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はじめに

近年、ノイズキャンセル技術の進歩により、
ノイズキャンセル型ヘッドホンおよびイヤホ
ン（以下ノイキャン HP）が普及し、それら
の 騒 音 低 減 能 力 等 の 性 能 評 価 法 が JEITA
RC-8142[1]として規定された。
具体的には、測定用ノイズで満たされた拡
散音場内に、IEC60318-7[2] 準拠の HATS に
IEC60318-4[3]の人工耳および IEC60268-7[4,5]準
拠の耳介モデルを組み合わせたものを測定プ
ラットフォームとして設置し、被測定ノイキ
ャン HP をこれに装着し測定を行う。
測定音場には ISO 3741[6]に準拠した拡散音
場を用いるが、本用途に限定し、同規格[1]規
定の疑似拡散音場を用いても可としている。
そこで本用途向けに、略矩形の小型密閉箱
を多数のスピーカ、および外壁を小型加振器
により無相関化されたノイズ信号でエキサイ
トすることにより、疑似拡散音場装置（箱）
の実現を試みた。
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Fig.1 Measuring points in simulated diffused
sound field for noise canceling Headphones

ノイキャン HP 測定用疑似拡散音場

2.1 疑似拡散音場の満たすべき特性
RC-8142[1] で規定される疑似拡散音場の特性
は、測定場所近傍複数点の時間平均的な音響
エネルギ密度分布、および測定基準点におけ
る到来平面波方向の確率がほぼ等しくなるよ
う規定しているが、特に室の大きさや体積等
には言及していない（Fig.1）。そこで試聴室
等を用いることなく、また移動可能な本用途
向け小型疑似拡散音場
（箱）
の試作を行った。
2.2 疑似拡散音場の試作について
試作した疑似拡散音場は、約 750×750×750
の矩形ボックス内に略矩形サブボックスを設
けた構造とし、四方の各側壁にスピーカ 4 個
（計 16 個)および小型加振器 1 個（計 4 個）
を搭載し、これらを 8ch. の無相関ノイズを用

Fig.2 Experimental sound box for simulated
diffused sound field
い、12ch のパワーアンプでドライブして実験
を行った（Fig.2）
。
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測定結果と考察

3.1 時間平均音響エネルギ密度分布
Fig.1 中の、測定基準点から±150mm の右・
左・前・後・上・下方向の 6 点、並びに HATS
両耳位置に相当する±75mm の地点（A・B）
における、内部音圧が 94dB SPL 時の 20 秒間
の平均音響エネルギ密度（音圧で測定）と
1/3oct.バンドエネルギ分布を Fig.3 に示す。
これらの測定結果より、HATS 設置前の音場
における特性は、規格を満たしている。
特に A,B 点でのオーバオール音圧差は 1.5dB
以内であり、3dB 以内の規格を満たしている。

*Examination and consideration of simulated diffuse sound field for measurement of Headphones with
active noise canceling functions. by Kiyofumi INANAGA (SOUTHERN ACOUSTICS Co.,Ltd.).

Fig.3 Time mean value of sound energy density
distribution of 6-points and measuring point A&B

Fig.4 Deviation level of time mean value for sound
energy flow from 3-Axis at reference point
3.2 時間平均音波到来方向偏差
測定基準点において、単一指向性のマイク
ロホンを用い測定した上記６方向の 20 秒間
の平均オーバオール音圧差は 1.5dB 以内であ
った。また中心周波数 500Hz から 16kHz（規
格上限は 12.5kHz）の６方向間の各 1/3oct.バ
ンドレベルの最大偏差は 3.5dB 以内であり、
5dB 以内とする規格を満たしている（Fig.4）
。
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おわりに

ノイキャン HP の性能評価用として、略矩
形の小型密閉箱を多数のスピーカ、および小
型加振器により無相関化されたノイズ信号で
エキサイトする、疑似拡散音場装置（箱）の
試作を行った。その結果、RC-8142[1]の特性を
満たす小型疑似拡散音場を実現できた。今後
の課題として、残響室等の拡散音場でのノイ
キャン HP との特性測定結果と比較し、実際
の用に供することが出来るのか、また他の

拡散度評価[7]も併せて行い、本用途以外での
使用にも耐えるか否か検討を行う予定である。
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