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1. まえがき 
音場の振舞いを直感的に把握する上で視

覚に訴えることは非常に効果的である。我々

はインパルス応答から近接 4 点法を用い仮想

音源を求め ,音場の空間情報の把握に役立て

てきた[1]。本稿では走査型レーザドップラ振

動計(Polytec PSV-300,以下 SVM)を使用し,
空気の粗密による屈折率変化を振動速度とし

て多方向から投影し,CT 像として再構成され

る音場情報について述べる。 
2. 音場のＣＴ像再構成 
2.1 レーザによる空気の屈折率変化測定 

SVMの出力信号は振動速度として得られ

る。振動速度から屈折率変化を求める方法は

上羽らによって報告されている[2]。 

剛壁までの距離を l,空気の光の屈折率をn
とする。光学式振動計を用いて壁面を計測す

ると音圧による屈折率変化 Δnが ,振動してい

ない剛壁がΔl変位して振動しているかのよ

うに測定される。SVMから得られる出力信号

である振動速度をvSVMとし,音場の測定信号の

周波数をfとすると,Δnは 

 

 

と求められる。（１）式において測定信号の周

波数とレーザの実際の光路長を一定とすると,
音圧によるレーザの屈折率変化が振動速度に

比例していることがわかる。よって,振動速度

の CT 像は空気の屈折率変化の分布に比例し

ている。 
2.2 CT(Computed Tomography) 

CT とは物体にあらゆる方向から照射線を

照射し ,これが物体を通過した後の投影から

物体内の目的とする物理量の分布を再構成す

る手法である[3]。本稿では SVM を用いて計

測できる音圧によるレーザの屈折率変化の投

影を音場のＣＴ像として再構成する。 

再構成の手法に関して様々な研究がなさ

れているが ,本稿では畳み込み逆投影法を用

いた。畳み込み逆投影法は, 逆投影する前に

重複する部分のぼけを補正する目的で測定し

た投影に補正関数を畳み込み ,演算を行う。 

このとき補正関数は用途に合ったものを選ぶ

必要があるが,今回はL.Sheppと B.Loganによ

り求められた補正関数を用いる。 

測定される投影は離散であるので再構成

する際の任意の座標に対する投影は線形補間

によって求める。また,本稿の実験ではレーザ

の照射は壁を底辺とした二等辺三角形の状に

行っているが,平行ビームに近似していると

みなし再構成を行った。 
3. 実験 

早大本庄キャンパス環境情報実験棟[4]に

おいて ,Ａ：コーン型スピーカ(YAMAHA 
MSP10)とＢ：平板スピーカ(WASEDA EE 

W3232[5])の二種類のスピーカの生成する音

場について実験を行った。 

スピーカは天井へ向けて図－1 のように測

定器と剛壁の間に配置した。SVM でスピーカ

の振動面上 7cm を平行に,壁を底辺とする二

等辺三角形状に走査した。 剛壁でのレーザの

反射はＡで 1000mm,Ｂで 1150mm であった。測

定点の数を A は 110 点,B は 100 点とした。 

医療用の CT では X 線の照射部と検出器が

物体の周囲を回転して多方向からの投影を得

ているが,本実験ではスピーカ自体を 10゜ご

とに回転させ 36 方向からの投影を得た。 

測定信号には 4kHz,1kHz,500Hz の正弦波と

白色雑音を用いた。音圧レベルはスピーカ直

前で 80dB になるように出力を調節した。各測

定点に対し 5 回測定した平均を測定値として

用いた。また,レーザの反射体となる剛壁には

残響室のコンクリート壁を使用し,壁の振動

が測定に影響しないことを確認した。 
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4. 実験結果 

測定条件か

る線上でのレ

れ約 5.23mm,4

ビームの間隔と

号を周波数解

から再構成を行

4kHz の正弦

を再構成し 3

度）を図－3,図

軸を中心とし

された振動速度

ーカの駆動部分

ン型スピーカの

拡散していく様

平面波が測定面

ることから図－

拡散するのでは

これらのことは

を連続して表示

になる。 

５．むすび 
我々は音場

Ｖや音場のレー

本稿では,２種

象にレーザＣＴ
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図－3 コーン型スピーカ（MSP10） 
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図－1 配置図  
ら壁に平行で回転の中心を通

ー ,Ｂそれぞ

.17mm であり,この間隔を平行

し演算を行った。また測定信

析し,位相ごとに得られた投影

った。 
波測定信号で解析したデータ

次元で表示したもの（位相 160

－4 に示す。x 軸,y 軸は回転

た空間の で,z 軸は計測

に値する。xy 投影面にはスピ

を図示した。図－3 ではコー

ツイータ部分から同心円状に

子が確認できる。図－4 では

に対して平行に出力されてい

3のように xy平面上に波状に

なく平面波として観測された。

各位相について求めた CT 像

するとより明確に観測が可能

の可視化の研究として,音響Ｔ

ザＣＴの研究を行っている。

類のスピーカが作る音場を対

の基礎的実験を行った。空気 

平行ビームとみなす等の近似を行ったが充

て実用化することを目指し,部

屋

の

的に検出する音場可視化法（Ⅰ）”,

ザの測定間隔はＡ

座標軸

 
 
 
 
 

 

 

 

 

の粗密によるレーザの屈折率変化を SVM によ 

て振動速度変化として計測し,再構成を行

た。二等辺三角形状に照射し測定した投影

っ

っ

を

分にスピーカの生成する音場が CT 像から確

認できた。 

今後の課題として再構成対象を音圧とす

る場合の補正関数や投影情報の補間方法につ

いて精細な検討が必要であると考える。また,

音場測定とし

の形状に伴って反射体となる壁までの距離

が大きく変化する空間における音場のＣＴ像

再構成の研究を行っていく所存である。 
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図－2 実験風景 図－4 平板スピーカ（W3232） 


