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あらまし  

楽器の放射特性は複雑であることが知られている。楽器音の空間伝搬の様子を把握することは

録音現場や教育現場においても重要なことである。楽器から放射される音の空間伝搬を把握する

際に多数のマイクロホンを用いると音場に直接影響を与える場合がある。本論文ではレーザを用

いたピアノ放射音の音場の可視化と解析について述べる。音による光の屈折率変化からレーザ干

渉計を用いて光路長変化を測定することができ, 計算断層撮影法を用いて音圧分布を再構成する

ことが可能である。MIDIによりピアノを繰り返し駆動し，観測した波面や音圧分布から音の高さ

による違いやダンパーペダル，蓋の有無による違いを確認した。 
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Abstract:  

It is known that radiation characteristics of musical instruments are complicated. It is 

important for situation of recording and education to understand instrumental sound wave 

propagations in the air. Using many microphones for understanding instrumental sound 

wave propagations in the air may influence the sound field directly. In this paper, we describe 

visualization and analysis of sound field radiated from piano using laser measurement 

method. Changes of index of refraction by sound enable us measure the optical path length 

change with laser Doppler vibrometer and reconstruct the sound pressure distribution with 

computed tomography(CT). We sounded piano repeatedly through MIDI and determined the 

differences radiation characteristics by height, sustain pedal and top panel. 
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１．まえがき   

音場の可視化は音波の空間伝搬の様子を把握

するのに役立つ。一般に楽器音の伝搬は楽器特有

の指向性が存在し，複雑であることが知られてお

り，例えば録音する場合，空間伝搬の様子を把握

することは重要である[1]。 

楽器音の放射特性は，これまで音響インテンシ

ティ計測法を用いた測定やマイクロホンを用い

た多数点での測定[2]が行われてきた。音響イン

テンシティ計測法では二つのマイクロホンを用

いて音圧だけではなく音響パワーフローもベク

トル量で測定可能である。インテンシティ計測法

を用いたチェロの響板近傍における多数点の測

定では放射音の分布を視覚的に把握できること

が示されている[3]。ピアノの響板の放射特性に

ついては複数点の音圧から求める研究がなされ

てきた [4]。楽器からの放射音がどのように空間

伝搬するかを把握するには，音場内に測定点を多

数設ける必要があるが，測定が煩雑にもなり得る。

多数のマイクロホンを音場内に置くことはマイ

クロホン自体が音場に与える影響を無視できな

い場合もある。 

我々は測定器が音場に影響を与えない測定法

としてレーザを用いた音圧測定を行ってきた。音

は疎密波であり，空気中を微小な気圧変化を伴っ

て伝播する。音場による光の屈折率変化を利用し

て光学的に音圧を測定することが可能であり，中

村・上羽らは空中強力超音波から屈折率の変化を

測定している[5]。筆者らはこれまでレーザドプ

ラ振動計を用いてスピーカから発生される可聴

域の音波の可視化を行ってきた[6][7]。光を用い

て音圧を測定する方法は音場の外側から光を放

射するので直接音場に影響は与えず，広範囲に測

定をすることができる。 

そこで本論文では本手法を楽器音の可視化に

応用し，レーザを用いたピアノから放射される音

の測定，可視化について論じる。MIDI駆動により

ピアノ音の放射が再現可能であると仮定し，波面

の可視化や音圧分布平面の再構成を試みた。ピア

ノから放射された音がどのように空間伝搬する

かを音色やタッチの差も含めて精細に把握する

ことができれば，録音現場や教育にも役立つと考

えられる。 

 

２．レーザを用いた音の測定  

２．１ 音圧と屈折率の関係 

音による空気の屈折率の変化から音圧を求め

ることができる[5]。空気の体積をV ，屈折率をn

とすると次の式が成り立つと仮定する。 
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が成り立つ。式(1),(2)から音圧は 
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と表わされる。 

２．２ レーザドプラ振動計を用いた屈折率の 

測定 

レーザドプラ振動計は一般に物体の振動速度

の計測に用いられる。レーザを光源から２つに分

け，一方のレーザを測定対象となる物体に照射し，

その反射光ともう一方のレーザを干渉させ，その

干渉縞の変化から物体の振動速度を計測する。一

方，レーザドプラ振動計を用いた音場の観測には，

振動しないと仮定できる剛壁にレーザを照射す

る。この時，物体の振動による変位を l ，一様な

屈折率をn とすると 

             lnln ・・       (4) 

が成り立つ。ただし， n は大気に対する屈折率

変化分であり， l は音場の長さである。つまり，



音による光路長変化分は物体の変位 l として観

測される [5]。ここで，光路長は光路上の屈折率

分布の線積分である。光路上の位置 s 上の屈折率

を )(sn とすると光路長は次のように表される。 

 dssnlc )(      (5) 

したがって，レーザドプラ振動計により光路長変

化を測定することで屈折率の線積分が求まり，式

(3)より音圧の光路上の線積分を測定することが

できる。 

２．３ 実験  

走査型レーザドプラ振動計(Polytec PSV-300, 

以下，走査型LDV)を用い, ピアノから放射される

音による大気との光路長変化を測定した。使用し

たグランドピアノはYAMAHA C3-DKVPRO，自動演奏

機Disklavierが付属してある。ピアノはC5(約

523Hz),C7(約2093Hz)をそれぞれMIDIにより駆動

した。 

実験は早稲田大学本庄キャンパスの一室

(11.0m×6.5m×3.5m)で行った。図―１のように

壁から5.8m離れた位置に走査型LDVを設置し，レ

ーザを一方向から照射した。ハンマーの位置から

レーザ光源まで3.8mになるようにピアノを設置

し，横49点,縦23点の計1127点を測定した。用い

たレーザはHe-Neレーザで波長は633nmである。ピ

アノ音はMIDIにより繰り返し駆動され，絃の真上

に設置した騒音計で観測されるピアノ音と

 
図―1 測定図 

同期して測定をした。標本化周波数は25.6kHzで

あり，各測定点に対して5回の測定を行い，同期

加算した。床に防振パッドとインシュレータを敷

き，防振対策をして実験を行った。実験は以下の

４つの条件で行った。 

１.蓋を外し，C7を打鍵した場合 

２.蓋を斜めにかけ，C7を打鍵した場合 

３.蓋を外し，C5を打鍵した場合 

４.蓋を外し，ダンパーペダルを踏んだ状態でC5

を打鍵した場合 

ペダルはMIDIのサステイン値により制御した。 

２．４ 波面の観測 

 条件1の時にC7音が繰り返し駆動された際に騒

音計で観測された音圧レベルは最大74dBであり，

時間波形を図―2に示す。条件1-4の時の波面の結

果をそれぞれ図3-6に示す。各図には打鍵した鍵

盤位置を黄色の線で示す。波面の青色部分は瞬時

音圧が大きく緑色部分は瞬時音圧が小さい部分

に相当する。測定値は瞬時音圧速度の線積分であ

り，隣り合う緑色と青色部分を合わせて一周期に

相当する。 

図―3よりC7を打鍵した場合，初めに打鍵した

鍵盤を中心に音波が発生し，次第に響板を中心に

音波が発生する様子が確認できる。また図―4よ

り，蓋は反射板の役割をし，蓋に反射した音波が

右横へ伝搬する様子が確認できる。C5を打鍵した

場合では，C7を打鍵した場合と比べ波長が約4倍

であることが確認できる。また，ダンパーペダル

を踏んだ場合，特に低音部からの音圧が高くなる

ことが確認できる。これはダンパーペダルを踏ん

だ場合，全ての鍵盤のダンパーが上がり，他の絃 

も共鳴するようになるからと考えられる。

 
図―2 騒音計で観測された C7 音の時間波形 



 

 

図―3  C7を打鍵した場合のピアノ音の波面 

（上から60.63ms,63.44ms,65.86ms,69.61ms） 

 

 

 

 
図―4  蓋をした状態でC7を打鍵した場合の 

ピアノ音の波面 

（上から60.63ms,63.44ms,65.86ms,69.61ms） 



 

 

図―5 C5を打鍵した場合のピアノ音の波面 

(上から順に64.65ms,65.2ms) 

 

３．瞬時音圧分布の再構成 

３．１ 投影からの再構成 

光路長は光路上の屈折率分布の投影であるこ

とから，測定対象に対してあらゆる方向からの投

影を測定すれば音圧分布の再構成が可能である。

投影からの再構成手法は数多く提案されている

が，本論文では重畳積分法を用いる[9]。投影か

らの音圧分布平面の再構成はスピーカの直接音

やインパルス応答の測定例がある[6-8]。 

投影情報からの再構成は1917年にラドンによ

り証明され，現在，計算断層撮影法(Computed 

Tomography:CT)として医療をはじめ様々な分野

で用いられている。図―7に２次元CTの状況を示

す。再構成対象となる平面の直交座標を ),( yx , x

軸にたいして  角回転した直交座標を ),( ts ，再

構成する空間領域上での極座標を ),( r とする。 

 

 

図―6 ペダルを踏んでC5を打鍵した場合の 

ピアノ音の波面(上から順に68.32ms,68.87ms) 

 

位置 s で測定された投影情報を )(sR とすると扇

形に照射された投影情報からの屈折率時間微分

の再構成分布 ),( rf は下記のように求められる

[9]。 
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ここで，光源から回転軸Oまでの距離をD ，回転

角を とした。 sは再構成する点 ),( r を通過す

る光路に対する s の値である。h は高周波ノイズ

軽減などを目的としたフィルタ関数のインパル

ス応答である。本実験ではShepp-Logan型フィル

タを使用する。 



 
図－7 扇形にレーザを照射した場合の再構成 

 

３．２ 実験 

 ピアノから放射される音の音圧分布を求める

ことを目的として，レーザCTを用いて各点の音場

の再構成を行った。2.3節と同様に早稲田大学本

庄キャンパスの一室で実験を行った。 

鍵盤位置はF7(約2866Hz)，絃の高さから30cmの

水平面の音圧分布の再構成を試みた。平面上のあ

る領域の音圧分布を求めるには，同一平面上のあ

らゆる角度の光源に対する対象領域の1次元投影

情報が必要であるが，ここではピアノ放射音が測

定対象であるので，測定系ではなくピアノを回転

させた。離散的な測定では精度が充分だとされる

10度ごと[10]に回転させ，一列1.7mの67点の投影

情報を測定した。図―8のようにピアノを壁から

1.8ｍ，回転の中心となる×印の位置にピアノの

重心を決めレーザ光源から4.0ｍになるように設

置した。ここで測定点列の中心にレーザを照射し

た際，回転の中心をレーザが通過するよう設置し

た。 

 

図－8 測定図 

 

 

３．３ ピアノ放射音の瞬時音圧分布の観測 

絃から高さ30cmの水平面で再構成した瞬時音

圧分布を図―9に示す。再構成したのは回転の中

心から半径0.6mの円内である。回転の中心は図―

9の(0.6,0.6)の位置であり， X軸は正面から見て

鍵盤と水平である。響板全体が振動し，特に響板

の奥の方から大きな音が出ていることが確認で

きた。 

４．むすび 

 本論文では，ピアノから放射される音の空間伝

搬についてレーザを用いた可視化を試みた。また，

CTを用いることでレーザを用いて測定した投影

情報から各点の情報の再構成を試みた。波面の可

視化では，音の高さによる違いや蓋による放射方

向の違い，ペダルによる差を確認できた。CT演算

により，ピアノ上側の水平面の音場の様子を観測

可能であることを確認した。 

今後は楽器音の再現性の問題，壁の振動による

影響について検証を行っていくとともに３次元

CTを用いたある領域内の音の伝搬の可視化につ

いても検討する。 
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図―9 絃から高さ30cm水平面の音圧分布 

(前から順に60.63ms, 65.6ms, 65.78ms, 65.97ms, 70.24ms, 70.42ms） 
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