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1 はじめに

音場を直感的に把握するためには、実時間でイン

ターアクティブな可視化手法が有効であると考えら

れる。インターアクティブという観点からは、自在走

査マイクロホンによる実時間音場可視化システム [2]
が提案されている。このシステムは、マイクロホンを

使用者が手に持って、自由に空間内を走査でき、マイ

クロホンの位置に応じた音響情報を、固定されたカ

メラの画像に実時間に重ね合わせて表示できる。

筆者らは、マイクロホンの位置と音響情報を記録

しつつ、仮想 3次元空間に表示し、仮想空間内の視
点は使用者の位置とは無関係に自由に変更するよう

に設計された音場の可視化システムを構築し, そのよ
うなシステムの有効性を検討している。

前回は、インターアクティブな音場可視化システム

の可能性を検討する目的で構築したシステムについて

報告した [1]。そのシステムは位置センサーに Polhe-
mus社 3SPACE、音響センサーにMicroflown Tech-
nologies社の 3次元粒子速度マイクロホンアレイを用
いた。

一方、最近はカメラ付き携帯などの普及で高性能の

小型カメラが入手しやすくなり、また前回の報告の中

でも適用の可能性を指摘した Augmented Reality技
術を利用できる環境が提供されるようになった [3][4]。
そこで、今回は位置センサーにカメラと画像処理技術

を用いたシステムを構築したので、これを報告する。

2 システム構成

本システムの構成を図 1に示す。
マイクの位置と姿勢を検出するために、無指向性

マイクと小型のカメラを一体化したプローブを作成

した図 2。プローブからのオーディオ信号と映像信号
は、パーソナルコンピュータに接続され、Java言語
の環境で動作するAugmented Reality構築ツール [4]
と 3次元表示ツール、及び独自のオーディオ処理ツー
ルを用いたソフトウェアで処理・表示を行う。

カメラを用いたマイクの位置と姿勢の検出方法は、

カメラを固定して何らかのマーカーをマイクに取り

付ける構成が一般的であると思われる。しかし、十

分に小型で画素数の多いカメラが容易に入手できる
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ようになったので、マーカーを固定してカメラをマ

イクに取り付ける構成を採用した。その理由は、観

測点であるマイクの位置を視点とする映像は、空間

内をウォークスルーする表現になるため、より直感

的な理解を助けると考えられるからである。ただし、

それだけだと観測点の全体像をつかみにくい欠点も

あるので、前回と同様にマウス操作により任意の視

点から観測点をみることができるモードも用意した。

なお。プローブの位置と姿勢が検出できる範囲は、

プローブに内臓されるカメラで撮影される映像から

基準点に設置した画像マーカーが検出できる場合に

限定される。

3 情報の処理と表示方法

カメラで撮影された画像マーカー（マーカーの実寸

は 80mm∗80mm)が認識されると、その確からしさ
(0 < cr < 1)と、カメラの位置を原点としたときの画
像マーカの直交座標系 xyzの位置 (x, y, z)と方位角、
仰角及びロール角で表わされた姿勢 (α, β, γ) とした
ときの、同次変換マトリクス (homogeneous transfor-
mation matrix) で表される。

T =




a11 a12 a13 xt

a21 a22 a23 yt

a31 a32 a33 zt

0 0 0 1




ここに、
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Fig. 1 Interactive 3D sound field visualization sys-
tem overview
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Fig. 2 A small camera attached microphone

a11 = cosα cosβ
a12 = cosα sinβ sin γ − sinα cos γ
a13 = cosα sinβ cos γ + sinα sin γ
a21 = sinα cosβ
a22 = sinα sinβ sin γ + cosα cos γ
a23 = sinα sinβ cos γ − cosα sin γ
a31 = − sinβ
a32 = cosβ sin γ
a33 = cosβ cos γ

表示には２種類の方法を実装した。

1. カメラからの映像をそのまま表示しつつ、指定
された時点でのマイクの位置・姿勢情報と音響

信号の情報を保持する。同時に記憶している全

ての情報を（i = 0, 1, 2, ..., N −1）重ねて表示す
る (図 3(a),図 3(b))。

2. カメラからの映像を静止させ、記憶した情報を
マウス操作によって任意の視点から表示に変更

する (図 3(c))。

4 まとめ

前回に続きインターアクティブな音場可視化シス

テムを試作し、マイクの位置と姿勢の検出方法、およ

び音響信号の表示方法などについて検討した。マイ

クの位置検出に関しては、画像マーカが認識される

位置・姿勢である必要があるが、簡易な可視化システ

ムとしては利用可能であるといえよう。これを改善す

るために複数の画像マーカーを配置する方法も考え

られるが、複数のマーカの相対位置を何らかの方法

でシステムに入力する必要がでてくる。

音響情報の表示方法は、今回は指定された時刻近

傍の平均音圧に相当する量を半径とする球形で表わ

したが、音場を理解するために適当であるかはまだ

十分評価できていない。音響情報の表示方法は音場

の理解に直接関係するため、今後さらに検討を行う

必要がある。

 

 
 

(a) Measurement mode 1

 

 

(b) Measurement mode 2

 

(c) ”Detached” mode

Fig. 3 Screen shots of a GUI prototype

プローブ関しては、マイクの構成を現在の１つか

ら、２つあるいは近接 4点法 [5]に拡張する予定であ
る。表示方法に関しては周波数帯域に分けるなど方

法が考えられるが、表示の情報が多くなると直感的

な理解を逆に阻害するこにもなりかねない点に注意

しながら今後の検討課題としたい。
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