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概要：シュリーレン法を用いた音場の測定手法を提案する．本手法は，広範囲の音場情報を一度に取得可能であり，

再現不可能な音場の測定が可能である．また音場を見ながら系の設置，調整が可能であるので，リアルタイムな音場

の測定を行うことができる．本研究では，正弦波の可視化可能帯域を確認し，さらに解明されていない点の多い非線

形音場の可視化を行った．今後は様々な場所に適応可能な測定系の検討を行う．
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1. ま え が き

音場の測定において一般的に用いられるマイクロホン

は，音場内に置くことでそれ自身が音場の物理的状態を

変化させてしまうためマイクロホンを用いない測定手法

が検討されており，当研究室ではレーザドプラ振動計 [1]

や光波マイクロホン [2]を用いた手法が研究されている．

一方，より快適な音コミュニケーションを目指す中で，

指向性の高いパラメトリックスピーカの研究が進められ

ている [3]．パラメトリックスピーカは可聴音の復調に空

気の非線形性を利用しているが，その過程や現象は解明

されていない点が多い．

そこで本研究では，シュリーレン法を用いたリアルタ

イムな音場計測手法を提案する．本論文では，基礎的検

討としてスピーカから放射された音場の計測をし，さら

に空気の非線形現象を利用したパラメトリックスピー

カから放射された音場の可視化を行った．音場観測への

シュリーレン法の応用の可能性を示した．

2. シュリーレン法

シュリーレン法とは密度勾配による光の屈折の変化を

可視化する光学観測手法である．流体の可視化，弾道実

験における衝撃波の可視化や，飛翔体における翼周りの

衝撃波の可視化手法として一般的に用いられている．音

響分野では，水中での強力超音波を可視化する手法とし

て広く用いられている．

3. 正弦波の可視化可能帯域の確認

本実験で用いたシュリーレン装置を図―1に示す．光

源をピンホールにより点光源にし，レンズ１を使用して

平行光を作った．レンズ１とレンズ２の間が試験領域と

なる．二つ目のレンズ２で集光し，焦点の位置で密度勾

配による屈折光をナイフエッジにより遮断し，その像を

高速度カメラで撮影した．音波の伝播方向に対して垂直
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図―1 Schlieren Apparatus

表―1 測 定 条 件
音源の周波数 [kHz] 音圧レベル [dB] フレームレート [fps]

40 120 96,000

10 103 24,000

15 103 48,000

4～20 (sweep) 112～100 48,000

に遮断する方向にナイフエッジを設置した．再生した音

源とカメラの設定に関する測定条件を表―1に示す．

40 kHz，10 kHz，15 kHzに対する得られたシュリー

レン画像を図―2，3，4に示す．得られた画像では音波

を確認することは難しく，一枚の画像からは波面を識別

できない．そこで各時刻の画像を撮影時間分すべて足し

合わせたデータの平均値を各画像から引くことで直流成

分を取り除き，その後，再生した音波に合った周波数成

分を通すバンドパスフィルタを時間方向にかけた．処理

後の 40 kHz，10 kHz，15 kHzの画像をそれぞれ図―5，

6，7に示す．処理後の画像より，周波数が高いほど，音

圧レベルが大きいほど可視化しやすいことが確認できた．

図―10，11 にスイープ音の始めの部分と終わりの部

分のスペクトログラムを示す．このスペクトログラムは

シュリーレン画像の輝度値から得られた結果である．こ

れより，画像に含まれる情報がスピーカから再生した音

の情報と一致していることが確認できた．以上のよう

に，得られたシュリーレン画像から直流成分を取り除き，

スペクトログラムを得ることで既知でない周波数の音源

に関しても可視化可能であり，音場情報の取得が可能で

ある．



図―2 40 kHz 図―3 10 kHz 図―4 15 kHz

図―5 40 kHz 図―6 10 kHz 図―7 15 kHz

図―8 4 kHz,112 dB

図―9 20 kHz,100 dB
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図―10 Time-Frequency
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図―11 Time-Frequency

4. 非線形音場の可視化

4. 1 測 定 方 法

3. 章で用いた実験系と同様のシュリーレン装置を用

いた．変調方式，周波数，試験範囲からの音源の距離を

変えながら可聴音を再生し，その波面を可視化した．ま

た，二枚のパラメトリックスピーカを用いて交差する超

音波による合成波面の可視化を行った．このとき，ナイ

フエッジはスピーカに対面する位置で斜め 45 度に設置

した．すべての測定において，フレームレートは 96,000

fpsで撮影した．

4. 2 パラメトリックスピーカの波面可視化

マイクロホンとスピーカの距離が 45 cm において，

DSB変調により 500 Hzの可聴音を再生した波面の時間

変化を図―12～15 に示す．時間方向に画像を比較する

と，一定の周期で縞模様の輝度値の勾配が小さくなるこ

とが確認でき，その周期が再生した可聴音の周期である

ことがわかった．他の周波数や他の変調方式に関しても

同じように周波数毎の周期で画像の輝度値の勾配が小さ

くなることを確認できたが，8 kHz以上になるとその周

期性がなくなった．

また，マイクロホンとスピーカの位置を変えた測定結

果からは，シュリーレン系からのスピーカの位置が遠いほ

ど画像が全体的に輝度値の勾配が小さい画像が多くなっ

たことから，超音波の音圧の減衰があると考えられる．

図―12 208 frame 図―13 256 frame

図―14 304 frame 図―15 352 frame

図―16 90 degree 図―17 45 degree

4. 3 交差波面の可視化

水平方向に設置したパラメトリックスピーカから 40

kHz，鉛直方向に設置したものからは 40.1 kHzの超音波

を再生し，90度と 45度に交差させた波面の可視化結果

を図―16，17に示す．

従来，本研究室で波面の可視化に用いてきたレーザドッ

プラ振動計では，音場全体の可視化を行うために多点の

測定の同期をとる必要があり，同じ信号を何度も再生し

多数回の測定が必要であった．しかし本手法を用いるこ

とで，同期時間が不要になり，一度の測定で交差波面の

可視化を行うことが可能である．音場を見ながら系の設

置，調整が可能であるため音場測定を厳密かつスムーズ

に行うことができる．

5. む す び

シュリーレン法を用いて可聴音の可視化可能帯域を確

認した．得られたシュリーレン画像の一フレームからは

波面が確認できなくても，時間方向に関して処理を加え

ることにより音波の可視化が可能になり，音場の情報が

含まれていることがわかった．また，パラメトリックス

ピーカを用いて非線形音場の可視化を行った．可聴音の

変調模様を可視化し，超音波の音圧を変化させることで

可聴音に変調していることがわかった．今後はより簡素

な測定系の検討を行うことで様々な場面に適応可能なリ

アルタイム音場測定システムの実現を目指す．
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