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概要：高性能な音響機器の開発には定量的な評価が必須である．従来の評価法としてはマイクロホンを使った計測が

一般的であるが，マイクロホンでは一次元的な計測しかできず，音の空間的な伝搬の情報を計測することはできない．

そこで本研究では，二次元的な音場の計測が可能である光学的音響計測を用いてスピーカの信号放射音場を測定し，

結果に対して解析を行うことで音響機器の特性の評価を行った．
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1. ま え が き

音響機器は我々の生活の中でも広く用いられており，

より高品質な音響機器の開発には定量的な評価が非常に

重要である．従来の音響機器の評価法はマイクロホンを

用いた測定が一般的であり [1]，スピーカの各特性を解析

することで評価を行っている．このようにマイクロホン

を用いた単一の計測が行われているが，二次元的な音場

解析については十分な検討がされてない．一方，近年の

光学的音響計測技術により，二次元音場の直感的な理解

が容易になっている [2]．二次元音場は時間的な情報だけ

でなく空間的な情報を持っており，解析によって多様な

評価に応用できると期待される．そこで本研究では，光

学的音響計測によって音場を計測し，音響機器の特性の

評価に応用する．

2. レーザドプラ振動計を用いた光学的音響計測

音波によって空気の疎密が変化することにより空気の

屈折率も変化するため，音場を通過する光の光路長に違

いが生じる．よって，光路長の差を観測することにより

音波を測定することが可能になる．光学的音響計測を行

う方法のひとつに，レーザドプラ振動計 (LDV) による

計測法がある．LDVを走査させ，音場にレーザを照射し

たときの光路長変化を複数点測定することで，二次元平

面上の音波の伝搬を観測することができる．

3. 空間スペクトル解析

初めに，音場と空間スペクトルの関係について考える．

まず，波動方程式(
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を考える．ただし，∆ =
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は二次元のラプ

ラス作用素，c は音速，x = (x, y) は二次元の位置ベク

トル，tは時間である．このとき，音源 uを単一周波数

の周期的な音源であると仮定すると，

(∆ + k2)u(x, ω) = 0 (2)

となるヘルムホルツ方程式が得られる．ただし，ω は音

の角周波数，k = ω/cは波数である．ヘルムホルツ方程

式は音波の空間的な情報のみを分離した状態を表してお

り，解は平面波の足し合わせで表されることが知られて

いる．ここで，平面波の空間スペクトルを考えると，こ

の解のスペクトルは半径 k の円周上に存在する [3]．ま

た，スペクトルの角度は平面波の方向に対応している．

よって，空間スペクトルを解析することにより，音の振

幅に加え，周波数・含まれる波面の向きを同時に観測す

ることが可能である．

4. 計 測 実 験

4. 1 計 測 環 境

全ての計測は早稲田大学本庄キャンパス環境情報実験

棟の大残響室で行った．表–1に，各計測に共通する測定

条件を示す．また，本研究では異なる音響機器を用いて

音源を再生し，各音場に対する解析結果の比較を行った．

使用したスピーカは以下の通りである．

• フルレンジスピーカ

• マルチウェイスピーカ

• 曲面スピーカ

表–1 測定条件

計測場所 早稲田大学本庄キャンパス
　 環境情報実験棟大残響室

測定機器 LDV

センサヘッド Polytec OFV-505

コントローラ Polytec OFV-5000

計測間隔 10 mm

計測範囲 600 mm × 600 mm

入力信号 正弦波 (4000 Hz),

　 チャープ信号 (20 ˜20000 Hz)

同期加算回数 4 回



4. 2 実 験 結 果

4. 2. 1 2wayスピーカの波面・空間スペクトル解析

2way スピーカからアップチャープ信号を再生したと

きの波面及び空間スペクトルを図–1に示す．上段の図が

各時刻における波面の可視化の様子，下段の図がそれに

対応する空間スペクトルである．時間の経過と共に周波

数が高くなり，波数を表す空間スペクトルの半径も大き

くなっていることがわかる．また，ある地点を境に音源

がウーハーからツイータへ移行し 2つの波面が干渉して

いる様子が確認できるが，同時刻の空間スペクトルを見

ると音波が進行する角度に対応する位置にスペクトルの

ピークが出現していることがわかる．

図–1 各時刻における 2way スピーカからのチャープ信号放射

音場および空間スペクトル

4. 2. 2 空間スペクトルの累積表示

各スピーカからチャープ信号を再生したときの空間ス

ペクトルを累積させ，1つの画像に表示した様子を図–2

に示す．この図からは，チャープ信号が再生されている

間の周波数・進行方向・振幅を同時に確認することがで

き，フルレンジスピーカは曲面スピーカに比べて正面方

向に強く音が出ていることがわかる．

図–2 空間スペクトルの累積表示

4. 2. 3 方向・周波数分離

空間スペクトルを逆フーリエ変換をすることで波面が

得られることを利用し，空間スペクトルから特定のスペ

クトルのみを抽出し逆フーリエ変換することで，特定の

方向・周波数の波面のみを分離することができる．曲面

スピーカからチャープ信号を再生したときの波面につい

て，特定の方向・周波数の波を分離した様子を図–3に示

す．上段の図が抽出前，下段の図が抽出後の波面である．

このように，周波数が 4000 Hz 付近に達したときのみ，

右上方向の波面が抽出され，周波数が 4000 Hz より充分

低いまたは高いときは抽出されていないことがわかる．

図–3 チャープ信号放射音場の方向・周波数分離

4. 2. 4 インパルス応答

フルレンジスピーカと曲面スピーカからチャープ信号

を再生したときの t = 4.0 ms地点におけるインパルス応

答の様子を図–4に示す．この図から，フルレンジスピー

カに比べて曲面スピーカの方がダンピングが小さく，振

動の減衰が遅いことがわかる．

図–4 インパルス応答

5. む す び

本稿では，光学的音響計測により音響機器の音場を二

次元的に取得し，解析を行うことで音響機器の評価に

応用した．今後は，曲面スピーカの振動板の振動シミュ

レーション解析結果を用い，より有用な計測・解析を検

討していく所存である．
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