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(57)【要約】
【課題】音の強度にかかわらず、雑音の中に含まれる特
定の音を抽出し、その音源を特定することができる音源
探査装置、及び音源探査方法を提供する。
【解決手段】音源探査装置１０は、音の強度分布を二次
元平面にマッピングして提示する。音源探査装置１０は
、複数の周波数帯を含んでいて到来方向を特定可能であ
る音の時間領域データから抽出された探査対象である周
波数帯の音からなる対象音の時間領域データに基づいて
、対象音の到来方向を特定する位相走査型ビームフォー
ミング部と、対象音の各到来方向における時間領域デー
タから包絡線を検出する包絡線検出部と、対象音の各到
来方向の時間領域データから検出した包絡線についてそ
の変動周期及び変動量を算出する変動周期変動量抽出部
と、対象音の各到来方向において算出した包絡線の変動
周期のうちの１又は複数の変動周期の変動量を音の変動
量の強度分布として二次元平面に提示する提示部３０と
、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
音の強度分布を二次元平面にマッピングして提示する音源探査装置であって、
複数の周波数帯を含んでいて到来方向を特定可能である音の時間領域データから抽出さ
れた探査対象である周波数帯の音からなる対象音の時間領域データに基づいて、前記対象
音の到来方向を特定する方向特定部と、
前記対象音の各到来方向における時間領域データから包絡線を検出する包絡線検出部と
、
前記対象音の各到来方向の時間領域データから検出した包絡線についてその変動周期及
10

び変動量を算出する変動算出部と、
前記対象音の各到来方向において前記算出した包絡線の変動周期のうちの１又は複数の
変動周期の変動量を音の変動量の強度分布として前記二次元平面に提示する提示部と、を
備える
ことを特徴とする音源探査装置。
【請求項２】
前記変動算出部は、前記包絡線の振幅の大きさを前記変動量として算出する
請求項１に記載の音源探査装置。
【請求項３】
前記包絡線検出部は、ＥＭＤ，ＨＨＴ及びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａｎ
ａｃｋｉｎｇ

Ｏｒｄｅｒ

Ｔｒ

Ｆｉｌｔｅｒのうちのいずれか一つの演算方法を用いて前記対象音の各到
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来方向における時間領域データから包絡線を検出する
請求項１又は２に記載の音源探査装置。
【請求項４】
前記提示部は、前記二次元平面に対応する画像を入力し、前記画像に前記変動量の強度
分布を重ねて表示する
請求項１〜３のいずれか一項に記載の音源探査装置。
【請求項５】
前記音源探査装置はさらに、前記到来方向を特定可能に取得された複数の周波数帯を含
む音の時間領域データから前記探査対象である周波数帯の音からなる対象音の時間領域デ
ータを抽出する抽出部を備え、
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前記方向特定部は、前記抽出部が抽出した対象音の時間領域データに基づいてその対象
音の到来方向を特定する
請求項１〜４のいずれか一項に記載の音源探査装置。
【請求項６】
前記抽出部は、前記探査対象である周波数帯以外の周波数帯に前記対象音よりも音圧の
大きい音を含んでいる前記複数の周波数帯を含む音から前記対象音を抽出する
請求項５に記載の音源探査装置。
【請求項７】
前記音源探査装置は、前記複数の周波数帯を含んでいて到来方向を特定可能である音の
時間領域データを取得する取得部が接続され、
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前記取得部は、４個のマイクロホンが正四面体の４つの頂点に配置されているとともに
、１個のマイクロホンは、他の３個のマイクロホンよりも突出した位置に配置されている
請求項１〜６のいずれか一項に記載の音源探査装置。
【請求項８】
前記方向特定部は、前記取得部で取得した到来方向を特定可能である音の時間領域デー
タから抽出された対象音の時間領域データを最小分散法を適用したビームフォーミング演
算することにより前記対象音の到来方向を特定する
請求項７に記載の音源探査装置。
【請求項９】
前記音源探査装置は、音源を含む測定対象に設置された複数の振動センサが接続され、
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前記提示部は、前記算出した包絡線の変動周期のうちの１又は複数の変動周期として、
前記振動センサで取得した振動に相関がある変動周期を選択する
請求項１〜８のいずれか一項に記載の音源探査装置。
【請求項１０】
音の強度分布を二次元平面にマッピングして提示する音源探査装置に用いられる音源を
探査する方法であって、
方向特定部で、複数の周波数帯を含んでいて到来方向を特定可能である音の時間領域デ
ータから抽出された探査対象である周波数帯の音からなる対象音の時間領域データに基づ
いて、前記対象音の到来方向を特定する方向特定ステップと、
包絡線検出部で、前記対象音の各到来方向における時間領域データから包絡線を検出す
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る包絡線検出ステップと、
変動算出部で、前記対象音の各到来方向の時間領域データから検出した包絡線について
その変動周期及び変動量を算出する変動算出ステップと、
提示部で、前記対象音の各到来方向において前記算出した包絡線の変動周期のうちの１
又は複数の変動周期の変動量を音の変動量の強度分布として前記二次元平面に提示する提
示ステップと、を備える
ことを特徴とする音源探査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、音源の位置を探査する音源探査装置、及び音源探査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般機械や輸送機械などの多数の駆動部を有する機械は、そこから異音等の音が発生し
たとしてもその音の発生源（音源）を特定することが容易ではないことが少なくない。そ
こで従来、音源探査装置として、異音等の音の音源を特定するための技術等の適用された
装置が知られている。そして、こうした技術の演算アルゴリズムとして、ビームフォーミ
ング法と音響インテンシティ法とがよく知られている。ビームフォーミング法では空間的
な強度分布が算出され、音響インテンシティ法では音のインテンシティ（音の強さと方向
）が算出される。これらビームフォーミング法と音響インテンシティ法は、算出内容が互
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いに異なり、またいずれも長短があるため、両者が併用されることも多い。例えば、そう
した技術を用いた音源探査装置の一例が特許文献１に記載されている。
【０００３】
特許文献１に記載の音源探査装置は、音響インテンシティ法で採用される４個のマイク
ロホン等、少数のマイクロホンを使って高い分解能の強度分布を得る装置である。具体的
には、３個もしくは４個の音センサ、例えば正四面体の４つの頂点に１つずつ配置された
４個の音センサで受音して得た音信号を入力し、入力した音信号に基づいて最小分散法（
Ｃａｐｏｎ法）を適用したビームフォーミング演算により音源を含む音源平面内の強度分
布を得て音の到来方向を探査し探査結果を提示する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５−２１９１３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述した特許文献１に記載の音源探査装置によれば、音の発生している部分をその音の
強さに応じて可視化することにより、機械の表面から音の発生している部分を特定するこ
とができる。
【０００６】

50

(4)

JP 2017‑207399 A 2017.11.24

しかしながら、特定したい音源が大きな音の音源だけとは限らない。例えば、騒音等雑
音の中には、ユーザが気にならない音や機械として正常な音が含まれる一方、たとえ小さ
くてもユーザが気になる音や機械の異常を示す音が含まれることもある。このとき、小さ
くてもユーザが気になる音への対策は不快感の低減が期待され、機械の異常を示す音の音
源特定は異常箇所の発見に役立つことが期待される。しかし、多種の周波数で多様な強度
の音を雑音として発生させる機械から、音の強度にかかわらず、特定の音の音源を特定す
ることは容易ではない。
【０００７】
本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、音の強度にか
かわらず、雑音の中に含まれる特定の音を抽出し、その音源を特定することができる音源
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探査装置、及び音源探査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決する音源探査装置は、音の強度分布を二次元平面にマッピングして提示
する音源探査装置であって、複数の周波数帯を含んでいて到来方向を特定可能である音の
時間領域データから抽出された探査対象である周波数帯の音からなる対象音の時間領域デ
ータに基づいて、前記対象音の到来方向を特定する方向特定部と、前記対象音の各到来方
向における時間領域データから包絡線を検出する包絡線検出部と、前記対象音の各到来方
向の時間領域データから検出した包絡線についてその変動周期及び変動量を算出する変動
算出部と、前記対象音の各到来方向において前記算出した包絡線の変動周期のうちの１又
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は複数の変動周期の変動量を音の変動量の強度分布として前記二次元平面に提示する提示
部と、を備える。
【０００９】
上記課題を解決する音源探査方法は、音の強度分布を二次元平面にマッピングして提示
する音源探査装置に用いられる音源を探査する方法であって、方向特定部で、複数の周波
数帯を含んでいて到来方向を特定可能である音の時間領域データから抽出された探査対象
である周波数帯の音からなる対象音の時間領域データに基づいて、前記対象音の到来方向
を特定する方向特定ステップと、包絡線検出部で、前記対象音の各到来方向における時間
領域データから包絡線を検出する包絡線検出ステップと、変動算出部で、前記対象音の各
到来方向の時間領域データから検出した包絡線についてその変動周期及び変動量を算出す
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る変動算出ステップと、提示部で、前記対象音の各到来方向において前記算出した包絡線
の変動周期のうちの１又は複数の変動周期の変動量を音の変動量の強度分布として前記二
次元平面に提示する提示ステップと、を備える。
【００１０】
雑音の中からユーザに不快感を与える音や、機械の異常を示す音が聞こえる場合、その
音源を特定したいことがある。また、そうした音は、可聴音の音の揺らぎとして感じられ
る。そこで、このような構成又は方法によれば、雑音中における対象音の音圧の大小にか
かわらず、雑音の中から探査対象である周波数帯であり、かつ、特定の変動周期（音の揺
らぎ）を有する対象音を抽出し、この抽出した対象音の到来方向を変動周期の変動量と併
せてモニタ等を介して提示できるようになる。これにより、音の強度にかかわらず、雑音
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の中に含まれる特定の音を抽出し、その音源を特定することができるようになる。
【００１１】
好ましい構成として、前記変動算出部は、前記包絡線の振幅の大きさを前記変動量とし
て算出する。
このような構成によれば、可聴音の音の揺らぎが、包絡線の振幅として算出される。こ
れにより、ユーザの気になる小さな異音等の変動量が得られる。
【００１２】
好ましい構成として、前記包絡線検出部は、ＥＭＤ，ＨＨＴ及びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａ
ｎ

Ｏｒｄｅｒ

Ｔｒａｃｋｉｎｇ

Ｆｉｌｔｅｒのうちのいずれか一つの演算方法を用

いて前記対象音の各到来方向における時間領域データから包絡線を検出する。
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【００１３】
このような構成によれば、包絡線の検出には、経験的モード分解（ＥＭＤ：Ｅｍｐｉｒ
ｉｃａｌ
ｎｇ
ｇ

Ｍｏｄｅ

Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＨＨＴ（Ｈｉｌｂｅｒｔ−Ｈｕａ

Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）及びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａｎ

Ｏｒｄｅｒ

Ｔｒａｃｋｉｎ

Ｆｉｌｔｅｒのいずれか一つを用いる。これにより、探査対象である周波数帯に含ま

れる周波数に対して好適に包絡線を検出することができる。
【００１４】
好ましい構成として、前記提示部は、前記二次元平面に対応する画像を入力し、前記画
像に前記変動量の強度分布を重ねて表示する。
このような構成によれば、二次元平面における変動量の強度分布と、二次元平面に対応
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する画像とが重ね合わせられるので周期変動する音の音源を画像に撮影されている範囲か
ら特定することができる。
【００１５】
好ましい構成として、前記音源探査装置はさらに、前記到来方向を特定可能に取得され
た複数の周波数帯を含む音の時間領域データから前記探査対象である周波数帯の音からな
る対象音の時間領域データを抽出する抽出部を備え、前記方向特定部は、前記抽出部が抽
出した対象音の時間領域データに基づいてその対象音の到来方向を特定する。
【００１６】
このような構成によれば、雑音の時間領域データを入力して、この入力した時間領域デ
ータから、キャリア周波数の音を抽出することができるようになる。
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好ましい構成として、前記抽出部は、前記探査対象である周波数帯以外の周波数帯に前
記対象音よりも音圧の大きい音を含んでいる前記複数の周波数帯を含む音から前記対象音
を抽出する。
【００１７】
このような構成によれば、探査対象である周波数帯の音よりも音圧の大きい音を含む雑
音の中から、相対的に音圧の小さい音である対象音を抽出することができる。つまり、雑
音に埋もれるような小さい音についてもその音源を特定することができる。
【００１８】
好ましい構成として、前記音源探査装置は、前記複数の周波数帯を含んでいて到来方向
を特定可能である音の時間領域データを取得する取得部が接続され、前記取得部は、４個
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のマイクロホンが正四面体の４つの頂点に配置されているとともに、１個のマイクロホン
は、他の３個のマイクロホンよりも突出した位置に配置されている。
【００１９】
このような構成によれば、音響インテンシティ法で用いられる４個のマイクロホンで対
象音を含む音の時間領域データを取得することができる。
好ましい構成として、前記方向特定部は、前記取得部で取得した到来方向を特定可能で
ある音の時間領域データから抽出された対象音の時間領域データを最小分散法を適用した
ビームフォーミング演算することにより前記対象音の到来方向を特定する。
【００２０】
このような構成によれば、到来方向が最小分散法のビームフォーミング演算により特定
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できる。
好ましい構成として、前記音源探査装置は、音源を含む測定対象に設置された複数の振
動センサが接続され、前記提示部は、前記算出した包絡線の変動周期のうちの１又は複数
の変動周期として、前記振動センサで取得した振動に相関がある変動周期を選択する。
【００２１】
このような構成によれば、振動センサが取り付けられている部分の音源について、変動
音の影響を判定することができる。
【発明の効果】
【００２２】
上記音源探査装置及び音源探査方法によれば、音の強度にかかわらず、雑音の中に含ま
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れる特定の音を抽出し、その音源を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】音源探査装置を具体化した一実施形態について、その概略構成を示すブロック図
。
【図２】同実施形態において、キャリア周波数帯の分布等を演算する演算部の概略構成を
示すブロック図。
【図３】同実施形態において、キャリア周波数帯の変動量等を演算する演算部の概略構成
を示すブロック図。
【図４】同実施形態において、複数のセンサが測定する各測定した音の時間領域データを
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示すグラフ。
【図５】同実施形態において、各測定した音の周波数領域データを示すグラフ。
【図６】同実施形態において、各測定した音の周波数領域データからキャリア周波数帯を
抽出したグラフ。
【図７】同実施形態において、キャリア周波数帯の音の到来方向に基づいて、そのキャリ
ア周波数帯の音の強度分布を二次元平面に示したグラフ。
【図８】同実施形態において、二次元平面のある座標領域におけるキャリア周波数帯の時
間領域データと同時間領域データの包絡線とを示すグラフ。
【図９】同実施形態において、図８に示す時間領域データから検出した包絡線の周波数を
示すグラフ。
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【図１０】同実施形態において、二次元平面のある座標領域の包絡線について、特定の変
動周期のときの変動量を示すグラフ。
【図１１】同実施形態において、図７に示したキャリア周波数帯の音の強度分布から特定
の変動周期の変動量が音の変動量の強度分布として抽出されたグラフ。
【図１２】同実施形態において、キャリア周波数帯の分布演算についてその手順を示すフ
ローチャート。
【図１３】同実施形態において、キャリア周波数帯の変動量演算についてその手順を示す
フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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図１〜図１３を参照して、音源探査装置及び音源探査方法の一実施形態について説明す
る。
図１に示すように、音源探査装置１０は、複数の音源を有する機械等の測定対象１から
発生する音についてその音源を探査する。
【００２５】
まず、測定対象１から発生する音について説明する。
測定対象１は、その全体または一部が振動することにより、その振動に起因する音を該
測定対象１の表面２から発生させる。例えば、測定対象１では、全体の振動に起因する音
Ｎ１や、特定の部品に起因する音Ｎ２，Ｎ３がそれぞれ発生したとしても、これら各音Ｎ
１，Ｎ２，Ｎ３は混ざり合っており、この混ざった音から各音Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３を分離す
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ることは容易ではない。例えば、音Ｎ１の音圧が、他の音Ｎ２，Ｎ３の音圧よりも大きい
ことに基づいて音Ｎ１を分離できることもあるが、このとき逆に、他の音Ｎ２，Ｎ３の分
離は容易でない。また、各音Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３の音圧が近似していれば、いずれの音Ｎ１
，Ｎ２，Ｎ３の分離も容易ではなくなる。このように、複数の音が混ざった音から、その
混ざった音の成分である各音Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３を分離することは必ずしも容易にできるこ
とではない。
【００２６】
本実施形態の音源探査装置１０は、音の強弱にかかわらず、各音Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３のう
ちの任意の音を抽出し、その音源を特定するものである。なお本実施形態では、説明の便
宜上、各音Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３は以下の特徴を有するものとする。音Ｎ１は、測定対象１の
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表面２の広範囲で発生している音であり、音Ｎ２と音Ｎ３とは、測定対象１の表面２の一
部であってそれぞれ異なる位置で発生している音であるものとする。また、音圧は大きい
順に音Ｎ１、音Ｎ２、音Ｎ３とする。そのため、聴感上、音Ｎ２と音Ｎ３とは音Ｎ１の中
に埋もれている。このうち、音Ｎ１は、広い範囲の周波数帯の音を含む雑音であるが、聴
感上、ユーザに不快を感じさせない音である。また、音Ｎ２は、探査対象の周波数帯とし
てのキャリア周波数帯Ｆｃの音であるが、この音は大きな変動周期を有しておらず、これ
も、聴感上、ユーザに不快を感じさせない音である。一方、音Ｎ３は、音Ｎ２と同じくキ
ャリア周波数帯Ｆｃの音（例えば、図８の時間領域データＬ４ａｍ）であるが、特有の変
動周期（例えば、図８の包絡線Ｌ５ａｍ）を有しており、音圧が小さいながらも聴感上、
揺らぎ音やびりつき音としてユーザに不快を感じさせる音であるものとする。つまり、音
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源探査装置１０は、キャリア周波数帯Ｆｃの音である対象音よりも音圧の大きい音を含む
雑音の中から、相対的に音圧の小さい音である対象音を抽出することができる。換言する
と、雑音に埋もれるような小さい音についてもその音源を特定することができる。
【００２７】
次に、音源探査装置１０に接続されるマイクロホン等について説明する。
音源探査装置１０には、測定対象１から発生する音を取得する取得部としての４つのマ
イクロホン１１Ａ〜１１Ｄが接続されているとともに、測定対象１の撮影画像を取得する
カメラ１２が接続されている。
【００２８】
このうち、４つのマイクロホン１１Ａ〜１１Ｄはそれぞれ、測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４

20

を音源探査装置１０に出力する。また、４つのマイクロホン１１Ａ〜１１Ｄは、１つの音
測定用のマイクロホンプローブに一体として設けられている。例えば、４つのマイクロホ
ン１１Ａ〜１１Ｄは、正四面体の４つの頂点に１つずつ配置されているとともに、このう
ちの１個のマイクロホン１１Ａは、他の３個のマイクロホン１１Ｂ〜１１Ｄよりも突出す
るように配置されている。こうした構造のマイクロホンプローブは、音響インテンシティ
法で用いられる。また、こうした構造のマイクロホンプローブは、複数の周波数帯を含ん
でいるとともに、到来方向を特定可能である音の時間領域データの取得が可能である。
【００２９】
また、カメラ１２は、撮影画像の中心が、マイクロホンプローブの測定方向の中心と同
じ位置になるように測定対象１を撮影する。カメラ１２は、撮影した画像ＤＰを音源探査
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装置１０に出力する。カメラ１２の画像ＤＰの中心位置と、マイクロホンプローブの測定
方向の中心とを一致させて、画像と測定音の到来方向とを重ね合わせて表示させることで
、測定音の音源の位置が画像上に示されるようになる。
【００３０】
続いて、図１〜図３を参照して、音源探査装置１０について説明する。
音源探査装置１０は、ＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭや大容量の記憶部等を有するマイクロコ
ンピュータとして構成される。音源探査装置１０は、例えばＲＯＭやＲＡＭに保持された
各種プログラムをＣＰＵで実行することにより音源探査装置１０における各種処理を実行
する。大容量の記憶部には、マイクロホン１１Ａ〜１１Ｄで各測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４
などが少なくとも処理に必要とされる期間だけ記憶される。本実施形態では、音源探査装
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置１０は音源探査処理として、４つのマイクロホン１１Ａ〜１１Ｄで各測定した音ＤＡ１
〜ＤＡ４から特定の変動音を抽出して、その変動音の音源を特定する音源探査処理を行う
。ここで変動音は、特定のキャリア周波数帯Ｆｃである対象音に含まれる音であって、か
つ、特定の１又は複数の変動周期を有する音である。なお、ここでは、特定のキャリア周
波数帯Ｆｃや特定の１又は複数の変動周期は予め設定されているものとする。
【００３１】
音源探査装置１０は、音源探査のための演算処理を行う演算部２０と、探査された音源
を提示する提示部３０とを備えている。演算部２０は、各マイクロホン１１Ａ〜１１Ｄに
より測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４が入力され、演算した対象音の変動音の変動量の強度分布
を提示部３０に出力する。提示部３０は、二次元画像を表示するモニタ等である表示装置
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３１を備え、カメラ１２から撮影した画像ＤＰを入力し、演算部２０から変動音の変動量
の強度分布を入力し、それらを重ね合わせて表示装置３１を介して提示する。
【００３２】
このうち、提示部３０は、表示装置３１に、入力した測定対象１の変動音の変動量の強
度分布と、入力した測定対象１の撮影画像とを重ね合わせて描画することで、測定対象１
の表面に対する変動音の探査結果を提示する。換言すると、変動音が、対象音の各到来方
向において算出された包絡線の変動周期のうちの１又は複数の変動量の強度分布として二
次元平面にマッピングされることで二次元の強度分布図として提示される。また、提示部
３０は、二次元平面の全ての座標領域について変動音の変動量を描画する。さらに、提示
部３０は、必要に応じて、カラーコンターのスケールや、スケールタイプ（単位）の変換
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や、撮影画像との合成時の透過性等の音圧の大小に応じた変更によって変動量の表示態様
を変更することができる。
【００３３】
また、演算部２０は、音源探査処理を行うキャリア周波数帯分布演算部２１とキャリア
周波数帯変動量演算部２５とを備える。
図２に示すように、キャリア周波数帯分布演算部２１は、各測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４
の時間領域データ（時間波形）からキャリア周波数帯Ｆｃの音である対象音を抽出すると
ともに、抽出した対象音の到来方向を求める。
【００３４】
図３に示すように、キャリア周波数帯変動量演算部２５は、キャリア周波数帯分布演算
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部２１が抽出した対象音について、各到来方向における包絡線を検出し、検出した包絡線
の変動周期と変動量とを求める。
【００３５】
ここで、図２〜図１１を参照して、音源探査処理について詳述する。
図２に示すように、キャリア周波数帯分布演算部２１は、時間領域データを周波数領域
データに変換するＦＦＴ演算部２２と、周波数領域データからキャリア周波数帯Ｆｃの音
を抽出する対象周波数抽出部２３と、キャリア周波数帯Ｆｃの音から到来方向を特定する
方向特定部としての位相走査型ビームフォーミング部２４とを備える。
【００３６】
このうち、ＦＦＴ演算部２２は、いわゆる高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ
ｒ

Ｆｏｕｒｉｅ
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Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行う演算部である。
図４及び図５を併せて参照して、ＦＦＴ演算部２２は、４つのマイクロホン１１Ａ〜１

１Ｄから各測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４の時間領域データＬ１１〜Ｌ１４（図４参照：但し
以下、ｎ＝４とする）を入力する。そして、ＦＦＴ演算部２２は、入力した各時間領域デ
ータＬ１１〜Ｌ１４を高速フーリエ変換して周波数領域データＬ２１〜Ｌ２４（図５参照
）を演算するとともに、この演算した周波数領域データＬ２１〜Ｌ２４を対象周波数抽出
部２３に出力する。
【００３７】
次に、対象周波数抽出部２３は、中心周波数ｆｅとするキャリア周波数帯Ｆｃの音であ
る対象音を抽出する抽出処理を行う。抽出処理では、キャリア周波数帯Ｆｃの周波数成分
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を抽出するバンドパスフィルタを、複数の周波数帯を含む時間領域データが変換された周
波数領域データに適用することで、その周波数領域データからキャリア周波数帯Ｆｃに含
まれる音からなる周波数領域データが抽出される。
【００３８】
図５及び図６を併せて参照して、対象周波数抽出部２３は、ＦＦＴ演算部２２から各周
波数領域データＬ２１〜Ｌ２４（図５参照）を入力し、入力した各周波数領域データＬ２
１〜Ｌ２４に抽出処理を行いキャリア周波数帯Ｆｃに含まれる対象音、つまり各周波数領
域データＬ３１〜Ｌ３４（図６参照）を得る。対象周波数抽出部２３は、得られた各周波
数領域データＬ３１〜Ｌ３４を位相走査型ビームフォーミング部２４に出力する。ここで
、対象音は、キャリア周波数帯Ｆｃに含まれることを条件に選択される。よって、対象音
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が、対象音の音よりも音圧の大きい音を含む各周波数領域データの中で相対的に音圧の小
さい音であったとしても抽出されるようになる。つまり、雑音に埋もれるような小さい音
についてもその音を抽出することができる。
【００３９】
そして、位相走査型ビームフォーミング部２４は、音の到来方向を得るビームフォーミ
ング処理を行う。ビームフォーミング処理の一例としてのＣａｐｏｎ法による処理につい
ては後述する。
【００４０】
図６及び図７を併せ参照して、位相走査型ビームフォーミング部２４は、対象周波数抽
出部２３から対象音として周波数領域データＬ３１〜Ｌ３４（図６参照）を入力し、この

10

入力した対象音の到来方向を特定する。対象音の到来方向が特定されることで、対象音の
強度分布のマッピングデータＭ１（図７参照）が算出される。そして、位相走査型ビーム
フォーミング部２４は、算出した対象音のマッピングデータＭ１をＩＦＦＴ演算部２６に
出力する。
【００４１】
図３に示すように、キャリア周波数帯変動量演算部２５は、対象音の周波数領域データ
からその時間領域データを演算するＩＦＦＴ演算部２６と、対象音の時間領域データに対
して包絡線を検出する包絡線検出部２７と、検出した包絡線について変動周期と変動量と
を抽出する変動算出部としての変動周期変動量抽出部２８とを備える。
20

【００４２】
このうち、ＩＦＦＴ演算部２６は、いわゆる逆高速フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ
ａｓｔ

Ｆｏｕｒｉｅｒ

Ｆ

Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行う演算部である。

図７及び図８を併せ参照して、ＩＦＦＴ演算部２６は、位相走査型ビームフォーミング
部２４が算出した対象音のマッピングデータＭ１（図７参照）を入力するとともに、マッ
ピングデータＭ１の各座標領域、すなわち各到来方向の周波数領域データから時間応答に
変換した対象音の時間領域データを算出する。例えば、マッピングデータＭ１の音源Ａ３
の周波数領域データのうち座標領域Ｂｘｙのデータが時間応答に変換されて対象音の時間
領域データＬ４ａｍ（図８参照）が算出される。ＩＦＦＴ演算部２６は、算出した対象音
の時間領域データＬ４ａｍを包絡線検出部２７に出力する。なお、時間応答に変換するマ
ッピングデータＭ１の座標領域Ｂｘｙは、音源探査装置１０でのプログラム処理やユーザ
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や外部からの設定等に応じて任意の値に変更することができる。
【００４３】
次に、包絡線検出部２７は、マッピングデータＭ１の各座標領域の時間領域データに対
して包絡線を検出する。
図８及び図９を併せ参照して、包絡線検出部２７は、ＩＦＦＴ演算部２６からマッピン
グデータＭ１の座標領域Ｂｘｙの時間領域データＬ４ａｍ（図８参照）を入力して、その
入力した時間領域データＬ４ａｍの変動周期を包絡線Ｌ５ａｍ（図８参照）として検出す
る。包絡線は、経験的モード分解（ＥＭＤ：Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ

Ｍｏｄｅ

Ｄｅｃｏｍ

ｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＨＨＴ（Ｈｉｌｂｅｒｔ−Ｈｕａｎｇ

Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）、及

びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａｎ

Ｆｉｌｔｅｒ等の既知の検

Ｏｒｄｅｒ

Ｔｒａｃｋｉｎｇ
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出方法で検出される。なお、入力した時間領域データＬ４ａｍから１又は複数の包絡線Ｌ
６ａｍ（図９参照）が検出されてもよい。例えば、包絡線Ｌ６ａｍは、変動周期Ｆａｍの
位置に包絡線Ｌ５ａｍを含んでいてもよい。包絡線検出部２７は、マッピングデータＭ１
の各座標領域、例えば座標領域Ｂｘｙに検出した１又は複数の包絡線Ｌ６ａｍ（変動周期
）を変動周期変動量抽出部２８へ出力する。
【００４４】
そして、変動周期変動量抽出部２８は、各座標領域の時間領域データに検出された１又
は複数の包絡線から、各包絡線の変動量を検出する変動量抽出処理を行う。
図９及び図１０を併せ参照して、変動周期変動量抽出部２８は、包絡線検出部２７から
マッピングデータＭ１の座標領域Ｂｘｙに検出された１又は複数の包絡線Ｌ６ａｍ（図９
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参照）を入力し、この入力した１又は複数の包絡線Ｌ６ａｍから探査したい変動周期Ｆａ
ｍに対応する包絡線Ｌ７ａｍ（図１０参照）の変動量Ｐａｍを抽出する。そして、変動周
期変動量抽出部２８は、抽出した変動周期Ｆａｍの包絡線Ｌ７ａｍの変動量Ｐａｍを提示
部３０に出力する。なお、探査したい変動周期Ｆａｍは、音源探査装置１０でのプログラ
ム処理やユーザや外部からの設定等に応じて任意の値に設定することができる。
【００４５】
そして、提示部３０は、変動周期Ｆａｍの変動音の変動量の強度分布を二次元平面に提
示する。
図１１を併せ参照して、提示部３０は、変動周期変動量抽出部２８からマッピングデー
タＭ１の各座標領域についての変動周期Ｆａｍの包絡線Ｌ７ａｍの変動量Ｐａｍを取得す
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る。そして、提示部３０は、取得した変動量Ｐａｍをその大きさに対応する表示態様に対
応させるとともに、表示装置３１の二次元平面において、マッピングデータＭ１の座標領
域に対応する座標領域に表示させる。変動量の大きさに対応する表示態様は、例えば、変
動量の大きい領域の色を濃く、逆に、変動量の小さい領域の色を薄くする態様が挙げられ
る。また、提示部３０は、マッピングデータにカメラ１２で撮影した画像を重ね合わせて
描画する。これにより、測定対象１の存在する空間において変動音を発生させている音源
の探査結果が提示される。
【００４６】
ここでは、位相走査型ビームフォーミング部２４で行うビームフォーミング処理につい
て説明する。ビームフォーミング処理の一例としての最小分散法（Ｃａｐｏｎ法）は、空

20

間の伝達関数を利用することで、対象音とその他の雑音を含む観測値を用いて適用フィル
タの学習をする。具体的には、目的方向の全域通過特性を補償しながらビームフォーマの
出力パワー（分散）を最小化することにより、目的方向を除去することなく、雑音のパワ
ーを最小化する。
【００４７】
そして、Ｃａｐｏｎ法によって得られるパワー「Ｐｃａ」が式（１）となる。これを音
の各到来方向に演算することによって各到来方向のパワーからなる強度分布データが取得
できる。
【００４８】
【数１】

30

【００４９】
但し、式（１）のベクトル「ａ」は、アレイ・マニフォールド・ベクトルと呼ばれ式（
５）で示される。すなわち、空間に配置されたマイクロホンの数が１〜Ｍ個であり、各マ
イクロホンが検出する音の音源「Ｓ」からの遅れ時間が「τｍ」（ｍ＝１，２，…，Ｍ）
であるとする。このとき、ｍ番目のマイクロホンの信号「Ｚｍ」が式（２）で示され、式
（２）をフーリエ変換したものが式（３）で示される。そして、全マイクロホンの信号「
Ｚ１〜Ｚｍ」を示すベクトル「Ｚ」に対する関係を式（４）としたとき、ベクトル「ａ」
が式（５）で示されることになる。
【００５０】
【数２】

【００５１】
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【数３】

【００５２】
【数４】

【００５３】
【数５】
10

【００５４】
また、式（１）のベクトル「Ｃ」は、マイクロホン間のクロススペクトル行列を表現し
ており式（６）で示される。
【００５５】
【数６】
20

【００５６】
図１２及び図１３を参照して、本実施形態における音源探査装置の動作について説明す
る。音源探査処理が開始されると、まず、キャリア周波数帯分布演算処理が行われ、次に
、キャリア周波数帯変動量演算処理が行われる。
【００５７】
図１２に示すように、キャリア周波数帯分布演算処理が開始されると、ＦＦＴ演算部２
２で、入力された各測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４の時間領域データＬ１１〜Ｌ１４（図４参
照）の周波数領域データＬ２１〜Ｌ２４（図５参照）が演算されるＦＦＴ演算が行われる
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（ステップＳ２２）。この演算した周波数領域データＬ２１〜Ｌ２４は、全ての到来方向
についての測定可能な全ての周波数帯が含まれている。次に、対象周波数抽出部２３で、
入力した各周波数領域データＬ２１〜Ｌ２４からキャリア周波数帯Ｆｃに含まれる音であ
る対象音の各周波数領域データＬ３１〜Ｌ３４（図６参照）が抽出されるキャリア周波数
抽出処理が行われる（ステップＳ２３）。この抽出した対象音の各周波数領域データＬ３
１〜Ｌ３４は、全ての到来方向についてキャリア周波数帯Ｆｃのみが含まれている。続い
て、位相走査型ビームフォーミング部２４で、入力した対象音の周波数領域データＬ３１
〜Ｌ３４から該対象音の到来方向を特定するビームフォーミング処理が行われる（ステッ
プＳ２４：方向特定ステップ）。この処理で、全ての到来方向についての対象音の周波数
領域データＬ３１〜Ｌ３４から、到来方向毎の周波数領域データが演算される。この演算

40

結果として、全ての到来方向を示す二次元平面に対する対象音の強度分布がマッピングデ
ータＭ１（図７参照）として得られる。例えば、図７に示すように、対象音の強度分布は
、４つの音源Ａ１〜Ａ４の領域でそれぞれ高く（図において色が濃く）、各音源Ａ１〜Ａ
４の周囲で低い（図において色が薄い）態様で得られる。
【００５８】
これで、キャリア周波数帯分布演算処理が終了し、次に、キャリア周波数帯変動量処理
が行われる。つまり、キャリア周波数帯分布演算処理では、全周波数帯のうちから選択し
たキャリア周波数帯Ｆｃの音である対象音についてのみの強度分布が得られる。
【００５９】
図１３に示すように、キャリア周波数帯変動量演算処理が開始されると、ＩＦＦＴ演算
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部２６で、入力したマッピングデータＭ１（図７参照）の各到来方向（座標領域）につい
て、周波数領域データを時間領域データに変換するＩＦＦＴ演算を行う（ステップＳ２６
）。例えば、座標領域Ｂｘｙの周波数領域データが時間領域データＬ４ａｍ（図８参照）
に変換される。次に、包絡線検出部２７で、入力した各到来方向（座標領域）の時間領域
データについて包絡線（変動周期）を検出する（ステップＳ２７：包絡線検出ステップ）
。例えば、座標領域Ｂｘｙの時間領域データの変動周期が包絡線Ｌ５ａｍ（図８参照）と
して検出される。なお、時間領域データから複数の包絡線が検出されることもある。続い
て、変動周期変動量抽出部２８で、各座標領域の時間領域データに検出された１又は複数
の包絡線（変動周期）から、各包絡線の変動量を検出する変動量抽出処理を行う（ステッ
プＳ２８：変動算出ステップ）。包絡線は、時間領域データのキャリア周波数帯Ｆｃの音
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に生じる変動周期、及び、変動の大きさを含んでいる。よって包絡線は、キャリア周波数
帯Ｆｃの音に聴感上、揺らぎ音やびりつき音などの異音として感じられる成分を示してい
る。具体的には、包絡線の変動周期は、音の揺らぐ周期として感じられる。変動周期は、
周期が遅ければ音の変動感として感じられ、速ければ音の粗さ（ざらざら感）として感じ
られる。また包絡線の変動量は、音の揺らぎの大きさとして感じられ、変動量が大きけれ
ば音の揺らぎが大きく感じられる。
【００６０】
これで、キャリア周波数帯変動量演算処理が終了する。
その後、提示部３０で選択した変動周期について、その変動周期における変動量に基づ
く音の変動量の強度分布として表示される（提示ステップ）。例えば、音源Ａ３のみで発

20

生する変動周期が選択された場合、提示部３０は、図１１に示すように、音源Ａ３から発
生する変動音の変動量に基づく音の変動量の強度分布を二次元平面に提示する。また、例
えば、音源Ａ１〜Ａ４で発生する全ての変動周期が選択された場合、提示部３０は、図７
に示すように、音源Ａ１〜Ａ４から発生する変動音の変動量に基づく音の変動量の強度分
布を二次元平面に提示する。
【００６１】
これにより、全周波数帯の時間領域データから、選択したキャリア周波数帯Ｆｃのみの
音について、その変動周期の変動量の大きさの分布が提示されるようになる。
以上説明したように、本実施形態に係る音源探査装置、及び音源探査方法によれば、以
30

下に記載する効果が得られる。
【００６２】
（１）雑音中（音Ｎ１〜Ｎ３の音）における対象音（音Ｎ３）の音圧の大小にかかわら
ず、雑音の中からキャリア周波数帯Ｆｃであり、かつ、特定の変動周期（音の揺らぎ）を
有する対象音、いわゆる変動音を抽出し、この抽出した対象音（変動音）の到来方向を変
動周期の変動量と併せてモニタ等を介して提示できるようになる。
【００６３】
（２）可聴音の音の揺らぎが、包絡線の振幅として算出される。これにより、ユーザの
気になる小さな異音等の変動量が得られる。
（３）包絡線の検出には、ＥＭＤ、ＨＨＴ及びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａｎ
Ｔｒａｃｋｉｎｇ

Ｏｒｄｅｒ

Ｆｉｌｔｅｒのいずれか一つを用いることにより、キャリア周波数帯

40

Ｆｃに含まれる周波数に対して好適に包絡線を検出することができる。
【００６４】
（４）二次元平面における変動量の強度分布と、二次元平面に対応する画像とが重ね合
わせられるので周期変動する音の音源を画像に撮影されている範囲から特定することがで
きる。
【００６５】
（５）雑音の時間領域データを入力して、この入力した時間領域データから、キャリア
周波数帯Ｆｃの音を抽出することができるようになる。
（６）対象音の音よりも音圧の大きい音を含む雑音の中から、相対的に音圧の小さい音
である対象音を抽出することができる。つまり、雑音に埋もれるような小さい音について
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もその音源を特定することができる。
【００６６】
（７）音響インテンシティ法で用いられる４個のマイクロホンで対象音を含む音の時間
領域データを取得することができる。
（８）到来方向が最小分散法のビームフォーミング演算、いわゆるＣａｐｏｎ法により
特定できる。
【００６７】
（その他の実施形態）
なお上記実施形態は、以下の態様で実施することもできる。
・上記実施形態では、予め定められた１又は複数の変動周期についての変動音の変動量

10

の強度分布が提示部３０に提示される場合について示した。このとき、しかしこれに限ら
ず、測定対象に設置された複数の振動センサを音源探査装置に接続し、これら接続した振
動センサで取得した振動に相関がある変動周期を、提示部に提示させる１又は複数の変動
周期として選択してもよい。
【００６８】
これにより、振動センサが取り付けられている部分の振動に起因する変動音の影響を判
定することができる。
・上記実施形態では、位相走査型ビームフォーミング部２４は音の到来方向をＣａｐｏ
ｎ法を用いたビームフォーミング処理で得る場合について例示した。しかしこれに限らず
、キャリア周波数帯の音の到来方向は、その他の方法で得てもよい。その他の方法として
は、例えば、遅延和法（ＤＳ法：ｄｅｌａｙ

ａｎｄ

ＳＩＣ法：ｍｕｌｔｉｐｌｅ

ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）などがあ

ｓｉｇｎａｌ

20

ｓｕｍ）や多重信号分離法（ＭＵ

る。
【００６９】
・上記実施形態では、マイクロホンプローブは４個のマイクロホンが正四面体の４つの
頂点に１つずつ配置されているとともに、１個のマイクロホンは、他の３個のマイクロホ
ンよりも突出した位置に配置されている場合について例示した。しかし、到来方向を判定
可能に音の時間領域データを取得できるのであれば、マイクロホンプローブにおけるマイ
クロホンの配置はこれと相違していてもよい。例えば、マイクロホンが５つ以上あっても
よい。これにより、音源探査処理を行うための音の取得可能性が高められる。

30

【００７０】
・上記実施形態では、４つのマイクロホン１１Ａ〜１１Ｄが音源探査装置１０とは別に
設けられている場合について例示した。しかし、これに限らず、４つのマイクロホンが音
源探査装置に含まれていてもよい。
【００７１】
・上記実施形態では、音源の探査対象の音Ｎ３は、他の音Ｎ１，Ｎ２よりも音圧が小さ
い場合について例示した。しかしこれに限らず、音源の探査対象の音は、他の音と同じ程
度の音圧でもよいし、他の音源の音よりも音圧が大きくてもよい。これにより、この音源
探査装置をより多くの音の探査に使うことができるようになる。
【００７２】

40

・上記実施形態では、音源探査装置は、複数の周波数帯を含む音の時間領域データから
探査対象であるキャリア周波数帯Ｆｃの音からなる対象音の時間領域データを抽出する抽
出部を備える場合について例示した。しかしこれに限らず、音源探査装置は、抽出部を備
えていなくてもよい。この場合、音源探査装置は、キャリア周波数帯の音からなる対象音
を得て、これについてビームフォーミング処理を行ってからキャリア周波数帯変動量演算
処理を行うことで音源探査を行うことができる。これにより、音源探査装置による演算処
理を減らすことができる。
【００７３】
・上記実施形態では、提示部３０は変動音の変動量の強度分布にカメラ１２で撮影した
画像を重ね合わせて描画する場合について例示した。しかしこれに限らず、提示部は変動
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音の変動量の強度分布のみを二次元平面に提示するだけでもよい。これによっても、音源
の位置を大まかに特定することができる。
【００７４】
・上記実施形態では、ＥＭＤ，ＨＨＴ及びＶｏｌｄ−Ｋａｌｍａｎ
ａｃｋｉｎｇ

Ｏｒｄｅｒ

Ｔｒ

Ｆｉｌｔｅｒのうちのいずれか一つの演算方法で包絡線を検出する場合に

ついて例示したが、これに限らず、その他の方法で包絡線を検出してもよい。その他の方
法としては、例えば、直交検波方式やヒルベルト変換などがある。いずれにせよ、包絡線
を検出できれば対象音の変動周期と変動量とを抽出することができる。
【００７５】
・上記実施形態では、包絡線の振幅の大きさを変動量として算出する場合について例示

10

したが、音の揺らぎを強度として得ることができるのであれば、最小振幅との振幅の差を
変動量としてもよい。
【００７６】
・上記実施形態では、キャリア周波数帯変動量演算処理の３つのステップＳ２６、Ｓ２
７、Ｓ２８をそれぞれ、マッピングデータＭ１の全ての座標領域（到来方向）について順
に行う場合について例示した。しかし、これに限らず、キャリア周波数帯変動量演算処理
の３つのステップＳ２６、Ｓ２７、Ｓ２８をマッピングデータの一部である１又は複数の
座標領域毎に順に行い、これをマッピングデータの全ての座標領域に対して行うようにし
てもよい。
【００７７】

20

・上記実施形態では、提示部３０は、１つの変動周期Ｆａｍの包絡線Ｌ７ａｍの変動量
を強度分布として表示する場合について例示したが、これに限らず、提示部は、複数の変
動周期の包絡線についての変動量を合わせて表示してもよい。これにより、複数の変動周
期による影響を強度分布で表示することができる。
【００７８】
・上記実施形態では、測定した音ＤＡ１〜ＤＡ４が少なくとも処理に必要とされる期間
だけ記憶される場合、例えば測定してから比較的短時間のうちに音源探査をする場合につ
いて例示した。しかしこれに限らず、音源探査装置は、予め取得して保持していた音の時
間領域データに対して音源探査を行ってもよい。これによれば、音の取得処理と音源探査
処理とを別のタイミングで行うことができるため、音源探査装置による音源探査の利便性
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や自由度が高められる。このとき、音の取得と同時に測定対象の画像を撮影しておけば、
この撮影した画像を提示部で音源の探査結果に重ね合わせることもできる。
【００７９】
・上記実施形態では、測定対象１を特定していないが、測定対象は、一般機械や輸送機
械などであってよい。例えば、輸送機械としての自動車であれば、自動車から発生する音
として、ドアを開閉時のときの音、エンジン周囲の音や、アイドリング時の音、ボンネッ
トやトランクの開閉時の音などが挙げられる。
【符号の説明】
【００８０】
１…測定対象、２…表面、１０…音源探査装置、１１Ａ〜１１Ｄ…マイクロホン、１２
…カメラ、２０…演算部、２１…キャリア周波数帯分布演算部、２２…ＦＦＴ演算部、２
３…対象周波数抽出部、２４…位相走査型ビームフォーミング部、２５…キャリア周波数
帯変動量演算部、２６…ＩＦＦＴ演算部、２７…包絡線検出部、２８…変動周期変動量抽
出部、３０…提示部、３１…表示装置、ＤＰ…画像、Ｆｃ…キャリア周波数帯、Ｍ１…マ
ッピングデータ、Ｂｘｙ…座標領域、Ｆａｍ…変動周期。
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