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1 まえがき
音響設計においては，室内の音の伝搬を調べるた

めに幾何音響シミュレーション，波動音響シミュレー

ションなど数値シミュレーションを行うのが一般的で

ある．コンサートホールなどの複雑な形状の空間を

設計する際には，さらに模型実験を行い聴感的な評

価をしながら詳細を検討することが多い [1]．しかし

模型実験における視覚的な情報の提示はほとんど例

がなく，音の伝搬を視覚的に確認して検討することは

設計初期のシミュレーションにゆだねられている．

一方近年では，現実空間と仮想空間を混合しリアル

タイムで影響し合うMixed Reality(MR)技術の発展

が著しく，立体的な視覚情報に三次元コンピュータグ

ラフィクスを重畳可能なヘッドマウントディスプレイ

（HMD）の応用に注目が集まっている．シースルー型

HMD（ST-HMD）を使用した三次元音響インテンシ

ティマップの可視化 [2–4]や，MR技術を用いた仮想

音源分布と指向性パターンの表示システムの開発 [5]

も行われている．

本研究では，MR技術を用いて模型内での音の伝搬

を可視化する手法を提案する．球面波を放射状に広

がる多数の球オブジェクト（以下、粒子）によって模

擬して音の伝搬を追跡し，その様子をMR技術を用

いて実空間の音響模型に重ねて表示するシステムを

構築した．リアルタイムに模型内での音の伝搬をシ

ミュレーションすることが可能となり，模型を用いて

も視覚的な検討が可能となる．

2 模型実験
模型を使った音響実験としては，Ripple Tank法 [6]

や，Photography法 [7]など 2次元断面の模型を用い

て音の伝搬を視覚的に確認する手法が，20世紀初頭

に試みられている．さらに 1934年にはじめて三次元

の 1/5縮尺模型内で音波を使った実験が行われて以

降，音響模型実験に関する様々な研究，検討が盛んに

行われ，音響設計において模型実験が用いられるよ

うになった [1]．1980年代後半には，模型内でインパ

ルス応答を測定し，ホール完成後の音の響きを可聴

化して聴感評価を行うハイブリッド・シミュレーショ

ン手法が開発された [8]．音の波動性などの物理現象，

客席や観客の存在なども考慮に入れ，可能な限り実

際のホールに忠実な形状と条件のもとで測定，評価

を行うことができる．以降模型実験は聴感による形

状の検討手法として発展してきた．
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図–1 粒子を用いた音伝搬の表現

3 提案システム
本システムでは，Microsoft社の HoloLensを用い

て，模型内にリアルタイムで音の伝搬を表示する．

初期状態では画面には 1つの球体が表示されてお

り，これを音源の位置に配置する．システムが開始

すると，HoloLensは室空間の形状を認識，取得して，

そのマッピングデータをもとに室形状を表すメッシュ

を作成する．室形状の認識が完了すると音源位置か

ら粒子が拡散する．球面波が等方的に広がる様子を，

図–1のように放射状に広がる粒子の軌道で模擬して

おり，測定された室形状のメッシュに従って壁面や物

体上での反射を繰り返しながら空間を伝搬する．粒

子の反射が，同方向に放射された音の反射に対応し

ており，粒子の挙動を通して音の伝搬や反射の様子を

確認する．

HoloLensは自己完結型のホログラフィックコンピ

ュータで，Simultaneous Localization And Mapping

（SLAM）技術が備わっており，単体でMRを実現す

ることができる．SLAMとは，自己位置推定や周囲

の物体の形状の推定などを深度カメラや画像処理技

術などを用いて行う技術である．空間情報や位置情

報，形状情報を取得し，利用者の両眼に実際に部屋に

物体があるかのように CGモデルを表示することが

可能となる．

システムの開発環境は，Unity Technology 社の

Unity2018.1.1f1とMicrosoft社のVisual Studio2017

である．Unityには物理エンジンが搭載されており，

物体同士の衝突による反射などの物理現象における

演算を自動的に実行可能である．本システムでは，

HoloLensによって取得した空間の形状情報に基づい

て粒子の衝突を検出し，物理演算によって反射させて

いる．また，壁面での反射に伴う音の減衰を考慮し，

粒子が壁に衝突するたびに少しずつサイズが小さく
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図–2 粒子の伝搬の様子

なるよう設定されている．

4 シミュレーション結果
世田谷パブリックシアター [9]の 1/20縮尺音響模

型に本システムを用いて，音の伝搬のシミュレーショ

ン実験を行った．本劇場の設計時に行われた音響模型

実験と同様に舞台上に音源を配置し，全方位に均等

に音波を放射する音源を想定して図–2(b)のように粒

子を拡散させ，音の伝搬や反射を確認する実験を行っ

た．また，HoloLensでマッピングされた模型の形状

は三角形のメッシュで表示されており，このマッピン

グデータに応じて粒子の衝突，反射が起こる．

粒子は，方位角 π/10ごと，仰角 θについては 0 ≤
θ < π/2については π/5ごとに放射し，θ = π/2では

1つ放射した．計 181個の粒子でシミュレーションを

行った．放射時の粒子の直径は 3 cmとし，１回衝突

するごとに直径が 1mm小さくなる．

図–2(c)に，舞台最奥部から見た放射直後の粒子の

様子を示す．また，図–2(d)に，マッピングされた模

型壁面に衝突し，反射した後の粒子を，同位置から

観察した様子を示す．劇場の複雑な形状によって粒子

が拡散されており，衝突と反射を繰り返した粒子は初

期よりも小さくなったことが確認できる．粒子の様子

は，任意の位置，方向から観察することができる．

今回の実験では音源位置からの粒子の拡散，反射

の状態を観察することができたが，音響設計に有効

なシステムを提案するにあたっては，以下のような課

題が挙げられる．

• マッピングの精度向上
• 粒子の軌道の表示

• 粒子の反射位置の表示
• 音の帯域別シミュレーションの実現

5 むすび
MR技術を用いて模型内で音の伝搬を可視化する

ためのシステムを提案した．粒子の拡散を追跡する

ことで，音の伝搬や反射を多方向から観察可能なシ

ステムを作成，実装した．

一方で課題も多く残されており，今後は詳細な機能

の充実を図りつつ，より実践的かつ音響設計に有効

なシステムの開発を目指す．
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