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センサと表示機能を一体にした複合デバイス（Sensor-Display Composite）を空間に複

数配置して実音場を実時間で可視化する手法を提案している。センサと表示にそれぞれ

MEMSマイクロホンとLED、さらにMPUを約10mm角の基板に実装したものを試作した（以下

MIC-LEDデバイスと呼ぶ）。複数サンプルのストレージ機能を持たせることで、任意の時

刻における音波の伝播を時間伸張して観察することを可能とした。試作したMIC-LEDデバ

イスは電源とコントロール・データラインの合計3本の線で並列に接続され1,2あるいは3

次元アレイを構成できる。本デバイスを用い、静電型および動電型のスピーカそれぞれ

からの波面伝播を観察したのでこれを報告する。  
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Abstract:  

We are proposing a visualization method of acoustic field in real time and in situ by 

means of sensor-display composite array. The sensor-display composite is 

implemented in a small size (10mm square) circuit board equipped with a MEMS 

microphone, full-color LED and MPU. The unit, hereafter MIC-LED, can form 1, 2 or 

3-dimentional array. The array functions as an oscilloscope that can display wave 

propagation where the real acoustic wave was propagating. This paper reports the 

results of the visualization of acoustic field generated by either an electrostatic or 

dynamic loudspeaker by using the MIC-LED array to evaluate the implementation. 
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1 はじめに
マイクロホンと LEDとで構成された小型

の音－光変換デバイス（以下MIC-LEDとす
る）を空間に複数配置し，音波の伝播状態を
直接的に可視化する手法を提案している。そ
のデバイスは少なくともセンサとディスプレ
イを一体化する必要があるので、センサ・ディ
スプレ複合 (SDC: Sensor–Display Compos-

ite)デバイスと呼ぶ。水中の強い超音波音場の
可視化においては圧電セラミックスとLEDを
直結した受動型SDCが提案されている [1][2]。
一方、人が聴くことができるような音場の過
渡的な特性を把握する目的で、音圧に応じた
LEDの輝度を高速度カメラにて記録し瞬時的
な音場を観測する手法 [3]、観測信号と同期し
たストローブ信号を与え音圧の瞬時値をサン
プルホールドする事で波の伝播速度を見かけ
上遅くして観測する手法 [4]に続いて、CPU

を搭載したMIC-LEDデバイスに新たに複数
サンプルのストレージ機能を追加し、任意の
時刻近傍における音波の伝播を時間伸張して
観察する手法 [5]を報告した。この試作を用
いた波面伝播を可視化する手法の性能を評価
する目的で静電型および動電型スピーカそれ
ぞれからの波面伝播を観察したのでこれを報
告する。

2 可視化装置
MIC-LEDデバイスの単体は図 1で示すブ

ロックで構成される。MIC-LEDはマイクロホ
ンとフルカラーLEDに加えて音響信号の時系
列メモリ機能を実現するためのMPU(Micro

Processing Unit) で構成される。MEMS マ
イクロホンのアナログ出力はアンチ・エイ
リアシング・フィルタで帯域制限された後
にMPUが内臓する 10 bit AD変換器により
16 kHz周期でサンプリングされる。表示はフ
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図 1: MIC-LEDのブロック図

図 2: MIC-LEDアレイの拡大した外観 (横が
長手方向)

ルカラー LEDの RGB(赤緑青)3系統それぞ
れをPWM(Pulse Width Modulation)駆動す
ることにより行う。本実験では、音響信号か
らRGBへのマッピングは音圧の絶対値を輝
度に対応させ、音圧の符号を色相（正圧を赤
色、負圧を緑色）に対応させた。 MIC-LED

はパワーオンリセットの後ただちに長さ 256

サンプルのリングバッファにAD変換の出力
を書き込み始める。バッファへの書込み停止
と、バッファから読出して LEDに表示させ
るタイミングは図 1に control/data inputと
示される 1本のシリアルラインから与える。
MIC-LEDを用いた 2次元平面アレイの拡大
写真を図 2に、デバイスの配置寸法を図 3に
示す。合計 210個のMIC-LEDを千鳥に配列
したマザーボードは、各MIC-LEDの電源ラ
インと control/data inputラインを並列接続
し、アレイとは別の筐体に組み込まれたコン
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図 3: MIC-LEDデバイスの配置寸法図 (横が
長手方向)

トロール装置に接続される。マザーボードは
アルミニウム製フレーム（外形寸法 386mm

× 250mm）に取り付け、縦長になる向きで
マイクスタンドに固定することができる。

3 スピーカにより駆動された
音場の可視化

3.1 実験条件

音場を観察する対象の一つである静電型ス
ピーカは山崎が考案した方式をベースにヤマ
ハが開発した TLFスピーカのプロトタイプ
でA0サイズ (841mm × 1189mm)のものを
用いた。TLFスピーカは柔軟な静電型スピー
カであるが、スタンドを用いて実質的に平面
スピーカとして機能する設置とした。動電型
スピーカは市販のヤマハ MSP5 STUDIOを
用いた。MSP5 STUDIOは5 inchコーン型お
よび 1 inchドーム型スピーカユニットによる
2–wayバスレフ型の小型パワードスピーカで
外形寸法は幅 179mm、奥行き 279mm 高さ
208mmである。静電型および動電型スピー
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図 4: 機材の配置図 (静電型スピーカの場合)
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図 5: 機材の配置図 (動電型スピーカの場合)

カからの波面伝播を観察する機材配置の立面
図をそれぞれ図 4、図 5に示す。設置場所は
ヤマハ社内にある高度吸音室である。完全な
無響室ではないが内壁は壁面、天井、床面す
べて 300mm厚のグラスウールで覆われてい
る。部屋の内寸は床面が 10.5m × 6.7m高
さ 3.2mである。スピーカから発せられた音
波は、3.2m離れたEarthworks社の測定用マ
イクロホンM30からRME社のオーディオイ
ンターフェースを通じて PC上に記録され、
さらに 0.3m離れたMIC-LEDアレイに音波
が記録される。MIC-LEDアレイの中心から
1.2m離れた位置には音波の反射の様子を観
察するために 0.9m × 1.8mの合板が床に垂
直に設置されている。
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図 4、図 5には描かれていないが、紙面の
手前方向にMIC-LEDアレイから 4m程度離
れた位置に HDカムコーダを設置し、MIC-

LEDアレイが表示する波面伝播の様子を記
録した。
スピーカを駆動する信号は 1 kHzの正弦波

1周期分をPCから出力した。PC上の録音再
生アプリケーションソフトのサンプリング周
波数 48 kHz、またMIC-LEDデバイスのサン
プリング周波数は 16 kHzである。
MIC-LEDアレイはコントローラのプッシュ

ボタンを押す毎に１サンプルフレームづつ表
示させることが可能である。その機能を用い
て各サンプルフレームの表示を静止画として
撮影可能であるが、長時間かかるので、MIC-

LEDアレイの連続表示をいったんビデオカメ
ラにて撮影た後に静止画などに変換すること
にした。

3.2 実験結果

スピーカから 3.2mの位置にあるマイクロ
ホンで受音した結果を図 6、図 7に示す。縦
軸の振幅はピーク値で正規化してあり、横軸
はマイクロホンに波面が到達した時刻を 0ms

としている。MIC-LEDアレイで表示した波
面伝播の様子は表 1にある動画ファイルに収
めてある。動画の一部を JPEGファイルとし
て取り出した結果を図 8と図 9に示す。図に
示された時刻は図 6、図 7の時刻に対応させ
ている。動画ファイルは音速を 1/2000とし
た時の波面伝播であるので、動画の時刻に対
応させるには図に示された時刻を 2000倍し
なければならない。
図 6、図 7のどちらもスピーカからの直接

音がマイクロホンに到達後 9ms付近に設置
した合板からの反射波が再びマイクロホンに
到達していることが読み取れる。さらに静電
型スピーカの場合（図 6）にはスピーカ本体
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図 6: マイクロホンによる観測波形 (静電型
スピーカの場合)
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図 7: マイクロホンによる観測波形 (動電型
スピーカの場合)

から反射されたと思われる音波と、それが再
び合板から反射した音波が確認できる。
表 1に掲げる動画では、静電型スピーカの
場合には実験を行った高度吸音室の内壁（天
井床を含む）からの反射波はほとんど観察さ
れず、動電型スピーカの場合には内壁からの
反射と思われる波が観察された。この事は静
電型スピーカからは平面波が、動電型スピー
カからは球面波に近い音波が放出されるとい
う予想を裏付けるものと考えられる。そのよ
うな違いを確認した後に図 6と図 7で示され
るマイクロホンの出力波形を改めて見てみる
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(a) 1.1ms (b) 1.4ms (c) 1.6ms (d) 1.9ms

図 8: MIC-LEDアレイ上の波面記録 (静電型スピーカの場合)

(a) 2.4ms (b) 2.6ms (c) 2.9ms (d) 3.1ms

図 9: MIC-LEDアレイ上の波面記録 (動電型スピーカの場合)
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と、動電型スピーカの波形のほうが静電型ス
ピーカの波形に比べて駆動信号である１波の
正弦波により多くの反射波が重畳した結果で
あると推定される。
実験を行った部屋は完全な無響室として設

計・施工された部屋ではないが、かなり高度
に吸音された部屋である。したがって、静電
型、動電型それぞれのスピーカからの直接波
と、設置した反射板からの反射波の波面の形
状の違いだけが観察されると予想していたが、
1 kHzの正弦波１周期で駆動した場合の音波
では予想より反射波が認められる結果が得ら
れた。

4 むすび
観察の対象とした静電型スピーカと動電型

スピーカによる音場の特性は、理論的にはよ
く知られた平面波と球面波の伝播として予測
できるものである。しかしながら、実際に現
場（in situ)で実時間に波面の伝播を観察で
きることは対象の音場を正しく理解するため
に有効であることを示す結果が得られた。提
案する手法は精密な測定が目的ではないが、
MIC-LEDデバイスの大きさ、アレイの寸法、
光への対応方法など音場の可視化品質に影響
のある要素について今後さらに実験を行いな
がら確認していく予定である。

【参照データ】
アップロードしたファイルを表 1に示す。

いずれのファイルも、MIC-LEDアレイで音
速の 1/2000で伝播する波面をカムコーダで
撮影したMPEG2ファイルからMIC-LED表
示の部分だけを切り出してモーション JPEG

に変換したものである。

表 1: 波の伝播の映像記録

ファイル名 説明
tlfLp.avi 静電型スピーカからの波の伝播

msp5Lp.avi 動電型スピーカからの波の伝播
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