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レーザ CT の音響設計への適用＊ 
 

◎岡本直毅，後藤亮，池田雄介，小西雅，及川靖広，山崎芳男（早大・国際情報通信） 
 

１．まえがき 
会話や音楽など，音を介したコミュニケーショ

ンにおいて，共有された空間の持つ音の伝搬特

性はコミュニケーションの様態に大きな影響を与

える．既存の音場を把握することは，その空間の

リノベーションにも役立ち，音響設計のみならず

空間デザインに有用な指針を与える． 
我々はこれまで，近接４点法を用いインパルス

応答から仮想音源分布を求め，コンサートホー

ルや劇場などの音場の空間情報の把握に役立

ててきた[1]．インパルス応答は，音源位置から

測定点までの伝達特性を表している．しかし，演

奏位置が変動したり，聴取位置も広がりを持つこ

とから，特定の点に着目するだけでは得られな

い情報もある． 
そこで，音の空間的な伝搬を捉えるには，空

間の精細な音圧分布を知ることが有用である．こ

れまでマイクロホンを用いた測定がよく行われて

きたが，空間を精細に測定するには膨大な数の

測定点が必要であったり，設置されたマイクロホ

ン自身が音場に影響を与えるなど，正確に測定

を行うのは容易ではなかった． 
そこで，我々は走査型レーザドプラ振動計

（Polytec PSV-300，以下 SVM：Scanning VibroMeter）
を用い，空気の粗密による光の屈折率変化を多

方向から測定し，その投影から空間の音圧分布

を再構成する測定法を提案してきた[2,3]．本稿

では，レーザ CT による音場測定実験の報告と，

音響設計への適用について論じる． 
２．空間 CT像の再構成 
２．１．レーザによる音圧の測定 

気体の密度と屈折率の関係はGladstone-Dale
の式から求められる[4]．空気が理想気体である

と仮定すると，屈折率 n は式(1)のように示され

る．よって，温度と屈折率を測定することで圧力 
が得られ，そこから音圧が求まる． 
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ただし，密度： ρ ，Gladstone-Dale定数： GR ，圧力： P ，
絶対温度：T ，気体定数： R  

レーザを用いて空気の屈折率変調を測定し，

振動に変換して音を読み取る試みは中村，上羽

らによって検討されている[5,6]．SVMで測定さ

れる光路長変化は，反射体が剛であるとみなせ

る場合には，式(2)に示されるとおり，光路上の空

気の粗密変化の総和を表している．実際の屈折

率は，空気の屈折率と式(2)から得られる屈折率

変化の和であるから，式(1)から音圧が得られる． 
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ただし，光路長： l ，光路長変化： l∆ , 屈折率変化： n∆ ，
空気の屈折率： 0n  

２．２．３次元音圧分布の再構成 
ある測定点から反射面に対しレーザを発して

測定する場合，光源と反射面上の測定範囲によ

って構成される四角錐内部の空間が測定対象

範囲となる．この場合に得られる音圧の平面分

布は，各光路上の音圧の積分値であり，空間の

音圧分布の平面への投影である． 
そこで，あらゆる方向からの投影を測定し，計

算断層投影法（以下CT：Computed Tomography）

を用いて再構成することで，測定範囲内の任意

の点についての音圧を得ることができる[7]． 
３．実験 

早稲田大学環境情報実験棟の外壁（コンクリ

ート）を剛とみなしてレーザ光反射面とし，SVM
をレーザ光が測定対象音場を通過するように設

置した．音源を回転させることで，相対的に音場

の全周測定を行ったとみなした．音源として，マ
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ルチセル型平板スピーカWASEDA EE W3232を

用いた．音響的な反射板として10mm厚の合板

を上方に設置し，スピーカを合板に対し斜めに

向け，音の反射の様子を捉えることを意図した．

投影は10゜間隔で19回測定し，音場は左右対称

であるとみなした．スピーカの回転の制御には，

NSK EA32型ドライブユニット YS型モータを用

いた．SVMのレーザ発光部と回転軸の中心と壁

との距離はそれぞれ2.25m，スピーカは垂直方

向からから25゜傾け，音響反射板までの距離は

1m，レーザの横ふり幅が33゜，走査点は255点と

した．4kHz正弦波信号を1Wでスピーカに入力し

た．実験の様子を図－１に示す． 
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図－１ 実験概念図 

SVMによって得られた各測定点の振動変位

をフーリエ変換し，4kHz成分の振幅を抽出し，

重畳積分法を用いて再構成した．フィルタ補正

にはRamachandran-Lakshminarayananの補正関

数を用いた．なお，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た． 
４．実験結果 

 
図－２ 平面音圧分布（反射板なし） 

 

図－３ 平面音圧分布（反射板あり） 

測定結果を解析して得られたCT像を図－２，

３に示す．反射板の有無に関わらず，画面下部

に直接音が示されている一方で，反射板ありの

場合は，画面上部に反射音の影響が現れてい

る様子が観察できる． 
５．むすび 

今回の実験では，音響設計に重要な，音の反

射の様子をレーザCTで捉える基礎的な実験を

行った．現段階では音響反射板の効果を大まか

に捉えるにとどまっているが，精度を高め，反射

板や間仕切り，椅子等といった建築的要素の音

響効果をより詳しく調べる手段としたい．また３次

元測定や時間情報を加味し音の伝播の様子を

捉えるなど，音響設計に適用できる精細な音場

把握の方法を探っていきたい． 
単純な物理法則に従っているとしても，実空

間での事象は非常に複雑であり，私たち人間は，

それらをありのまま多様に捉えている．我々は，

人間を考慮した音響設計において，人間と環境

との境界面が重要であると考える．境界面の変

化を物理現象として精密に記述することが，複

雑な事象をそのまま記録し，現象を単純化しな

い測定を可能にする．境界面までも含め，空間

における人間のコミュニケーションについて考え

るとき，物理現象としてその状況が精細に記述さ

れていれば，論じる上で確かな根拠となる．この

ような測定方法を検討していきたい． 
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