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HEAD VISOR (Code 7500ff)
リアルタイム音源探査システム

概要
HEAD VISOR は音源を特定し解析をする
最先端ビームフォーミングシステムです。
電源を入れるとシステムは即座に操作可能
になります。アレイは測定領域のすべてのポイ
ントとの距離を計算し音源の場所を特定し
正確な信号レベルを測定することができます。
収録をマニュアルで開始する必要はありませ
ん。常にアクティブなレコーディングバッファー
（フリーズバッファー）により音イベントを簡単

に遡って解析することができます。
様々な付帯機能を備えており複雑な測定

フィーチャー

対象物でも詳細に音響解析でき、幅広い

高品質ハードウエア

詳細解析

ニーズに適用することができます。

・ 機能的なデザイン

・ 複雑な測定対象物の詳細音響解析

HEAD VISOR は優れた機能にもかかわら

・ 対数式マイクロホンアレイレイアウト

ー定常音

・ 優れた機動性と簡単セットアップ

ー非定常音（高時間分解能）

・ レファレンスチャンネル追加可能

ー回転、RPMにより現象が変化する

直感的ソフトウエア
・ 電源を入れると即座に稼働
ー測定対象との距離

測定対象物
ー大きな音を発する表面
ー動く対象物

ー音源の映像表示
ーリングバッファーによる遡り解析
ー同一収録データに対し、複数の

分析パラメターによる同時解析
ーすべての設定変更はリアルタイムに
反映

18.2018 D7500ffjp10

記述内容が変更になることがございます。

ず操作が簡単です。ユーザーは常に重要な
搭載機能全体が一目でわかり、データ加工
やフィルター処理の効果、音源の変化をリア
ルタイムでモニターすることができます。

ハードウエア
スパイラルアレイ VMA II.1
スパイラルアレイ VMA II.1 はHEAD VISOR シ

ステムのハードウエアの中核です。移動や組立てが
簡単で PC に LAN 接続可能です。
VMA II.1 はスパイラルアレイとフロントエンドで構
成され高品質のキャリングケースに収納します：
・ スパイラルアレイ
- 7つのスパイラルアームに 56 個のマイクロホン、
3 つの産業グレードカメラ搭載
- マイクロホンアレイと音源の距離：

0.3 m～200 m
- 100 dB ダイナミックレンジ（マイクロホン）
- 標準ビームフォーミング音源マッピング
・ダイナミックレンジ：13 dB
・周波数レンジ：400 Hz ～ 20 kHz
- ヘッドアコースティクスのアドバンスト・アルゴリズム
音源マッピング（音場に依存）

・ダイナミックレンジ：20 dB ～ 30 dB
・周波数レンジ：300 Hz ～ 20 kHz
・近接周波数レンジ：20 Hz ～ 2000Hz
- 測定時の録音レベル調整が不要
・ フロントエンド
- 追加のセンサーの信号を取り込む
HEADlab入力モジュール(例:labV6)の接続

- 複数の異なる入力モジュールを使用する際の
HEADlabシステムとの同期
近接用 HEAD VISOR プローブ
HEAD VISOR プローブ を使用することにより低
周波数成分を正確に特定することが可能です。
- 600 Hz以下の音源探査に最適
- 20 Hz ～ 20 kHz までの周波数レンジの
放射音をすべて一回の HEAD VISORによる
測定で評価可能です。
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記述内容が変更になることがございます。

ソフトウエア
VISOR ソフトウエアはモジュール式デザイ

2つの分析画面には測定中の時間と周

ンとなっています。ベースバージョンにはす

波数レンジを詳細に表示させることができ

でに測定データの録音、分析、エクスポー

ます。周波数及び時間分解能はその場

トの為の拡張機能が含まれています。個

で調整でき、メイン分析画面に即座に反

別の Tool Pack によりさらに機能追加

映されます。

が可能です。
ベーシックソフトウエア
ベーシックソフトウエアはデータ収集、測定
データ管理、分析パラメター設定から、測
定結果の簡単なインターフェイスによる画
像表示まですべての基本機能を備えてい

ます。

マルチバンドマッピング
マルチバンドマッピング機能は追加で 5 つ
の周波数レンジを分析した結果を並列
表示することが可能です。これにより広い
周波数レンジでも完全にモニターし評価

リアルタイム

可能です。

すべての重要なワークステップをリアルタイ

レンジメーター

ムで実行可能です。

音源マップのカラースケールは測定結果を

音源を加工、フィルタリング、変更した場

最も効果的に表示させるために、レンジ

合の効果はリアルタイムで画像及び音で

メーターで直感的に調整可能です。

確認可能です。

この機能はレベル変化をバーとしてカラー

フリーズバッファー

スケールに表示します。

い時間や周波数を抽出することができま

フリーズバッファー機能が常に連続して過

表示データ中の最も高いレベルの音源を

す。

去 25 秒分のデータをバッファー保存して

常にハイライトするように設定するか、2 つ

いる為、過去のデータに遡ってアクセスす

の測定データを比較する為に絶対レベル

ることが可能です。

で設定することも可能です。

FFT vs 時間グラフ上で詳細に分析した

測定データ管理

使用する
分析アルゴリズム
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カラー割り当て
設定
（レンジメーター）

再生カーソル

周波数レンジ
を分割し
並列分析

メイン分析画面

録音再生
操作
記述内容が変更になることがございます。

FFT vs 時間
全体ビュー

表示したい
周波数レンジを
選択

表示したい
時間領域を
選択

比較機能
音源の評価または比較を効果的に行ういくつかの
追加機能が利用可能です：

・ レンジの同期
比較するために、読込んだ測定データは前回の
測定と同じカラースケールで表示されます。
・ デルタマッパー
2つのセットアップを比較した僅かな変化を差分と
してハイライトします。（赤＝よりうるさい、青＝よ
り静か）
・ HDR 機能

デルタマッパー：オリジナルの状態との差分のみカラー表示されます。

複数の詳細分析結果をひとつの画面に統合し、

広ダイナミックレンジで表示します。
再生
再生と分析はスロー再生（進む/戻る）、ループ
再生、或いは異なるシーンを交互に切替え再生
することができます。
全体の音再生とは別に、フィルターを適用した特
定の音成分や次数だけを抽出して再生すること
も可能です。
バーチャルマイクロホン機能を利用すると、表示画
像の特定の位置から発生している音を切り取りリ
アルタイムで試聴することが可能です。
トリガー

バーチャルマイクロホンにより測定対象物上の特定位置の音源を抽出し再生可能です。

トリガー機能により自動で収録を開始、停止する
ことができます。
特定の周波数、信号レベル、または音イベントを
トリガーにすることができます。外部チャンネル信号

を用いてトリガーをかけることも可能です。
エクスポート
測定及び測定結果は動画、静止画、時刻歴信
号（音データ付きAVI; PNG、JPG、BMP;
WAV、HDF）としてエクスポート可能です。測定
結果を ArtemiS SUITE でさらに処理すること
も可能です。
スクリーンレコーダー
すべてのユーザーインターフェイスは評価中ライブ
録画し、音と画像をプレゼンテーションに埋め込む
ことも可能です。
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様々なエクスポートオプションにより、測定結果に対してさらなる処理が可能です。

記述内容が変更になることがございます。

ソフトウエアツールパック
Tool Pack 01 マルチプルアイ・フォーカス
・ 距離測定

高精度音源探査ビームフォーミングアルゴリズムで
はアレイと音源間の正確な距離情報が必要です。
メジャーを使って都度、測定対象までの距離をマ
ニュアルで測ることも可能ですがこの時点ではまだ
音源の位置がわかっていません。
マルチプルアイ技術により3 つの校正されたカメラ
からの画像を用いて画面内の対象物までの距離
を光学的に取得することができます。距離測定に
必要なすべての情報は収録されているので、リア

マルチプルアイ技術：3つの同期したカメラにより画面上の任意のポイントとの距離を正確に
測定可能です。

ルタイム計測でも、収録後のオフラインモードでも
行うことができます。この先進技術により画面上の
異なる対象部位毎に正確な距離情報を用いて
正確なビームフォーミング分析を行うことが可能で
す。
・ HEAD VISOR Probe による分析
Tool Pack 01 により近接プローブ HEAD
VISOR Probe で測定した低周波信号を分析
に含めることが可能です。このプローブも3つのカメ

ラにより位置を特定します。
HEAD VIOSR Probe により分析可能な周波
数レンジを 20 Hz まで引き下げることができます。
Tool Pack 02 次数解析モジュール

130 Hz のエアフィルターの低周波数の音源は HEAD VISOR Probe を使用して収録し
ビームフォーミングと併せて分析可能です。

・ RPM データ収集
2つの回転速度をパルス信号によりデータ収集で
きタコメーター上でモニターすることができます。
RPM値を用いて開始と停止のトリガーをかけるこ

ともできます。
・ 次数成分検知
次数は回転速度データにより検出でき、回転数
が変化するランナップ分析などに活用できます。
・ パルスゲート
この分析はイグニション時のエンジンノイズを分析
するなどの目的で、1サイクル内の特定時間範囲
にフォーカスします。

・ デローテーション

ひとつのサイクル内で連続した個々の音イベントをスライダー (TP 02）を用いて
それぞれのタイミングに合わせて分析ができます。

回転中のファンブレードを特定するなど、回転を補
正することにより回転部品をとらえることが可能で
す。

18.2018 D7500ffjp10

記述内容が変更になることがございます。

ソフトウエアツールパック
Tool Pack 03 アドバンストアルゴリズム
Tool Pack 03 はビームフォーミングアルゴリズム

の前または後に適用する追加アルゴリズムです。
分析の質をさらに向上させることができます。
・ ステッピングアルゴリズム：
マウスをクリックするだけで最大8つの音源を測定
画面から除去することができます。これにより低い
レベルのサイドノイズを簡単に分析することができ
ます。
・ 主成分分解：
複数の音源が入り組んでいる場合に、第１ステッ

ステッピングアルゴリズムによりすべての音源をステップバイステップで検知でき、HDR技術により
広ダイナミックレンジでひとつの全体画像に統合可能です。

プとして測定中の全体音を主要な放射音源に分
解します。その後、これら個々の音源を全体音か
ら切り離し高精度に特定することが可能です。
・ コヒーレンスフィルタリングと増幅：
HEAD VISOR はリアルタイムでリファレンス信号
とアレイマイクロホンのコヒーレンスを計算することが
できます。リファレンス信号はマイクロホン、加速度
センサー、レーザー振動計など、また、バーチャルマ
イクロホンも利用できます。
コヒーレンス分析はゲート変換コヒーレンス機能に
より直接音と反射音を差別化します。
ビームフォーミングにおいて共通の妨害現象 であ
る反射もワンクリックで特定し除去することができ
ます。
・ デコンボリューションアルゴリズム：
分析結果がぼやけてはっきりしない場合デコンボ

コヒーレンス分析：
A : 2つの音源、内1つは壁に反射、B : 第１の音源のみ表示、
C : 第２の音源のみ表示、その反射は表示せず。

リューションアルゴリズムにより鮮明にすることができ

ます。アレイの形状を考慮しこのアルゴリズムは測
定した拡散音源をいくつかの小さな音源に集中さ
せます。
点音源の数と測定結果の鮮明度はスライダーで
簡単に調整しリアルタイムに結果を確認すること
ができます。（右図参照）

遠距離でのモーター音にデコンボリューションアルゴリズムを活用
A : ビームフォーミングのみ、B: ビームフォーミングとデコンボリューションアルゴリズムを併用、
C : ビームフォーミングよりデコンボリューションアルゴリズムの比率大（路面反射を抽出）
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記述内容が変更になることがございます。

システムコンポーネンツ / 追加ハードウエア / ソフトウエア
HEAD VISOR ハードウエアコンポーネンツ

HEAD VISOR ソフトウエアコンポーネンツ

その他のコンポーネンツ

ICP はPCB Group, Inc.の登録商標です。
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記述内容が変更になることがございます。

