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1 まえがき

現在，騒音計測や音源探査を主たる目的として，音
の可視化手法が提案されている。上明戸らは紡錘形
に配置した６つのマイクロホンを用い音源の可視化
を提案し [1], 長井らは１３個のマイクロホンアレイ
を用いた小型の可視化装置を提案している [2]。
本研究室では，同一平面上にない４つのマイクロ

ホンを用いて音場の空間情報を把握する近接４点法
が 1979年より検討されてきた [3, 4]。また，パラボ
ラの焦点に平面状に多数のマイクロホンを並べた装
置を用いた音場の可視化も検討されている。
本稿では，複数のマイクロホンを用いて，音環境を

可視化する方法を検討する。特に，音場の空間情報の
可視化を目的として，４点のマイクロホンと全方位
カメラを組み合わせた装置を製作し，実験を行ったの
で報告する。

2 パラボラとマイクロホンアレイを用いた
音場の可視化

2.1 目的
人間は光の反射によって空間を視覚的に認識して

いる。同様に，音の到来によっても空間の把握は可能
であると考えられる。音情報を用いて，起きている現
象の理解やコミュニケーションの観察することを目的
として，パラボラとマイクロホンアレイによる音場
の可視化を検討した。

2.2 装置の概要
パラボラの焦点部分に 192個のマイクロホンアレ

イを設置した Fig. 1の観測機 (”音響 TV”と呼ぶ）を
製作した。パラボラに直進してきた音響信号は，焦点
方向に曲げられ，焦点面のマイクロホンアレイで観
測される。この時，Fig. 2に示す各マイクロホンで観
測される音響信号における 3 kHz，7.2 kHz，18 kHz
の帯域の信号の強さを，それぞれ赤，緑，青の明るさ
で表現し，前面に取り付けたCMOSカメラの映像と
スーパーインポーズする。これにより，画面上の 192

Fig. 1 ”音響 TV”装置

∗Visualization of sound environment using multi channel acoustic measurement system. by JIMBO, Naoshi,
OIKAWA, Yasuhiro, YAMASAKI, Yoshio (Waseda University).

Fig. 2 マイクアレイ部

Fig. 3 ”音響 TV”観測結果

点それぞれの部分における音の周波数や強弱の変化
を，マイク間の信号処理を行うことなく，リアルタイ
ムに観測することができる。

2.3 観測結果
”音響 TV”で道路を観測した様子を Fig. 3に示す。

自動車の移動やブレーキ音に合わせ，その部分に色
のつく様子が観測でき，Fig. 3では 18kHz付近の青
色がトラック前方で発せられていることが分かる。
この装置を用いることで，到来音の方向や特徴を

目で見て確認することが可能である。

3 全方位カメラとMEMSマイクを用いた
近接４点法

3.1 目的
視覚的な空間情報と空間全体の音場把握を目的と

して，全方位カメラとMEMSマイクロホンによる装
置を製作した。近接４点法を用いることにより三次
元的な観測が可能である。大きな機材を持ち込まず
に測定できるので，音場に影響を与えずに観測がで
きる。また，観測対象に意識されることなく設置可能
であるので，無形文化財の保存などにも用いること
が可能であると考えられる。
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3.2 装置の概要
小型全方位カメラ (日本精機社製，レンズ直径

12 mm) に MEMS マイクロホン (YAMAHA 製
YAM552，長編 4 mm)を４つ組み合わせ，Fig. 4に
示す小型で全方位の観測が可能な装置を製作した。
各マイクに到達する音と全方位の映像を収録する

ことにより，空間の視覚的情報と音源の到来方向を同
時観察することが可能である。また，全方位カメラの
映像は，信号処理によってパノラマ画像となるので，
室内の全方向を見ることも可能となる。

3.3 観測結果
残響の少ないスタジオ (6 m四方)においてTSP信

号や音楽の信号をスピーカから再生し，４つのマイ
クロホンと全方位カメラによる観測を行った。
本実験ではマイクとスピーカを同じ高さに配置し，

直接音が各マイクに到達する時間差のみから平面上
の位置推定をおこなった。

Fig. 5のような斜交座標上にマイクを配置し，マイ
ク O までの距離を rO，音源からマイク O とマイク
Aの距離差を α，音源からマイクOとマイクBの距
離差を β とおくと，マイクから音源までの距離は

(rO + α)2 = (X − d)2 + Y 2 + 2(X − d)Y cos
1

3
π (1)

(rO + β)2 = X2 + (Y − d)2 + 2X(Y − d) cos
1

3
π (2)

r2
O = X2 + Y 2 + 2XY cos

1

3
π (3)

と表される。
上式からX，Y，を求めると

X = ((−4α + 2β)rO + d2 − 2α2 + β2)/3d (4)

Y = ((2α − 4β)rO + d2 + α2 − 2β2)/3d (5)

となる。
rO は式 (3)に式 (4)，式 (5)を代入して計算するこ

とで求められるので，音源の座標は α，βおよびマイ
ク間距離 dから求められる。
マイクOとマイクA，マイクBの直接音の到達時

間差を求める際には，収録音を補完し相関関数を計
算した。到達時間差から α，βを求め，式 (4)，式 (5)
より音源の位置を推定した。推定された音源の位置
を全方位カメラの画像上に示したものを Fig. 6に示
す。図中の赤い点が，推定された音源の位置を表して
いる。

4 むすび

本稿では，複数のマイクロホンを用いた音場の可
視化について述べた。

Fig. 4 全方位カメラとMEMSマイクロホン

Fig. 5 マイクロホン配置図

Fig. 6 観測画像

パラボラとマイクロホンアレイを用いた”音響TV”
は，リアルタイムに音源の方向や周波数特性を観測
することができる。現状のシステムでは，前後方向の
情報を知ることはできないが，高度な信号処理を行
うことにより可能となる。音響テレビを用いた全方
位の可視化などを，今後検討していく所存である。
全方位カメラと近接４点法を用いることで，室内

の様子が一望でき，空間全体の情報を認識しやすい
ことが分かった。現時点では，直接音の到達を観測し
ているだけだが，反射音も含め，室内の音場を三次元
的に把握し，全方位カメラの画像と合わせて音環境
の可視化を行う予定である。

謝辞 ”音響 TV”システムの基本構想を提供し，設
計に尽力されたマイクロスペース株式会社の田中正人
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供いただいた日本精機株式会社の福原康二氏，太田
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