
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

音響ホログラフィ法を用いた三次元音場の記録 

Recording of three dimension sound field focusing on Acoustical Holography 
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概要：音の記録における手法としてマイクロホンが広く用いられている．しかしマイクロホンの物理的存在が

音の反射や回折を生むので，マイクロホンを音場内に設置することによる影響をなくすことは困難である．そこ

で本研究では遠方で測定した音を用いた逆伝搬の計算による三次元音場の記録に関する検討を行った．逆伝搬の

計算法として音響ホログラフィ法，近距離場音響ホログラフィ法の理論に着目し，それらの手法によるシミュレ

ーション，実験結果の報告を行う．シミュレーション結果の解析や実験による検討を重ねることで音圧に留まら

ず，粒子速度の記録におけるシステム構成を目指す． 
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1.	 まえがき 
人間は日常生活で存在する様々な音に対して，方向

や距離，音色などを聞き分け必要な音を分離する能力

を持っている．このように人間が聴いている音を正確

に収録する方法として，一般的にマイクロホンが使用

される．しかし，マイクロホンを音場内に設置するこ

とで，マイクロホン自体が音場に与える影響から正確

な音場を記録することが困難になる．そこで，本研究

室ではマイクロホンを必要としない音場収録法とし

て，レーザドプラ振動計[1]や高速度カメラ[2]を用い
た測定法の研究が行われてきた． 

本研究は測定面で収録した音のみを用いて，音源か

ら測定面までの三次元音場の記録を行うことを目的

とする．そこで遠方で測定した音の逆伝搬を行う音響

ホログラフィ法の理論に着目した．音響ホログラフィ

法を用いることで音圧に留まらず粒子速度の把握も

期待できる．本稿ではシミュレーションと実験の結果

から，音響ホログラフィ法と近距離場音響ホログラフ

ィ法を用いた三次元音場の記録に関する検討をする． 
2.	 音響ホログラフィ法(AH法) 

2.1	 理論 

音響ホログラフィ法はHuygens-Fresnelの原理に基

づいた相互強度の伝搬則を応用し，逆伝搬の式を導く

ものである[3]．図―1において，自由音場を仮定した

空間内の振動面Σから放射される音波が測定面Ωに

到達する場合を考える．振動面において振動している

物体上の2点a1,a2から音波V1(t)，V2(t)がそれぞれ放射さ
れているとする．このとき，逆伝搬の式により，∑面

のある一点の音圧が 
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で表わされる． z0は振動面から測定面の距離なので，

z0を変化させることによって振動面と測定面の間の音

圧を求めることができると考えられる． 
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図―1	 音響ホログラフィ法 

2.2シミュレーション 

AH 法を用いたシミュレーションを行った．図―2
に示すように，原点に球面波である音源を設置し，

z=2.0 上に直線上に配置した 0.05m 間隔の 13 個のマ
イクロホンで記録することを仮定してシミュレーショ

ンを行う．音圧分布の理論式は波動方程式から 
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を用いる．(2)式から z=2.0 上における音圧分布の計算

を行い，その結果に AH法を施して z=1.5，1.0，0.5上

における音圧分布を求める．これを AH値と呼び，(2)

式を用いて計算した z=1.5，1.0，0.5上の音圧分布の理

論値と比較する．音源は 8kHzの正弦波と仮定する． 
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図―2	 AH法	 配置図	 



図―3にシミュレーション結果を示す．図―4に示す

2.0m 地点での音圧分布と比較すると全体的に音圧が

大きくなっていることが確認できる．	 
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(a)	 AH値 
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(b)	 理論値 

図―3	 1.0m地点	 音圧分布 
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図―4	 2.0m地点	 理論値 

3．近距離場音響ホログラフィ法(NAH法) 
3.1	 理論 

近距離場音響ホログラフィ法は平板近傍に設定した

平行な面で測定した音圧から逆伝搬の計算を施し，表

面振動速度を再構成することを主な目的としたもので

ある[4]．音源がない半空間z＞0における定常状態音圧
分布p(x,y,z)を考える．逆伝搬の式は音圧から角度スペ
クトルを求め，逆伝搬子をかけることによって振動速

度を得るものである．図―5においてz＝zhの測定面か

らz=zｓの振動速度を求める式は  

となる．これがNAH法の逆伝搬の式である． 
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図―5	 近距離場音響ホログラフィ法 
3.2	 NAH法シミュレーション・実験 
図―5において，zh=2.0上での音圧分布を(2)式を用い

て計算し，その結果にNAH法を施してzs=1.0上の振動
速度を求める．音源は4kHz，16kHzの正弦波とする．

zh面上では縦101点，横101点で計算を行い，各点の間
隔は0.005mとする．図―6にNAH法で計算した1.0m地

点における振動速度を示す．(a)と(b)から周波数による
振動速度の変化が観測できる． 
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(a)	 4kHz(z=1.0) (b)	 16kHz(z=1.0) 

図―6	 振動速度 

また，音源を4kHzの正弦波としてシミュレーション
と同様の条件で実験を行った．NAH法は音波の半波長

以下のサンプリングが必要なので測定間隔は0.05mと
する．よって，zh面上ではで121点の測定をする．図―
7に結果を示す．(a)は実際にマイクロホンで収録した
音圧分布である．その結果にNAH法を施し，振動速
度を求めたものが(b)である．(a)より2.0m地点での音

波は平面波に近い波となってしまっており，このこと

から(b)で示す振動速度はシミュレーションと同様の
結果は得られなかったと推測される． 
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(a)	 音圧分布(z=2.0) (b)	 振動速度(z=1.0) 

図―7	 実験結果 
4.むすび 
本研究では，AH法とNAH法を用いた三次元音場の

記録を確立することを目的とし，各手法におけるシミ

ュレーションを行った．シミュレーションを行うこと

で，ある程度の空間の把握が可能であると共に，三次

元音場の記録の可能性を示した．しかし，今回は自由

音場を仮定したものであることから，実際はより複雑

な逆伝搬の計算が必要になることが予想される．今後

は実用的なシステムを構築し，三次元音場の音圧，粒

子速度の記録を目指していく所存である． 
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