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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の圧力変動に起因して発生する流体音と固体の振動に起因して発生する振動音とが
混在した音圧を検出する音圧検出手段と前記音圧検出手段で検出した音圧を用いて音圧の
分布を計算する信号処理手段とを有する音圧分布創生手段と、
　前記振動音の振動を検出する振動検出手段と、
　前記音圧検出手段で検出された音圧と前記振動検出手段で検出された振動とを用いて、
前記音圧検出手段で検出された音圧を流体音成分と振動音成分とに分離して出力する音源
分離手段と、を備え
　前記音源分離手段は、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記振動検出手段
で検出した面の振動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を面の流体
音成分と面の振動音成分とに分離して出力する音源分離装置。
【請求項２】
　流体の圧力変動に起因して発生する流体音と固体の振動に起因して発生する振動音とが
混在した音圧を検出する音圧検出手段と前記音圧検出手段で検出した音圧を用いて音圧の
分布を計算する信号処理手段とを有する音圧分布創生手段と、
　前記流体の圧力変動を検出する圧力検出手段と、
　前記音圧検出手段で得られた音圧と前記圧力検出手段で得られた圧力変動とを用いて、
前記音圧検出手段で得られた音圧を流体音成分と振動音成分とに分離して出力する音源分
離手段と、を備え、
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　前記音源分離手段は、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記圧力検出手段
で検出した面の圧力変動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を面の
流体音成分と面の振動音成分とに分離して出力する音源分離装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記音圧分布創生手段は、音圧や位相情報を検出するマイ
クロフォンアレイと、前記マイクロフォンアレイで検出した音圧や位相情報を用いて、前
記マイクロフォンアレイからある距離の位置での音圧の分布を計算する信号処理手段と、
対象物の画像を取り込む画像取込手段と、前記画像取込手段で得られた対象物の画像と前
記信号処理手段で計算した音圧の分布とを重ね合わせることにより音圧分布を可視化する
音圧可視化手段とを備えたことを特徴とする音源分離装置。
【請求項４】
　請求項１または２において、前記振動検出手段として振動加速度ピックアップやレーザ
ードップラー振動計などの振動センサを使用したことを特徴とする音源分離装置。
【請求項５】
　請求項１または２において、音源の数に応じて音圧検出手段または振動検出手段を追加
して備え、前記音源分離手段は、前記各音圧検出手段で検出した各音源が混在した音圧の
分布と各振動検出手段で検出した面の振動を用いて、前記各音圧が混在した音圧の分布を
複数の流体音成分と振動音成分とに分離して出力することを特徴とする音源分離装置。
【請求項６】
　請求項１または２において、前記音源分離手段で分離した流体音成分および振動音成分
を可視化表示する分離音圧可視化手段を備えたことを特徴とする音源分離装置。
【請求項７】
　請求項１または２において、前記音源分離手段で分離した流体音成分および振動音成分
を可視化表示する分離音圧可視化手段を備え、前記分離音圧可視化手段は画像・音圧再合
成手段と音圧再可視化手段とから構成され、前記音圧再可視化手段は流体音可視化手段と
振動音可視化手段とから構成され、前記画像・音圧再合成手段は、前記音圧可視化手段の
音圧分布を前記音源分離手段での振動音と流体音との割合を反映して、画像と音圧分布を
重ね合わせてマッピングすることを特徴とする音源分離装置。
【請求項８】
　音圧分布創生手段により流体の圧力変動に起因して発生する流体音と固体の振動に起因
して発生する振動音が混在した音圧分布を創生し、
　振動検出手段により前記固体の振動を検出し、
　音源分離手段により、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記振動検出手段
で検出した面の振動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を面の流体
音成分と面の振動音成分とに分離して出力する音源分離方法。
【請求項９】
　音圧分布創生手段により流体の圧力変動に起因して発生する流体音と固体の振動に起因
して発生する振動音が混在した音圧分布を創生し、
　圧力検出手段に前記流体の圧力変動を検出し、
　音源分離手段により、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記圧力検出手段
で得られた面の圧力変動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を流体
音成分と振動音成分とに分離して出力する音源分離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音源分離装置および音源分離方法に係り、特に、流体の圧力変動に起因して
発生する流体音と固体の振動に起因して発生する振動音とが混在する音源の分離装置およ
び分離方法に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の音源探査手法に関して、様々な音響機器メーカから音源探査装置が開発され、製
品化されている。これは、複数のマイクロフォンを様々な形状に並べたマイクロフォンア
レイを用い、ビームフォーミングの原理で、マイクロフォンで検出した音圧と位相からあ
る距離での音圧分布を計算し、画像とマッピングすることにより音圧を可視化するもので
ある。
【０００３】
　また、従来の音源または振動源の影響の度合を調べる寄与診断方法として、特開平５－
２６７２２号（特許文献１）が挙げられる。これは、機器等の周辺の複数点で検出される
騒音もしくは振動の各信号をそれぞれ適用フィルタに入力し、その適応フィルタの出力信
号の和と騒音もしくは振動を評価する評価点で検出される信号との差が最小になるように
、適応フィルタの係数を更新し、差がある一定値に収束した時の適応フィルタの出力信号
を用いて、評価点における騒音もしくは振動に対する各音源もしくは振動源が寄与してい
る度合を表示するものである。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２６７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の音源探査手法においては、同定した音圧分布に、流体の圧力変動
に起因する流体音（例えば、プロペラが回転することによって発生する羽根音）や、構造
の振動に起因する振動音（例えば、モータの振動によって発生する電磁音）が混在して表
示され、それぞれを分離して表示することが不可能であるという問題があった。
【０００６】
　また、上記の特許文献１の音源・振動源の寄与診断方法においては、音源の評価点に対
する騒音・振動の寄与の度合は評価できることに止まっており、さらに振動・騒音対策の
効果的かつ迅速な実施や、静音化製品の開発期間の短縮を可能とする手法が望まれていた
。
【０００７】
　本発明の目的は、流体音成分と振動音成分とに分離して出力することにより、振動・騒
音対策の効果的かつ迅速な実施や、静音化製品の開発期間の短縮を可能とする音源分離装
置および音源分離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】
　前述の目的を達成するための本発明の第１の態様は、流体の圧力変動に起因して発生す
る流体音と固体の振動に起因して発生する振動音とが混在した音圧を検出する音圧検出手
段と前記音圧検出手段で検出した音圧を用いて音圧の分布を計算する信号処理手段とを有
する音圧分布創生手段と、前記振動音の振動を検出する振動検出手段と、前記音圧検出手
段で検出された音圧と前記振動検出手段で検出された振動とを用いて、前記音圧検出手段
で検出された音圧を流体音成分と振動音成分とに分離して出力する音源分離手段と、を備
え、前記音源分離手段は、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記振動検出手
段で検出した面の振動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を面の流
体音成分と面の振動音成分とに分離して出力する音源分離装置にある。
【０００９】
　また、本発明の第２の態様は、流体の圧力変動に起因して発生する流体音と固体の振動
に起因して発生する振動音とが混在した音圧を検出する音圧検出手段と前記音圧検出手段
で検出した音圧を用いて音圧の分布を計算する信号処理手段とを有する音圧分布創生手段
と、前記流体の圧力変動を検出する圧力検出手段と、前記音圧検出手段で得られた音圧と
前記圧力検出手段で得られた圧力変動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧
を流体音成分と振動音成分とに分離して出力する音源分離手段と、を備え、前記音源分離
手段は、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布と前記圧力検出手段で検出した面の
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圧力変動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得られた音圧の分布を面の流体音成分と面
の振動音成分とに分離して出力する音源分離装置にある。
【００１０】
　係る本発明の第１または第２の態様におけるより好ましい具体的構成例は次の通りであ
る。
（１）前記音圧分布創生手段は、音圧や位相情報を検出するマイクロフォンアレイと、前
記マイクロフォンアレイで検出した音圧や位相情報を用いて、前記マイクロフォンアレイ
からある距離の位置での音圧の分布を計算する信号処理手段と、対象物の画像を取り込む
画像取込手段と、前記画像取込手段で得られた対象物の画像と前記信号処理手段で計算し
た音圧の分布とを重ね合わせることにより音圧分布を可視化する音圧可視化手段とを備え
たこと。
（２）前記振動検出手段として振動加速度ピックアップやレーザードップラー振動計など
の振動センサを使用したこと。
（３）音源の数に応じて音圧検出手段または振動検出手段を追加して備え、前記音源分離
手段は、前記各音圧検出手段で検出した各音源が混在した音圧の分布と各振動検出手段で
検出した面の振動を用いて、前記各音圧が混在した音圧の分布を複数の流体音成分と振動
音成分とに分離して出力すること。
（４）前記音源分離手段で分離した流体音成分および振動音成分を可視化表示する分離音
圧可視化手段を備えたこと。
（５）前記音源分離手段で分離した流体音成分および振動音成分を可視化表示する分離音
圧可視化手段を備え、前記分離音圧可視化手段は画像・音圧再合成手段と音圧再可視化手
段とから構成され、前記音圧再可視化手段は流体音可視化手段と振動音可視化手段とから
構成され、前記画像・音圧再合成手段は、前記音圧可視化手段の音圧分布を前記音源分離
手段での振動音と流体音との割合を反映して、画像と音圧分布を重ね合わせてマッピング
すること。
【００１１】
　また、本発明の第３の態様は、音圧分布創生手段により流体の圧力変動に起因して発生
する流体音と固体の振動に起因して発生する振動音が混在した音圧分布を創生し、振動検
出手段により前記固体の振動を検出し、音源分離手段により、前記音圧分布創生手段で得
られた音圧の分布と前記振動検出手段で検出した面の振動とを用いて、前記音圧分布創生
手段で得られた音圧の分布を面の流体音成分と面の振動音成分とに分離して出力する音源
分離方法にある。
【００１２】
　また、本発明の第４の態様は、音圧分布創生手段により流体の圧力変動に起因して発生
する流体音と固体の振動に起因して発生する振動音が混在した音圧分布を創生し、圧力検
出手段に前記流体の圧力変動を検出し、音源分離手段により、前記音圧検出手段で得られ
た音圧と前記圧力検出手段で得られた圧力変動とを用いて、前記音圧分布創生手段で得ら
れた音圧を流体音成分と振動音成分とに分離して出力する音源分離方法にある。
【発明の効果】
【００１３】
　係る本発明の音源分離装置および音源分離方法によれば、流体音成分と振動音成分とに
分離して出力することにより、振動・騒音対策の効果的かつ迅速な実施や、静音化製品の
開発期間の短縮を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の複数の実施形態について図を用いて説明する。各実施形態の図における
同一符号は同一物または相当物を示す。なお、本発明は、それぞれの実施形態を適宜に組
み合わせることにより、さらに効果的なものとすることを含む。
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態を図１から図４を用いて説明する。図１は本実施形態の音源分離
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装置１００のブロック図、図２は図１の音圧分布創生手段１のブロック図、図３は図１の
音源分離手段３のブロック図、図４は図１の分離音可視化手段４のブロック図である。
【００１５】
　音源分離装置１００は、図１に示すように、音圧分布創生手段１と振動検出手段２と音
源分離手段３と分離音圧可視化手段４とから構成されている。
【００１６】
　音圧分布創生手段１は、空気音（流体音）と固体音（振動音）の両方が混在している音
圧分布を創生し可視化するものである。ここで、空気音は流体の流れに起因して発生し空
気中を伝搬する流体音（例えば、プロペラが回転することによって発生する羽根音など）
、固体音は固体や構造物の振動に起因して発生し固体中を伝搬する振動音（例えば、モー
タの振動によって発生する電磁音など）と定義する。
【００１７】
　この音圧分布創生手段１は、図２に示すように、マイクロフォンアレイ１１と、画像取
込手段１３と、信号処理手段１２と、画像・音圧合成手段１４と、音圧可視化手段１５と
から構成されている。マイクロフォンアレイ１１は、音圧検出手段である複数のマイクロ
フォンから構成され、音圧や位相情報を検出する。信号処理手段１２は、マイクロフォン
アレイ１１で検出された音圧や位相情報を用いて、例えば、ビームフォーミングなどの原
理に基づき、マイクロフォンアレイ１１からある距離の位置での音圧分布を計算する。画
像取込手段１３は、カメラなどで構成され、対象物の画像を取り込む。画像・音圧合成手
段１４は、画像取込手段１３で得られた対象物の画像と信号処理手段１２で計算した音圧
の分布とを重ね合わせてマッピングする。音圧可視化手段１５はマッピングした音圧分布
を可視化する。
【００１８】
　振動検出手段２は、振動音の音源である固体や構造物の振動を検出する振動センサ（具
体的には、振動加速度ピックアップやレーザードップラー振動計など）で構成されている
。音圧分布創生手段１での出力が音圧分布（つまり、ある面の音圧）であるため、振動検
出手段２でも多点や面で振動を測定して出力する。
【００１９】
　音源分離手段３は、音圧分布創生手段１で得られた音圧から振動検出手段２で検出され
る振動音成分を差し引くことにより、流体音成分と振動音成分を分離するものである。即
ち、この音源分離手段３は、図３に示すように、音圧分布創生手段１で得られた音圧と振
動検出手段２で検出された振動とを入力し、適応フィルタ３１を用いて流体音成分と振動
音成分を分離するものである。
【００２０】
　具体的には、振動検出手段２で検出された振動の信号を適応フィルタ３１に入力し、フ
ィルタ係数と畳み込み演算を実施した後にフィルタ３１から出力する。その出力信号Ｙと
検出された音圧の信号Ｘとの残差Ｅが最小となるように適応フィルタ３１の係数を更新し
ていく。このようにして、その残差Ｅが一定の値に収束した時点で適応フィルタ３１の更
新を終了する。その時の適応フィルタ３１の出力Ｙが振動音成分、残差Ｅが流体音成分と
なる。これにより、音圧Ｘにおける振動音成分Ｙと流体音成分Ｅの割合が特定できるため
、音圧Ｘに混在していた振動音と流体音が分離できる。
【００２１】
　なお、音源分離手段３での分離手法については、上述の適応フィルタを用いる方法だけ
でなく、コヒーレンスを使った方法、互いの信号の振幅比を使った方法もある。また、振
動検出手段２で検出された信号が、例えば、振動加速度であれば、その信号を積分器で振
動速度に変換し、振動面の面積、距離減衰、放射効率などを考慮して音圧と同じ次元に変
換してから、それぞれを比較し振動音成分と流体音成分とを分離する手法もある。
【００２２】
　分離音圧可視化手段４は、音源分離手段３で分離した流体音成分と振動音成分を可視化
表示するものである。分離音圧可視化手段４は、図４に示すように、画像・音圧再合成手
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段４１と音圧再可視化手段４２とから構成されている。音圧再可視化手段４２は、更に、
流体音可視化手段４２１と振動音可視化手段４２２とからなっている。画像・音圧再合成
手段４１では、上述した音圧分布創生手段１の音圧可視化手段１４の音圧分布を、上述の
音源分離手段３での振動音と流体音の割合を反映して、再度、画像と音圧分布を重ね合わ
せてマッピングする。その結果を音圧再可視化手段４２で表示する。可視化結果は、分離
前と分離後の音圧分布が表示可能で、切り替えにより、振動音成分と流体音成分がそれぞ
れ別個に表示可能である。
【００２３】
　本実施形態では、上述したように音圧、振動ともに面で比較するようにしている。具体
的には、音圧分布手段１で検出された音圧分布を、横軸をＸ軸、縦軸をＹ軸として座標化
し、その座標での音圧を用い、一方、振動検出手段においても同様に面で検出し、横軸を
Ｘ軸、縦軸をＹ軸として座標化し、その座標での振動を用いている。分離に用いる点数は
、横軸と縦軸の分割数でコントロールできる。それは、音源の大きさ、周波数、分離分解
能などによって決定される。このように、音圧、振動ともに面同士で音源分離処理を実施
しているので、分離結果も平面上での分布として得られる。従って、リアルタイムで可視
化が可能となる。
【００２４】
　以上のように、本実施形態によれば、流体音と振動音が混在している音圧分布から流体
音成分と振動音成分を分離できるため、自動車、産業機器、家電製品などの振動・騒音問
題を解決するときの有力なツールとなりえる。音源が流体音であるのか、振動音であるの
かが分かれば、効果的かつ迅速に解決方法を創出できる。
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態を図５を用いて説明する。図５は本発明の第２実施形態の
音源分離装置のブロック図である。なお、この第２実施形態は、次に述べる点で第１実施
形態と相違するものであり、その他の点については第１実施形態と基本的には同一である
ので、重複する説明を省略する。
【００２５】
　第１実施形態では、音源が１種類の流体音と１種類の振動音の場合について記述したが
、本発明は流体音、振動音がそれぞれ複数の種類に増加した場合でも有効である。この第
２実施形態は複数の種類に増加した場合に対応する実施形態である。図５には、流体音、
振動音がそれぞれ２種類存在し、全音源が４種類存在する場合のブロック図を示している
。この第２実施形態の音源分離装置１００は、流体音の音源数に合わせて、音圧分布創生
手段１に加えて音圧検出手段１１１を追加し、振動音の音源数に合わせて、第１の振動検
出手段２に加えて第２の振動検出手段２１を追加している。
【００２６】
　この場合の音源分離手法は以下の通りである。まず、音源分離手段３では、音圧分布創
生手段１の４種類の音源が混在した音圧から、第１の振動検出手段２で検出した振動を用
いて一つ目の振動音成分を分離する。次に、音源分離手段３では、一つ目の振動音成分が
分離された音圧から、第２の振動検出手段２１で検出した振動を用いて２つ目の振動音成
分を分離する。最後に、音源分離手段３では、音圧検出手段１１１で検出した音圧を用い
て一つ目の流体音成分を分離する。これによって、残りが２つ目の流体音成分となる。こ
の分離の順番は、特に規定はない。このように、音源の個数に合わせて、音圧検出手段、
振動検出手段を追加することにより、多数音源の分離も可能となる。
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態を図６を用いて説明する。図６は本発明の第３実施形態の
音源分離装置のブロック図である。なお、この第３実施形態は、次に述べる点で第１実施
形態と相違するものであり、その他の点については第１実施形態と基本的には同一である
ので、重複する説明を省略する。
【００２７】
　この第３実施形態では、第１実施形態の振動検出手段２の代わりに圧力検出手段５を用
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いている。従って、音源分離手段３での処理が第１実施形態とは少し異なる。つまり、流
体の圧力を信号として取り扱うため、流体音と振動音が混在した音圧分布から差し引かれ
るのは、振動音成分でなく、流体音成分となる。その他の構成、処理は同じである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態の音源分離装置のブロック図である。
【図２】図１の音圧分布創生手段のブロック図である。
【図３】図１の音源分離手段のブロック図である。
【図４】図１の分離音可視化手段のブロック図である。
【図５】本発明の第２実施形態の音源分離装置のブロック図である。
【図６】本発明の第３実施形態の音源分離装置のブロック図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１…音圧分布創生手段、２…振動検出手段、３…音源分離手段、４…分離音圧可視化手
段、５…圧力検出手段、１１…マイクロフォンアレイ、１２…信号処理手段、１３…画像
取込手段、１４…画像・音圧合成手段、３１…適応フィルタ、４１…画像・音圧再合成手
段、４２…音圧再可視化手段、１００…音源分離装置、４２１…流体音可視化手段、４２
２…振動音可視化手段。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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