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小特集—スパース表現に基づく音響信号処理—

スパース表現に基づく音場の復元と光学的音響
測定データへの応用 *

矢田部浩平，及 川 靖 広（早稲田大学表現工学科）∗∗
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1. は じ め に

音は位置と時間の関数として捉えることがで
きるが，一般に単一のマイクロホンで取得され
た音は時間のみの関数として扱われ，空間の情
報は考慮されていない．一方，多数のマイクロ
ホンによって収録された音場は，空間に関する
情報を含んでおり，その特徴を利用した音響信
号処理が盛んに研究されている．しかし，空間
の情報を得るためにマイクロホン数を増やすと，
測定機器の設置や配線，チャンネル間同期など
にかかる手間が膨大になる．また，マイクロホ
ンはそれ自身が振動板の固有振動などに起因す
る音響特性を有しており，更に音場内にモノと
して実体が存在することで音波の挙動を変化さ
せてしまうので，現実の音を位置と時間の関数
として適切に取得することは容易ではない．
そこで，光を用いて遠方から非接触に広範囲
の音情報を収録する研究が行われている．音は
空気の疎密の変化であり，媒質の密度に屈折率
が依存するので，光を用いて屈折率変化を検出
することで，光線が通過した場の音情報を取得
できる．測定機器を音場内に設置する必要がな
いので，音の波面を乱すことなく観測でき，ま
た，光の通過する領域を広げたり，光の放射方
向を制御することも測定系によっては可能なの
で，広い範囲の音情報を取得するのに有利であ
る．しかし，音は大気圧に比べて微弱な圧力変
動であり，屈折率に与える影響もごく僅かなの
で，空気の揺らぎなどに音の情報は埋もれ，光に
よって SN比の良い音響測定を行うのは難しい．
それに対し，音場のスパース表現に基づいて，
測定データから音の情報を復元する手法が提案
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されている [1–3]．光学的音響測定手法が音の空
間的な情報を得やすいという特徴を利用し，測
定データの空間情報を音の物理モデルに基づい
て処理することで，データに含まれる時間空間
的に独立な成分や，熱流体など，音とは関係の
ない現象を除去することができる．
これまで提案されている様々な光学的手法の
説明は先の解説 [4]に譲り，本稿ではレーザドプ
ラ振動計による音場計測のみを取り上げる．そ
れに先立ち，音場のスパース復元処理の背後に
ある，音の物理モデルと最適化について概説し，
実測データに対する処理結果の一例を示す．な
お，本稿では本文の読みやすさを優先するため
に，数式の細かな部分はすべて注釈に記した．

2. 音場のスパース表現

波動方程式の解を周波数領域で考えると，ご
く限られた一部の領域にそのスペクトル成分が
集中している．従って，解空間を直接扱うこと
ができれば，周波数領域において音場をスパー
スに表現していると捉えることができる．ここ
では，音の物理モデルとして Helmholtz方程式
を考え，その解の表現について述べる．
2.1 波動方程式とHelmholtz方程式
通常我々が扱う可聴音は，スカラー波動方程式(

△− 1

c2
∂2

∂t2

)
u(x, t) = 0 (1)

によってモデル化される 1．しかし，一般に双曲
型方程式に比べて楕円型の方が扱いが容易なの
で，時間に関する Fourier変換 (x, t) 7→ (x, ω)に
よって得られる Helmholtz方程式
1(x, t) ∈ Ω× R+，Ω ⊂ Rd は音源や散乱体を含まない有
界で単連結な d 次元領域，d ∈ {2, 3} は Euclid 空間 Rd

の次元，c は音速，△ (=
∑d

i ∂
2/∂x2

i ) は Laplace 作用
素を表す．また，R，R+，C，Z，Z+ はそれぞれ，実数
全体の集合，非負の実数全体の集合，複素数全体の集合，
整数全体の集合，非負の整数全体の集合を表す．
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△+ k2

)
u(x, ω) = 0 (2)

を考えることにする．この方程式は，各角周波
数 ω (= kc) を固定したときの解を個別に考え
ればよいので，位置 xと時間 tを同時に考えな
ければいけない式 (1)よりも扱いやすいと言え
る 2．すべての ωについて Helmholtz方程式の
解 u(x, ω)が得られれば，逆 Fourier変換を通じ
て波動方程式の解 u(x, t)を得ることができる．
2.2 Helmholtz方程式の解の表現
偏微分方程式の解は一般に無限次元関数空間
の元だが，計算機は有限次元しか扱えないので，

u(x, ω) ≈
N∑

n=1

βnϕn(x, ω) (3)

のように有限個の関数 ϕn : Rd ×R → Cと結合
係数 βn ∈ Cによって，解 uを近似することを
考える．ただし，N を十分大きく取ることで u

を任意に良く近似できるような関数列 {ϕn}Nn=1

を選ぶべきである 3．
そのような関数列として，区分多項式や正弦
波などが一般に用いられている [5–7]．一方，支
配方程式を満たす {ϕn}，すなわち(

△+ k2
)
ϕn(x, ω) = 0

を満たすような {ϕn}を用いることで，N が小
さい場合にも uを良く近似できることが知られ
ており，数値解析分野でTrefftz基底と呼ばれて
いる [8–10]．Helmholtz方程式に対する Trefftz

基底の代表例として，球面波 4 [12,13]

ϕℓ,m(x, ω) =

{
Jℓ(kr) e

ı̇ℓθ (d = 2)

jℓ(kr)Y
m
ℓ (θ, φ) (d = 3)

2波動方程式の解 u(x, t) は，Ω の境界 ∂Ω における境界
条件 Lu(x, t)|x∈∂Ω と，時刻 t = 0 における初期条件
u(x, 0)，∂u(x, t)/∂t|t=0 によって一意に決定される．一
方，Helmholtz 方程式の解 u(x, ω) は，ω をある値に固
定したときの境界条件 Lu(x, ω)|x∈∂Ω のみによって定め
ることができる．ただし，L ∈ {Id, ∂/∂ν + α Id} は境
界条件を定める作用素である．ここで，Idは恒等作用素，
α ∈ C，∂/∂ν は Ω の境界 ∂Ω 上における法線方向微分，
ν は単位法線を表す．

3すなわち N → ∞ の収束先として，式 (2) のあらゆる解
を表すことのできる関数列であるべきである．ここで，要
素が順序付けられる集合，すなわち列 {x1, x2, . . . , xN}
は {xn}N

n=1 と表記し，これ以降は {xn} と略記する．
4球面波は，Vekua 作用素を通じて調和多項式と一対一対
応するので，一般化調和多項式とも呼ばれている [11]．

図–1 2次元音場の時間空間スペクトル．時間的に周波数 ω

の低い音は，空間的にも波数 k が低く，逆も成り立つの
で，波動方程式の解は周波数領域において錐を形作る．あ
る時間周波数 ωn について考えれば，解の空間スペクトル
は半径 k = ωn/cの円周上に存在し，その各点は (k1, k2)

方向を向いた平面波を表す．

および平面波 [14,15]

ϕn(x, ω) = eı̇k⟨x,vn⟩

が挙げられる 5．これらは Fourier変換と密接に
関係することから 6，数値解析分野のみならず，
音響信号処理分野でも好まれて広く用いられて
いる [16]．一方，基本解

ϕn(x, ω) =


ı̇
4H

(1)
0 (k∥x− yn∥2) (d = 2)

1
4π∥x−yn∥2

eı̇k∥x−yn∥2 (d = 3)

すなわち点音源も，x ̸= ynにおいて Helmholtz

方程式を満たすので，対象としている領域 Ωを
取り囲むように特異点 yn ∈ Rd\Ωを複数個設置
することで，x ∈ Ωにおける Trefftz基底として
用いることができる 7 [17–22]．

5波数 kは ωの関数 k(ω) = ω/cである．ı̇ =
√
−1は虚数

単位，Jℓ は ℓ次第一種 Bessel関数，jℓ は ℓ次球 Bessel関
数，Y m

ℓ は球面調和関数，ℓ ∈ Z+，m ∈ Z，−ℓ ≤ m ≤ ℓ，
⟨·, ·⟩は Euclid空間の標準内積，vn ∈ Sd−1 は平面波の進
行方向を表す単位ベクトル，Sd−1 = {x ∈ Rd | ∥x∥2 = 1}
は単位球面，∥x∥p = (

∑
i
|xi|p)1/p は ℓp ノルムを表す．

また，表記の簡略化のために一部極座標を用いた．
6Fourier 基底は Laplace 作用素の固有関数と解釈するこ
とができる．平面波および球面波は，それぞれ直交座標お
よび極座標での Laplace 作用素の固有関数であり，その
ような各座標成分で変数分離可能な固有関数を得られる
直交座標系は 11 種類知られている．

7H
(1)
0 は 0 次第一種 Hankel 関数を表す．また集合 X,Y
に対し，X は X の閉包（X を含む最小の閉集合）を，
X\Y は差集合（X から Y の要素を除いた集合）を表す．
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2.3 周波数領域における音場のスパース性
空間に関する Fourier変換を考えれば，波数 k

の平面波の空間スペクトルは，原点からの距離
が kの点として表される．すなわち，様々な方
向から到来する平面波を考えると，それらすべ
てが k を半径とする球面上に成分をもつ 8．一
方，任意の音場は，あらゆる角度から到来する
平面波の線形和によっていくらでも良く近似で
きる [15]．従って，空間スペクトルと時間スペ
クトルを同時に扱えば，各時間角周波数 ωで空
間波数 k = ω/cを半径とする球面を考えること
ができ，伝搬する音波のスペクトルはその上の
みに存在する．これは，波動方程式の伝搬する
解が，スペクトル全体のうち，ごく一部の成分
のみで表現できることを意味する．
図–1に d = 2の場合の模式図を示す．時間的
な周波数と空間的な周波数は互いに依存関係に
あるので，音の時間空間スペクトルは図中に示
したような錐の上に集中する [23]．また，それ
以外のほとんどの領域は音とは関係のない成分
のみを含む．音に関係する情報が存在する錐の
みを扱えば，その他の音とは関係ないスペクト
ル成分を 0と見なしていることになり，従って
Trefftz基底を用いて解を表現することは，音場
のスパース表現であると言える [24]．

3. スパース最適化による音場の復元

前章では，Trefftz基底によって波動方程式の
解空間を特徴づけることができることを述べた．
ここでは，その特徴を活かし，空間的にサンプ
リングされた測定データから，元の連続的な音
場を復元する手法について述べる．
3.1 音場の復元問題
複数の位置 {xm}においてサンプリングされ
た測定データ {u(xm, ω)}から元の音場 u(x, ω)

を推定する問題を考え，音場の復元問題と呼ぶ
ことにする．推定する対象である u(x, ω) は無
限次元関数空間の元なので，計算機で扱うため
に式 (3)を用いて関数列 {ϕn}で近似する．する
と，音場の推定は，式 (3)の線形結合係数 {βn}
を推定する問題に置き換えることができる．
8k が複素数の場合は球の外側にスペクトルが存在し，指数
関数的に減衰して伝搬しないことからエバネッセント波
と呼ばれている．観測点が音源から適度に離れればエバ
ネッセント成分は十分小さいので，ここでは無視する．

先に述べたように，ϕn として Trefftz基底を
選べば，{ϕn}の張る空間は波動方程式の解空間
の部分空間となり，式 (2)を満たす関数の空間を
探索することができる．すなわち，音を表す関
数

∑
n βnϕnの中で，最も測定データ {u(xm, ω)}

に近いものを探す問題と捉えることができる．
そのような推定の最も基本的な考え方は，デー
タと推定値との差を考え，その差が小さくなるよ
うにパラメータを決定する方法である．例えば
データとの差を二乗誤差で計れば，その最小値

min
{βn}

∑
m

∣∣u(xm, ω)−
∑

nβnϕn(xm, ω)
∣∣2

を与える結合係数 {βn}を求める問題と考える
ことができる．これを行列によって略記すれば

min
β

∥u− Φβ ∥22 (4)

と書ける 9．ただし，最小化問題として定式化
するにあたり，観測データと推定値の誤差を計
る関数は「良い推定に対して小さい値を与える」
実数値関数ならば何でも良い．どのように誤差
を計るかによって推定結果は変わるので，問題
に応じて適した関数を選択すべきであるが，こ
こでは最も広く用いられているであろう二乗誤
差を用いて話を進める 10．
3.2 音源の空間的スパース性
問題 (4)のように，データに対する推定結果
の当てはまりのみを基準に最適化を行った場合，
データの測定点 {xm}のみで良い推定結果が得
られ，測定されていない領域 Ω\{xm}では全く
意味のない解になることがある．そこで，「解は
こうあるべき」という先験情報を含めることで，
より現実的な推定結果を得ることを考える．
そのような事前情報として，ここでは音源の
空間的スパース性を取り上げる．すなわち，観
測対象の音場 u(x, ω)を作った原因（音源）は，
空間に疎に存在し，空間の大部分は音源のない
領域であると仮定する．この仮定は，近似関数
9Φij = ϕj(xi, ω)，u = [u(x1, ω) u(x2, ω) . . . u(xM, ω)]T，
β = [β1 β2 . . . βN ]T とした．ただし，Aij は行列 A の
第 (i, j)成分，[a1 a2]は a1 と a2 を横に連結してベクト
ルを生成する操作，·T は転置を表す．

10∥ · ∥2
2 = ⟨·, ·⟩ は微分可能な凸関数であり，解析的に大域

最適解が求まるなど都合の良い性質を多く備えている．ま
た，誤差を正規分布としてモデル化していることに対応す
る点も，広く用いられる理由であると考えられる [25]．
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図–2 対象領域 Ωを取り囲むように複数の点音源を配置し，
各点音源が生成する音場の重ね合わせで Ω 内の音場を近
似する．音源の空間的スパース性を仮定すれば，各点音源
に乗ずる線形結合係数はスパースとなるべきである．

ϕnとして点音源を用いることで，スパース最適
化問題として定式化することが可能である．
3.3 点音源基底を用いた音場のスパース推定
図–2に示すように，対象領域 Ωの外側 Rd\Ω
に複数の点音源を配置し，観測した音場をそれら
点音源の線形結合で近似することを考える．す
ると，音源の空間的スパース性の仮定は，点音
源の結合係数 {βn}のスパース性に置き換える
ことができる．すなわち，係数として 0を乗じ
られた基底は，最終結果に寄与しないという意
味でそこに存在しないことと同じなので，点音
源基底に対し 0の多い結合係数を推定すること
で，音源が空間的に疎らに存在することを事前
情報として導入できることになる．
推定結果としてスパースな解を得るには，0で
ない要素の個数を最小化する問題

min
β

∥β∥0 s.t. u = Φβ (5)

を考えればよい 11．これは，u = Φβ を満たす
β の中で，最も非零要素が少ない，すなわち最
もスパースな β を求める問題である．従って，
この問題を解くことで得られた {βn}を式 (3)に
代入することで，測定データから連続的な音場
を推定することができる．しかし，残念ながら，
∥ · ∥0 の最小化は組み合わせ最適化の様相を呈
し，NP困難であるので，ごく小規模な問題でな
い限りこの問題を現実的な時間で解くことはで
きない．そこで，打開策の一つとして凸緩和問
題を考えるのが一般的である．

11s.t. は subject toの略で，制約条件を表す．また，∥ · ∥0

は非零要素の個数を返す関数を表す．これは，ℓp ノルムの
p乗 ∥ · ∥p

p に対する p → +0の極限と捉えられるので，ℓ0
ノルムと呼ばれている．しかし，一般に ∥ax∥0 ̸= |a|∥x∥0

なのでノルムではない．一方，0 < p < 1 のとき，ℓp ノ
ルムは準三角不等式を満たす ℓp 準ノルムとなる [26]．

3.4 凸最適化と凸緩和
最適化問題の難易度は，問題が凸であるか否か
によって大きく異なる 12．非凸な問題の場合は
大域最適解よりも悪い局所解しか得られない場
合がほとんどであるのに対し，問題が凸であれ
ば，局所最適解が存在すればそれが大域最適解
であることが保証される．すなわち，局所解を
得るためのアルゴリズムで，その定式化におい
て最も良い解のうちの一つを得ることができる．
非凸最適化問題は難しいので，解きにくい非凸
な問題を，解きやすい良質な凸最適化問題で近
似することがしばしば行われ，そのような近似
を凸緩和と呼ぶ．凸緩和した問題は元の問題と
比べて解きやすくなる一方，モデルに近似が入
るので，得られる解が元の問題の解にどの程度
近いかが解の良し悪しを左右する．対して，モ
デルとしてより現実に則した非凸問題の方が「解
くことができれば」良い解を得られる可能性はあ
るが，一般に大域最適解を得るのは難しい．つ
まり凸緩和とは，「解けない厳密な問題」を「解
ける近似問題」に置き換えることと言える．
制約集合は元から凸なので，∥ · ∥0を最も性質
の近い凸関数である ℓ1 ノルムで置き換えた

min
β

∥β∥1 s.t. u = Φβ

は問題 (5)の凸緩和問題である．ℓ1 ノルムは連
続関数であり βi = 0を除いて微分可能なので，
非凸で不連続かつ傾きのない ∥ ·∥0より最小化し
やすいことは想像に難くないだろう．この問題
をそのまま解いてもいいが，通常は観測データ
uにノイズが乗っており，u = Φβ を満たすこ
とのできる β が存在しないことも多い．また，
ノイズに過剰に適合し，意味のない解になって
しまうこともある．そこで，ϵ > 0まで u = Φβ

の誤差を許容するよう制約条件を緩めた

min
β

∥β∥1 s.t. ∥u− Φβ∥2 ≤ ϵ (6)

を考えることもあるが，この問題は Lagrange乗

12凸最適化問題とは，閉凸集合上で凸関数を最小化する問
題のことを指す．ただし 0 ≤ t ≤ 1 に対して，凸集合 C
とは任意の二点 x, y ∈ C を結ぶ線分 tx+ (1− t)y が必
ず C に含まれるような集合であり，同様に凸関数 f とは
f(tx+ (1− t)y) ≤ tf(x) + (1− t)f(y) を満たす実数値
関数のことである [27, 28]．
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数 λ > 0を用いて

min
β

∥β∥1 + λ∥u− Φβ∥22 (7)

と書き換えることができ，この方が定式化とし
て好まれるようである 13．これらの問題は βに
関して凸なので，適当な凸最適化アルゴリズム
によって大域最適解を得ることができる．
凸最適化アルゴリズムとして例えば Forward-

Backward Splitting (FBS) [30]，Alternating Di-

rection Method of Multipliers (ADMM) [31]，
Primal-Dual Splitting (PDS) [32]などが挙げら
れる．これらのアルゴリズムは，上に述べた ℓ1

最小化問題に限らず，幅広い問題に適用できる
一般的なものであり，近接作用素を通じて微分
不可能な凸関数を効率的に最小化することが可
能である [33]．最適解の集合を非拡大写像の不
動点集合として特徴づけることから，不動点近
似アルゴリズムとも呼ばれている [34]．問題 (7)

に類似の問題に FBSを適用した場合の原理が，
本小特集の記事 [35]で詳しく解説されているの
で，興味のある方はそちらもご覧頂きたい．
ここでは取り上げなかったが，スパース推定に
おいて，ℓ1ノルムよりも ∥ · ∥0に近い性質をもっ
た非凸関数を用いた方が良い結果を得られるこ
とが経験的に知られており，そのような非凸関
数に関する研究も盛んに行われている [36–39]．

4. 光学的音響測定への応用

上で述べた音場推定の応用例として，光によ
る音響測定データへの適用を紹介する．まずは
光学的音響測定の理論とレーザドプラ振動計に
よる測定を概説し，光学的手法の特徴を要約し
た後，実データに対する適用結果の一例を示す．
13すべての ϵ > 0について，同じ大域最適解を与える λ > 0
が存在するという意味で，これら二つの問題は同じ問題だ
と言える．しかし一般に，問題 (7) は λ の微小な変化に
対して解も少ししか変化しないが，問題 (6)は小さな ϵの
変化に対して解が大きく変わることがある．従って，問題
(7)の方が適切なパラメータ λの選択を行いやすく [29]，
また第 2 項が微分可能なので，解きやすさの面でも定式
化として好まれている．一方，問題 (7) の λ は第 1 項と
第 2 項を相対的に重みづけするだけなので，u に乗って
いるノイズのみでなく，Φ や u のノルムに依存して最適
な λ が変化してしまうが，問題 (6) の ϵ は絶対的なノイ
ズ量を示している．すなわち，ノイズの量を定量的に知る
ことができる場合は，問題 (6) のように制約としてデー
タとの誤差を導入する方が物理的な意味を把握しやすく，
結果の比較もしやすいという利点がある．

4.1 音場内での光学理論
空気中を伝搬する際，光は音による屈折率変動
の影響を受ける．空気の屈折率と密度の関係は

n(x, t) = C(ρ0 + ρ(x, t)) + 1

と書くことができ 14，音による空気の密度変化
を断熱変化と捉えることで圧力と密度の関係を

p0+ p

p0
=

(ρ0+ ρ

ρ0

)γ
と記述すれば，音圧 pと屈折率 nの関係

n(x, t) = 1+ (n0− 1 )
(
1+

p(x, t)

p0

)1
γ

(8)

を得る 15．光の振る舞いは，古典的にはMaxwell

方程式によってモデル化することができ，空気
を電荷や電流の存在しない非磁性な媒質とする
と，電場に関するベクトル偏微分方程式

△E − 1

c2
∂2(εE)

∂t2
+∇(E · ∇(ln ε)) = 0

が導出される 16 [41,42]．ここで，ε = ε(x, t)は
空気の比誘電率であるが，比誘電率は屈折率に
対して ε = n2という関係にあるので，式 (8)を
代入すれば音圧 pが電場Eに影響を与えること
が分かる．ただし，この方程式を解析的に，ある
いは数値的に直接扱うのは困難なので 17，適宜
線形化や近似を行い，測定系に合わせて問題を
簡単にすることで理論展開が行われている [4]．
4.2 レーザドプラ振動計による音場計測
レーザドプラ振動計 (LDV: laser Doppler vi-

brometer)は，レーザを振動体に照射し，反射光
の Dopplerシフトを参照光とのヘテロダイン干
渉で復調することで，振動体の振動速度を測定
する光学測定機器である [43,44]．反射体に照射
14これは数あるモデルの中でも最も単純な関係式で，C は
Gladstone–Dale 定数と呼ばれる物理定数である [40]．

15γ は比熱比を表す．また，空気の密度および圧力は，それ
ぞれ大気圧における変動しない成分 ρ0，p0 と，音によっ
て変動する成分 ρ，p の和であるとした．一方屈折率は，
後の記述を簡潔にするために，変動しない成分 n0 と変動
する成分 ñ の和を n によって表した．

16E = E(x, t) ∈ R3は電場を表すベクトル，c ≈ 3×108は真
空中の光速，∇ = [∂/∂x1 ∂/∂x2 ∂/∂x3]T，△ = ∇·∇，
· はスカラー積を表す．

17例えば通常の可聴音の範囲で，εの変動分は定常な成分に
比べて 10−8 から 10−12 のオーダである．光の波長に合
わせて細かに離散化することを考えれば，たかだか 16桁
の精度しかもたない 64bit 倍精度浮動小数点数では十分
な精度で数値的な解析が行えるとは言いがたい．
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図–3 LDVを用いて観測された実測データ（上段）と，3章のスパース推定に
よる復元結果（下段）[3]．各画像がそれぞれの時刻における二次元投影デー
タを表し，上段と下段で各同時刻の処理前と処理後を示している．左側に置
かれたスピーカが，4 kHzの正弦波 4波長に Hann窓を乗じて作られたパル
ス波によって駆動され，その波面が空中を伝わっていく様子が見て取れる．

されたレーザ光の位相は，レーザ本体から物体
までの距離に依存する．すなわち振動体にレー
ザを当てると，その振動に応じて光路長が変化
し，レーザ光は Dopplerシフトを受ける．その
変調成分を復調することで，レーザ経路方向の
瞬時振動速度を得ることができる．
LDVは物体を対象とした振動計だが，振動し
ていない剛壁などを反射体として選ぶことによ
り，レーザ経路上の空気の疎密変化を検出するこ
とができる [45–54]．LDV内部から放射される
レーザ光を定常な単色光 E = E0e

ı̇(ωℓt+φ) とし
て線形化した方程式に代入し，幾何光学近似 18

を行えば，振動しない剛体に反射して返ってき
た光の位相は，屈折率のレーザ経路上での積分

φ(t) = φ0 + C

∫
L

n(x, t) ds(x)

で考えられる 19．すなわち空気中の音は，その
場を通過する光に位相変調を与えると解釈でき
る．LDVは位相φの時間微分に比例した量を検
出するので，屈折率と音圧の関係を考えれば，音
圧の時間微分に関する情報を得ることができる．

18光は本来波動的な振る舞いをするが，回折の影響を無視し
て光線で近似すればより扱いやすくなる．これは幾何光
学近似と呼ばれ，光の周波数を無限大で近似したことに対
応する．当研究室では，そのような近似の妥当性も含め，
光学的音響測定における物理現象を，可能な限り詳細に把
握できるモデル化の研究も行われている [55, 56]．

19E0 は初期振幅および偏光を表す定数，ωℓ は光の角周波
数，C は物理定数，積分範囲 L はレーザ経路上を表す．
本来レーザの光線は屈折率の空間分布の影響で直線では
ないが，これを更に直線で近似したものが LDVによる光
学的音響測定理論として認識されているようである [52]．

4.3 光学的音響測定の特徴
光による音響測定データの特徴として，以下
の三つが挙げられる．

1) 設置した点のみが観測できるマイクロホン
と比べ，遠方から広範囲に観測ができる分，
音の空間的な情報を得るのに有利である．

2) 可聴音による屈折率変動は微弱なので，SN
比の良い観測を得ることは容易ではない．

3) 光の経路上のすべての点において音の影
響を受けるので，一般的に光学的音響測定
データは光路上積分された情報となる 20．

すなわち光学的手法は，SN比の良い観測をする
のは困難だが，音の空間情報を取得するのには
向いていると言える．そこで，音の空間的な情
報を効果的に活用することで SN比を向上する
ことができれば，現実的な測定条件で光学的手
法を実用できるようになることが期待できる．
4.4 測定データからの音場復元
時間周波数と空間周波数は互いに依存するの
で，音場の時間空間スペクトルはスパースに表
現できることを述べた．従ってTrefftz基底を用
いて音場を表現すれば，波動方程式の解が存在
しえない領域の成分を無視することになり，観
測データのうち音ではない成分を除去すること
が可能である．更に，音源の空間的スパース性
を事前情報として推定を行うことで，ノイズの
影響をより排除できると考えられる．

20そのように光の経路上で積分されることのない，各点にお
ける観測を得る光学的手法として，空中浮遊粒子による散
乱光の強度変化を観測する手法も提案されている [57]．
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図–3に，レーザによる積分で投影された 2次
元データを 2次元音場とみなして，3章で述べた
スパース最適化による音場復元を行った結果を
示す [3]．非凸な問題 (5)の代わりに凸緩和問題
(7)を解き，得られた結合係数 {βn}を式 (3)に
代入することで推定結果を得た．ただし，デー
タを周波数領域で扱うにあたり，行列及びベク
トルの各要素は複素数となるが，複素変数に関
する最適化は特別な注意を要するので [58]，実
Euclid空間に写像して解いた [59]．上段の実測
データは SN比が悪く，音に起因する成分を視
認することは難しい．一方，下段に示した復元
処理結果では，左側に置かれたスピーカから放
射されたパルス波が空間を伝わっていく様子が
はっきりと確認できる．

5. む す び

本稿では，Trefftz基底による音場のスパース
表現と，音源の空間的スパース性を利用した最適
化による音場復元について概説した．また，応
用先として光を用いた音響測定についても触れ，
実測データに対する復元結果も示した．音が時
間と空間の関数であることを利用することで，観
測データの SN比が悪い場合にも空間的に十分
なサンプルがあれば，音以外の成分を除去して
音場を復元することが可能である．
光学的音響測定の実用化を考えれば，光の経
路上積分された情報から，元の積分されていな
い情報を復元することを考えるべきである．こ
こでは簡単のため，レーザによる積分で 3次元
音場を投影した 2次元データを 2次元音場とみ
なしたが，今後は積分された 2次元データから
の 3次元音場復元を行うことが望まれる．
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