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概要：近年，デザイン性・構造性の観点から複雑な室内形状の部屋が増えている．特に凹曲面を始めとする複雑形状

は音響障害の原因となる場合があり，この対策としてシミュレーションが考えられる．その中でも波動方程式の求解

による手法を波動音響シミュレーションと呼ぶ．波動音響シミュレーションの一つにスペクトル法がある．スペクト

ル法は大域的な関数近似により解析を行うことから高精度な解析結果を得られるが，その適用は単純な形状・境界条

件に限られている.本研究では複雑形状音場の解析を目的とし，スペクトル法の複雑形状への拡張を提案した．
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1. は じ め に

凹曲面形状の室内は，フラッタエコーや音の焦点の発

生を始めとする音響障害の原因となる場合がある [1]. こ

のような音響障害の施工前の対策および現象の理解に対

し、シミュレーションが考えられる.波動音響シミュレー

ションは波動方程式の求解による解析手法であり，有限

要素法（FEM）や有限差分法，境界要素法，スペクトル

法等が知られている. その中でもスペクトル法は大域的

な関数近似による手法であり、高い精度の解析結果を得

られることが知られている．しかし，その適用は一般に

単純な形状・境界条件に限られている [2].

波動音響シミュレーションにおける複雑形状音場の解

析では次の課題が知られている．（1）多くの手法で空間

の離散化に用いられる多角形形状の要素・グリッドでは，

曲面形状を正確に表現できない．（2）複雑形状の表現に

は細かな空間の離散化が必要であり，計算メモリを多く

要する．本研究では，それぞれの課題に対して複雑形状

音場の解析を目的とし，（1）Fourier Extension（FE）[3]

によるスペクトル法の拡張，（2）区間多項式表現の固有

モードによるスペクトル法を提案する. そしてこれらの

数値誤差を評価し，有効性の検討を行う．

（1）における FEとは，最小二乗法を用いて非周期関

数を周期関数により近似する手法である．本研究では周

期関数に Fourier基底関数を用い，波動方程式を満足す

る圧力分布を近似した. また最小二乗問題におけるペナ

ルティとして境界条件を導入する．解析形状は Fourier

基底により近似されるため，滑らかに表現される [3]．

（2）において系の固有ベクトルは，FEMによる固有

値分解により計算する．多項式表現の固有ベクトルの空

間微分は非常に少ない計算量で演算でき，またモード

の打ち切りによっても計算量を削減できることが期待さ

れる．

2. 波動音響シミュレーション

線形音場における音波伝搬は線形波動方程式

∂2p(t,x)

∂t2
= c2 △ p(t,x) (1)

に従う．ただし c は音速である．本研究では，音圧

p をデカルト座標系における 2 次元音圧分布として，

pn = p(n∆t,x)のように離散化する．次に vn = ∂pn/∂t

を考え，台形公式で離散化すると，

(pn+1 − pn)/∆t = (vn+1 + vn) /2 (2)

となる．ただし ∆tは時間離散化幅である．また，Lを

Laplace作用素として，式 (1)を離散化すると，

(vn+1 − vn)/∆t = c2 (Lpn+1 + Lpn) /2 (3)

となる．そして (2)と (3)を連立させ計算スキーム

pn+1 = δ−
−1(δ+pn +∆tvn)

vn+1 = c2 (Lpn+1 + Lpn) /2 + vn∆t
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を得る．ここで δ−
−1 は δ− の逆行列であり，pn+1 と

vn+1 を交互に計算することで時間発展を行う [3]．

スペクトル法による波動音響シミュレーションでは空

間の音圧分布 p(x)をN 個の基底関数 ϕk(x)の線型結合

により大域的に近似する．

p(x) ≈ pN (x) =

N−1∑
k=0

akϕk(x)

基底関数が n階空間微分可能であるとき，関数 pN の n

階空間微分は，

∂npN
∂xn

=

N−1∑
k=0

ak
∂nϕ(x)

∂xn



となる．スペクトル法における空間微分は解析的に求ま

ることから非常に高精度であるが，その適用は一般に単

純な形状・境界条件に限られてる．Fourier基底を用いた

スペクトル法では，基底の周期性が解析上の周期境界と

して反映するため，周期境界を適用できる形状にのみ用

いることができる [2]．

3. FEによる Fourieスペクトル法の拡張

まず図–1に示す空間・周波数領域について考える. ま

たこの図において SQ を領域 Qに存在する空間点・基底

の集合とする．FEでは，非周期関数 f(x) (x ∈ Ω)を周

波数領域 Λに存在する低周波の Fourier基底（FE基底）

により，拡張領域 Rにおいて最小二乗近似を行う．この

ようにして得られる近似結果は，Fourier 基底の特性か

ら厳密に滑らかなものであり，曲面形状の表現に適して

いると考えられる．

FEの結果，非周期関数の Ωにおける非周期性が緩和

されることから，Fourier スペクトル法の複雑形状への

適用が期待される [3]．また FEは最小二乗問題であるこ

とから，ペナルティとして境界条件を導入できる．本手

法では境界領域 δΩに境界点を設け，境界条件を適用す

ることで音場の形状を表現した．前述の計算スキームに

FEを導入すると，行列方程式
ΦΩ

ΦδΩ2 δ̂−
−1

...

ΦδΩk δ̂−
−1
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が得られる．ただし p̂および v̂ はそれぞれ周波数領域の

pおよび v，ΦQ は領域 Qにおける FE作用素，hk は境

界値である [3]．
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図–1 FE の計算領域

4. 固有ベクトルによるスペクトル法

波動方程式の解はその固有ベクトルの線形結合によっ

て表現され，波動方程式の固有ベクトルは Helmholtz

方程式の固有値分解によって得られる．本研究では，

Helmholtz方程式を FEMにより離散化することで固有

ベクトルを近似的に計算した．ただし三角形二次要素に

より離散化を行ったため，得られる固有ベクトルは区間

二次多項式で表現される．本手法では固有ベクトルの線

形結合を有限次で打ち切ること，空間の情報を多項式で

保持することから波動音響シミュレーションにおける計

算量の削減が期待できる．

5. 円形形状音場における誤差評価

提案した手法の誤差を評価するため，理論解が既知で

ある半径 10[m]の二次元円形形状音場における誤差評価

を行なった．ここで境界条件をDirichlet条件とし，円周

上において音圧を 0 とした．また音速 c を 340[m/s] と

し，時間離散化幅∆tは 5× 10−5 とした．誤差は円形形

状において 0.1mの等間隔グリッドを評価点として，理

論解と実験値の圧力振幅の差を l2ノルムとして評価した．

代表的な誤差結果を図–2に示す．ここで手法 1では，SΛ

の基底数を 1200，SΩ の空間点数を 3.1× 104，最小二乗

法の打ち切り誤差を 10−10 とした．手法 2に関しては打

ち切りモード次数を 70，要素数を 1.25× 104 とした．ま

た参考として従来の FEMの結果を示す．図より誤差は

手法 1において 101 オーダ，手法 2において 100 オーダ

であることが分かる．手法 2に関しては少ないモード数

で従来の FEMに近い精度を実現したことを確認した．
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図–2 手法 1 と手法 2 の比較

6. む す び

本研究では波動音響シミュレーションにおける，「曲面

形状の正確な表現」と「計算量の削減」のそれぞれを目

的として（1）FEによるスペクトル法の拡張，（2）区間

多項式表現の固有モードによるスペクトル法を提案した．

そして提案手法の誤差を二次元円形状音場において評価

した．手法 1は滑らかに形状を表現できたものの，誤差

が大きくなること，手法 2に関しては少ないモード数で

従来の FEMに近い精度を実現したことを確認した．
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