスド

リア vCFM (n) を次式に表す．

キャリアを用いた振幅変調波の設計及び音響信号の復
調に関する流れを示す．図 4 において，vCFM (n) は周
波数変調アドバンスドキャリア，vAMFM (n) は vCFM (n)
を用いて振幅変調を行った振幅変調波を示す．従来手
法では，超音波素子の共振周波数をキャリア周波数と
して用いるが，このとき，周波数ピーク雑音の音圧は
最大となる．一方，提案手法では，キャリア周波数を

(

)
n−1
∑
2π fC n
vCFM (n) = AC cos
+ kFM ·
vM (τ) , (9)
F
τ=0
(
)
2π fM n
vM (n) = AM cos
,
(10)
F
kFM =

2π · ∆ f
,
AM

(11)

時間遷移させることで周波数ピーク雑音の音圧を非定

ここで，AM は変調信号の最大振幅， fM は変調信号の

常とし，結果として周波数ピーク雑音の音圧を低減で
きる．同時に，キャリア周波数を時間遷移させる際に，

周波数，∆ f は最大周波数偏移， k FM は偏移変数を表
す．式 (10) において，キャリアの周波数を時間遷移さ

超音波素子の共振周波数を中心にすることで，共振周

せるために三角関数を採用している．これはキャリア

波数を用いないことによる音圧の損失を抑える．以上

周波数としてホッピングなど周波数が急しゅんに変化

により，提案手法は，放射音の音圧の損失を抑えつつ，

する時間遷移を行った場合，不連続点の影響により，
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突発性雑音が発生するためである．また，式 (9) は式

(10)，(11) と三角関数の加法定理を用いて次式で表さ
れる．

提案手法の有効性を確認するために，評価実験を実

)
n−1
∑
2π fC n
vCFM (n) = AC cos
vM (τ)
+ kFM ·
F
τ=0
(
(
))
2π fC n ∆ f
2π fM n
= AC cos
+
· sin
,
F
fM
F
(

(12)
ここで，最大周波数偏移 ∆ f を変調信号の周波数 fM
∆f

で割った値 f は周波数変調度を表す．式 (12) におけ
M
る変調信号の周波数 fM は以下の条件を満たすように
設定される．

fM ≤

4. 評 価 実 験

F
.
2

施した．矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカの音圧改善手法の評価実験では，復調
音の音圧及び高調波歪と音質を従来手法と比較した．
また，周波数変調アドバンスドキャリアを用いた周波
数ピーク雑音低減手法の評価実験では，周波数ピーク
雑音の音圧及び復調音の音圧と音質を従来手法と比較
した．

4. 1 矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカの音圧改善手法における復調
音の音圧の評価実験

4. 1. 1 復調音の音圧の評価実験の概要
(13)

復調音の音圧の評価実験では，提案手法の有効性を
確認するために，3. 2 で述べた余弦キャリアを用いた

ただし，変調信号の周波数 fM を大きく設定しすぎる

従来手法である振幅変調方式 (AM)，周波数変調方式

と周波数変調の復調音によって雑音が発生する．また，

(FM) と 3. 3 で述べた提案手法の復調音の音圧を比較

最大周波数偏移 ∆ f も超音波素子の影響を受けるため

した．本実験では音響信号として白色雑音 (0〜8 kHz)

大きく設定しすぎると，共振周波数から大きく離れて

を利用した．また，各手法により設計した変調波の最

しまい，エネルギーが減衰してしまう問題点がある．

大振幅が同等になるように振幅を正規化し，各変調波

そのため，予備実験により最適なパラメタを設定する

を放射した．パラメトリックスピーカの復調が 1.0 m

必要がある．次に，図 4 の Step 2 において，周波数

地点で十分に行われていることを予備実験にて確認し

変調アドバンスドキャリアを用いて振幅変調波を設計

ているため，マイクロホンをパラメトリックスピーカ

する．音響信号 vS (n) により周波数変調アドバンスド

の正面 1.0 m 地点に設置した． L を復調音の音圧レベ

キャリア vCFM (n) を振幅変調した振幅変調波 vAMFM (n)
は次式で表せる．

vAMFM (n) = {1 + mAM · vS (n)}vCFM (n).

ルとすると，以下の式で算出した．

)
σrec 2
,
L = Lpis − 10 log10
σpis
(

(14)

(15)

2. で述べたとおり，超音波素子は共振周波数で急しゅ

ここで， Lpis は騒音計で計測した音響校正器から放射

んなピークを有する周波数特性をもつため，式 (12) に

された音響信号の音圧レベル，σpis, σrec は収録した音

おける最大周波数偏移 ∆ f ，変調信号の周波数 fM に

響校正器から放射された音響信号及び復調音の時間波

よって，放射音の音圧が変化する．そのため，図 4 の

形の標準偏差を表す．表 1，2 にそれぞれ矩形アドバ

Step 1 にあるように，キャリアに対して，周波数変調

ンスドキャリアを用いたパラメトリックスピーカの音

（超音波素子の共振周波数を中心に最大周波数偏移 ∆ f ，

圧改善手法の評価実験機材，評価実験条件を示す．本

変調信号の周波数 fM を設定）を行うことで，放射音

実験では過変調が起こらない条件下で放射音の音圧が

の損失を抑える必要がある．設計した周波数変調アド
バンスドキャリアは超音波素子の共振周波数を中心に
時間遷移するため，放射音の損失を抑えつつ，周波数
ピーク雑音の音圧を低減させることが可能である．以
上により，従来手法と同等の放射音の音圧を保持しつ
つ，周波数ピーク雑音の音圧を低減するために適切な
最大周波数偏移 ∆ f ，変調信号の周波数 fM を設定する
必要がある．

表1

矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメトリック
スピーカの音圧改善手法の評価実験機材
Table 1 Experiment equipment for audible sound enhancement
based on the advanced carrier with periodic square-wave
for the parametric loudspeaker.
Parametric loudspeaker
Microphone
A/D, D/A converter
Power amplifier

MITSUBISHI, MSP-50E
SENNHEISER, MKH 8000
RME, FIREFACE UFX
VICTOR, PS-A2002
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表2

矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメトリック
スピーカの音圧改善手法の評価実験条件
Table 2 Experiment conditions for audible sound enhancement
based on the advanced carrier with periodic square-wave
for the parametric loudspeaker.
Ambient noise level
Samplimg frequency F
Quantization
Carrier frequency fC
Environment
Number of samples used for
one waveform nλ
AM index mAM , mSQ

LA = 21.0 dB
192 kHz
32 bits
38.4 kHz
Soundproof room
(T60 = 0.15 s)
5 samples
1.0

Fig. 6

図 6 復調音の SSHD の評価実験結果
Experimental results for the SSHD of demodulated sound.

4. 2 矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカの音圧改善手法における復調
音の高調波歪の評価実験

4. 2. 1 復調音の高調波歪の評価実験の概要
復調音の高調波歪の評価実験では，提案手法によ
り改善した復調音の音圧が高調波歪による影響でな
いことを確認するため，3. 2 で述べた余弦キャリア
図 5 音圧改善手法における復調音の音圧の評価実験結果
Fig. 5 Experimental results for the sound pressure of demodulated sound in the audible sound enhancement method.

を用いた従来手法である AM，FM と 3. 3 で述べた提
案手法の信号対第 2 次高調波歪比（Signal-to-Second

Harmonic Distortion ratio: SSHD）を比較した．本実験
最大になるよう，振幅変調度 mAM ，mSQ を 1.0 と設定
した．

4. 1. 2 復調音の音圧の評価実験の結果と考察
図 5 に音圧改善手法における復調音の音圧の評価実
験結果を示す．横軸は変調方式，縦軸は復調音の音圧
レベルを表す．図 5 より，提案手法の音圧レベルは，
従来手法である AM と比較して 4.8 dB，FM と比較し
て 2.9 dB 改善していることを確認した．従来手法で
ある AM と提案手法を比較すると，提案手法の音圧が

4.8 dB の向上に留まっており，理論値である 6 dB の
向上に至っていないことが確認できる．これは，超音
波素子の特性により，矩形波を全周波数帯域で駆動で
きていないためだと考えられる．また，従来手法であ
る FM と提案手法を比較した際に，音圧が 2.9 dB の
向上に留まっている．ここで，従来研究により FM は

AM と比較して復調音の音圧が大きくなるが，音質が
悪くなることが明らかになっている [16]．これらより，
従来手法である FM と提案手法を比較した際に音圧が

2.9 dB の音圧向上に留まったが，従来手法である AM
と提案手法の比較において 4.8 dB の向上が確認できた
ため，提案手法の優位性はあると考えられる．これら
の結果から，提案手法を用いることで復調音の音圧改
善が可能であることを確認した．

では，高調波歪の発生率を確認するため，Logarithmic

Time-Stretched-Pulse（Log-TSP）信号 [17], [18] を利用
した．本実験では Log-TSP 信号の変調波をパラメト
リックスピーカから放射し，パラメトリックスピー
カ正面 1.0 m 地点で収録した Log-TSP 信号に逆特性
の信号を畳み込むことでインパルス応答を測定した．

SSHD は測定したインパルス応答のパワー（振幅の 2
乗）を用いて算出できる．具体的には，第 2 次高調波
歪のパワーの最大値に対する主応答のパワーの最大値
の比で表すことができ，次式より算出した．

SSHD = 10 log10

(16)

ここで， A1 は主応答のパワーの最大値， A2 は第 2 次
高調波歪のパワーの最大値を表す．評価実験機材と評
価実験条件は，表 1，2 と同様である．

4. 2. 2 復調音の高調波歪率の評価実験の結果と考察
図 6 に復調音の SSHD の評価実験結果を示す．横
軸は変調方式，縦軸は SSHD を表す．SSHD は値が大
きいほど，復調音において高調波歪の影響が少ないこ
とを表す．図 6 の結果からわかるように，提案手法の

SSHD は従来手法である AM と比較して 2.1 dB，FM
と比較して 6.9 dB 大きいことを確認した．これらよ
り，提案手法の音圧改善は高調波歪の影響でないこと
も確認した．
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4. 3 矩形アドバンスドキャリアを用いたパラメト

差 = 0.39，不偏標準偏差 = 0.40 の条件で t 検定を行っ

リックスピーカの音圧改善手法における復調

た結果，有意差は認められなかったため，提案手法に

音の音質の評価実験

おける復調音が従来手法における復調音と同等の音質

4. 3. 1 復調音の音質の評価実験の概要

を保持していることを確認した．したがって，これら

復調音の音質の評価実験では，3. 3 で述べた提案手

の結果から，提案手法における復調音が従来手法にお

法における復調音が 3. 2 で述べた従来手法における復
調音と同程度の音質を保証できているかを確認する．

ける復調音と同程度の音質であることを確認した．

4. 4 周波数変調アドバンスドキャリアを用いたパ

各手法により設計した変調波をパラメトリックスピー

ラメトリックスピーカの周波数ピーク雑音低

カから放射した際における復調音の音質を客観的に評

減手法における周波数ピーク雑音の音圧の評

価した．評価実験機材と評価実験条件は，表 1，2 と
同様である．本実験では，パラメトリックスピーカ正
面 1.0 m 地点にマイクロホンを設置し収録した．

価実験

4. 4. 1 周波数ピーク雑音の音圧の評価実験の概要
周波数ピーク雑音の音圧に関する評価実験では，提

復調音の音質に関する評価実験では，使用する音

案手法の有効性を確認するために，超音波素子が疲労

源として ATR 音素バランス単語 [19] からランダムに

破壊したパラメトリックスピーカから 3. 2 で述べた従

5 単語を選択し，話者は女性 3 名，男性 2 名とした．

来手法の余弦キャリア，3. 4 で述べた提案手法の周波

また，音質の評価には Perceptual Evaluation of Speech

数変調アドバンスドキャリアを放射した際に発生する

Quality（PESQ）[20] を用いた．PESQ はオピニオンモ

周波数ピーク雑音の音圧を比較した．本実験では，超

デルを考慮した指標であり，主観評価との相関が高く，

音波であるキャリアに対して音圧が小さい周波数ピー

音声信号の品質評価に用いられる．PESQ は −0.5〜4.5

ク雑音を収録するために，パラメトリックスピーカ正

の範囲に分布し，値が大きいほど品質は高いことを示

面 0.25 m 地点にマイクロホンを設置し収録した．そ

す．PESQ は参照音に対する評価音の音質を評価する．

して各手法によって設計したキャリアをパラメトリッ

復調音の音質に関する評価実験では，参照音を原音，

クスピーカから放射し，周波数ピーク雑音の音圧 P を

評価音を各手法における復調音とする．

評価した．周波数ピーク雑音の音圧 P は以下の式を用

4. 3. 2 復調音の音質の評価実験の結果と考察

いて算出した．

(

図 7 に復調音の音質の評価実験結果を示す．図 7 の
横軸は各変調波，縦軸は各変調波における復調音の

PESQ 平均値，エラーバーは標準偏差を示す．なお，
復調音の音質の評価実験では提案手法における PESQ
が従来手法と同程度となることが望ましい．図 7 よ
り，従来手法である AM と比較して提案手法の PESQ
が 0.02 向上したことが確認できる．復調音の音質に関
して，従来手法である AM と提案手法において，有意
水準 = 5%，自由度 = 4，標本平均 = 2.59，標本標準偏

P = 10 log10

)
T −1
1 ∑
w(n)2 ,
T

(17)

n=0

ここで，T は収録音の信号長，w(n) は収録音を表す．
また，評価する周波数帯域は周波数変調により復調す
る変調信号 vM (n) を含まない帯域 (4〜20 kHz) とする．
表 3，4 にそれぞれ周波数変調アドバンスドキャリア
を用いた周波数ピーク雑音低減手法の評価実験機材，
評価実験条件を示す．また，本実験で使用する最大周
波数偏移 ∆ f ，変調信号の周波数 fM はあらかじめ予備
表3

周波数変調アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカにの周波数ピーク雑音低減手法の評
価実験機材
Table 3 Experimental equipment for the spectral peak noise reduction based on the advanced carrier with frequencymodulated wave for the parametric loudspeaker.

Fig. 7

図 7 復調音の音質に関する評価実験結果
Experimental results for the sound quality of demodulated
sound.

Parametric loudspeaker
Microphone
A/D, D/A converter
Microphone amplifier
Power amplifier

MITUBISHI, MSP-50E
SONY, ECM-88B
RME, FIREFACE UFX
HEG, MICA-800A
VICTOR, PS-A2002
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表4

周波数変調アドバンスドキャリアを用いたパラメト
リックスピーカの周波数ピーク雑音低減手法の評価
実験条件
Table 4 Experimental conditions for the spectral peak noise reduction based on the advanced carrier with frequencymodulated wave of the parametric loudspeaker.
Ambient noise level
Samplimg frequency
Quantization
Carrier frequency fC
Environment
AM index mAM
Frequency of
modulation signal fM
Maximum frequency
deviation ∆ f

23.2 dB
192 kHz
32 bits
40 kHz
Oﬃce room (T60 = 0.65 s)
1.0
10 to 100 Hz
(Step size: 10 Hz)
100, 500 and 1000 Hz

図 9 キャリアを放射した際のスペクトログラム
Fig. 9 Spectrogram of the observed carrier wave.

図 8 周波数ピーク雑音の音圧に関する評価実験結果
Fig. 8 Experimental results for sound pressure of the spectral peak
noise.

とが確認できる．図 9 (a) では，周波数ピーク雑音の
ピーク成分が 16 kHz 付近に現れていたが，周波数ピー
ク雑音の音圧が最小である提案手法 ( fM ，∆ f ) = (90，

100) のキャリアを放射したときの図 9 (b) では，この
実験により選定しており，パフォーマンスの高かった

ピーク成分が非定常となり，周波数ピーク雑音の音圧

パラメタを使用している．

が低減していることが確認できる．また，図 9 (a) 及び

4. 4. 2 周波数ピーク雑音の音圧に関する評価実験
の結果と考察

(b) の 10 kHz 付近に確認できる周波数ピーク雑音は提
案手法において 4.6 dB 低減していることを確認した．

図 8 に周波数ピーク雑音の音圧に関する評価実験結

これは聴感上十分に確認できる低減量であり，提案手

果，図 9 にそれぞれ従来手法，提案手法 ( fM ，∆ f ) =

法において 10 kHz 付近の周波数ピーク雑音も低減で

(90，100) のキャリアを放射した際のスペクトログラ

きたと言える．また，図 9 (a) の 10 kHz 付近の周波数

ムを示す．図 8 の横軸は各キャリア，縦軸は各キャリ

ピーク雑音と図 9 (b) の 10 kHz 付近の周波数ピーク雑

アにおける周波数ピーク雑音の音圧 P を示す．図 9 の

音の周波数が変化している．これは，時間経過によっ

横軸は時間，縦軸は周波数，カラーバーは収録音の対

て超音波素子の共振周波数が変化したことにより周波

数パワースペクトルを示す．図 8 より，提案手法 ( fM ，

数ピーク雑音の周波数が変化したと考えられる．これ

∆ f ) = (70，100)，(80，100)，(90，100) の場合，従来

らの結果から，提案手法の有効性を確認した．

手法と比較して，周波数ピーク雑音の音圧が約 5.0 dB
低減したことを確認できる．
また，周波数ピーク雑音の音圧 P が最小となる提案

4. 5 周波数変調アドバンスドキャリアを用いたパラ
メトリックスピーカの周波数ピーク雑音低減
手法における復調音の音圧と音質の評価実験

手法 ( fM ，∆ f ) = (90，100) の場合，従来手法と比較し

4. 5. 1 復調音の音圧と音質に関する評価実験の概要

て，周波数ピーク雑音の音圧が約 5.8 dB 低減するこ

復調音の音圧と音質の評価実験では，3. 4 で述べた
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表 5 復調音の音圧と音質の評価実験で使用したパラメタ
Table 5 Parameters used evaluation experiments for sound pressure and sound quality of demodulated sound.
Frequency of
modulation signal fM
Maximum frequency
deviation ∆ f

90 Hz
100, 500 and 1000 Hz

提案手法における復調音が 3. 2 で述べた従来手法にお
ける復調音と同程度の音圧と音質を保証できているか
を確認する．各手法により設計した振幅変調波を正常
なパラメトリックスピーカから放射した際における復

図 10

周波数ピーク雑音低減手法における復調音の音圧の
評価実験結果
Fig. 10 Experimental results for the sound pressure of demodulated sound in the spectral peak noise reduction method.

調音の音圧と音質を客観的に評価した．表 5 に復調音
の音圧と音質の評価実験で使用したパラメタ (変調信
号の周波数 fM ，最大周波数偏移 ∆ f ) を示す．評価実
験機材，その他の評価実験条件は表 3, 4 と同様である．
本実験では，パラメトリックスピーカ正面 1.0 m 地点
にマイクロホンを設置し収録した．
復調音の音圧に関する評価実験では，使用する音源
として Time Stretched Pulse（TSP）信号を用いた．復
調音の音質に関する評価実験では，使用する音源とし
て ATR 音素バランス単語からランダムに 5 単語を選
択し，話者は女性 3 名，男性 2 名とした．提案手法に
おけるパラメタは，4. 4. 2 で確認した周波数ピーク雑

Fig. 11

図 11 復調音の音質に関する評価実験結果
Experimental results for the sound quality of demodulated
sound.

音の音圧が最小となる提案手法 ( fM ，∆ f ) = (90，100)，
及び最大周波数偏移 ∆ f を変動させた提案手法 ( fM ，

を大きくするほど，キャリア周波数と超音波素子の共

∆ f ) = (90，500)，(90，1000) の 3 通りについて評価を

振周波数の差が大きくなり，復調音の音圧が非定常と

行う．復調音の音圧の評価には TSP 法 [21] を用いて

なったことが原因であると考えられる．図 10 より，提

高 SNR なインパルス応答を算出し，式 (17) を用いて

案手法 ( fM ，∆ f ) = (90，100) の場合，従来手法と比較

直接音のみの音圧を算出した．また，音質の評価には

して 0.3 dB 低下したことが確認できる．これは，人

4. 3 と同様に PESQ を用いて，参照音を原音，評価音

間の聴覚特性上，誤差の範囲だと考えられる．また，

を各手法における復調音とする．

同様の条件のとき，図 11 より，従来手法と比較して

4. 5. 2 復調音の音圧と音質に関する評価実験の結
果と考察

PESQ が 0.03 低下したことが確認できる．復調音の
音質に関して，従来手法と提案手法 ( fM ，∆ f ) = (90，

図 10 に周波数ピーク雑音低減手法における復調音

100) の場合において，有意水準 = 5%，自由度 = 4，標

の音圧の評価実験結果，図 11 に復調音の音質の評価

本平均 = 2.59，標本標準偏差 = 0.33，不偏標準偏差 =

実験結果を示す．図 10 の横軸は各変調波，縦軸は各

0.34 の条件で t 検定を行った結果，有意差は認められ

変調波における復調音の音圧レベル P を示し，図 11

なかったため，提案手法における復調音が従来手法に

の横軸は各変調波，縦軸は各変調波における復調音の

おける復調音と同等の音質を保持していることを確認

PESQ 平均値，エラーバーは標準偏差を示す．なお，

した．したがって，これらの結果から，提案手法にお

復調音の音圧と音質の評価実験では提案手法における

ける復調音が従来手法における復調音と，同程度の音

音圧レベル，PESQ ともに従来手法と同程度となるこ

圧と音質であることを確認した．

とが望ましい．図 10，11 より，最大周波数偏移 ∆ f を
大きくするにつれて，音圧レベル及び PESQ が低下し
ていることを確認した．これは，最大周波数偏移 ∆ f

5. む す び
本論文では，アドバンスドキャリアを用いた復調音
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