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1. まえがき

著者らはこれまで近接４点法 1)や音響テレビ 2)を

はじめとする手法で様々な音場を観測してきた。ま

た最近は霧状の粒子や空気中の埃をレーザ照査し，

高速度カメラで観測する方法により音圧や粒子速度

の測定なども試みている 3)。

音場の状態を表す基本的な物理量は音圧と粒子速

度である。通常，音圧や粒子速度は必要な測定点に

マイクロホンを設置して測定する。しかし，精細に

音場の測定を行うには，近接した数多くの測定点を

同時に観測する必要があり，測定や解析が煩雑にな

らざるを得ない。また，観測対象となる音場内に測

定器を設置することにより，測定すべき音場への影

響を無視できない場合や，所望の観測点へ測定器を

設置すること自体が困難な場合もある。

上羽，中村らはレーザドプラ振動計（LDV）を用

い，超音波の可視化観測をおこなっている 4)。近年

筆者らはその原理を可聴領域に適用し，音場の観測

を試みている 5-7)。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，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。また，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

的な音場を観測する必要があるが，測定信号にパル

ス音波を用い，LDVによって進行波の観測を行うこ

とも可能である。

さらにＬＤＶを走査して得た音場の投影情報に計

算断層撮影法（CT）8)を適用することにより，任意

の断面の音圧分布の観測も可能である｡以下これら

の音場測定法の原理と測定結果を示す。

2. レーザを用いた音場の可視化

2.1 音による屈折率変化と音圧

音は空気の疎密変化である。空気の密度により光

の屈折率は変化するので，音場を通過する光の経路

長は音波により変化するはずである。この原理を用

いて音場の観測を試みる。

光が媒質中を通過する際，媒質の分子による散乱

が生ずる。媒質を通過した光は散乱波との重なり合

いの結果位相の変化，屈折が生じ，真空中の光波の

速度に対し絶対屈折率 n の媒質中の光波の速度は

c/n となる。また屈折率 n と媒質のモル密度との関

係は n=1＋RG と表すことができる。RGは光波の

周 波 数 と 媒 質 の 分 子 に よ っ て 決 ま る

Gladstone-Dale常数である。空気の屈折率を n，比

熱比を  ，大気圧を P [Pa] とすると，音による空

気の屈折率変化 n と音圧 p [Pa] の関係は式(1)で

表される。

(1)

2.2 ＬＤＶを用いた音場計測

元来 LDV はその名に示されるように，レーザを

物体に照射し，その照射光と反射光とのドプラ効果

を観測することにより，対象物体の振動を測定する

マイケルソン干渉計である。具体的には図－1 に示

すようにビームスプリッタによって光源からの光波

図—1 マイケルソン干渉計による音場の測定

光を使った音場の計測*
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図—2 走査型LDVによるスピーカ再生音場の測定

を二つに分け，鏡と測定対象となる物体にそれぞれ

照射し，その反射を再び結合する。結合した二つの

光波の光路長の差によって検出器上に干渉縞が生じ

る。物体の振動によって物体とビームスプリッタ間

の実距離が変化する。光路長は屈折率と実距離の積

であることから，二つの光波の光路長差は連続して

変化し検出器上の干渉縞が移動する。干渉縞の移動

の計測から測定対象となる反射体の振動速度あるい

は変位，加速度の計測が可能となる。

ここで LDV のレーザを照射する対象が剛壁と見

なせる場合（あるいは壁の振動を同時に計測し壁の

振動分を減ずれば）LDVと壁の間の空気を媒体とす

る音波が存在すると，媒質空気の密度変化によりレ

ーザの光路上で空気の屈折率変化が起きる。その結

果，音によって光路長が連続して変化し，検出器上

の干渉縞の移動から音による光路長変化を測定が可

能となる。

音の周波数が f [Hz]，音速が c [m/s]，空気の密度

が  [kg/m3]，剛壁との距離が l [m] のとき，LDV

で計測される振動速度 v [m/s] と，音圧 p との関係

は式(2)で表される。

(2)

2.3 スピーカからの正弦波

早稲田大学本庄キャンパスにある環境情報実験棟
9)において，２ウェイ密閉型スピーカシステム

（YAMAHA NS-10M）と平板（0.3 m×0.3 m）型

スピーカ （WASEDAEE W3232）の２種類のスピ

ーカを 4 kHz, 1 W の正弦波で駆動し，走査型LDV

（Polytec PSV-300）を用いて個々に測定した。ス

ピーカを図－2のように配置し，スピーカからは信

図—3 ２ウェイスピーカシステムからの正弦音波

図—4 平板スピーカ(1枚)からの正弦音波

号を繰り返し出力し，レーザの走査は信号と同期し

て行った。結果をそれぞれ図－3，4に示す。

3. ＣＴを用いた音場計測

3.1 ＣＴの原理

LDV と剛体によって測定される音場情報は光路

上の情報を線積分した情報である。したがって CT

を用いることにより，点情報の集合への再構成が可

能である。再構成には測定対象となる音場に対して

あらゆる方向からの投影情報が必要となる。投影か

らの再構成法は数多く提案されているが，重畳積分

法 8)を用いている。

以下に CT を簡単に説明する。再構成対象となる

平面の座標系を (x, y) とし，光源の回転軸である測

定範囲の中心を原点とする。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，測定範囲外に対する測定

対象の屈折率差の変位分布を f(x, y) とする。屈折率

分布に対する二次元フーリエ変換を F(u, v) とする

と

(3)

が成り立つ。周波数領域における直交座標系 (u, v)

と極座標系 (, ) には
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(4)

なる関係が成り立つ。

また，各方向からのレーザによって測定される値

の集合を投影と呼び，空間領域において t 軸に対し

て 回転した直交座標系を (s, t) とすると，t 軸と

並行なレーザによって測定される投影 P (s) は

(5)

と表せる。

投影 P (s) のフーリエ変換を S () とし，式(3)

を式(4)，式(5) を用いて変換すると

(6)

となる。ただし

(7)

である。

式(7) は投影 S () に対する周波数特性||の

フィルタ演算に相当する。式(6)，(7)を畳み込みを利

用して空間領域で計算を行えるように変換すると

(8)

となる。ここで sm は測定範囲内の|s|の最大値で

あり，h はフィルタ関数のインパルス応答である。

また，再構成の仮定となる測定範囲外の屈折率一

様の仮定は音場の測定においては測定範囲内と範囲

外の音圧差が十分にあれば測定範囲外の音による屈

折率変化は無視できる。

3.2 ＣＴを用いたスピーカ再生正弦音波面の観測

多方向の投影情報から再構成を行うには測定系の

移動・回転が必要になる。測定対象となる音場はス

ピーカの直接音なので再現性があり，音場自体の移

動・回転が可能である。LDV測定装置は大掛かりで

重いので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。

まず観測角度間隔による再構成画像の精度を確認

すべく，２ウェイパワードスピーカシステム

図—5 多方向投影実験方法

(a) =1度（投影方向数=360）

(b) =10度（投影方向数=36）

(c)=30度（投影方向数=12）

図－6 観測角度間隔によるCT画像への影響
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図—7 ２ウェイスピーカシステム発生音のCT

画像（上から位相 150, 210, 270, 330 度）

図—8 平板スピーカ(1枚)発生音のCT画像

（上から位相90, 150, 210, 270 度）
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図—9 ２ウェイスピーカシステムからのパルス

音波（上から 0.3 ms, 0.6 ms, 0.9 ms, 1.2 ms,

1.5 ms 後）

図—10 平板スピーカ(8枚)からのパルス音波

（上から 1.0 ms, 1.5 ms, 2.0 ms, 2.5 ms,

3.0 ms 後）
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図—11 平板スピーカ(8枚)からのパルス音波

の反射波（上から 1.5 ms, 2.0 ms, 2.5 ms,

3.0 ms, 3.5 ms, 4.0 ms 後）

（YAMAHA MSP-5）から周波数 4 kHzの正弦波を

発生させ，ツィータ中心軸上で観測角度間隔  を

1度，10度，30度と変えて観測した（図－5参照）。

スピーカ前面から 0.1 m 離れた平面での屈折率（に

比例した音圧）分布として再構成した結果を図－6

に示す。角度が小さければ再構成の精度は向上する

が測定回数が増えるので，以下の観測では  = 10

度とした。

前述の２ウェイスピーカシステム（YAMAHA

NS-10M）と平板スピーカから周波数 4 kHz の正弦

波を出力し，スピーカ前面から 0.1 m 離れた平面で

の再構成結果を図－7，8に示す。

4. 音場の観察

以下に本手法で計測した結果を示す。

4.1 スピーカからのパルス音波

２ウェイ密閉型スピーカシステム（YAMAHA

NS-10M）と平板型スピーカ（WASEDA EE W3232，

横2枚，縦4枚）を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正弦波一周期分のパルス

信号で駆動した結果を図－9，10に示す。

4.2 反射板

4.1 と同様，駆動信号に正弦波１周期分のパルス

信号を用い，平板スピーカ（横2枚，縦4枚）を45

度に傾けた音響反射板（1.82 m×0.91 m, 厚さ 12 mm

の木質合板）と対向設置して観測した結果を図－11

に示す。

4.3 回折

回折板（1.22 m×0.91 m, 厚さ 9 mmの木質合板，

端部に直径 60 mm の円筒形状物が無いものと有る

もの）をスピーカから 0.4 m 離れて平行設置した場

合に，駆動信号に正弦波１周期分のパルス信号を用

い，平板スピーカ（横2枚）から音を発生したとき

の観測結果を図－12に示す。

5. むすび

レーザを用いた音場観測について述べた。LDVを

パルス波を利用して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や回折の

観測を行った。また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。

また筆者らは LDV を用いた測定から CT 演算を

行うことにより任意の点でのインパルス応答を得る

ことが可能であることを確認している 10)。現段階で

は直接音を対象としているが，今後は空間の反射音
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(a) 板端部に円筒形状物無し

(b) 板端部に円筒形状物有り

図—12 平板スピーカ(横2枚)からのパルス音波

の回折の様子

を含めたインパルス応答について検討していく所存

である。さらに必要となる計測系の構築等を行って，

空間的なインパルス応答の変化の様子を連続的に，

詳細に知ることが可能となれば，これまで以上に有

用な音場の可視化手法となることが期待できる。
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