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光波マイクロホンによる可聴帯から低周波超音波帯の音測定
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Abstract
. The optical wave microphone, which has no diaphragm but uses a laser beam as a sound detection probe, can
measure sounds without any disturbance to a sound field and has possibility of measuring sounds over wide
frequency band from audio to low-frequency ultrasonic wave by the same measurement machine. In the present
feasibility study, the experiment measuring sounds from 3 kHz to 80 kHz by the optical wave microphone is
carried out. It is experimentally shown that these sounds can be detected by the method and that the amplitude of
output signal of the optical wave microphone is linearly proportional to the sound frequency, which is consistent
with the prediction by the theoretical analysis.
１．はじめに

の方法では可聴帯から２０ｋＨｚ以上の周波数を含む領

音の検出法として、従来から種々のマイクロホンが

域での連続測定が理論的に可能と推定される。このうち、

利用されてきた。これらは１００年以上に亘る開発の歴
史を持つが、振動膜を内蔵し音による振動を電気信号に

１００Ｈｚ〜２０ｋＨｚの可聴帯域については、すでに
測定可能性の検証、及び理論との比較検討が行われてい

変換するという基本原理は変わっていない。この方法で

る［３］。一方、２０ｋＨｚ以上の帯域全体にわたる測定に

はセンサーに物体を用いそれを測定点(音場)に持ち込む

ついては可聴帯をはずれることもあり十分な検討がされ

必要があるため、高周波応答が悪い、場を乱すなどの実

ていなかった。

用上の制約や欠点が出ることが避けられない。一方、近

光波マイクロホンにより可聴帯から低周波超音波帯に

年、人の音感の問題に関連して、可聴周波数より高い２
０ｋＨｚ以上の音の役割及びその検出技術の重要性が指

至る広帯域での音波検出が可能であるかどうかを調べる
ため、本研究では３ｋＨｚから８０ｋＨｚに至る帯域の

摘され、可聴帯域を越えた１００ｋＨｚ程度までの広帯

音波を測定する実験を行った。さらに測定結果と、理論

域にわたる音計測法の確立が望まれている。これに対し

的予測との比較検討を行った。

ては広帯域の静電マイクロホンなどが実用化されている
が、高価であり、振動や高音圧で破損し易いなどの弱点

２．計測原理と広帯域化の考察

がある。一般的には振動膜式では高周波域まで広げた特
性を実現するにはかなり困難を伴う。

図１の配置のように、レーザ光のビームウェストに
音波が交差する場合を考える。

これに対し、著者等は、プラズマ波動計測法として開

f

いず、光により音を直接検出する方法、もしくは光の中
提案し基礎的な研究を行っている。この方法は光が音波
による位相変調を受けた結果生じる極微弱回折光を検出
することにより音を再生しようという試みであるが、こ
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図１．光波マイクロホンの計測原理
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観測面(ｘf,ｙf)での光波分布は、光学の分野で定式化

変化する。

されたレンズを通した場合のフラウンホーファ回折積分
［１］,［２］

。

の式を用いて求められる

の変化を考察すると、最大信号強度はおよそ規格化波数

ここで、音入力面(ｘ０,ｙ０)における入射レーザビーム
の複素振幅ｕw(xo,y0)を次式で与える。

⎛ π P0
u w ( x0 , y 0 ) = ⎜⎜
2
⎝ 2w0

式(3)の理論式でθを変化させてピーク点の信号強度
θ≒ 1 辺りで得られる。これから、レーザビームのビー
ムウェストと光波マイクロホンの最大感度波長の関係は
次の近似式で与えられる。

1

⎞2
⎧ − ( x0 2 + y 0 2 ) ⎫⎪
⎟ exp⎪⎨
⎬ (1)
2
⎟
⎪
⎪⎭
w
0
⎠
⎩

また、音波による空気密度変動を、

λ Im ax ≅ πw0

(4)

これから、光波マイクロホンでは、レーザビームウェス
トを変化させることにより最大感度の音波波長、又は周

n = n0 + Δn cos( k p x 0 − ω p t )

波数を変化させることが可能であることが分かる。

(2)

とする。フラウンホーファ回折積分の式にこれらを代入
すると、観測面での信号強度 Iac［W/m２］は、
２

w0

２

Iac ＝I０Δφ０[exp{−(u ＋(u−θ) )}
＋exp{−(u２＋(u＋θ)２)}] sinωｐｔ

Sound

(3)

Laser beam
で与えられる［１］,［２］。

λp

ここで、
I０＝(2P０/πｗｆ２)exp[−2(yｆ/wｆ)２] [Ｗ/m２]，u
＝xｆ/wｆ：後方焦点面（観測面）の規格化された x 座標，
wｆ：観測面でのビームサイズ、
θ＝kｐw０/2：規格化波数，
( xf, yf )：観測面での x, y 座標、(ωｐ，kｐ)：音波の角周波
数および波数，ｗ０：音波入射領域でのスポットサイズ，
（ωｉ，kｉ）
：入射レーザビー
P０：総入射レーザパワー，
ムの角周波数および波数，Δφ０＝kｉ(μ０−1)ΔdΔp/γ
p：位相変化の時間変動成分，μ０：空気の屈折率，γ：
比熱比，Δd：音波の幅，p：気圧，Δp：音圧、Δp／p

図３．音の密度勾配とレーザ直径の関係

＝γΔｎ／ｎ、である。

強度 Ｉ

これを物理的な視点から定性的に考察する。回折光は
音波に起因する媒質の密度勾配で生じるため、その強度

1

は図３に示すように、レーザビーム直径がおよそ音の半

θ=1.0

波長に近いときに最大強度になると考えられる。レーザ

1/2

ビーム直径が音の半波長より小さければ光音相互作用の

0.5

幅が小さくなり、大きければその一部が当該の回折光に
寄与しなくなる。ただし、レーザビーム断面はガウス分

0.1
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布であり、音波強度（あるいは密度勾配）は正弦波的に

規格化ｘ座標

変化しているので、光波マイクロホンの音検出部光学系

図２．回折像の強度分布の理論計算例

を作成する場合は、式（４）は概略の条件を示すと考え
て設計した方がよい。

式(3)で与えられる回折強度の理論計算結果の一例を
図２に示す。横軸は観測面の規格化ｘ座標(u)である。回

３．実験装置と方法

折強度分布は左右２つのピークを持つ分布からなってい

実験に用いた装置の概略図を図４に示す。実験装置の

る。規格化波数θにより回折像の強度及び形が変わるが、

全体は、光学系装置、音響系装置、及びデータ処理装置

可視光により波長の長い音波を測定するときは２つのピ

から構成されている。実験は全て無響室内で行った。

ーク点の位置は変化しない。ピーク点の強度はθの値で
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格出力３０ｍＷ）を用いた。音入射領域のスポットサイ

ーム断面強度分布から、観測面でのレーザビーム断面の

ズ半径ｗ0 は２ｍｍとした。この値は、２章で述べた光音

実効幅(直径で表現；ガウス分布の定義幅)は１．８ｍｍ

相互作用という物理面から考察すると、およそ５５ｋＨ

程度となっており、およそ設計値どおりになっている。

ｚ付近で最大感度になると予測されるビームサイズであ

一方、回折光信号強度分布は、図２の回折像の強度分布

る。受光側にはレンズ３枚を使用した。音入射領域から
見て１番目のレンズ（焦点距離：２００ｍｍ）は、回折

と同じように２つのピークを持つ分布となっている。前
述のように、物理的には音波に起因する媒質の密度勾配

光をフーリエ変換するための光学情報処理用レンズであ

によって生じた極微弱強度のドップラーシフト回折波が

る。２番目のレンズ（焦点距離：６ｍｍ）及び３番目の

左右に揺れている状態を観測していることになる。これ

レンズ（焦点距離：２００ｍｍ）は、１番目のレンズで

をレンズに通して観ることにより、２つのピークを持つ

フーリエ変換された回折像の大きさが小さいため、これ

回折像分布が観測される。以上により、作成した光波マ

を拡大調整するためのレンズである。光検出器にはフォ
トダイオードを用いた。その受光面サイズは直径１．２

イクロホン装置により、音波による回折像が予測通り捉
えられていることを確認した。

ｍｍである。
500

の制約から、実験する音波周波数は３．１５ｋＨｚ〜８

50
Laser diffraction
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Laser Power
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Laser diffraction Intensity (arb.unit)

０ｋＨｚとした。ツィーター表面とレーザビーム中心軸
との距離は１００ｍｍで一定とし、レーザビーム地点で
の音圧は９４ｄＢで一定とした。
フォトダイオードからの出力信号は検出回路で交流成
分のみを検出してアンプで増幅し、ハイパスフィルター
（中心周波数：３００Ｈｚ）を通した後、デジタルスト
レージオシロスコープで観察・記録した。アンプの増幅
率は１０倍とした。
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図５．レーザ回折強度分布及びレーザ強度分布
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音波の発振源には、ツィーターを使用した。発振性能

なお、回折信号強度の最大点は理論的にはおよそレー
ザビーム半径の半分の位置に生じると予測されるが、今

Penetrated Observing
Beam
Plane

回の実験では図５のように０．６ｍｍ程度それよりも外
側で観測された。これはフォトダイオードに市販の汎用
品(直径１．２ｍｍ)を用いているため、受光面積が観測
点のレーザ断面に対して比較的大きく中心部では位相の

USB

反転した左右の回折像を受けること、及び検出器が直流
成分で飽和すること、などによると推定される。これは

Personal Computer

図４．実験装置図

他の同種の実験でも確認されている［３］。今後、使用レー
ザパワーの調整及び出力信号強度に適合した検出回路の

４.実験結果と検討

選択などを検討する必要があるが、今回の実験では、こ

4.1 レーザ回折信号光の空間プロファイルの測定

の構成で実験を行った。以下の実験では、光検出器は図

まず、得られる光信号が振動等の外乱によるものでは

５の左側最大点の位置に設置した。

なく、音波による回折光であるかどうかの確認を行うた
めに回折光の空間プロファイルを測定した。図５に音波
周波数が２０ｋＨｚのときの回折光信号強度分布(２つ

4.2 周波数特性の測定
音波周波数を変化させて周波数特性を測定した。音圧

のピークを持つ分布)とレーザビーム断面強度分布(１つ

は９４ｄＢで一定とした。まず、測定した時間波形の一

のピークを持つ分布)の測定例をそれぞれ示す。レーザビ

例として、５，８，５０，６０，８０ｋＨｚの各波形を
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図６に示す。ただし、現在の実験ではノイズが比較的大

そこで、ツィーターの各周波数での放射音波の空間分

きいためディジタルオシロスコープで１６回の平均化処

布を1/4インチコンデンサマイクロホンにより測定した。

理をしている。これらにより、可聴音波から低周波の超

ツィーターと 1/4 インチコンデンサマイクロホンとの距

音波まで（波長１００ｍｍ〜４ｍｍ程度；周波数３．１

離は、ツィーターとレーザビームの距離と同じ１００ｍ

５ｋＨｚ〜８０ｋＨｚ）の音波が連続的に検出可能であ
ることを実験的に確認した。

ｍとした。測定結果を図８に示す。さらに、これより求
めた音波の実効的な半値全幅（実効幅）を表１に示す。
低周波側の３．１５ｋＨｚでは、高周波側の８０ｋＨｚ
より約７倍の実効幅となっている。

5kHz
8kHz

1.2

50kHz
Sound pressure （Pa）

1.0

60kHz
80kHz
(25μsec/div., 500mV/div., Ave.16)

80kHz
60kHz
50kHz
40kHz
31.5kHz
20kHz
10kHz
8kHz
5kHz
3.15kHz

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

図６．測定した信号時間波形（音圧：９４ｄＢ）.
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30

これらのデータから求めた周波数特性の測定結果を図
７に示す。これまでの可聴域（１００Ｈｚ〜２０ｋＨｚ）
の実験結果で、光信号強度は理論的に予測されるように

図８．ツィーターからの放射音波の分布.

周波数に比例することが検証されている［3］。一方、今回

表１．音波の実効幅（半値全幅）の概算値

の測定周波数領域では、図７のようにおよそ５５ｋＨｚ

width of
Frquency sound
(kHz)
wave
(mm)
80
35
60
35
50
40
40
60
31.5
70
20
110
10
210
8
230
5
270
3.15
250

あたりで最大信号強度となり、周波数が低くなるにつれ
信号強度が比例して小さくなっていることが分かる。た
だし、図７の測定値では、周波数特性の傾きが理論的予
測より小さくなっている。この原因として、ツィーター
から放射された音波がレーザビームと交差する幅(音波
実効幅)が周波数により変化していることが大きく影響
していると推測される。
10000
Output Signal Intensity（mV）

Measured
1000

100

これらの測定値の中から２０ｋＨｚの実効幅を基準

10

値１として、各周波数の信号強度を音波実効幅で補正
した。その結果を図９に示す。同図には測定結果（生

1
1

10
Frquency (kHz)

図７. 測定した周波数特性

100

データ）
、補正結果、及び理論予測曲線(点線)を示して
いる。補正した信号強度はおよそ周波数に比例した特
性となり、予測と一致する結果が得られた。
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図９．音波実効幅で補正した周波数特性.

５．あとがき
光波マイクロホンによる可聴音波及び低周波超音波の
測定可能性を検討した。得られた結果を要約すると以下
の通りである。
（１） 理論的予測によれば、光波マイクロホンでは可
聴帯から低周波超音波帯まで広帯域の音測定が
可能であり、また周波数特性はレーザビーム直
径により変化すると推定された。
（２） 音波受信部のレーザビームの直径を４ｍｍとし、
これによる３ｋＨｚ〜８０ｋＨｚの音の計測可
能性を調べる実験を実施した。その結果、これ
らの周波数帯の音検出が可能なことを示した。
（３） 光波マイクロホンの周波数特性を求めた。３ｋ
Ｈｚ〜８０ｋＨｚでは周波数が増加するに従っ
て信号強度も増加し、６０ｋＨｚ近傍に信号強
度が最大となる点が現れることを示した。これ
らの周波数特性の結果は、音波の実効幅で補正
した場合、ほぼ理論的予測と一致することを示
した。
今後は音圧別の周波数特性（ダイナミックレンジ）や
検出回路の最適化などを検討する予定である。
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