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レーザ CT を用いた音場の３次元測定 
池田 雄介   後藤 亮   滝澤 俊和  及川 靖広  山崎 芳男 
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あらまし  音場の測定を広範囲に精細に測定するには多数のマイクロホン, もしくは膨大な測定回数が必要になる．そこで

我々はレーザドプラ振動計を用いて空気の粗密の変化を測定する技術と CT 技術を応用した音場の３次元測定法を提案してい

る．本発表では早稲田大学環境情報実験棟において行った対向スピーカ, 平板スピーカ等の電気音響機器が生成する音場に関

して行った複数の基礎実験について報告する． 
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Abstract  For detailed measurement of sound field, a lot of microphone or a number of measurement is necessary. So, we 

tried measurement of sound pressure using optical interferometry and reconstruction from those projections. In this paper, we 

report some fundamental experiments at the Environmental Information Laboratories in Honjo Campus, Waseda 

University.  
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1. まえがき  

快適なコミュニケーション環境を創るには空間の

持つ音の性質を理解することが重要である．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

分布を求め音場の把握に役立ててきた [1]．  
インパルス応答には音源から測定点までの空間の

情報が時間情報として畳み込まれている．空間情報に

対応した音の空間的な伝播を捉えるには精細な音圧分

布を知ることが有効である．しかし , 実際にマイクロ

ホンを用いて空間を精細に測定するには膨大な数のマ

イクロホンもしくは測定点の移動が必要となり実現は

困難である．  
そこで筆者らは走査型レーザドプラ振動計 (Polytec 

PSV-300,以下 SVM)を使用し ,空気の粗密による光の屈

折率変化を多方向から測定することで得られた投影か

ら音圧分布を再構成するという測定法を提案してきた

[2]．本稿では音響設計への実用化を目指し , 早稲田大

学本庄キャンパス環境実験棟で行ったスピーカを使っ

た基礎的な実験を紹介する．  

2. レーザによる空気の屈折率変化測定  
2.1. 測定原理  

レーザを用いて空気の屈折率変調を測定し音を測

定する試みは中村 , 上羽らによって検討されている

[3,4]．また , 他分野では空気力学などで空気の流れの

測定を行う際にも , 空気の屈折率分布を測定し空気の

密度分布を求める研究が行われている [5]．  
気体の密度と屈折率の関係はGladstone-Daleの式か

ら求めることができる [6]．理想気体であることを仮定

すると 屈折率 n は密度 ,  Gladstone-Dale定数 , 圧力 , 
絶対温度 , 気体定数をそれぞれρ ,RG,P,T,Rとすると以

下のように表される．  

RT
PR

Rn G
G +=⋅+= 11 ρ      ・・・・・（１）  
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空気のGladstone-Dale定数は0.23×10-3m3/kgである．温

度と空間の屈折率分布を測定することで音圧分布を測

定することが可能となる．  
SVMではMach-Zehnder干渉計が応用されている []．

参照光と反射光のドプラ振動や干渉縞を計測すること

で光路長変化を測定できる．一般には光路長は反射体

の速度や変位によって変化すると考えるが , 反射体を

剛壁とみなすことができる充分に振動しない壁を利用

することで , 空気の粗密を測定することが可能となる． 

光路が直線であると近似し実際の光路を l , 音によ

る光路長変化を l∆ , 屈折率変化を n∆ とすると  

∫ ∆⋅=⋅∆ ndxlnl 0       ・・・・・（２） 

剛壁までの距離を l,被測定空間の空気に一様な光の

屈折率を 0n とする．光学式振動計を用いて壁面を計測

すると音圧による屈折率変化Δnが ,振動していない剛

壁がΔ l変位して振動しているかのように測定される． 

屈折率変化から求められる屈折率は  

nnn ∆+= 0        ・・・・・（３） 

である．求められた屈折率分布は式（１）によって圧

力分布に変換できる． 

 

2.2. 一方向からの二次元測定  
測定対象音場に対して一方向からレーザ走査によ

って二次元測定を行った．コーン型スピーカ YAMAHA 
NS-10M, マ ル チ セ ル 型 平 板 ス ピ ー カ WASEDA EE 
W3232 の２種類のスピーカの生成する音場の観測を

行った．壁からスピーカまで距離が 2.25m, 壁から測

定器までの距離が 4.5m に配置 , 測定信号は４kHz の正

弦波 , スピーカへの入力を１Ｗにした．測定された変

位をフーリエ変換し , 4kHz の成分の振幅と位相を表示

した NS-10M の結果をそれぞれ図 2-2, 図 2-3, W3232
の結果を図 2-4, 図 2-5 に示す．  

振幅の図よりスピーカ駆動部から音の距離減衰が

確認でき , 位相の図から波面が形成されていることが

観測できる．振幅 , 位相の図の両方からスピーカの持

つ指向性の違いがはっきりと分かる．コーン型が半球

面上に広がっていくのに対し , 平板スピーカはスピー

カとほぼ並行の波面を生成しているのが分かる．図２

－２で進行波であるにもかかわらず , 振幅にも波面が

観測できるのは , 式（２）より , 測定された屈折率変

化は光路上の屈折率変化を積分したものであることや , 
レーザが平行光ではなく扇形に走査されていることに

よるものと考えられる．スピーカの生成する音場をよ

り正確に観測するには複数方向から投影を三次元に再

構成する必要がある．  

 
図 -2-2 コーン型スピーカ 4kHz 振幅  

 
図 -2-3 コーン型スピーカ 4kHz 位相  

 
図 -2-4 平板スピーカ 4kHz 振幅  

 
図 -2-5 平板スピーカ 4kHz 位相  
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図 -2-6 ステレオスピーカ（同相駆動）振幅  

 
図 -2-7 ステレオスピーカ（同相駆動）位相  

 
図 -2-8 ステレオスピーカ（逆相駆動）振幅  

 
図 -2-9 ステレオスピーカ（逆相駆動）位相  

2 台のコーン型スピーカ YAMAHA NS-10M を用いて

4kHz の正弦波を同相で駆動した場合の振幅と位相を

それぞれ図 -2-6, 図 -2-7 に , 逆相で駆動した場合の振

幅と位相をそれぞれ図 -2-８ , 図 -2-9 に示す．測定信号

のスピーカ入力 1W とし , 同相 , 逆相をそれぞれスピ

ーカ間の距離は 0.85m, コーンを上方に向けて配置し

た．図からスピーカの形成する干渉縞ができているこ

とが分かる．同様の実験をエステルウールで吸音し ,  
残響時間を 3 秒程度にした大残響室内でも行ったが , 
直接音に対する残響成分の影響が大きく距離減衰の観

察や干渉縞の観察などは困難であった．  
 

3. 三次元音圧分布の再構成  
一方向から測定される屈折率は式（２）からも明ら

かなように光路上の屈折率分布の積分であり , 三次元

屈折率分布の投影である．2 章で測定したデータはあ

くまで投影データであり , 音場の断面そのものを観測

しているのではない．しかし , 様々な方向からの投影

を得ることで三次元情報に再構成が可能である．三次

元への画像再構成法は医用分野において X 線による計

算断層撮影法として多く用いられ , 研究が行われてい

る．  
計算断層撮影法とは物体にあらゆる方向から照射

線を照射し ,これが物体を通過した後の投影から物体

内の目的とする物理量の分布を再構成する手法である

[3]．ここでは , レーザ光を照射し対象となる音場を通

過した後の投影から通過した音場の屈折率の分布を再

構成することで , 音圧分布を得ることができる．  
再構成の手法に関して二次元フーリエ変換法 , フィ

ルタ補正逆投影法等の様々な手法が提案されているが ,
本稿では重畳積分法を用いた [8]．重畳積分法はフィル

タ補正を周波数領域で行わず畳み込みで行う手法であ

る．補正は逆投影を逆投影する前に重複する部分のぼ

けを補正する目的で行う．測定した投影に補正関数を

畳み込み演算を行うが, このとき補正関数は用途に合

ったものを選ぶ必要がある．音を再構成する上で最適

な補正関数の検討も必要であると考えられるが, 今回

は L.Shepp と B.Logan により求められた補正関数を用

いる． 

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．

また ,本稿の実験ではレーザの照射は壁を底辺とした

二等辺三角形の形状で行っているが ,平行ビームに近

似しているとみなし再構成を行った．  
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4. 実験  
4.1. スピーカの回転による投影と再構成  

ＣＴを用いた測定を行うには測定対象に対して全

周囲方向からの投影を測定する必要がある．そこで ,  
スピーカの生成する音場を測定対象とし , 測定器その

ものを回転させるのではなく , 測定器と壁の間に配置

されたスピーカを回転させることで投影を得 , 再構成

を行った．実験の様子を図 -4-1 に示す．  
実験は早稲田大学環境情報実験棟の剛壁を用い , 残

響を考慮し屋外で行った．測定対象のスピーカはコー

ン型スピーカ YAMAHA NS－10M とマルチセル型平板

スピーカ WASEDA EE W3232 を用いた．スピーカを上

方に向け , SVM で横方向に 255 点の走査をし , 投影を

得た．スピーカの回転は 10°ごと 0°から 180°まで

合計 19 方向からの投影を測定し , 残りの半周の投影を

軸対称であると仮定した．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）を用いた．  

 

図 -4-1 実験風景  
 

スピーカの外形の中心と測定器のレーザ照射部分

をそれぞれ壁からの距離 2.25m, 5m に配置した．スピ

ーカの上面が床からＡ , Ｂそれぞれ 0.78m, 0.60m に設

置した．レーザの横のふり幅が 40 度 , 走査は 255 点で

あることから , スピーカ中心でのレーザの光路の間隔

は約 7.13×10-3m であった．スピーカには 4kHz 正弦波

の測定信号を 1Ｗで入力した．  
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 の成分の振幅を再構成した．コーン

型スピーカは上方 20cm と 50cm の結果を図４－２ , 図
４－３に平板スピーカは上方 20cm を測定した結果を

それぞれ図－４－４に示す．  

 
図 -4-２ コーン型スピーカ 上方 20cm（屋外）  

 

図 -4-3 コーン型スピーカ 上方 50cm（屋外）  
 

 
図 -4-4 平板スピーカ 上方 20cm（屋外）  

 
同様の実験を大残響室内でも行った .YAMAHA NS－

10M のスピーカ上面  10cm,30cm,50cm をそれぞれ図

4-5, 図 4-6, 図 4-7 に示す．同様に WASEDA EE W3232
の正面 10cm,30cm,50cm の結果を図 4-8, 図 4-9, 図 4-10
に示す．残響下でもコーン型スピーカに比べ平板スピ

ーカの指向性が高いことが観測でき , また平板スピー

カに比べ , コーン型のスピーカがより減衰している様

子が確認できる．  
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図 4-5 コーン型スピーカ  上方 10cm (残響下 ) 

 

 

図 4-6 コーン型スピーカ  上方 10cm (残響下 ) 

 

図 4-7 コーン型スピーカ  上方 50cm (残響下 ) 

 

図 4-8 平板スピーカ 正面 10cm(残響下 ) 

図 4-9 平板スピーカ 正面 30cm(残響下 ) 

図 4-10 平板スピーカ 正面 50cm(残響下 ) 
 
また２．２節で示した NS-10M の同相 , 逆相のステ

レオ再生に対しても 0 度から 350 度まで 10 度ごとに

36 方向からスピーカ上面 10cm を同様にして測定した．

スピーカは図 -4-11 のようにメガトルクモータに 2 本

の柱を渡しその上にスピーカを上方に向けて設置した．

同相 , 逆相の振幅を再構成した結果を図 -4-12, 図 -4-13
に示す．スピーカ間の距離は 0.85m であったことから

ちょうどコーンの位置に値する場所で２つの大きな振

幅が見て取れる．しかし , 図 2-6 で見られたような干

渉縞を観測することは難しい．  

 

 

図 4-11 ステレオスピーカの回転  
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図 4-12 ２つのスピーカの同相駆動  
 

 

図 4-13 ２つのスピーカの逆相駆動  
 

4.2. 部屋の中心を回転軸にした測定  
4．1 節ではスピーカを回転させることで投影を擬似

的に測定したが , 実際に測定器を部屋の中心を軸に回

転させ測定を行った．環境実験棟残教室において , 測
定器を 15 度ごと 360 度回転させ , 合計 24 方向の投影

を得た．部屋の外形は 6m×6m×6m であり , 音源は部

屋の中心から少しずらして配置した．壁からスピーカ

までが 2.84m,壁から測定器までが 5.0m とし部屋の中

心から測定器までの距離は 2m であった．スピーカに

は対向スピーカを用い , 床からの高さを 50cm とした．

測定信号は 4kHz の正弦波を用いた．  
他と同様の方法で再構成を行った結果を図 -4-14 に

示す．対向スピーカの作る音場が部屋の中央付近での

み確認できる．多少の吸音を行ったが残響時間が約 3
秒であることから直接音領域は約 0.3m となる．つま

り , 再構成画像から中心から約 0.3ｍまでの領域の直

接音が観測できていることが確認できる．また , 投影

の数がすくないことから再構成画像にノイズが出てい

る．  

 
図 -4-14 部屋の CT 

 

5. むすび  
レーザを用いた音場の測定の基礎的な検討 , 実験を

行った．我々はレーザによる音の可視化によって仮想

音源の想定が困難な平板スピーカ等の平面波の波面を

観測することによって指向性を確認し , その設置に役

立てている．今回の実験によって得られた測定データ

を基に音に最適化した計算断層法の信号処理を今後試

みる。  
より様々な音場の解析に役立てるには , 時間伝播を

記述することが必要であると考える．また測定信号を

用いずに実時間で測定することによって音によるコミ

ュニケーションの様相を精細に記述できる可能性も今

後検討したい．  
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