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音/音場については見えないが故に，多くの人にとってそれらを容易に把握するまたは容易に人

に伝えるのが難しい現状となっている。そのような状況を改善するために，直感的な音場の可視

化手法として実音場において音を光へ変換する手法を検討してきた。提案する可視化手法では，

MEMSマイクロホンと LEDと CPUを小型(1cm角)の基板に実装した音-光変換素子を多数空間

に配置し，サンプルホールド処理する事により音波の伝搬の実時間での観察が可能である。本報

では提案する可視化手法を説明すると共に，110個の音-光変換素子アレイを用いて音波の伝搬を

実時間で観察した結果を報告する。更にパラボラ型の集音装置と音-光変換素子約 200個を組み合

わせた応用例について報告する。 
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Abstract:  

It is said to be difficult for most people to describe or to understand the sound field easily because 

the sound or sound filed is invisible. In order to improve such present condition we are examining a 

visualization-method gives an intuitive idea of sound field by means of converting sound to light in 

real sound field. Our proposed visualization method makes possible a real time observation of  

sound wave propagation by sample and hold operation with small visualization devices, 1cm square 

in size, built with MEMS-Mic, LED, and CPU. In this paper, we explain our proposed method, and 

report a result of real time observation with 110 visualization devices. In addition, we report an 

application example with about 200 visualization devices using a parabolic reflector.  
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1 はじめに 

クントの実験に代表されるような実時間で実

際の現象を視覚化する手法は目に見えない音の

現象を定性的に理解するのに優れている[1]。その

ような直感的な可視化手法として，以前の報告で

はMEMSマイクロホンとLEDを使う事で小型の

音-光変換素子を作成し，定常的な音場の音圧分布

及を肉眼で観察することを実現した。また過渡的

な音場については高速度カメラを用いて複数の

音-光変換素子の輝度変化を同時に記録すること

により音波の伝搬を可視化する手法を提案した[2]。 

本報では新たに音-光変換素子にCPUを搭載し

た素子を作成し，高速度カメラを用いることなく

実時間且つ肉眼で音波の伝搬を観察する手法を

報告する。 

2 可視化手法 

2.1 システム構成 

MEMS マイクロホンと LED と CPU を小型

(1cm 角)の基板に実装した音-光変換素子(以下

MIC-LED 素子とする)を空間に複数配置して構

成される。それらMIC-LED素子の発光による音

情報と位置情報とを同時に観察することによっ

て，その場その瞬間の音場の定性的な観察を実現

している。 

2.2 MIC-LED 素子 

2.2.1. 構成 

実際に試作した 1cm 角の MIC-LED 素子の構

成例，概観を Fig.1，Fig.2に示す。 

前報ではMIC-LED素子をアナログ回路で構成

していたが，今回提案するMIC-LED素子はCPU

を導入しており，帯域分割，サンプルホールド，

PWM 出力等をデジタル処理にて実現している。

またフルカラーLED を導入していて帯域分割し

た信号と色の対応付けを行って周波数情報も観

察できる様な構成としている。 
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Fig. 1 素子構成  
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Fig. 2 MIC-LED素子概観 

2.2.2. ハードウェア 

 94dBSPL1kHz 時の A/D 変換結果から演算さ

れた電圧 0.108Vより以下のようになる。 

 最小動作音圧 57.6dBSPL (@1kHz) 

  最大動作音圧 110dBSPL (@1kHz) 

  ダイナミックレンジ 52.4dB(8.7bit)   

またハードウェア仕様は以下である。 

CPU動作クロック 20ＭＨｚ 

電源電圧 3.5V 

動作電流 約 10mA 

入出力Ｉ/O 2pin 

2.2.3. ソフトウェア 

CPUの処理内容のフローを以下に示す。 

① サンプリング周波数 16kHzにて A/D変換 

② 直流カット 

③ Gain設定(音入力→光出力 Gain) 

④ 帯域フィルタにより 3帯域に分割する。 

以下各帯域にて処理 

⑤ 絶対値を取り整流する 

⑥ 立下りに時定数(130 [ms])をかけ減衰させる 

⑦ アサインした色の LEDにＰＷＭ出力 

（PWM duty分解能 1250：10.3bit） 
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Fig.4にフィルタの振幅周波数特性を示す。 

カットオフ周波数を 2kHz，4kHzとし 

低域：赤（～2kHz）， 

中域：緑（2kHz～4kHz） 

高域：青（4kHz～8kHz） 

とアサインし各フィルタは 2次の IIRフィルタで

構成している。(Bandpassについては 2次×2) 
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Fig. 3 ソフトウェア処理フロー 

 

Fig. 4 帯域フィルタの振幅周波数特性 

2.3 サンプルホールド機能 

MIC-LED 素子の外部入力から Strobe 信号を

入力することで割り込みを発生させ，その時点の

値をサンプルホールドすることが出来る。 

この場合 2.2.3 章で説明したフローのどの値を

サンプルホールドするかはソフトウェアで選択

できる。本報で示す結果は絶対値を取り整流した

⑤の時点の値をサンプルホールドして光出力し

たものである。このサンプルホールド機能によっ

て，ストロボ光を用いた運動体の観察と同様に，

音速で伝搬する波面を肉眼で観察可能なフレー

ムレートに落とすことが可能となる。観測信号と

Strobe 信号が完全に同一周期であれば光出力は

一定値となり，差分があればその差分周波数で

LEDは明滅する。この差分周波数をコントロール

することで時間を伸長して観察することが可能

となる。 

fobs：観測信号の周波数 

fstr：Strobe信号の周波数 

f’：各MIC-LED素子の発光周波数 

λ：fobsの波長 

v：音速 

v’：見かけの音速 

とすると 
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の関係となる。 

 

 Fig. 5 Strobe信号，観測信号，光出力の関係 
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3 Strobe 信号による実時間可視化装置 

3.1 構成 

Fig.6 のように MIC-LED 素子アレイ及び

Strobe 信号発生器（ファンクションジェネレー

タ），電源装置から成る。 

 

Fig. 6 可視化装置 

素子間隔 8mm 

素子アレイ 11*10個 

最大観測周波数(半波長換算) およそ 212Hz 

最大観測周波数 2.12kHz 

3.2 可視化の様子（正弦波） 

グラスウールのブロックにて高度に吸音された

室内にてスピーカから放射され駆動信号を観察

する。右側スピーカから 500Hz の正弦波を放射

した時のビデオでの撮影結果を 01_sin.mpg 及び

Fig.7に示す。Fig.7は 10フレーム単位で撮影画

像を示している。Strobe 信号は 499.5Hz とし各

MIC-LED素子は差分の1Hzで光出力をしている。 
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(※音速を 340 m/sとして計算) 

となり，見かけの音速34cm/s つまり時間を1000

倍に伸長した様に観察される。左側スピーカから

も 500Hzの 信 号 を 逆 相 で 出 力 し た 時 動 画

02_sin_2SP_逆.mpgに示す。左右方向において一

部音場がリアクティブな状態にあるのが確認で

きる。 

 

 

 

 

Fig. 7 正弦波の観測結果 
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3.3 可視化の様子（バースト信号） 

駆動信号として，1秒間に 30回の頻度で 6kHz

のバースト信号を駆動し，29.9Hzで Strobe信号

をMIC-LED素子アレイに入力して観察した。駆

動信号は Fig.6 において右側に設置したスピーカ

から放射している。使用した駆動信号を Fig.8 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 駆動バースト信号 

 

このような放射時間の短いバースト信号を用

いることで波面の伝搬の様子を可視化出来る。バ

ースト信号が観察される様子をビデオで録画し

た結果を 03_burst_ref.mpg 及び Fig.9 に示す。

Fig.9は 4フレーム単位で撮影画像を示している。
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となり，見かけの音速はおよそ 1.1 m/s，つまり

時間を 300倍に伸長した様に観察される。右下の

スピーカから音波が放射状に伝搬する様子が確

認できる。03_burst_ref.mpgは画面左側に合板の

反射パネルを置いてあり，直接音の波面が確認で

きるのと同時に遅れて反射されてくる 1次反射音

の伝搬の様子も確認できる。 

 

 

 

Fig. 9 バースト信号の観測結果 
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4 応用例：パラボラ集音器を用いた可視化 

4.1 装置 

応用例として約200個のMIC-LED素子アレイ

(Fig.10 右下拡大図)とパラボラ集音器を用いて音

源の分布の可視化を行った。パラボラ集音器を用

いる事で空間の音圧分布をディレイ演算等をす

ることなく得る事が出来る[3]。 

  

Fig. 10 装置概観 

4.2 観察結果 

観察結果の 1例を Fig.11に示す。音源である拍

手に対応してMIC-LED素子アレイの右下部が強

く発光している様子が確認できる。 

04_para_拍手.mpgに拍手，05_para_voice2.mpg

に左右スピーカから音声を出力した動画を添付

する。パラボラ集音器で反射された結果上下左右

がそれぞれ逆にマッピングされるが，位置の違い

を的確に捉えている様子が確認できる。 

 

 

5 まとめ 

本報では音場を実時間で可視化する手法とし

て MEMS マイクロホンと LED と CPU を小型

(1cm 角)の基板に実装した音-光変換素子を開発

し，それを多数アレイ上に配置し，サンプルホー

ルド処理により実時間での音波の波面の可視化

を実現した。今後はより使いやすいように，検討

を行う所存である。例えばMIC-LED素子に配線

している電源とストローブ信号をワイヤレスに

すれば自由に空間に分布させることが可能にな

る。また各素子にサンプルメモリを持たせること

で，過渡現象を記録することができ，観察時間範

囲を指定したりすることも可能となる。 
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【参照動画データ】 

01_sin.mpg : 正弦波面 

02_sin_2SP_逆.mpg : 正弦波面（左右音源逆相） 

03_burst_ref.mpg : バースト波面（反射板有） 

04_para_拍手.mpg : パラボラ（移動する拍手） 

05_para_voice2.mpg : パラボラ（左右音声） 
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Fig. 11可視化の様子 


