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1 まえがき 
人間は日常生活で存在する様々な音に対して、

方向や距離、音色などを聞き分け、必要な音を分

離する能力を持っている。このように人間が聴い

ている音を正確に収録する方法として、一般的に

マイクロホンが使用される。また、本研究室では

マイクロホンを必要としない音場収録法として

レーザドップラ振動計[1]や高速度カメラ[2,3]を

用いた測定法の研究を行ってきた。また、音場の

記録・再生に関しては、近年様々な研究が行われ

ている。本研究では、測定面で収録した音波を用

いて、音場に存在する物体の情報と音場の記録を

同時に行うことを目指す。 

2 音の干渉 
2.1 干渉縞 

本研究では音の干渉に着目し、音場内の情報取

得を試みた。干渉は波の重ね合わせによって新し

い波形ができることであり、コヒーレントな二つ

の波は互いに干渉しあって干渉縞を作る。図―１

において、互いにコヒーレントな波源 S1 と S2 に

よって xy 平面上にできる干渉縞の強めあう条件

は、λを波長とすると、 

      (m=1,2,3…)   (1) 

と表せる。 
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2.2 音響ホログラフィ法 

 音の干渉を用いた理論の一つとして音響ホロ

グラフィ法が挙げられる[4]。図―２において、振

動面∑の a1,a2から放射される音波が、測定面上の

2 点 u1,u2 に到達する場合を考える。このとき、2

点に到達する波動 U1(t)と U2(t)の相互強度 Jは 

                    (2) 

である。u2 を u20 で固定し、測定面で得られた相

互強度 J(u1,u20)を z0 離れた元の物体面に逆伝搬さ

せることによって得られる複素振幅分布 J’(a)は、

相互強度の伝搬側より 

                    (3) 

と表せる。つまり、測定面の音波を用いて、振動

面から測定面の音圧分布を計算することが可能

となる。 
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3 実験 
3.1 干渉縞の観測 

まずは測定面における干渉縞を観測するために、

図―３に示すように、z = 0 上に二つの音源を、z = 

2.0 上で音源と同じ高さに 12 個マイクロホンを設

置し、遮蔽物がない場合で瞬時音圧の測定を行う。

表―１に測定条件を示す。またこの実験条件での

音圧分布の理論値を図―４に示す。十足結果を図

―５に示す。さらに、16 kHz の正弦波を用いた際、

各点で得られる最大音圧をプロットしたものを

図―６に示す。スピーカを二つ駆動した場合（(a)

の場合）は、スピーカの真ん中(x=0.0)を中心とし

た干渉縞が観察されるが、実験値ではやや値のば

らつく結果となった。 
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図―１ 干渉縞 

図―２ 音響ホログラフィ法 
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図―３ 実験図 
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R のスピーカのみ駆動した場合は、スピーカ正面

(x=0.25)を中心とした音圧分布となり、時間ととも

に波面が空間を移動していく様子がわかる。さら

に、図―５の(a)と(c)の比較から、周波数による干

渉縞の間隔の変化が確認できる。図―６のグラフ

から、強めあう位置で音圧が大きくなっているこ

とがわかる。 

表―１ 測定条件 

マイクロホンの高さ 1.0m 

音源の高さ 1.0m 

マイク間距離 0.05m 

スピーカ間距離 0.5m 

測定面・音源間距離 2.0m 
使用音源 正弦波(16kHz,4kHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2 遮蔽物の検出 

 次に図―３に示すように、音源 R の 50 cm 手前

に遮蔽物を設置し、同様の実験を行った。遮蔽物

は縦 5 cm，横 23 cm，高さ 11.5 cm の紙製の直方

体で、マイク、音源と同じ 1 m の高さに設置した。 

このとき、測定面で得られた音圧分布を図―７に

示す。また、図―７において、(3)式の音響ホログ

ラフィ法の処理(AH)を施し、ｚ=1.0 上における音

圧分布を計算したものを図―８に示す。遮蔽物が

存在する周辺で音圧が高くなり、さらに遮蔽物が

存在する x=0.2~0.3 付近の音圧の減少が確認でき

る。これは音場の回折や遮蔽の影響であると考え

られる。 

 

 

4 むすび 
 本研究では二つの点音源によって生まれる干

渉現象を記録し、音響ホログラフィ法を用いて音

源から測定面までの音圧分布の計算を行うこと

で、遮蔽物から測定面までの音場の様子を確認し

た。その結果、ある程度の空間の把握が可能であ

るとともに三次元音場の記録の可能性を示した。

今後、実用的なシステムの構築を目指すと共に粒

子速度に関しても検討を加える。 

参考文献 

[1] 池田雄介, 後藤亮, 岡本直毅, 滝澤俊和, 及川

靖広, 山﨑芳男, “レーザ CT を用いた再生音場の

測定,” 日本音響学会誌, vol.62, No.7, pp.491-499, 

2006 

[2] 酒井寿理, 山崎芳男, 及川靖広, 武岡成人, “高

速度カメラを用いた 3次元音場の記録と解析,” 音

講論集, pp.1493-1494, 2008.9. 

[3] 阿久津真理子, 武岡成人, 及川靖広, 山崎芳男, 

“空気中浮遊物の高速撮影による音場情報の取

得,” 音講論集, pp.1559-1560, 2011.3. 

[4] 上羽貞行, “音響ホログラフィ,” 日本音響学会

誌, vol.38, No.3, pp.166-169, 1982 

(a) L:16kHz R:16kHz 

(b) L:Mute R:16kHz 

(c) L:4kHz R:4kHz 

 図―５ 音圧分布 

図―６ 最大音圧 

図―８ AH 処理後 

 図―７  音圧分布 

(a) L:16kHz R:16kHz 

(b) L:Mute R:16kHz 

 図―４ 干渉縞理論値 

L:16kHz, R:16kHz 
L:Mute, R:16kHz  
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