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1 まえがき

筆者らはこれまでにレーザドプラ振動計 (LDV)と
計算断層撮影法 (CT)を用いた音場の観測、高速度カ
メラを用いた音源振動の観測とそこからの音情報の
抽出など対象に影響を与えることの無い音場、音源
振動の観測を行ってきた [1–3]。
レーザを用いた音場の観測法は，広範囲の音場の

空間情報を同時に計測することを可能にし，また観
測対象となる音場に観測器を設置する必要がないと
いう特徴がある。高速度カメラによる振動の観測に
おいても対象物にセンサを設置することなく，対象
の挙動に影響を与えることのない測定が可能である。
２台の高速度カメラを用いることで３次元的な振動
の動きを観測することができる。このように近年の測
定機器の発展によりこれまでにない新しい音場、振
動の観測技術が提案され実用化されつつある。
音場は音源によって生成される。音場を把握するに

は音源と音場の関係を知ることも重要であり、また振
動の観測とそれにより生成される音場の観測を同時
に行うことができれば非常に有用である。
本研究では音源の物理的振動と３次元音場の一体

的な可視化を試み，走査型 LDVによるスピーカの振
動の観測とレーザ CTによるスピーカから放射され
る音の観測を行う。
振動と音場の時間的な変化の一体的な観測を試み

る。プログラミング言語 Processingを用いインタラ
クティブな音場情報の可視化，観測を実現する。

2 LDVによる音波の観測

音は空気の疎密変化である。空気の密度により屈
折率が変化するので，音場を通過するレーザの光路
長は音場の影響を受けて変化する。振動しないと仮
定が可能な物体（剛体）にレーザを照射し音場を通過
するレーザと通過しないレーザの干渉によって，音場
の影響による光路長変化の計測が可能となる [4]。
走査型 LDVによって対象となる音場をレーザで走

査する場合，音場の線形時不変性を仮定しレーザの
各走査ごとに同じ音場を生成する必要がある。今回
対象としたスピーカによって再生される音場は同じ
信号で繰り返し駆動することにより同一の音場が再
現可能である。

3 レーザCTを用いた音場測定

LDVと剛体によって測定される音場情報は光路上
の情報を線積分した情報である。したがってCTを用
いることで点情報の集合への再構成が可能である。
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再構成には測定対象となる音場に対してあらゆる
方向からの投影情報が必要となる。LDVを用いて測
定される各方向からの測定データの組を投影とみな
し，音による屈折率の時間微分の分布を再構成する。
屈折率と音圧の関係から音圧の時間微分の分布に変
換が可能である。投影からの再構成の手法には重畳
積分法を用いる [5]。
投影データの測定は，測定対象となる音場が音源

からの直接音のように音場自体の移動，回転が可能
である場合には，測定系を回転させる代わりに音源
の回転により測定対象となる音場そのものを回転さ
せての測定が可能である。
また，LDVを用いて投影を測定する場合，レーザ

は音場の変化より充分に速い速度で剛壁面を反射し被
測定空間を往復する。従って，LDVによって測定さ
れる光路長変化分の半分を投影データとして用いる。

4 レーザドプラ振動計によるスピーカの振
動の可視化

LDVは本来対象物の振動を測定する測定器である。
そこで LDVを用いることで音場測定と同時に音源の
振動測定をおこなうことが可能である。音場測定と同
様にスピーカに入力するパルス信号と同期したトリ
ガ信号を LDVに入力し，トリガ信号の入力を各測定
点の測定開始時間とし，各測定点の振動を記録する。

5 音場と振動の３次元可視化

走査型 LDVによるスピーカの振動の観測とレーザ
CTによるスピーカから放射された音場の３次元計測
を行う。音源には２ウェイスピーカYAMAHA NS10-
MとパワーアンプYAMAHA P4050を用いた。音源
信号には 4kHz正弦波１周期分のパルス信号を用い，
振動と音場の時間的な変化の観測を試みた。
音場に関しては直接音を観測対象としたので，測

定系ではなくスピーカを回転させて投影情報を得た。
スピーカの回転にはNSKメガトルクモータシステム
（EA32型ドライブユニット，YS型モータ）を利用し
たターンテーブルを用い，その回転台の上にスピー
カを上向きに設置した。

LDV と壁面との距離は 3m としその中間にスピー
カを設置した。スピーカ前面から平行に 30cm 離れ
た平面上にレーザ光源を設置し、レーザの走査を行っ
た。レーザの最大振り角は左右にそれぞれ 16度、上
下にそれぞれ 8度とした。スピーカの回転の角度は
15度ごとに 360度，各投影でのレーザの測定点は水
平方向に 101点、垂直方向に 51点で行った。CTに
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より再構成が可能な領域は全投影により共通に観測
された領域であるが，おおよそスピーカの回転軸を中
心とした半径約 40cm，高さ約 20cmの円柱内部の領
域である。振動に関してはスピーカ前面全体の測定
を行った。縦 38.3cm，横 21.5cmのスピーカ前面を
それぞれ 83点，45点の合計 3735点で離散化し，同
様の音源で駆動した場合のそれぞれの点での振動を
測定した。
音場情報のような多量の空間的情報を可視化するに

は 3次元表現が有用である。特に，複雑な音場の観測
には多様な表現の実現が重要である。近年，Ben Fry
らによって開発されたプログラミング言語Processing
などを利用することにより，情報の可視化，3次元表
現が容易となってきた [6]。Processingはインタラク
ティブな表現が容易に実装可能であり，音場観測の直
感的なインターフェイスが実現できる。本報告では
Processingを用い表示を行った。
スピーカの振動，それにより放射された音場の様子

を Fig.1から Fig.3に示す。それぞれ音源が再生され
て約 0.06ms，0.95ms，1.56ms後の様子である。CT
により得られた音場情報に関しては，回転軸を z軸
とした直行座標系における xz平面，yz平面での様子
とスピーカ前面から平行に 30cm離れた平面での様子
を図に示してある。

Fig.1 では音場の観測領域に音が到達していなく
ツィータの振動のみが観測されている。Fig.2ではツ
ィータから放射された音がおおよそスピーカ前面から
30cmの距離まで進んでおり，さらにウーハからも音
が放射された様子が観測される。Fig.3では音波がさ
らに進行している様子がわかる。入力信号は正弦波１
周期分であるが出力された波面は１周期分以上あり，
制動の様子も確認可能である。

6 むすび

本研究では音源の物理的振動と３次元音場の一体
的な可視化を試みた。走査型 LDVによるスピーカの
振動の観測とレーザ CTを用いたスピーカから放射
された音の観測をした。振動と音場の時間的な変化
の一体的な観測を試み，音場情報の可視化にはプロ
グラミング言語 Processingを用いインタラクティブ
な音場情報の観測を実現した。
今後，より直感的な情報提示手法，可視化手法につ

いて検討していくとともに，さまざまな音源，音場の
可視化を行っていく。また，手軽に持ち運ぶことの可
能な計測系の構築，レーザのみならず高速度カメラ
等を用いたシステムの提案，開発を行っていく所存で
ある。
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Fig. 1 振動と音場の観測（0.06ms）

Fig. 2 振動と音場の観測（0.95ms）

Fig. 3 振動と音場の観測（1.56ms）
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