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はじめに

1

関しては従来システムと同様である。測定対象とな

近年，複合現実技術の発展により，データを実空間
上にマッピングすることが容易となってきた。これま
で，複合現実技術を用いて，マイクロホンアレイで空
間走査して計測した音響インテンシティを，実空間上
の計測した点自体に可視化 [1, 2] し，音場の理解に役
立ててきた。しかし，計測データのみの可視化は，コ
ンサートホールのような広い空間では，測定の手間

る空間を，手持ち 4 ch マイクロホンアレイで操作し，

SLAM とマイクロホンアレイに取り付けられた AR
マーカを用いて，計測位置を推定し HoloLens で可視
化する。一方，新たに追加したシミュレーション結果
の可視化では，事前に HoloLens を装着して可視化対
象となる空間を歩き，得られた室形状情報から FDTD
シミュレーションをオフライン処理で行う。

や時間のコストが大きく，またマイクロホンの走査自
体が難しい場所もある。一方，音場シミュレーション
技術も広く活用されている。Raghuvanshi らは，室
形状情報と 3DCG モデルを用いて最大周波数 1 kHz
のインパルス応答をシミュレーションし，3D 音響レ
ンダリングに役立てている [3]。
そこで，本研究では，従来の複合現実技術を用い
た音響インテンシティの計測/可視化システム [2] を
拡張し，音場の数値シミュレーション結果を複合現実

Fig. 2

技術を用いて可視化するシステムを提案する。提案

m) の 3 次元 CG モデルと推定された水平面の外形

システムでは，Simultaneous Localization and Map-

ping（SLAM）によって得られた室形状情報を用いて
FDTD シミュレーションを行い、音響インテンシティ

2.2

推定された小会議室 (3.1 m × 7.7 m × 2.8

室形状を用いた FDTD シミュレーション

提案システムのシミュレーション部分に関して説明
する。まず，FDTD シミュレーションに使用する室

として実空間に可視化する。

形状情報を取得する。HoloLens では画像を現実空間
に重畳するために SLAM 技術によって空間地図の作

提案システム

2

成が常に行われている。そこで，HoloLens を装着し，

概要

2.1

十分な空間マッピングが完了するように，対象となる
室内空間を境界面を見渡すようにしながら歩き回る。
空間マッピング結果は，3 次元メッシュデータとして
空間形状情報を取得できる。
本稿では，簡単のために，対象とする空間形状を壁
面のみに限定し，水平面の２次元音場シミュレーショ
ンを実施する。そこで，空間形状の 3 次元メッシュ
データから水平面の外形を取得することを考える。ま
ず，3 次元メッシュデータの頂点のみを抽出し，床と
並行になるような同一平面にある頂点のみを抽出す

Fig. 1

提案システム概要図

る。抽出された頂点から凸包を計算し，単純な 2 次元

提案システムの概要図を Fig. 1 に示す。提案システ

外形として室形状を推定する。次に２次元外形を用い

ムでは複合現実デバイスとして，Microsoft HoloLens

て，2 次元 FDTD シミュレーションを行う。音源位

を使用し，実測した音響インテンシティの可視化に

置は，シミュレーションのため任意に決定できるが，
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音響インテンシティとしての可視化例。(a)-(c)：シミュレーション結果，(d)：実測結果。(a)-(d) は部

Fig. 3

屋全体，(e)-(g) は壁側付近の伝搬。(d):スピーカから再生されるホワイトノイズをマイクロホンアレイで計測
した。
計測データとの比較のため，計測時の音源位置と同

屋中央付近から壁に向かう直接音が支配的であるこ

等の位置に音源を配置する。また，実空間に合わせた

とが確認できる。一方，吸音率 0.1 の場合は，壁面付

シミュレーションを行うには，垂直入射吸音率を知る

近になるにつれて反射の様子が表れている。

必要があるが，ここでは複数の条件でシミュレーショ

Fig. 3(d) に同室で実測した音響インテンシティの

ンを行うことにする。音源にはガウシアンパルスを

可視化結果を示す。シミュレーション結果を比較する

使用した。最後に 2 次元 FDTD によって得た時間信

と，提案システムのシミュレーションでは壁面の反射

号からクロススペクトル法を用いて，室空間全体に

を十分に表現できていないことが確認できる。計測

対して等間隔に音響インテンシティを算出する。算出

では 3 次元に対応しているため，実測結果の音響イ

された音響インテンシティデータは，HoloLens に転

ンテンシティは z 軸方向の成分も含まれていること

送され，三次元円錐オブジェクトとして実空間に配置

や，より適切な吸音率やシミュレーション条件を検討

する。円錐の色は音響インテンシティレベルを表し，

していく必要があることが分かる。

円錐の向きは音の指向性を指す。

まとめ

4
3

実験

複合現実技術を用いた音響インテンシティ可視化

提案システムを使用して，小会議室で可視化実験を

システムを拡張し，SLAM による室形状情報に基づ

行った。空間マッピングで取得した 3 次元 CG モデル

いた FDTD シミュレーションによる音響インテンシ

と，推定した 2 次元の外形を Fig. 2 に示す。室形状

ティの可視化を提案した。シミュレーション結果を実

情報の計測時間は約 15 分である。中心周波数 1 kHz

空間で可視化できるため，音の伝搬や反射の様子の

の 1 オクターブバンドで，0.4m 間隔で算出された音

直感的な理解を助けることが可能となる。今後は，垂

響インテンシティを可視化した。Table. 1 に 2 次元

直入射吸音率の推定手法やシミュレーションを 3 次

FDTD シミュレーションの条件を，Fig. 3 の (a)-(c)，

元に拡張など，より現実に近いシミュレーション音場

(e)-(g) に壁面の垂直入射吸音率をそれぞれ 0.1，0.3，

の可視化を検討する。

0.5 に設定した FDTD シミュレーションを用いた可
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視化結果を示す。
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Table 1 シミュレーション条件
空気の密度 [kg/m3 ]
1.293
空間グリッドの間隔 [m]

0.02

時間離散化幅 [s]

2.0 × 10
2

パルスの最大値 [N/m ]

1

パルスの急峻さ [m]

0.03

−5

吸音率 0.3，0.5 では，壁面反射の影響が小さく，部
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