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重回帰分析に基づく頭部伝達関数の推定
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あらまし ヘッドホン受聴による立体音場呈示では，頭部伝達関数（HRTF）を用いることで，音源定位が可
能となる．しかし，HRTFは音源方位及び被験者の頭部・耳介等の形状に依存した特性関数であるため，すべて
の方位及び被験者について測定するのは現実的ではない．本論文では，HRTFが頭部・耳介といった物理的形状
に依存した特性関数であることに着目し，重回帰分析を用いて HRTFと物理的形状との関係を調査し，HRTF

の推定を行った．実験結果から，1 kHzから 8 kHzの帯域のHRTFを合成した場合に，78標本の全方位（72方
位）の平均でスペクトルひずみは 3.3 dBとなった．また，各身体的特徴量が HRTFの主成分に及ぼす寄与率を
求めたところ，水平面上の HRTFに対しては，両耳間距離や頭囲が寄与することが確かめられた．
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1. ま え が き

立体音響の再生技術は，近年のディジタル信号処理

技術の発達により飛躍的な発展を遂げている．映画館

やホームシアターシステムとして導入されている現

在の代表的な音場再生技術では，音の広がりは強調さ

れるものの，受聴者の位置によっては音像が不明確と

なったり定位がぼやけたりと，原音場を忠実に再現す

ることは困難である．また，多数のスピーカを配置す

る必要があったり，外乱に弱いといった問題点もある．

そこでヘッドホンを利用して仮想音響空間を作るシス

テムが研究されている．ヘッドホンを用いる利点とし

て，周囲の音場に影響されない，受聴エリアが制限さ

れない，大がかりなスピーカシステム等が不要である

といったことが挙げられる．

ヘッドホンを利用したシステムとして，頭部伝達関

数（Head Related Transfer Function：HRTF）を利
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用したものが考えられている．HRTFは音源から耳ま

での音響伝達特性を表すもので，HRTFと音源とを畳

み込むことにより，原音場を忠実に再現することがで

きる [1]～[3]．このように，HRTFは音源方向を知覚

するための情報を含んでいるため，ヴァーチャルリア

リティに代表されるような方向知覚を利用した分野で

は，HRTFの利用が重要となっている [4]．

しかし，HRTFには個人差があるため，各個人に対

してすべての方向について HRTFの測定を行わなけ

ればならない．HRTFを一般的に利用するという観

点では，個人ごとに HRTFの測定を行うことは現実

的ではない．仮に，実際に HRTFを測定することな

く，適切な HRTFが合成できれば，HRTFをより広

く活用することができる．このような問題に対して，

多くの測定データをもとに，汎用性のある HRTFを

作製する方法 [5], [6]や，頭部形状から数値解析的に求

める手法 [7]～[9]などが提案されている．しかし，汎

用性のある HRTFを適切に選択する手法が未確立で

ある [10]ことや，複雑な耳介の形状を 3次元データ化

することが困難であるといった問題点がある．

そこで本研究では，HRTFが身体的特徴に依存する

ことを踏まえて，身体的特徴との関係が深いHRTFの

周波数帯域において，身体的特徴量とHRTFの振幅応

答との関係を調査した．また，身体的特徴量とHRTF

の振幅応答との関係をもとに，HRTFの振幅応答を推
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定することを試みた．

2. 実験データの測定

実験を行うに当り，HRTFと身体的特徴量を 78名

分測定した．被験者は，年齢が 17～33歳まで（平均

21.8歳）の男性 63名，女性 15名である．

2. 1 頭部伝達関数の測定

本実験では，HRTFを音源から外耳道入口までの伝

達関数とする．ラウドスピーカ（BOSE ACOUSTI-

MASS，口径 63mm）から，1.0 sのTime Stretched

Pulse（TSP）信号 [11], [12] を出力し，コンデンサマ

イクロホン（SONY ECM-77B）にて収録する．マイ

クロホンは，マイクロホンの振動面が外耳道入口に位

置するように，被験者の外耳道を塞ぐ形式で，外耳道

内に設置した．このようにして，マイクロホンで受信

した信号と出力した信号との逆畳込み計算を行うこと

で，HRTFを求めることができる．

測定は，高さを水平面上とし，方位を 5◦ 間隔の 72

方向として行った．本論文における水平面は，鼻尖点

と両耳珠点を含む平面とした．また，方位は，両耳間

の中点を原点として，0◦ は音源が正面に，90◦ は左，

180◦ は後方，270◦ は右に音源が位置するよう定義し

た（図 1）．その他の測定条件は図 2 に示すとおりで

ある．HRTFの測定は，残響時間が 0.3 sの部屋にて

行った．実験では，直接音のみを取り扱うこととした

ため，反射音を除外した後に零詰めを行い，512点の

インパルス応答とした．標本化周波数は 48.0 kHzで

ある．図 3 は，測定結果をもとに HRTFの対数振幅

応答の分散を求め，濃淡図で表したものである．振幅

応答は，78名の右耳で測定した HRTFに対して 512

点の DFTを行うことにより求めた．ただし，分散が

64を超えるものについては，すべて同じ色で表してあ

る．図 3 から，特に 1 kHz以下の帯域では分散が小さ

いことから，個人による特性の変動が他の周波数域と

比較して小さいと考えられる．なお，本実験に用いた

HRTFの一部については，

http://www.itakura.nuee.nagoya-u.ac.jp/HRTF/

にて取得可能である．

2. 2 身体的特徴量の計測

HRTFは頭部や耳介の形状に依存すると考えられ

る．そこで，KEMARダミーヘッド作製時に定められ

た基準点 [13]を参考に，図 4 に示すような (1) 耳介

（縦），(2) 耳介（横），(3) 耳甲介腔（縦），(4) 耳甲介

腔（横），(5) 頭部・耳介距離，(6) 両耳間距離，(7) 頭

図 1 角度の定義
Fig. 1 Definition of angle.

図 2 測定環境（単位：mm）
Fig. 2 Measurement environment.

図 3 全方位角に対する 78名の右耳で測定したHRTFの
対数振幅応答の分散

Fig. 3 The varianve of the magnitude response of 78

subjects’ HRTFs measured at right ear.

囲（前），(8) 頭囲（後），(9) 頭部（縦）の 9種類の身

体的特徴を計測した．なお，身体的特徴は，HRTFを

測定した場合に定義した水平面を基準平面として計測

した．これらの計測結果を表 1 に示す．
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図 4 計測した身体的特徴
Fig. 4 The measured points of physical size.

表 1 身体的特徴量の計測結果（単位：mm）
Table 1 The results of physical sizes.

計測点 平均 最大 最小 標準偏差
(1) 耳介（縦） 66.2 82 55 4.6

(2) 耳介（横） 32.3 40 22 3.4

(3) 耳甲介腔（縦） 17.4 22 10 2.1

(4) 耳甲介腔（横） 18.4 24 13 2.3

(5) 頭部・耳介距離 22.4 30 15 3.4

(6) 両耳間距離 145.7 172 113 11.8

(7) 頭囲（前） 302.7 345 270 13.0

(8) 頭囲（後） 225.4 265 195 14.6

(9) 頭部（縦） 423.9 482 360 21.2

3. 手 法

HRTFの振幅応答と身体的特徴量とを対応づけるた

めに，重回帰分析を用いた．重回帰分析は，2個以上

の説明変数から一つの目的変数を推定するための回帰

分析法である．本実験では，説明変数として身体的特

徴量を用いた．また，HRTFの対数振幅応答を主成分

分析して求めた主成分重みを目的変数とした．

3. 1 HRTFの主成分分析

主成分分析は，観測値間の相関関係を解析し，全体

の観測値のもつ変動を一つまたは少数個の総合的指標

で説明しようとするもので，できるだけ損失無しに情

報を圧縮することを目的とした多変量統計解析法であ

る．これにより，膨大な変量のあるHRTFの振幅応答

を，少ない変数で特徴づけることができる．本実験で

は，以下の手順により HRTFの対数振幅応答の主成

分分析を行う．

（ 1） ある角度 θ において，零平均化 HRTFを式

(1)を用いて求める．

20 log
∣∣H̄θ,k(fi)

∣∣ = 20 log |Hθ,k(fi)|

− 1

M

M∑
m=1

20 log |Hθ,m(fi)|

(1)

ここで |Hθ,k(fi)| は，分析に用いる HRTF集合の中

の k 人目のHRTFの振幅応答で，fi は周波数を表す．

なお，Hθ,k(fi) は 512点のDFTにより求める．

（ 2） 零平均化 HRTFに対する共分散行列を，式

(2)によって求める．

sij =
1

M

M∑
m=1

{
20 log

∣∣H̄θ,m(fi)
∣∣

× 20 log
∣∣H̄θ,m(fj)

∣∣} (2)

ここで，sij は共分散行列 S の第 i 行 j 列要素であ

る．なお，i，j 及び fi，fj は，評価する帯域ごとに

値が変わる．

（ 3） 共分散行列 S の固有ベクトルを求め，固有ベ

クトル行列 C を作る．C を用いて，20 log |H̄θ,k(f)|
に対する主成分重みを式 (3)により求める．

wθ,k = C−1H̄θ,k (3)

wθ,k = (wθ,k[1], · · · , wθ,k[N ])T

H̄θ,k =
(
20 log

∣∣H̄θ,k(f1)
∣∣ , · · · , 20 log

∣∣H̄θ,k(fi)
∣∣)T

ここで T は転置を表すものとする．この手順で求め

た wθ,k[n](n = 1, · · · , N) を目的変数として取り扱う．

3. 2 重回帰分析による主成分重みの推定

零平均化した被験者 k の身体的特徴量を xlk(l =

1, · · · , 9) とすると，重回帰分析により，ある角度 θ に

おける第 n 主成分重みは，次式で表すことができる．

wθ,k[n] = β0n +

9∑
l=1

βlnxlk + εn (4)

ここで βln は重回帰係数，εn は誤差で，主成分重み

の次数 n ごとに求める．εn を最小 2乗誤差基準によ

り最小化するため，以下の操作を行う．

E =

M∑
m=1

ε2
n
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=

M∑
m=1

(
wθ,m[n] − β0n −

9∑
l=1

βlnxlk

)2

(5)

とおいて，各重回帰係数で偏微分を行う．

∂E

∂βln
= 0 (l = 0, · · · , 9) (6)

ここから，


∑
1

∑
x1m . . .

∑
x9m

∑
x1m

∑
x2

1m . . .
∑

x1mx9m

...
...

. . .
...

∑
x9m

∑
x1mx9m . . .

∑
x2

9m




×




β0n

β1n

...

β9n


 =




∑
wθ,m[n]

∑
wθ,m[n]x1m

...

∑
wθ,m[n]x9m




(7)

ここで，

X =




1 x11 . . . x91

1 x12 . . . x92

...
...

. . .
...

1 x1M . . . x9M




W = (wθ,1[n], wθ,2[n], · · · , wθ,M [n])T

B = (β0n, β1n, · · · , β9n)T

とおくと，(XT X)B = XT W のようにおける．両

辺に XT X の逆行列をかけると，最終的に次の式が導

かれる．

B = (XT X)−1XT W (8)

この操作により，各被験者の HRTFの振幅応答の主

成分重みと身体的特徴量から構成される行列 X，W

を用いて，被験者によらず一定の回帰係数 B を推定

することができる．このようにして求めた重回帰式を

用いて，身体的特徴から HRTFの振幅応答の主成分

重みを求めることができる．

ŵθ,k[n] = β0n +

9∑
l=1

βlnxlk (9)

この ŵθ,k[n] を用いることで，HRTFの振幅応答が合

成可能となる．

4. 実 験

4. 1 実 験 条 件

本実験では，HRTFの対数振幅応答を主成分分析し，

各次数の主成分重みと身体的特徴量とを重回帰分析に

よりそれぞれ対応づける．主成分分析及び重回帰分析

は，測定した 78名のデータ（M = 78）に対して行っ

た．また，図 3 において 1 kHz以下の帯域では個人に

よる変動が少ないこと，及び計測した身体的特徴量の

大きさを考慮して，主成分重み wk を，512点のDFT

をした 78名分の右耳の HRTFを用いて，1.0 kHzか

ら 8.0 kHzまでの帯域と，1.0 kHzから 12.0 kHzまで

の帯域の 2条件に対して，各角度ごとに求めた．

4. 2 評 価 尺 度

HRTFの振幅応答の再現度合を，式 (10)のスペク

トルひずみ（Spectral Distortion：SD）により評価

した．

SD =

√√√√1

I

I∑
i=1

(
20 log

|H(fi)|
|Ĥ(fi)|

)2

[dB] (10)

ここで，|H(f)| は測定した HRTF の振幅応答で，

|Ĥ(f)| は合成した HRTFの振幅応答である．I は評

価する帯域により異なり，1.0 kHzから 8.0 kHzの場合

で I = 75，1.0 kHzから 12.0 kHzの場合で I = 117

である．なお，SDの値が小さいほど合成の精度が高

いと言える．

4. 3 実 験 結 果

4. 3. 1 重回帰分析に基づく HRTFの振幅応答の

合成

実験に用いたHRTFの振幅応答の主成分次数は，第

5主成分までを用いれば，主観的に十分な再現精度が

あるとの報告 [14], [15]，及び予備実験において 6次以

降の主成分と身体的特徴量との重相関係数が低かった

ことを踏まえて，第 5主成分（N = 5）までとし，第

6次以降の成分は用いないこととした．

ここで，主成分の次数削減のみによる HRTFの振

幅応答の精度の変化は，この第 5 主成分までを用い

た場合で，72方位かつ 78名の平均で，1.0 kHzから

8.0 kHzの帯域では，式 (10)の SD値は 1.6 dB（累積
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寄与率 82.0％）であった．また，1.0 kHzから 12.0 kHz

の帯域の場合では，SD値 2.5 dB（累積寄与率 75.5％）

であった．

図 5に 1.0 kHzから 8.0 kHzの帯域のHRTFの対数

振幅応答を合成した場合，及び 1.0 kHzから 12.0 kHz

の帯域のHRTFの対数振幅応答を合成した場合におけ

る 78名の平均 SD値を方位角ごとに示す．これより，

どちらの帯域においても，右耳が音源から最も遠ざか

る 40◦～140◦ の範囲では精度が悪くなっていることが

わかる．この，音源から遠ざかる角度では，HRTFは

回折波や反射波により構成されるため，複雑な特性と

なる．そのため，精度の良い合成が困難になったと言

える．また，帯域幅が広いほど精度の高い合成が難し

くなっていることがわかる．上限帯域が上がるにつれ

て，より小さな部位の影響が出てくるため，今回計測

した部位だけでは，広帯域での対応づけが不十分であ

ると言える．

次に，図 6 に 1.0 kHzから 12.0 kHzの帯域の 290◦

の HRTFの対数振幅応答を合成した例を示す．図に

は，比較のため測定した HRTFの振幅応答も同時に

示してある．図 6 は比較的精度良く合成できた被験者

の場合である．この結果のように，帯域幅が広い場合

であっても，右耳と音源との距離が近くなる方位では，

精度良く合成できていることがわかる．

4. 3. 2 HRTFの振幅応答に対する身体的特徴の寄

与率

HRTFの振幅応答の合成実験において，比較的精度

の良い合成ができた 1.0 kHzから 8.0 kHz，270◦ の重

回帰モデルについて，どの身体的特徴が HRTFに影

響を及ぼしているかを，偏相関係数の寄与率から調査

した．

まず wθ,k と x1k の偏相関係数を求めるために，

wθ,k 及び x1k を残りの変数から予測する次の二つの

重回帰モデルを考える．

wθ,k[n] = c0 +

9∑
l=2

clxlk + uk

x1k = d0 +

9∑
l=2

dlxlk + vk (11)

ただし k = 1, 2, . . . , 78 とする．最小 2乗法により求

めた重回帰式の予測誤差を，

uk = wθ,k −
(

c0 +

9∑
l=2

clxlk

)

図 5 78名の平均 SD値による合成した HRTFの振幅応
答の方位角ごとの精度（1.0～8.0 kHzの場合，72方
位の平均 SD = 3.3 dB．1.0～12.0 kHzの場合，72

方位の平均 SD = 4.6 dB）
Fig. 5 The performances of synthesized HRTF. The

solid line with diamond represents the result

from 1.0 to 8.0 kHz. The average SD score

is 3.3 in dB. The dashed line with cross rep-

resents the result from 1.0 to 12.0 kHz. The

average SD score is 4.6 in dB.

図 6 HRTFの振幅応答の合成の良い例（1.0～12.0 kHz，
290◦，SD = 1.8 dB）

Fig. 6 The example of synthesized HRTF at 290◦ az-

imuth from 1.0 to 12.0 kHz. The resultant SD

score is 1.8 in dB and good performance is

obtained.

vk = x1k −
(

d0 +

9∑
l=2

dlxlk

)
(12)

とおくと，変数 uk と vk の偏相関係数は，

r =
sukvk√

sukuksvkvk

(13)
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表 2 HRTFの振幅応答の各主成分重みに対する身体的特徴の寄与率
Table 2 The contribution to magnitude response of HRTFs.

第 1主成分 両耳間距離 0.68 頭囲（前） 0.14 頭囲（後） 0.12

第 2主成分 頭囲（後） 0.36 頭囲（前） 0.33 両耳間距離 0.22

第 3主成分 耳甲介腔（横） 0.29 耳介（横） 0.23 頭囲（前） 0.19

sukuk =
1

78

78∑
m=1

(um − ū)2

svkvk =
1

78

78∑
m=1

(vm − v̄)2

sukvk =
1

78

78∑
m=1

(um − ū)(vm − v̄)

ū =
1

78

78∑
m=1

um, v̄ =
1

78

78∑
m=1

vm

となり，この r が wθ,k と x1k の偏相関係数となる．

これをもとに偏相関係数の寄与率を算出した．

表 2 に，HRTFの振幅応答の第 1から第 3主成分

について，寄与率が高い身体的特徴を示す．この結果

より，第 1主成分に対しては両耳間距離，第 2主成分

に対しては頭囲，第 3主成分に対しては耳介の影響が

大きいことがわかる．

第 1主成分は，音圧に関するパラメータと言われ，

方位に関して三角関数のような振舞いをする [14], [15]．

頭部を上から見た場合に円（またはだ円）ととらえた

場合に，両耳間距離は円の直径に，頭囲は円周に対応

するとみなせば，表 2 の結果は，合理的であると言え

る．図 7 に，両耳間距離と第 1主成分の大きさの分布

を示す．図より，両耳間距離の平均（145.7 mm）より

大きい場合には負の重み，小さい場合には正の重みと

なる傾向にあることがわかる．

また，いずれの主成分に対しても，水平方向の身体

的特徴量が寄与していることがわかる．逆に，水平面

上のHRTFの振幅応答を合成する際には，頭部・耳介

距離や耳介の縦の長さなどは，用いる必要が少ないと

考えられる．

4. 3. 3 HRTF測定外被験者への適用

HRTFを測定することなく，身体的特徴から合成可

能かを調査した．ここでは，70名分の HRTFから重

回帰モデルを作成し，回帰係数 βl を求め，残りの 8

名分のHRTFをこの回帰係数 βl 及び身体的特徴より

合成し評価した．モデルの作成に用いた HRTFと評

価に用いたHRTFは，重複のない 71通りの組合せで

図 7 両耳間距離と第 1主成分重み（1.0～8.0 kHz，270◦）
Fig. 7 The 1st principle component and the bitragion

diameter.

選択した．また，評価帯域を，

（ 1） 下限周波数は 1.0 kHz 固定．上限周波数は

8.0 kHz，12.0 kHz

（ 2） 下限周波数は 0.0 kHz 固定．上限周波数

は 4.0 kHz，8.0 kHz, 12.0 kHz，16.0 kHz，20.0 kHz，

22.0 kHz，24 kHz [16]

の 9条件とし，すべての評価帯域で，第 5主成分まで

を用いて，HRTFの対数振幅応答を合成した．

図 8 に 1.0～8.0 kHzの場合の方位角ごとの SD値

を，図 9 に 1.0～12.0 kHzの場合の方位角ごとの SD

値を，それぞれ示す．なお，結果は 71通りの平均で

ある．両図より，重回帰モデルの作成に用いたHRTF

の合成精度は，1.0～8.0 kHzの場合で全方位での平均

SD は 3.4 dB，1.0～12.0 kHz の場合で全方位での平

均 SDは 4.7 dBとなり，78名のHRTFでの実験結果

と同等の精度と言える．また，身体的特徴より合成し

た場合の精度は，1.0～8.0 kHzの場合で全方位での平

均 SDが 3.8 dB，1.0～12.0 kHzの場合で全方位での

平均 SDは 5.2 dBとなった．

図 8，図 9 より，身体的特徴のみから HRTFの振

幅特性を合成した場合，重回帰モデルの作成に用いた

HRTFの振幅特性を再合成した場合と比べて，合成精

度が落ちることが明らかとなった．また，測定した被
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図 8 合成したHRTFの精度（1.0～8.0 kHz，測定した被
験者の場合：平均 SD = 3.4 dB，測定外被験者の場
合：平均 SD = 3.8 dB）

Fig. 8 The performances of synthesized HRTF by az-

imuth from 1.0 kHz to 8.0 kHz. The solid line

with diamond shows when subjects had been

measured their own HRTFs. In this case,

the average SD score is 3.4 dB. The dashed

line with cross shows when subjects had never

been measured their own HRTFs. In this case,

the average SD score is 3.8 dB.

図 9 方位角ごとの合成した HRTF の精度（1.0～
12.0 kHz，測定した被験者の場合：平均 SD =

4.7 dB，測定外被験者の場合：平均 SD = 5.2 dB）
Fig. 9 The performances of synthesized HRTF by az-

imuth from 1.0 kHz to 12.0 kHz. The solid

line with diamond shows when subjects had

been measured their own HRTFs. In this case,

the average SD score is 4.7 dB. The dashed

line with cross shows when subjects had never

been measured their own HRTFs. In this case,

the average SD score is 5.2 dB.

験者の場合と同様に，音源と遠くなる角度では精度が

悪くなることがわかる．しかし，右耳と音源が最も近

図 10 上限周波数の違いによる合成精度
Fig. 10 The performances of synthesized HRTF

when upper bound is varied. The solid line

with diamond shows when subjects had been

measured their own HRTFs. The dashed line

with cross shows when subjects had never

been measured their own HRTFs.

くなる 270◦ 周辺では，高い精度の合成ができている

ことがわかる．

次に，図 10 に下限周波数を 0.0 kHzとし，上限周

波数を変化させた場合の実験結果を示す．図中の SD

値は，全方位にわたる平均値である．図より，上限周

波数が高くなるにつれて，合成精度が悪くなる．ここ

で，水平面上の HRTFの補間の報告 [17]では，0.0～

22.05 kHzの帯域において，SD値が 5.7 dBであって

も，音像の移動感が得られ，音源定位も可能であった．

図 10 より，補間の報告と最も条件の近い，上限周波

数が 22.0 kHzの場合では，重回帰モデルの作成に用い

たHRTFの振幅特性の合成精度は，全方位の平均 SD

で 5.4 dBとなり，主観的に有効であると言える．これ

に対し，身体的特徴のみから HRTFの振幅特性を合

成した場合は，全方位の平均 SDが 5.8 dBであった．

ここで，補間の報告の平均 SD値と本実験結果の平均

SD値に有意な差があるかどうか，有意水準 1％で t検

定した結果，両者には有意な差は見られなかった．こ

れにより，身体的特徴量のみから HRTFの振幅特性

を合成した場合においても，主観的に有効であると言

える．

4. 3. 4 ま と め

スペクトルひずみ評価尺度の結果から，帯域幅が広

くなるにつれて，合成の精度は劣化し，対応付けが困

難になることが明らかとなった．また，身体的特徴量

266



論文／重回帰分析に基づく頭部伝達関数の推定

のみから合成した場合では，更に精度が劣化すること

が明らかとなった．しかし，水平面上の HRTFの補

間の報告と比較した結果，身体的特徴量のみから合成

した場合であっても，補間の報告結果と有意な差はな

いことが確かめられた．

次に，身体的特徴量の寄与率の調査結果からは，9

箇所の身体的特徴量の内，両耳間距離と水平方向に関

する特徴量が，寄与することがわかった．この原因と

しては，今回対象とした HRTFが水平面上のものに

限られていたためであると考えられる．

5. む す び

本論文では，HRTFの振幅応答を両耳間距離などの

身体的特徴と関連づけ，身体的特徴から HRTFの振

幅応答を合成することを検討した．

右耳のHRTFの振幅応答の主成分重みと身体的特徴

とを重回帰分析を用いて関連づけ，HRTFの振幅応答

の合成を行った．合成の精度をスペクトルひずみ（SD）

評価尺度により評価した結果，1.0 kHz から 8.0 kHz

の帯域では，平均 3.3 dB，1.0 kHzから 12.0 kHzの帯

域では，平均 4.6 dBの SD値をそれぞれ得た．

更に，重回帰分析の結果を用いて，計測した身体的

特徴量の内，どの特徴量が HRTFの振幅応答の主成

分に寄与するかの調査を行った．その結果，9箇所の

身体的特徴量の内，両耳間距離と水平方向に関する特

徴量が寄与することが明らかとなった．これにより，

水平面上の HRTFの振幅応答を身体的特徴量から推

定するには，両耳間距離及び水平方向に関する特徴量

を計測し用いることが有効であると言える．

また，実際に HRTFを測定していない被験者に対

し，身体的特徴量のみからHRTFの振幅応答を合成し

た．ここで，0.0 kHzから 22.0 kHzの帯域での合成結

果を，水平面上の HRTFの補間の報告結果と比較し

たところ，両者に有意な差はなく，本手法により，主

観的に有効な HRTFの振幅応答が得られたと考えら

れる．

以上より，多数のデータを用い重回帰モデルを作成

することにより，実際に HRTFを測定することなく，

求めることが可能であると言える．

今後の課題として，更に精度の高い HRTFの合成

を行うために，他の身体的特徴量の利用や，重回帰分

析以外の手法を用いた対応付け手法の検討等があげら

れる．
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