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センサ・ディスプレイ複合アレーによる音場の可視化
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あらまし 設置された位置で瞬時音圧を光強度に変換するデバイスをアレー状で空間に配置し音場の可視化を
試みている．このセンサ（本システムではマイクロホン）とディスプレイ（本システムでは LED）を一体化し
たものをセンサ・ディスプレイ複合 (SDC：Sensor–Display Composite) と呼ぶことにする．SDC は観測する
物理量をその位置から光によって伝送するデバイスであり，観測した物理量とその位置情報を同時に伝送できる
利点がある．マイクロホンと発光体の SDC デバイスを用いた音場の可視化は古くから試みられている．一つの
デバイスで空間をスキャンする方式では一定時間音場の維持が必要であり，定在波の観察や再現可能な音場の観
察は可能であるが一度しか生成することのできない音場に対してはその観察が困難であり，任意の音場に対して
は時変動を十分に把握できない．本研究では SDCの二次元アレーに波形が認識できる程度の表示能力をもたせ，
音波の可視化を可能にした．SDCデバイスの大きさは約 1 cm2 程度であり，現時点で利用可能な小型のMEMS

マイクロホンとフルカラー LED に加えてマイクロプロセッサを搭載し，ディジタル信号処理と時系列メモリ機
能を備えた．時系列メモリを用いた音波の記録や再生を外部からコントロールできるので，任意の時刻近傍にお
ける音波の伝搬を時間を引き伸ばして観察することが可能であり，現場において非常に有効なものとなる．
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1. ま え が き

音場の可視化は現象の把握と理解に非常に役に立

つ．近年，レーザドプラ振動計を用いた音場観測によ

り音場に影響を与えずに精密な観測が可能となってい

るが [1]～[3]，現時点ではスキャニングによる観測を

行う必要があり多数回にわたり音場を再現する必要が

ある．したがって，何度も再現可能な音場の観察は可

能であるが，一度しか生成できない音場の観察は不可

能である．

そこで，そのような制約を受けることのない音場

観測方法の実現を目指し，我々は実音場（あるいは
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in situ）で音波の伝搬を可視化するために，設置され

た位置で瞬時音圧を光強度に変換するデバイスを空

間内に多数配置する手法を検討している．そのデバ

イスは少なくともセンサとディスプレイを一体化す

る必要があるので，センサ・ディスプレ複合 (SDC：

Sensor–Display Composite)デバイスと呼ぶことにす

る．SDCは設置された位置で観測された物理量をその

位置で光に変換するデバイスであり，空間に分布する

物理量を可視化するための画素として機能する．また

SDC の点光源からその位置を決定することが容易で

あるので，観測した物理量とその位置情報を同時に伝

送できるデバイスでもある．このような SDCを空間

に多数配置することにより，音場の可視化，すなわち

音波の空間伝搬の可視化が可能となる．水中の強い超

音波音場の可視化においては圧電セラミックスと LED

を直結した受動型 SDCが提案されている [4], [5]．

一方，音源探査を目的とした可視化も盛んに研究さ

れているが，その対象はあくまで音源の位置や強さで

あって，音波の伝搬そのものではない．対象とする音

846 電子情報通信学会論文誌 A Vol. J94–A No. 11 pp. 846–853 c©（社）電子情報通信学会 2011



論文／センサ・ディスプレイ複合アレーによる音場の可視化

源は静止または音速に比べて十分遅い移動速度である

のが一般的であり，音源探査に用いられる可視化にお

いてはデータのサンプリング周波数は表示装置のフ

レーム周波数程度でよい．また，音源からの音波が観

測点に到達する途中の状態を知る必要はないので，必

ずしも多数のセンサを空間内に広く分布させる必要が

なく，むしろセンサをアレー化して観測点の近傍に集

中させた方が簡便である．音響レンズや反射鏡で得た

音源の “像” を可視化する場合にはセンサを密に配置

したアレーが用いられる [6]～[8]．

音場の可視化に立ち返ってみると，音源探査の場合

とは異なり波の時空間の性質を把握する必要があるの

で可視化に用いるデータのサンプリング周波数は時間

領域，空間領域のどちらも対象とする音波の帯域の少

なくとも 2 倍は必要である．また音波の速度は空気

中で約 344 m/sであり，肉眼で波の伝搬を観察するに

は，何らかの方法で音波の伝搬速度を遅く表示する必

要がある．

定在波を観察する場合，一つの SDCデバイスある

いはマイクロホンで空間をスキャンする方式でも可視

化が可能である [9]～[13]．また，ストローブ信号と同

期した専用の音源を用いる制約条件を付ければストロ

ボライトを用いて物体の速度を見かけ上遅く観察する

ことと同様の方法も可能である [8], [14]．

これら条件を付けることなく可視化を行うには全て

の観測点の位置と時系列観測データを一度記録した

後に，書込み速度より遅い速度で記録データを読み出

して表示する方法が有効である．記録再生の手段とし

て高速度カメラを用いる方法，コンピュータシステム

の利用が提案されているが [15]～[17]，本論文では各

SDC デバイスに時系列メモリをもたせて，任意の時

刻近傍における音波の伝搬を時間を引き伸ばして観察

する方法を提案する．SDC の一次元，二次元あるい

は三次元アレーに波形が認識できる程度の表示能力を

もたせれば，現実の中に可視化された音波を重ね合わ

せることが可能となる．

2. MIC-LED型 SDCアレー

時系列データの記録と記録されたデータを読み出し

て表示する機能を備えた SDCデバイスを開発し，そ

れらを空間に多数配置した任意の音源による非定常，

定常を問わない音場の可視化について述べる．

2. 1 MIC-LED型 SDCの実装

音場の可視化に用いる SDC デバイス（以降 MIC-

図 1 MIC-LED 型 SDC の機能ブロック
Fig. 1 Block diagram of Sensor–Display Composite.

表 1 MIC-LED 仕様
Table 1 MIC-LED specification.

Item Value

Sensor analog output MEMS microphone

Display full color LED

Analog processor Anti-aliasing filter

Digital processor 8 bit micro processor

10 bit AD converter

Power supply 3.5V

Dimensions 10mm(W) 10mm(D) 3mm(H)

Sampling frequency 16 kHz

Sample word length 8 bit

Sample buffer size 256 samples

PWM resolution 1/1250

(a) Top view (b) Bottom view

図 2 MIC-LED の外観
Fig. 2 A MIC-LED view.

LEDと呼ぶ）の機能ブロックを図 1 に，その仕様を

表 1 に示す．MIC-LEDはマイクロホンとフルカラー

LED に加えて音響信号の時系列メモリ機能を実現す

るためのMPU (Micro Processing Unit)で構成され

る．図 1 のアンチエイリアシングフィルタはMEMS

(Micro Electro Mechanical Systems) マイクロホン

のアナログ出力を A–D (Analog–Digital)変換前に帯

域制限するために存在する．A–D 変換器は MPU 内

蔵の 10 bit精度のものを用いた．

基板の表面及び裏面の実装状態をそれぞれ図 2 (a)，

図 2 (b)に示す．基板の表面には水晶発振器，フルカ

ラー LEDとMPUが，裏面にはMEMSマイクロホ

ンとアンチエイリアシングフィルタの各チップが実装

されている．

MIC-LEDの基本的な動作仕様である光信号変換は
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フルカラー LEDの RGB（赤緑青）3系統それぞれを

PWM (Pulse Width Modulation)駆動することによ

り行う．音響信号から RGBへのマッピングは波の伝

搬を観察するのが目的であることから，音圧の絶対値

を輝度に対応させ，音圧の符号を色相（正圧を赤色，

負圧を緑色）に対応させた．今回作成したMIC-LED

の音圧レベルと輝度の関係は，音圧レベル 64 dBから

106 dB が輝度 1%から 100%に変換されるが，RGB

にそれぞれ対応する三つのテーブル読出しで実現して

いるので容易に仕様の変更が可能である．

MIC-LED の control/data input は 1 本のシリア

ルラインで，これを通じて MIC-LED 個々の制御と

データ転送を行う．MIC-LEDの制御とは，A–D変換

されたマイクロホンの出力を内蔵メモリに格納するタ

イミングの指示や，既に格納されているディジタル音

響信号を逐次光信号変換するタイミングの指示である．

データ転送ではMIC-LEDの動作を決めるパラメータ

を書き込むことができる．これによりMIC-LEDをア

レー化した場合に，同時に複数のMIC-LEDにデータ

転送し，制御することが可能となる．制御とデータ転

送との区別はシリアルライン上の信号のアサート時間

の長さの違いによって行う．

MIC-LEDはパワーオンリセットの後に直ちに，長

さ 256サンプルのリングバッファにサンプリング周波

数 16 kHz で A–D 変換されたマイクロホンからの信

号を書き込み続ける．シリアルラインによりトリガ

信号を受けてから 128 サンプル書込みを行った後に，

リングバッファ内のデータを LEDに表示するトリガ

信号待ちの状態に移行する．したがって，最初のトリ

ガ信号の前後約 8 ms 間の音波を観察できる．音速を

344 msをすると 8 ms間に波は約 2.8 m進むので，全

部で 5.6 m程度にわたる音波の伝搬を捉えることがで

きる．

2. 2 アレーの実装

MIC-LEDのアレーについて，その機械的構造，表

示装置としての特性，及び音場への影響について述

べる．

2. 2. 1 機械的構造

MIC-LED の空間配置を自由に変えられるように，

柔軟なプラスチック製のメッシュにMIC-LEDを取り

付けてアレーを構成した．メッシュの間隔は 20 mm

であるが，ひだを作れば 20 mm 間隔に拘束されない

自由度の高い空間配置が可能である．実験に用いたア

レーは，MIC-LED を 80 mm 間隔に 10 × 11 個を取

図 3 MIC-LED アレーによる可視化実験の様子
Fig. 3 A picture of visualization by the MIC-LED

array.

表 2 MIC-LED アレー仕様
Table 2 MIC-LED array specification.

Item Value

Dimensions 10 units(column) 11 units(row)

Alignment rectangular 80mm(column) 80mm(row)

Structure flexible plastic mesh

り付け，MIC-LEDが一つの垂直平面内に格子状に配

置されるように，メッシュを既成の金属パイプ製のフ

レームに取り付けた．空間のサンプリング定理を考え

ると約 2.4 kHzの周波数の音波まで可視化可能である．

製作した MIC-LED アレーを図 3 に，その仕様を

表 2 に示す．

2. 2. 2 表 示 特 性

表示装置として MIC-LED アレーを見た場合，各

MIC-LEDが配置されている位置で瞬時音圧を光の強

度に変換するので，基本的に可視化対象を原寸表示す

ることになる．つまり可視化による表示と現実が重ね

合わされているので可視化の内容が理解しやすいと考

えられる．原寸であるためにMIC-LEDアレーによる

表示の全体像を見るには，ある程度離れた位置から観

察しなければならない．

目の位置 O の前方 Li の位置にある長さ Hi の線分

がなす角を αとすると図 4 より

α = 2 arctan
(
Hi

2Li

)
(1)

のように表される．これは αが等しい Li は見かけ上

同じ長さに見えることを示している．例えば，一辺の

長さがA4サイズ (210 mm×296 mm)の幅に等しい正

方形の図を目の前 0.5 mに置いた場合を考える．図の

対角線の長さ 297 mm に対する α は約 33 度であり，
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一辺の長さが 0.63 m の面を 1.5 m の距離で見た場合

とほぼ同じ大きさに見える．

図 5 に示す条件でMIC-LEDで 10×11の二次元ア

レーを構成し，音源を点音源と仮定した場合に球面波

が観測される様子をシミュレーションした．その結果を

図 7 に示す．MIC-LEDのサイズを 10 mm×10 mm，

アレーを構成するMIC-LEDの間隔を後に述べる実験

の設置状態に合わせて横 80 mm縦 80 mmとした．ト

リガ用マイクロホンの位置で音圧レベル 94 dBとなる

1 kHz正弦波 1波長のバースト信号を放出した場合を

仮定した．

2. 2. 3 音場への影響

MIC-LEDアレーが音場に対して与える影響は，主

に MIC-LED デバイス単体及びアレーによる回折で

あると考えられる．回折効果は媒質密度が不連続であ

る境界が波長の 1/2に近い長さをもつと顕著になるこ

と，また周期構造をもつと更に効果が強調される場合

があることなどが知られている．MIC-LEDデバイス

は 10 mm×10 mm の基板に実装されており，アレー

を構成するデバイスの間隔は 80 mm である．デバイ

スの寸法は今回想定している観測対象の波長より十分

小さく回折による影響は少ないと考えられ，音場には

図 4 視 角
Fig. 4 View angle.

図 5 可視化実験の正面図（単位：mm）
Fig. 5 Front view of the visualization experiment

(unit: mm).

ほとんど影響を与えない．

3. 可視化実験

3. 1 構 成

開発した MIC-LED の二次元アレーによる音波の

可視化の性能を確認するために高度吸音室内にMIC-

LEDアレー，合板，小型パワードスピーカ (YAMAHA

MSP7)を図 3 に示すように設置した．各機器の位置

関係を 図 5 に示す．合板 (900 mm×1800 mm) の反

射板はMIC-LEDアレーの一端に接して垂直方向（紙

面に垂直方向）に固定した．シミュレーションと同様

にトリガ用マイクロホンの位置で音圧レベル 94 dBと

図 6 可視化実験装置の構成
Fig. 6 Configuration of the visualization equipment.

図 7 球面波の MIC-LED アレー（図 5）による可視化
予想

Fig. 7 Simulation of that MIC-LED array (in Fig. 5)

visualizes spherical wave.
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図 8 MIC-LED アレーで表示された瞬時音圧分布
(t = 2ms)

Fig. 8 The MIC-LED array displays instantaneous

sound pressure distribution (t = 2ms).

なるようスピーカを駆動した．

可視化実験装置の構成を図 6 に示す．MIC-LEDア

レーのコントロールはコンピュータからオーディオ信

号として，全てのMIC-LEDの control/dataライン

を通じて行う．ただし MIC-LED の記録停止コント

ロール信号は別のトリガ発生ユニットから与えられ

る．トリガ発生ユニットはマイクロホンを備えており，

その出力レベルが設定したしきい値を超えた時点で

トリガ信号を発生する．トリガ発生ユニットの機能は

MIC-LEDに実装することも可能であるが，実験の設

定変更などの容易さを考えて別ユニットとした．

実験手順は次のようである．
• あらかじめ適切なタイミングでトリガ信号が発

生するように，トリガ発生ユニットのしきい値を調整

する．
• MIC-LEDアレーをリセットして，リングバッ

ファへ記録を開始させる．
• コントロール用のコンピュータで合成した 1 kHz

正弦波 1波長のバースト信号を 1回だけスピーカより

再生する．
• トリガ発生によってMIC-LEDの記録動作が停

止する．
• コントロール用のコンピュータよりMIC-LED

の読出し表示をさせるパルス信号を発生させて，MIC-

図 9 MIC-LED アレーで表示された瞬時音圧分布
(t = 2.5ms)

Fig. 9 The MIC-LED array displays instantaneous

sound pressure distribution (t = 2.5ms).

図 10 MIC-LED アレーで表示された瞬時音圧分布
(t = 3ms)

Fig. 10 The MIC-LED array displays instantaneous

sound pressure distribution (t = 3ms).

LEDの表示を更新する．

3. 2 実 験 結 果

MIC-LEDアレーに記録された瞬時音圧データから

ある時刻 tに対応するデータを表示させ，それをディ
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ジタルカメラで撮影したカラー画像を使って実験結果

を説明する．トリガがかかった時刻を t = 0 ms とし

て時刻 t = 2 ms，t = 2.5 ms，t = 3 msにおける画像

をそれぞれ図 8，図 9，図 10 に示す．赤が正圧，緑

が負圧を示す．

なお，実際の MIC-LED アレーは連続した 256 サ

ンプルの瞬時音圧を control/data ラインに与えられ

たストローブ信号の時間間隔で逐次カラー表示させる

ことができるので，波面の移動の様子が読み取りやす

く，静止画では判別しにくい波面をも十分に観察可能

である．

4. 考 察

4. 1 波長と反射音の観測

図 8 はあらかじめ予想された図 7 とよく似た結

果が得られている．したがって音源の小型スピーカ

を中心とした球面波が伝搬していると捉えることが

できる．MIC-LED アレーは音場を実寸で可視化す

る．したがって，例えば波頭と判断される表示状態の

MIC-LEDから波の伝搬方向にある次の波頭と判断さ

れる表示状態の MIC-LEDまでの距離を測定すれば，

波長を容易に推定することができる．図 8 で波長をお

よそ 80 mm× 3×√
2 = 339 mmと読み取ることがで

き，ほぼ駆動信号の周波数 1 kHzの波長に近い値であ

ることが確認できる．

一方，図 9 では明確に波面を見て取るのは難しい

が，実験結果で述べたように，実際の結果では静止画

ではなく動画として見ることができるため反射板から

の反射波の他に，床面からの反射波と思われる波の移

動などが観察できることが分かった．図 10 では反射

板からの反射波を確認することができる．

4. 2 波頭の移動と反射音の強さ

MIC-LEDアレーは音源の性質に特に制約はなく音

波の伝搬を記録・再生できるが，波動伝搬の様子の把

握は視覚のパターン認識能力に依存している．した

がって観察される波の動きのパターンと音場の状態と

の関係を理解しておくことが重要である．MIC-LED

アレーによる可視化では音場を持続時間が短い音で駆

動すれば，音源からの直接音と反射音の干渉がない状

態を観察できる利点がある．この場合には波の移動は

一定に見える．しかし，干渉が起きている状況を観察

したい場合もあり，多くの波が重なった状態では波の

移動は複雑に見えることがある．MIC-LEDは瞬時音

圧を LEDの輝度に対応させていて，また経験的に視

覚は輝度の山や谷の部分がどのように移動するかに着

目する場合が多いと考えられる．そこで平面波の場合

について進行波と後退波の合成波のピークが移動する

様子を考察する．

x軸を正方向に進む平面波と負方向に進む平面波を

それぞれ

A cos(ωt− κx) (2)

B cos(ωt+ κx) (3)

と表せば，これら二つの進行波による波動は

A cos(ωt− κx) +B cos(ωt+ κx) (4)

と書くことができる．ここに角速度 ω，時間 t，波数

κである．

式 (4)の振幅が xで極大値となる条件は，

0 =
d

dx
{A cos(ωt− κx) +B cos(ωt+ κx)} (5)

であり，波頭の瞬時位置を表している．式 (5)の微分

を実行して，

sin(ωt− κx) =
B

A
sin(ωt+ κx) (6)

を得た後に，式 (6)の両辺の逆正弦関数をとって

X = ωt+ κx (7)

と置き換えると

2ωt−X = arcsin
(
B

A
sin(X)

)
(8)

となる．

ところで，α � 1の場合には，arcsin(α) ≈ αの関

係を利用できるので B/A� 1とすれば，

arcsin
(
B

A
sin(X)

)
≈ B

A
sin(X) (9)

と近似できる．ここで ψ = −B/A として式 (9) を

式 (8)に代入すれば

2ωt = X − ψ sin(X) (10)

を得る．式 (10) はケプラーの方程式 [18] として知ら

れている式と同じ形であり，

X = 2ωt+

∞∑
n=1

2

n
Jn(nψ) sin(2nωt) (11)

の解をもつ．ここに Jn はベッセル関数を表す．
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図 11 波頭の位置 x の時間変化の例
x = πt +

∑64

n=1
2
n Jn

(
−n B

A

)
sin(2nπt)

Fig. 11 An example of wave peak position change in

time.

式 (11)を再び式 (7)で置き換えると

x =
ω

κ
t+

1

κ

∞∑
n=1

2

n
Jn(nψ) sin(2nωt) (12)

は，波頭の位置を時間の関数として表している．

式 (12) を用いて波頭の移動の概要を確認する．

ω = π，κ = 1，1 ≤ n ≤ 64，0 ≤ t ≤ 1 として

B/A = 0，0.5，0.83 のそれぞれについて x を計算

した結果を図 11 に示す．後退波が全くない場合に

は B = 0 すなわち ψ = 0 のときベッセル関数は

Jn(0) = 0であり，式 (12)は

x =
ω

κ
t (13)

となり，確かに波頭が進行波の速度 ω/κで移動するこ

とが解る．

0 < B/A < 1の場合には，速度は ω/k から周期的

に変動し，その変動の大きさは B/Aが 1に近くなる

につれて大きくなることが解る．

つまり波頭の移動速度が一定でなく周期的に変動す

るように観察されるならば，その変動の強さから反射

波の強さを予測することが可能である．

5. む す び

MEMSマイクロホンとフルカラーLEDによる SDC

デバイスを製作した．サンプリング周波数 16 kHz

で約 16 ms の瞬時音圧を記録できる．また大きさも

10 mm×10 mm×3 mmと小型であり，間隔 80 mmで

SDC デバイスを配置した 10×11 個の二次元アレー

を構成した．空間のサンプリング定理を考えると約

2.4 kHzの周波数の音波まで可視化可能である．1 kHz

正弦波 1波長のバースト信号をスピーカから放射して，

直接音と反射面から反射した反射音とが干渉する様子

を時刻を追って観察することができ，その有効性を示

した．

今後，スピーカの位置や反射板の位置，吸音特性を

変えて可視化を試み，様々な音場の性質を把握する．

波面の移動を明瞭に観察するためには，SDC アレー

の空間配置の仕方や光学フィルタの利用など，更なる

工夫が必要と思われる．また，目視による直感的な把

握だけでなく，等位相面及び輝度分布の数値的な分析

を画像処理系によって実現すれば，より詳細に音波の

伝搬を把握できる可能性がある．更に三次元アレーの

構築や，ワンチップの SDCデバイスの検討を行う．

今回開発した SDCデバイスは音場の可視化のみな

らず，光無線マイクロホン，広域分散配置による音場

観測・収録等，様々な応用が可能である．これらにつ

いても検討を加えていく所存である．
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