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論 文 43.58.Fm

レーザトモグラフィを用いた音圧分布測定における精度*

池 田 雄 介∗1 岡 本 直 毅∗1 後 藤 亮∗1

小 西 雅∗1 及 川 靖 広∗1 山 芳 男∗1

［要旨］ 本論文では筆者らが提案するレーザドプラ振動計と剛壁を用いた音圧分布の再構成法の測定精度
を検討し，誤差の要因を予測する目的で，レーザの反射面の振動による測定精度への影響の分析と屈折率と

音圧の変換の誤差について論じる。基礎的な実験として，スピーカの再生する音場に対して，レーザを用い
た音圧レベルと騒音計を用いた結果の比較対照を行った。結果として，屈折率と音圧の変換の誤差と壁面の

振動による誤差が十分に無視できることを確認した。
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1. ま え が き

実音場の精細な把握・測定を目的として，筆者らは

これまでレーザドプラ振動計と剛壁を用いた音圧分布

の再構成法を提案している [1]。本手法は光波が空気中

を進む際その速度が空気の密度により変化する現象に

基づき，レーザ干渉計を用いて測定された光路長の変

化から，計算断層撮影法を用いて音による屈折率の変

化の分布を求め，その分布を屈折率と音圧の関係から

音圧分布へ変換するものである。レーザを用いること

で測定点自体に測定器を置く必要がないという特徴を

もつことから様々な音場への応用が期待されているが，

本手法を測定技術として確立するには，実現できる測

定精度を明らかにし，誤差の要因をできる限り予測す

る必要がある。また，本測定系では適切な反射体の選

定・設計が重要であるが，その誤差への影響を分析す

ることで，選定・設計が容易になる。

そこで，本論文では提案するレーザによる測定手法

における測定における誤差の基礎的な分析について論

じる。また，簡単な測定例において，騒音計によって

測定された音圧レベルとの比較を行う。スピーカの再

生する音場に対して，レーザを用いた音圧レベル分布

と騒音計を用いた結果の比較を行い，壁面の振動によ
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る誤差が十分に無視できることを確認する。

2. レーザドプラ振動計による音圧の測定

2.1 絶対屈折率と物質のモル密度の関係

屈折率の変化は空気の密度と組成の変化であるが，

一般に組成の変化の影響は密度の変化に比べて十分に

小さいことから無視される。屈折率 nとモル密度 ρに

は以下の関係がある [2]。

n = 1 + ρ · RG (1)

ここで，RG は下記の式により空気の組成で決まる

Gladstone-Dale定数である。

RG =

S∑
i=1

RGiXi (2)

RGiはそれぞれの組成の種類に応じたGladstone-Dale

定数で，Xi は種 iのモル分率であり，S は種の総数で

ある。RG を空気の組成から式 (2) を用いて求めるこ

とができれば，レーザ干渉計によって測定された屈折

率からモル密度が求めることが可能になる。

音による空気の組成の変化は無視するので，RGは測

定対象領域全体の平均の気体の組成から決定すること

ができる。例として標準的な大気について考える。標

準的な大気の組成の体積百分率とそれぞれに対応する

He-Neレーザ（波長 633 nm)に対するGladstone-Dale

定数を表–1 に示す [2, 3]。

大気の組成の大部分は窒素と酸素であり，水に関し

ては湿度に応じて 1～2.8%程度まで変化する。その他

の組成は 1%に満たない。そこで，まず乾燥空気を窒

素と酸素の 2成分気体として考える。大気中では各成
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表–1 大気の組成と Gladstone-Dalse定数

N2 O2 H2O Ar CO2

体積百分率 78 21 1-2.8 9.3×10−1 3.2×10−2

RG(cm3/mol) 6.689 6.053 5.623 6.298 9.968

分に対する圧力と温度が同じであることから，それぞ

れの体積と物質量は比例する [4]。よって，上記の体積

百分率から乾燥空気の RG は 6.55となる。

水蒸気を含む空気，潤湿空気については，水蒸気圧

を測定し，大気圧との関係から乾燥空気と水蒸気のモ

ル分率が求まれば式 (2)より，潤湿空気の RG が求ま

る。温度によって飽和水蒸気圧は異なるが，大気圧と

比べて十分に小さいことから，多くの場合，湿度を無

視することが可能である。

このように一般的な空間を測定する場合は，2成分

気体の乾燥空気として考えるだけ十分であるが，特殊

な環境下での音の測定では測定環境の空気の組成を測

定し，そのモル分率を用いて式 (2)を用いて定数を決

定しなければならない。

2.2 音圧と屈折率変化の関係

屈折率からモル密度への関係が明らかになったので，

モル密度と音圧の関係を考える。音による空気の密度

変化は断熱変化であることから

∆P

P0
= −γ

∆V

V0
(3)

が成り立つ。ここで P0 と V0はそれぞれ音波が発生し

ていないときの大気の圧力と体積で，∆P と∆V はそ

れぞれ音波による圧力変化と体積変化である。音波の

影響がないときのモル濃度を ρ0，音波の影響によるモ

ル濃度変化を ∆ρとし，モル数を N0 とすると，下記

のように表せる。

∆ρ =
N0

V0 + ∆V
− N0

V0
(4)

音による圧力や体積，密度の変化量は微小であるので，

その高次項を無視すると式 (3)と式 (4)より，体積の

変化量 ∆V は

∆V = −V0
2∆ρ

N0

= −V0∆ρ

ρ0
(5)

となる。ρ0は音波の影響がない大気のモル濃度である。

また，ρ0 と屈折率は式 (1)より下記の関係を持つ。

ρ0 =
n0 − 1

RG
(6)

n0 は音波の影響のない屈折率で，RG は空気の

Gladstone-Dale 定数となる。音による屈折率の変化

を ∆nとすると，式 (1)より

∆n = ∆ρ · RG (7)

となる，式 (6)と式 (7)を式 (5) に代入すると

∆V = −V0
∆n

n0 − 1
(8)

これを式 (3)に代入すると，音圧 ∆P は

∆P = γP0
∆n

n0 − 1
(9)

となる。音による屈折率変化分と，音の影響のない大気

の圧力と屈折率が分かれば音圧 ∆P は求まる。また，

理想気体の状態方程式と式 (1) を用いることで式 (9)

は以下のように変形することもできる。

∆P =
γRT0

RG
∆n (10)

ここで，T0 は音の影響のない大気の温度である。

また，大気のゆらぎなどによる誤差への影響は各物

理量の変動量の見積もりが可能であれば，式 (10)によ

り計算が可能である。要求する精度にも拠るが，一般

的な音響測定の場合には大気のゆらぎの無視が可能で

ある。

2.3 LDVと剛壁を用いた光路長変化の測定

レーザ干渉計を用いて光路長の変化が求まる。光路

長は空気の屈折率と空間の距離の積である。光路の空

間の距離が変わらないと仮定できれば，光路長の変化

は屈折率の変化によるものとなる。つまり，光路長は

光路上の屈折率分布の線積分となる。本論文では光路

長の変化の測定にレーザドプラ振動計（LDV）と剛壁

を用いて行う。レーザドプラ振動計について簡単に説

明する。レーザ光源からの波動を分割し，一方を振動

する物体に照射し，その反射ともう一方の波面と干渉

させることで生じる干渉縞の変化から，光路長の変化

を測定する。光路上の屈折率が変化しないことが仮定

できれば，検出される光路長の時間変化は，物体の振

動による空間距離の変化であることから，物体の振動

速度を測定するのに用いられる。ここで，逆に十分に

振動しない物体にレーザを照射し，屈折率が一様でな

く変化しているとすると，空間上の距離は変わらない

ので光路上の屈折率の変化が測定可能となる。

3. CTによる音圧分布の再構成

測定対象となる音場に対してあらゆる方向からレー

ザ干渉計を用いて音による屈折率変化分の線積分の測

定を行い，各方向からの測定データの組を投影とみな

し，音による屈折率変化分の分布を再構成する。屈折

率の変化分の分布は式 (10)を用いることで音圧分布に
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図–1 同一直線上に等間隔の反射点がある場合の再構成

変換が可能である。

再構成手法について簡単に述べる。投影からの再構

成の手法には重畳積分法を用いる [5]。再構成対象とな

る平面の直交座標を (x, y)，極座標を (r, φ)とする。測

定対象となる音場を屈折率分布平面としてモデル化す

る。被測定範囲外の屈折率を一様と仮定し，測定範囲

外の一様な屈折率に対する測定対象の屈折率の差の分

布を f(x, y) とする。本論文での投影データの測定の

方法は，図のように走査型 LDV を用いて，測定対象

となる音場を中心としてレーザ光源を順に回転し，そ

れぞれの光源の位置で，レーザをレーザ反射面で等間

隔に走査し，投影データを測定する。測定対象となる

音場はスピーカの直接音のように再現性があり，音場

自体の移動，回転が可能であるとし，本論文では測定

系を回転させる代わりに，スピーカを回転により音場

そのものを回転させることで音場に対してあらゆる方

向からの投影データを得る。

図–1のように y 軸に対する光源の回転角を β とし，

光源から回転軸 O への距離を D，x軸を β 角回転さ

せた軸と再構成する点を通る光路との交点 Aと原点O

の距離を s とする。A を通る投影データを Rβ(s) と

する。

屈折率分布は下記によって求められる。

f (r, φ)

=

∫ 2π

0

1

U2

∫ ∞

−∞
Rβ (s)g

(
s′−s

) D√
D2 + s2

dsdβ

(11)

U (r, φ, β) =
D + r sin (β − φ)

D
(12)

g (s) =
1

2
h (s) (13)

ここで，hは高周波の軽減などを目的としたフィルタ関

数のインパルス応答である。s′ は再構成する点 (r, φ)

を通る光路に対応する sの値である。実際に測定する

投影データは不連続であり，Rβ(s′)は線形補間を用い

て求める。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十分に速い速度で剛壁面を反

射し，被測定空間を往復するので 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用いる。

投影角度 β を必要最小限にしようとする場合には注

意が必要である。扇形測定の場合，投影角度 β につい

て 360度すべてを測定すると測定領域は 2重に測定さ

れる。しかし，最小限の投影角度 β で測定をしようと

すると 180+α の測定が必要であり，また，その測定

領域には 2重に測定される部分と 1度だけの部分の両

方があることに注意しなければならない [5]。

4. レーザ反射壁面の振動による誤差解析

本章では壁面の振動による測定誤差について考える。

直接音による光路長の変化を測定する際，レーザの反

射面として利用する壁面の影響は大きく二つ考えられ

る。一つは壁面が振動することによる実光路長の変化

である。2.3 節で述べたようにレーザの反射壁面は剛

壁とみなせ実光路長が変化しないことを仮定してきた。

しかし，壁面の暗振動を除いてもレーザと剛壁面を用

いる測定系では測定対象となる音波自体によって壁面

が駆動されることで，反射壁面の振動を避けることが

できない。このことからレーザ干渉計は測定対象であ

る空気の密度変化による屈折率の変化だけでなく，壁

面の振動による実光路長の変化を測定を測定しており，

実光路長の変化は最終的に求める音圧にとって誤差を

生じさせる原因となる。もうひとつは，測定対象が直

接音であることから，壁面への反射音と励振された壁

面による音響放射が誤差の原因になると考えうる。

ここでは，本研究でレーザの反射壁面として主に用

いている早稲田大学本庄キャンパス環境情報実験棟 [6]

のコンクリート壁面（厚さ 30 cm）を例に反射面の振

動の影響について考える。

後述するレーザによる音圧レベルの測定と同様に，

スピーカを上方に向け，スピーカからの距離 10 cmで，

音圧レベル 95 dBから 110 dBまで 5 dBごとに 4 kHz

の正弦波を出力した。使用したスピーカ（YAMAHA

NS-10M）は 2ウェイスピーカであるが，ドーム型ツ

イータのみを使用した。レーザによる音圧分布の再構

成の対象とする空間をスピーカ上面 50 cm の平面と

想定する。レーザが走査する壁面の投影直線上を振動

ピックアップ RION PV-85を用いて 10 cmごと，投

影の中心から左右に 150 cm ずつ，4 kHz の振動加速
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表–2 壁面の振動加速度レベル（a0 = 10−5m/s2）

出力音圧レベル

95 dB 100dB 105dB 110dB

振動レベル（最大） 31 36 41 46

振動レベル（平均） 25 30 35 40

度レベル（基準値：a0 = 10−5m/s2）の計測を行った。

壁面は建築物の構造躯体の一部を利用していることか

ら振動の要因は複雑であるので，振動レベルの最大値

に注目し各投影について出力音圧レベルごとに表–2に

示す。表には参考までに振動加速度の平均から求めた

平均振動レベルも併記した。

コンクリート壁の放射係数等から考えて，壁面の振

動による放射される音は十分に小さいことがわかる。

次に壁面の振動による実光路長変化について考える。

各投影点に対する実光路長変化による誤差を δRβ(s)

とする。ここで δRβ(s) ≤ δRmax を満たす壁面の振動

の誤差の最大値 δRmax を考える。式 (11)より，フィ

ルタ関数を無視すると，屈折率分布の誤差 δf (r, φ)は

δRmax と下記の関係を持つ。

δf (r, φ) ≤
∫ 2π

0

1

U2

D√
D2 + s2

δRmaxdβ (14)

十分に中心に近い D � |s|を満たす座標に関して

δf (r, φ) < 2πδRmax (15)

が成り立つ。

本論文で行った実験では，測定対象となる音場はツ

イータを中心に対称であるので，光源角による誤差の違

いはないとする。壁面の振動の最大値 δRmax は，表–2

の 4 kHzの加速度振動レベルの最大値からも求まるよ

うに 0.4 × 10−12 m程度となる。式 (10)と式 (15)よ

り，本実験での壁面の振動が直接与える音圧への誤差

は最大で 0.015 Pa程度である。本実験環境では，測定

する音圧に対して誤差は十分に小さいと考えうるが，

反射体の剛性や音源と反射体の位置関係次第では壁面

の振動の影響が無視できないので注意が必要である。

5. レーザトモグラフィと騒音計による音圧レ
ベルの比較

本章ではレーザトモグラフィによる音圧分布の再構

成から得られる測定結果と騒音計による音圧レベルと

の比較対照を基礎的な実験によって行う。

前述の壁面の振動の計測と同様に測定対象にはスピー

カの直接音を対象とし，測定信号には 4 kHzの正弦波

を用いた。測定対象となる平面はスピーカに対して距

離 50 cmの平行な平面とした。スピーカの出力音圧レ

表–3 レーザトモグラフィにより測定された音圧レベル [dB]

出力音圧 中心からの距離 [m]

レベル 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

95dB 73 73 73 73 72

100dB 77 77 78 78 77

105dB 83 82 81 82 81

110dB 88 87 87 88 87

ベルは距離 10 cmで 95 dBから 110 dBまで 5 dBご

とに設定した。それぞれの条件に対して，中心軸からの

距離 0 cmから 20 cmまで 5 cmごとに計測した。騒音

計による等価音圧レベルの結果は中心軸からの距離に

関係なく出力音圧ごとに同じであり，それぞれ 78 dB，

84 dB，88 dB，93 dBであった。

一方，同様の条件下でレーザトモグラフィによる測

定を行った。ツイータの中心軸を再構成される空間の

中心とすることで，測定される音場をその軸に対して

対称と考え，測定した投影を 10 度ごとに複製し，再

構成を行った。投影点の数は 101点とし，光源からの

投影点への最大の角度は左右にそれぞれ 17.5度の測定

を行った。再構成した音圧レベル分布の最大値を測定

平面ごとに表–3 に示す。

騒音計による等価音圧レベルとレーザトモグラフィ

の音圧レベルを比較するとその差は最も大きい場合で

も 5～7 dB程度であることがわかる。誤差の最大の原

因は投影の数やフィルタの設計などといった CTの信

号処理上で起きる直流成分の誤差であると考えられる。

その他にもレーザの光路の誤差や騒音計の設置位置に

よる誤差やスピーカのバッフル効果により放射される

音波がツイータを中心に厳密には対称でないことがあ

げられる。

6. む す び

本論文ではレーザトモグラフィを用いた音圧分布の

測定における音による屈折率の変化から音圧への変換

における誤差とレーザの反射面の振動が及ぼす影響に

ついて分析した。基礎的な実験によりレーザトモグラ

フィの精度を確認した。結果として測定対象の音波に

よる反射面の振動の影響は十分に無視できるほど小さ

いことが確認された。誤差の最大の要因と考えられる

CT演算による誤差の改善には投影の数やフィルタの

設計を改善する必要がある。

様々な場所での測定や持ち運びが可能な測定系の構

築には，レーザ反射体の選定が重要である。反射体の

振動による誤差を解析することで適切なレーザ反射体

を利用することができる。

一方，より精密な精度について実験を行うには，レー
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ザの光路の位置の精度について検討する必要があり，

また，比較する騒音計による計測においても測定点の

位置の精度を十分なものとする必要がある。また，光

路の位置の精度が CT演算の結果に及ぼす誤差の程度

の詳細な解析が必要である。

今後は，レーザトモグラフィによる計測と騒音計に

よる計測を同期することで瞬時音圧の精度の検討など，

より精密な精度についての検討も行う。
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