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概要：音の伝搬の可視化は騒音制御や製品設計において有効である．これまで多くの音の可視化技術が研究されてお

り，中では可視化結果を現実と重ねて表示をし撮影するということが行われてきた．しかしこれだけだと音源を自由

に観測したりインタラクティブに観測したりすることが難しい．そこで，本研究では複合現実を実現できる光学透過

型ヘッドマウントディスプレイ（光学透過型 HMD）を用いた音伝搬の可視化システムを提案する．このシステムで

は，計測面を実空間と重ねて表示をし移動しながら観測できる．実際にレーザドプラ振動計 (LDV)を用いて計測した

値を使用し有効性を確認した．
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1. ま え が き

音の伝搬の可視化は，発生源から騒音の原因の特定や，

どのような音がどのように伝わるかを把握でき，騒音制

御や製品設計において有効である [1]．

多くの研究がされている中，測定結果を現実と重ねて

撮影するということが行われてきた [2]．しかしこの手法

では音の出ている位置や大きさは観測できるが，一方で

実際に再生時の様子を近くに寄って観察をすることや，

後ろに回り込んで多視覚的に確認するなど，インタラク

ティブな観測をすることが難しい．もしこれらが可能と

なればデータの理解が容易になり，より深い音の理解へ

と繋がる．そのためには，実空間との対応があり複合現

実的な表示をすることが求められる．

そこで本研究では，光学透過型ヘッドマウントディス

プレイ（光学透過型 HMD）を用い時間変化のある音の

伝搬をデータ表示用の仮想空間と現実空間を融合させて

複合現実的に表示し，実空間と対応付けたシステムを提

案する．

2. シ ス テ ム

複合現実とは，現実世界と仮想世界を融合し，現実の

ものと仮想のものがリアルタイムで影響しあう複合環境

の構築・描画技術であり [3]，本研究ではこれを可能とす

る光学透過型 HMDを用いて音の可視化を現実世界，計

測空間と合わせて表示した．

提案システムは，測定した音の伝搬情報をコンピュー

タグラフィック（CG）で表現し，光学透過型 HMDを装

着した人の視界に現実世界と重ねて表示する．システム

の詳細図を図–1に示す．システムが行う処理について説

明する．まず，計測データが格納された CSVファイル

を読み込み，システム内へ取り込む．CSVファイルは計

測位置 (x, y, z)，時間 (t)，音圧 (p) の値が必要であり，

これらの情報が含まれていればどの機器で測定されたも

のであっても可視化は可能である．そのデータを用いて

仮想空間の各座標に CGオブジェクト生成し，一つの計

測平面を作成する．以上の手順ののちシステムの実行ボ

タンを押すと，アニメーションが開始する．取り込んだ

CSVファイルには座標と時間にそれぞれ対応した音圧の

値が格納されているため，一行ずつ読み込み対応する座

標の CGオブジェクトの色を同時に変化させ，音の伝搬

の瞬間変化を表示した．

3. 計測と再構成

システムに表示するデータを計測するにあたり，レー

ザドプラ振動計（LDV）を使用し測定を行った．音響
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図–1 システム詳細図．計測で出力したデータをシステムに取

り込み，それを元に仮想空間に CG オブジェクトを配置し，

それを現実空間と重ねて表示をする．



DACデバイスから LDVに測定範囲やステップ幅を制御

する信号を送り，同時にアンプへ正弦波を測定対象から

出力した．測定対象は 50 cm × 30 cm の木の板に三つ

のスピーカを配置したもの（以下，スピーカ板）である．

LDV は，レーザを用いて振動を計測する測定器であ

り，振動速度を取得可能である．また，反射体を振動し

ない壁面としてレーザ光を音場に向けて放射し，レーザ

光路上の音圧の積分値と時間微分値が計測可能であり，

v(t) =
n0 − 1

γp0n0

d

dt

(∫
L

p(x, y, z, t)dl

)
(1)

と表せる速度 v(t) m/s として値を扱うことができる [4]．

ここで，n0 は大気圧下での屈折率，p0 は大気圧，γ は比

熱比，pは音圧，x, y, z は各座標，tは時間である．ここ

で測定された値は音圧を測定距離で線積分した値である

ため，実際の座標の音圧に近い値に再構築をするため計

算断層撮影法 (CT:Computed Tomography)の原理を用

いて計算する．

CTでは線積分されたデータを物体の全周 0 <= θ < 2π

にわたって測定し画像として再度構築するものである．

今回は平行ビームを投影する LDVを使用しているため

半周の 0 <= θ < π で 10°ごとで測定をした．

x − y 座標系から角度 θ だけ回転した r − s座標系を

考えると，θ 方向の物体の投影データ R(r,θ, t)は

R(r, θ, t) =
n0 − 1

γp0n0

∫ ∞

−∞
v(r, θ, t) dt (2)

と表せる．

R(r, θ, t)の再構築にフィルタ補正逆投影法を用いた逆

ラドン変換を行う．投影データ R(r, θ, t) を r に関して

１次元フーリエ変換を行って，周波数 ρの絶対値に比例

した周波数特性を持つフィルタを作用させた後，フーリ

エ逆変換を行ってフィルタで補正された投影データを作

る．さらに，このデータ上の対応する一で全方向から重

ね合わせる式の演算を行う．p̃(x, y, t)を再構成された値

とすると，

p̃(x, y, t) =

∫ 0

π

Q(r, θ, t)dθ (3)

と表せる．ここで，Qはフィルタで補正された投影デー

タであり，

Q(r, θ, t)dθ = R(r, θ, t) ∗ h(r) (4)

と表せる．ここで，h(r)はフィルタ関数を表しており，

今回は Shepp-Logan を用いた．このフィルタは，sinc

関数と Ram-Lakフィルタを乗算したものであり，投影

のノイズを抑える効果がある．

測定した値を再構成し表示平面，今回は垂直に切り取っ

たものを，抜き出して表示をさせたものを図–2，図–3に

示す．双方とも t=8.6 ms の時光学透過型 HMD内のス

クリーンショット機能にて撮影したものである．
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図–2 t=8.6ms の時，正面から見た図
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図–3 t=8.6ms の時，右から見た図

4. む す び

三つのスピーカから放射される音の伝搬を光学透過型

HMDを用いて複合現実的な可視化を実現した．これに

より，実際の空間に重ねて表示し任意の方向から音の伝

搬を観察することができ，音響学に馴染みがない人が見

ても音が音の発生源や伝わり方がわかるような表示を実

現した．これは，教育の場で実際に音と重ねて伝搬を表

示し視覚的に理解をすることの手助けにもなり，また，

商品開発などの場で音の伝わり方の説明等をする際に効

果的であると考えられる．

また，実験 2において LDVにて測定された値の再構

築を行った．再構築することにより，測定範囲で積分さ

れた値ではなくその座標での実際の値を出すことができ，

より正確な表示をすることができた．

課題として，一度測定したデータを取り込んで処理な

どをしなければならないため，複合現実で表示している

にも関わらずリアルタイムではないことから，今後は直

接測定したデータを表示できるようなシステムが求めら

れると考えられる．
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