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レーザトモグラフィを用いた進行波の観測*

池 田 雄 介∗1 岡 本 直 毅∗1 小 西 雅∗1

及 川 靖 広∗1 鴇 田 泰 弘∗1 山 芳 男∗1

［要旨］ 本論文ではレーザと計算断層撮影法を用い，過渡的な音場の観測を試みる。前報までの実験では
正弦波信号を用いて定常的な音場の観測を行った。しかし，より複雑な音場の観測には直接音と反射音の区

別など，過渡的な音場の観測が必要不可欠である。そこで，測定信号に進行波（パルス音波）を用いる。基
礎的な実験として，2 ウェイスピーカと平板スピーカの 2 種類のスピーカを用いて駆動されたパルス音波の

伝搬をレーザ音場投影により観測した。過渡的な音場の観測実験として平面スピーカにより駆動された平面
波が音響反射板に反射する様子をレーザ音場投影によって観測した。また，計算断層撮影法を用いた音場情

報の再構成によって，2 ウェイスピーカで駆動したパルス音波の伝搬の観測実験を試みた。
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Laser Doppler vibrometer, Computed tomography, Pulse sound wave, Sound-reflecting

board

1. ま え が き

これまで筆者らは音場の把握を目的として近接四点法

をはじめとする手法で様々な音場を観測してきた [1, 2]。

特に近年ではレーザ干渉計を用いた音場の観測法を試

みている [3, 4]。また，レーザ干渉計を走査して得た音

場の投影情報に計算断層撮影法を適用することで音圧

分布の再構成を行ってきた [5]。

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

象となる音場に直接，観測器を設置する必要がないと

いう特徴がある。

レーザと計算断層撮影法を用いた計測技術は様々な

分野で応用されており，炎や超音速噴流等の様々な流れ

の可視化や温度・屈折率測定が行われている [6–8]。特

に音に関しては強力超音波を対象に研究が行われてい

る [9]。また，振動しないと仮定できる反射体（剛体）を

用いた強力超音波の測定方法や鏡を用いた指向性音場

計測が検討されている [10, 11]。我々は可聴音に対して

レーザと計算断層撮影法を適用し，様々な音場の観測・

実験を行ってきた [5, 12, 13]。本研究ではレーザ測定

系としてレーザドプラ振動計（LDV）と剛体を用いる。
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これまで，スピーカの再生する定常的な音場を観測

対象とし測定信号には正弦波の連続信号を用い，特定の

周波数成分について観測を行ってきた [5]。しかし，反

射音など複雑な音場を観測するには，直接音と反射音の

区別など，過渡的な音場の観測を可能にする必要がある。

そこで，本論文では測定信号にパルス音波を用い，

レーザ干渉計によって進行波の観測を行った。基礎的

な実験として 2ウェイスピーカと平板スピーカの 2種

類のスピーカにより駆動されたパルス音波の伝搬をレー

ザによる音場投影を用いて観測した。過渡的な音場の

観測の実験として平面スピーカにより駆動された平面

波が音響反射板に反射する様子についてレーザによる

音場投影を用いて観測を行った。また，計算断層撮影

法を用いて，音場の投影情報から各点の情報を再構成

し，より詳細な音場の情報が得られることを示す。

2. レーザ干渉計によるパルス音波の 2次元投
影の観測

2.1 レーザ干渉計による音波の観測

音は空気の疎密変化である。空気の密度により屈折

率は変化するので，音場を通過するレーザの光路長は

音波により変化する。一方，レーザ干渉計は異なる光

路を通る二つの光波を干渉させ，その干渉縞から光路長

の差の情報を計測する。つまり，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，音場による光

路長変化の計測が可能となる。

本研究ではレーザ干渉計として走査型レーザドプラ

振動計を用いる。レーザドプラ振動計（LDV）は二つ

の光波のうち，一方のレーザを振動する物体に照射し，
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図–1 測定系

図–2 2 次元投影の観測

その反射光ともう一方のレーザを干渉させる。この干

渉縞の変化から照射した物体と光源間の光路長の変化

を捉えて物体の振動速度を計測するものである。

ここで，振動しないと仮定が可能な物体（剛体）を用

いると，音による屈折率の変化が計測可能となる [10]。

照射した物体が剛体であるとすると，レーザドプラ振

動計により計測される光路長変化 dφ/dtは

dφ

dt
=

∫
C

∂n (s, t)

∂t
ds (1)

と書ける。ここで光路 C上の座標 sにおける音による

大気との屈折率変化分を n(s, t)とする。

レーザの走査により複数の光路の音場情報の計測が可

能である。次節では，同期された投影情報を時間ごとに

観測する手法を用いた音場の観測手法について述べる。

2.2 パルス音波の観測手法

前報までの実験では定常的な音波の観測を行ってき

た。本論文では過渡的な音場の観測を目的として測定

信号にパルス信号を用いる。測定系を図–1に示す [14]。

測定対象となる音場はスピーカによって再生される

再現可能な音場とする。操作型 LDVによって対象と

なる音場をレーザで走査する場合，レーザの走査ごと

に音場の再現が必要となる。そこで，図–1のようにス

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投影点の測定開

始時間とし，LDVの出力を記録する。測定時間は測定

対象となるパルス音波を観測するのに十分な時間を指

定する。

2.3 2次元投影による観測実験

2.3.1 2次元投影によるパルス音波の観測

2 種類のスピーカを用いた基礎的な実験を行う。ス

ピーカと LDVは図–2のように配置し，パルス信号に

は室内の残響が十分に減衰するまでの無音区間を含む

4 kHz正弦波 1周期分を使用した。

2 ウェイスピーカシステム YAMAHA NS10-M と

パワーアンプ YAMAHA P4050 を用いた結果を図–3

に示す。出力音圧レベルはスピーカから距離 1 m で

4 kHz の正弦波信号を再生した場合に 110 dB となる

よう調整を行った。同様に，直列につなげられた横 2

枚，縦 4 枚の平板スピーカ WASEDA EE W-3232

（30 cm × 30 cm）を用いた結果を図–4 に示す。

使用した 2ウェイスピーカの帯域分割周波数は 2 kHz

（オクターブ当たり 12 dBの減衰）なのでツィータ（ドー

ム型）から主要な球面波が駆動されるが，ウーファ（コー

ン型）からの出力も図から確認された。また，入力信

号は 1周期分であるが，出力された波面は 1周期分以

上であり，スピーカとパワーアンプの制動効果の程度

が確認できる。一方，平板スピーカの図から平面波が

生成される様子が示されている。

2.3.2 音響反射板による反射波の観測

本節では平板スピーカによって再生されたパルス

音波が音響反射板によって反射する様子をレーザを

用いた 2 次元投影によって観測する実験を行う。図–

5 のように平板スピーカと音響反射板を設置した。

パルス音は 4 kHz の正弦波 1 周期分を使用し，音響

反射板には 12 mm 厚の合板を使用した。大きさは

1,820 mm×910 mmとした。出力音圧レベルはスピー

カからの距離 1mで 4 kHzの正弦波を出力した場合で

100 dBとした。また，測定を行った環境は気温 14�

であった。

音響反射板は平板スピーカに対して 45度に傾けて設

置したので，平板スピーカから放射された平面波が音

響反射板によって進行方向が 90 度変わる様子が図–6

より観測できる。また，室内で実験を行ったので，継

続して観測すると天井で反射した音波が再び音響反射

板に反射する様子も観測できる。

観測情報は音場の投影情報であるので，音場の断面

の情報と異なることに注意が必要である。

3. レーザトモグラフィによるパルス音波の音
場情報の再構成

3.1 再構成手法

2.1 節で示したようにレーザ干渉計で計測される情
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図–3 スピーカによるパルス音波の観測（上から順に0.3ms，
0.6ms，0.9ms，1.2ms，1.5ms，1.8ms）

図–4 平板スピーカによるパルス音波の観測（上から順に
1.0ms，1.5ms，2.0ms，2.5ms，3.0ms）
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図–5 パルス音による反射波の観測

報は光路上の情報の線積分であるので，計算断層撮影

法を用いて点の情報を再構成する。

再構成手法を簡単に説明する。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投影情報が必要

となる。レーザ干渉計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見なし，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する。

投影からの再構成の手法には重畳積分法を用いる

[15]。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の時

間微分の分布としてモデル化する。被測定範囲外を一

様と仮定し，屈折率の時間微分を零する。測定対象の

屈折率時間微分の分布を f(x, y) とする。本論文での

投影データの測定の方法は，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

させる。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する。本

論文では測定系を回転させる代わりに，スピーカの回

転により測定対象となる音場そのものを回転させ，音

場に対してあらゆる方向からの投影データを得る。

図–7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。

屈折率の時間微分の分布は下記によって求められ

る [5]。

f (r, φ)

=

∫ 2π

0

1

U2

∫ ∞

−∞
Rβ (s)g

(
s′−s

) D√
D2+s2

dsdβ

(2)

U (r, φ, β) =
D + r sin (β − φ)

D
(3)

g (s) =
1

2
h (s) (4)

図–6 レーザ干渉計によるパルス音波の反射波の 2 次元
投影観測（上から順に 1.5ms，2.0ms，2.5ms，3.0ms，
3.5ms，4.0ms）
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図–7 同一直線上に等間隔の反射点がある場合の再構成

図–8 投影の測定

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。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用いる。

3.2 実 験

2 ウェイスピーカシステム YAMAHA NS-10M と

パワーアンプ P4050によりパルス波を再生し，その直

接音を対象に各点の音場の情報の再構成の実験を行う。

図–8 のように 2 ウェイスピーカを上方に向け設置

し，スピーカ上面より高さ 30 cmの平面の音場情報の

再構成を試みる。計算断層撮影法を用いるにはスピー

カに対してあらゆる方向からの測定が必要だが，ここ

で，スピーカの直接音が測定対象であることから，測

定系ではなくスピーカを回転させて投影の情報を得た。

回転の中心軸が再構成の中心となるが，ここでは

ツィータ側の端よりスピーカの外形の 1/3 を中心と

した。よってツィータの中心は (0.07, 0.03) を通る回

転軸と平行な軸上にある。同様に，ウーファの中心は

(−0.10, 0)を通る軸上にある。

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）用い

た。スピーカを回転するモータの上面と上方を向いた

スピーカの前面，及び，LDVのレーザヘッドで水平器

を用いて水平を確認した。また，レーザは可視光であ

るので回転軸を通るように調整を行った。

スピーカの回転の角度は 15度ごとに 360度，各投

影は 101点で測定を行った。これまでの節と同様に測

定信号は 4 kHz 1周期分の信号を用いた。

LDV によって測定される光路長の時間微分より屈

折率の時間微分の分布を再構成し，屈折率と音圧の関

係 [5]より音圧の時間微分の分布にした結果を図–9 か

ら図–12に示す。前半の図–9と図–10ではパルス音波

がツィータの中心から広がっていく様子が観測でき，

後半の図–11 と図–12 ではウーファの影響が確認でき

る。また，時間微分を積分し，音圧分布への変換が可

能である。

4. む す び

本論文ではレーザを用いた音場観測において，パル

ス波を利用し，進行波の観測が可能となることを示し，

具体的に音響反射板による反射波の観測を行った。ま

た，進行波の観測においても計算断層撮影法を用いて

測定領域の各点の情報の再構成が可能となることを実

験で示した。

波面の観測は計算機シミュレーションの結果と比較

するのに適しており，今後は，本手法を用いてより複

雑な音場についての分析に役立てていく。また，再構

成された各点の情報は一般的に用いられる物理量とは

異なるので，音圧分布など，より一般的な物理量への

変換も行っていく。
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