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音/音場については見えないが故に体験に頼る部分が多く，正確に把握するまたは正確に人に伝

えるのが難しいのが現状となっている。上記のことを鑑み，簡単で直感的な音場の観測手法とし

て音を光へと変換し観測する手法を検討している。MEMS マイクロホンと LED を用いて小型の

音-光変換素子を構成し、定常的な音場の観測に加えて，非走査で高速に記録する事により，音波

の伝播状態を可視化する手法の検討を行っている。今回，提案する可視化手法について，手法概

要，基本的特性，定常的な音場から過渡的な音場に至るまでの観測結果について報告する。 
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Abstract:  
It is said to be difficult to tell or to understand the sound field accurately because the sound or sound 
filed is invisible, and so we’d often have to depend on our experience.  Considering the above fact, 
we are examining a simple, intuitive visualization-method of sound field, converting sound to light. 
We observed static sound field with small visualization devices built with MEMS-Mic & LED.  
Additionally, by using high-speed-camera, we have examined a visualization method of spreading 
of sound wave without scanning. In this paper, we report an outline of proposed method, 
fundamental characteristics, and a result of observation from static condition to transient condition. 
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1 １．はじめに 
近年騒音源の観測手段として可視化技術が実

用化されてきている。その一方で楽器や人等，発

音体周りの物理現象の把握及び部屋や空間の特

性の把握が求められている。本報では定常的な音

場だけでなく楽器や人の生成する音場に代表さ

れる過渡的な音場の把握へのアプローチとして

可視化方法を検討した。 
音場の可視化方法としてはクントの実験[1]を始

めとして様々な方法が提案されている[2]。クント

の方法に代表されるような実時間で実際の現象

を視覚化する手法は目に見えない音の現象を定

性的に理解するのに優れている。同じように定性

的に音場を視覚化する手法として古くからマイ

クロホン信号に電球，ネオンランプ，発光ダイオ

ード等の発光を対応させた手法がある。これら発

光体による光をフィルムや撮影素子に記録させ

ることによって定常的な音場の可視化がなされ

ている [3,4] 。 
MEMSマイクロホンとLEDを使う事で小型軽

量の音-光変換素子とし上記のように定常的な音

場の観測に加えて，再現性の難しい過渡的な音場

までも可視化する手法として，非走査で高速に記

録する事により，音波の伝播状態を可視化する手

法を検討している[5]。本報では可視化手法の概要

と特性、観測結果について報告する。 

2 可視化手法 
2.1 システム構成 
MEMSマイクロホンとLEDとを組み合わせた

複数の音－光変換素子(以下 Mic-LED 素子とす

る)と高速度カメラによって構成される（Fig.1）。
空間に複数配置された Mic-LED 素子の発光によ

る音圧情報と位置情報とを観測することによっ

て定性的に音場を把握することが出来る。更にこ

の発光を高速度カメラで記録することにより瞬

時の音の伝播状態を可視化することが出来る。 

 
Fig. 1 システムイメージ 

 
2.2 試作 Mic-LED 素子構成 
実際に試作した Mic-LED 素子の構成例，概観

を Fig.2， Fig.3 に示す。 
試作 Mic-LED 素子は音圧に比例した電圧をア

ナログ信号のまま光に変換させる単純な構成と

することで小型化した。これは空間分解能の確保

と音場への影響の低減を意図したものである。ま

た回路規模は大きくなるが伝送誤差の影響の少

ない PWM 変調，ΣΔ変調など 2 値の変調方式に

よって点灯する構成も考えられる。これら 2 値の

変調方式を採用すれば精度良く音圧情報を伝送

する事によって，より緻密な解析も可能となる事

が期待される。またデジタル信号を直接利用する

ことにより複数マイクロホンの出力の演算など

の応用も考えられる。 
Fig.3 中央にある MEMS マイクロホンで受け

た音圧信号に比例しFig.3上部にある 1対のLED
において光出力を行う。無入力時には発光しない

よう 1 対の LED がそれぞれ音圧の正圧/負圧に対

応する push-pull 出力として動作する。 

 Fig. 2 実際の素子構成例 
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Fig. 3 Mic-LED 素子概観 

 

3 Mic-LED 素子の基本的特性 
3.1 LED の明滅の観測 
高速撮影が可能な CASIO 社製デジタルカメラ

による 100Hz の正弦波信号に対する試作

Mic-LED 素子一つの点灯の観測結果(1,200 fps)
を Fig.4 に示す。 
100Hzの信号に対し 12frameサイクルでLEDが

明滅している事が確認出来る。また音圧に応じて

輝度が変化し 7frame 目時点にて正圧から負圧に

変わり上側LEDから下側LEDに交代している様

子が見て取れる。上側 LED から下側 LED に交代

する様子はカメラによって輝度だけでなく LED
の位置をも同時に記録している事から明らかと

なる。これによって複数 Mic-LED 素子を並べる

ことでこの交代点を観測することで各 Mic-LED
間の位相変化が見て取れる。 
 
 

        
frame1         →        frame 8 

        
frame9          →        frame16 
Fig. 4 LED の明滅の観測(12frame / 1200fps) 

 

3.2 基本的特性 

 
Fig. 5 測定の構成 

Fig.5 のような構成で特性を調べた。試作

Mic-LED 素子二つの明滅を高速度カメラで記録

している。また試作 Mic-LED 素子の LED の部分

を抵抗に差し替え直接レコーダで記録した(以下

Mic-direct 信号とする)。更にリファレンスマイク

として B&K 社の測定用マイク にて直接録音(以
下 ref 信号とする)を行い特性の比較を行った。カ

メラとレコーダの時間分解能は共に 48,000 
fps/Hz で測定を行っている。 

 
3.2.1. 出力波形の比較 

1kHz の正弦波を信号発生器より出力した時の

Mic-direct 信号と Mic-LED1 の信号をそれぞれ

Fig.6 の上段/下段に示す。ほぼ波形レベルでは正

弦波が再現出来ている事が確認出来る。 

 
Fig. 6 出力波形の比較 
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3.2.2. 1kHz における振幅周波数特性の比較 
Fig.7 に 1kHz 正弦波を信号発生器から出力し

た時の ref 信号と Mic-direct 信号、Mic-LED1 信

号を周波数分析したものを示す。図の赤線が ref
信号,青線が Mic-direct 信号，緑線が Mic-LED1
信号となっている。リファレンスマイクと

Mic-direct 信号はカメラの量子化ビット数に合わ

せて12ビット精度に落としてから解析している。

Mic-direct 信号の時点で雑音が増え、カメラで撮

るとノイズフロアが高くなっていることが見て

取れる。 

 
Fig. 7 1kHz 信号における周波数特性の比較 

 
3.2.3. 振幅周波数特性比較 

Fig.8 にオクターブバンドノイズを信号発生器

から出力した時の Mic-direct 信号と Mic-LED1
及び Mic-LED2 のオクターブバンド毎の振幅周

波数特性を示す。これは音を光に変換し高速度カ

メラで録画した Mic-LED 信号とその前段光に変

換する前 Mic-direct 信号との比較であるが，振幅

周波数特性ではほぼ同じような特性となってい

るレベルに収まっている。また二つの試作素子

Mic-LED1 及び Mic-LED2 については 大 1dB
程度のばらつきはあるが同様の特性となってい

る事も分る。 

 
Fig. 8 振幅周波数特性の比較 

 

4 定常状態の可視化結果 
4.1 定常音場の観測① 
6 個×4 個の試作素子アレイにて定常状態の音

場において観測を行った。定常状態の可視化にお

いては目視においても確認出来る。 
100 Hz の正弦波をスピーカユニットから出力

し，デジタルカメラにて撮影した結果を Fig.9 に

示す。（シャッタースピード 1/60 sec） 
距離減衰に応じて，発光ダイオードの発光が弱

くなっていることが確認出来る。 

 

Fig. 9 定常状態の観測結果① 
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4.2 定常音場の観測② 
問題設定として片方を開放とした音響管内の

音圧分布を観測する。音響管の管長は 300 mm で

Mic-LED 素子 18 個のアレイにて観測を行った。

管体の長さが約 3/4 波長となり、LED が 大に発

光する周波数にてデジタルカメラで撮影した結

果を fig.10 に示す。目視においても周波数によっ

て LED の輝度分布によって節の位置、共鳴の様

子等が観測できる。 

 
Fig. 10 定常状態の観測結果② 

 

5 可視化実験と観測結果,過渡状態 
5.1 過渡状態の観測① 
スピーカユニットから 1kHz 正弦波を出力した

時の Mic-LED 素子アレイの発光を高速度カメラ

にて観測した結果を Fig.11～Fig.13 に示す。各図

は 8frame(1/4500sec)毎に表示している。撮影速

度は 36,000fps にて行った。※SP.avi を参照の事。 
スピーカから音波が放射されて行く様子が時

系列で見て取れる。 

 
Fig.11 スピーカからの放射の観測(6frame 目) 

 
Fig.12 スピーカからの放射の観測(14frame 目) 

 
Fig.13 スピーカからの放射の観測(20frame 目) 

 

5.2 過渡状態の観測② 
リアクティブな音場の過渡的な可視化として

章 4.2 の条件で高速度カメラにて撮影を行った。 
Mic-LED 素子アレイにて高速度カメラで観測

した結果を Fig.14～Fig.16 に示す。図の配置は

Fig.10 に示したものと同様であり右側に駆動点

となるスピーカがあり左側に反射面がある。上か

ら順次 16,000 fpsにて撮影した結果を 1 frameず
つ表示している。※tube01.avi～tube03.avi 参照

の事 
完全反射端条件の Fig.14,Fig.15 の場合は管体

内に節が一つ出来、発光が 大となる周波数にお
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いて観測を行なった。非完全反射端条件の Fig.16
では反射率 0.5 程度のウレタンフォームを反射面

に設置し固定端条件と同じ周波数で観測した。完

全反射端では時間変化してもLEDが光らない（音

圧が零に近い）状態，すなわち節の位置が観測で

きる。非完全反射端条件の場合，音波が管内を進

行している様子が見て取れる。 
 

 Fig. 14 開口端条件での管体内の音圧変化（850Hz） 

 
Fig.15 固定端条件での管体内の音圧変化（650Hz） 

 
Fig. 16 非完全反射端での管体内の音圧変化（650Hz） 

 

 

 

6 おわりに 
本報では音場の可視化手法として MEMS マイ

クロホンと LED の組み合わせによる小型音-光変

換器を提案し、そのアレイにて音場を可視化する

手法の有用性を検証した。可視化手法の特性を検

証し、また実験において実際に目視において定常

状態の音場の観測と、高速度カメラを導入し過渡

的な音場において観測が可能である事を検証し

た。本可視化手法は Fig.8 の出力波形を見れば分

るように高速度カメラにて音圧を光に変換しサ

ンプリングしている事になるので、位置情報と音

圧情報の同時伝送という見方も出来る。この場合

チャンネル数は可視化素子の数だけで決まるの

で容易に多チャンネル伝送が可能となる事も示

唆している。今後デジタル化，高精度化，また目

視に特化して，より現象の理解を助けるような可

視化手法を検討する所存である。 
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【参照データ】 

SP.avi ： スピーカ放射の可視化（動画） 

tube01.avi ： 開口端管内（動画） 

tube02.avi ： 固定端管内（動画） 

tube03.avi ： 非完全反射端管内（動画） 
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