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　［要旨］　エンジン回転数や負荷の変動がゆるやかな場合や低回転域においてはLMSによる閉ループ制
御，急激に回転数や負荷が変化する場合や高回転域においてはデータベースによる開ループ制御，更に低
周波数領域での逆送フィードバックによる閉ループ制御を併用した自動車排気音の能動騒音制御システムを構
築した。本システムの開ループ制御ではデータベースを正規化すべくエンジン回転数に同期して変動する標
本化周波数を採用し，計算の簡素化，精度の向上を図った。データベースについては平均化排気音データベ
ースと直前サイクルデータベースについて検討したが，特に後者を用いた場合は様々な運転状況において
10dB以上の騒音低減が実現された。
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1．まえがき

　騒音を低減する手段の基本は質量則に基づく遮音で
ある。しかるに自動車においては質量則に基づく騒音
対策は燃料消費の上昇を伴う上，騒音の主要因である
エンジンは高圧燃焼ガスを排出するので，騒音源を重
く確固な壁で包み込む方法には限界がある。
　近年，適応信号処理を用いた能動騒音制御の自動車
騒音抑圧への導入が試みられている　。適応制御法と
しては一般にLMSアルゴリズムによる閉ループ制御
が用いられている。この方法は収束速度を速くすると
精度が悪くなり精度を高くすると収束速度が遅くなる
というトレードオフ関係がある　　。自動車排気音の
ような非定常信号を対象とした場合にはステップサイ
ズパラメータ　 の選択が重要な課題となる。
　自動車排気音は主としてエンジン回転数と負荷に依
存する　 。そこで，これまで用いられてきた閉ルー
プ制御に加え，運転状況に応じた排気音データベース
を作成しこれを打ち消し音として利用する開ループ制
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御を併用した能動騒音制御システムの構築について検
討を加えた。
　具体的には，エンジン回転数の360倍の標本化周波
数を用いて回転角度ごとの標本点を持つ打ち消し音デ
ータベースを生成し，運転状況に応じて定常状態及び
回転数や負荷の変動がゆるやかな場合や低回転域にお
いては従来から行われている固定標本化周波数処理に
よるLMSアルゴリズムを用いた閉ループ制御，急激
にエンジン回転数や負荷が変化する場合や高回転域に
おいてはデータベースに基づく開ループ制御，更に低
周波数領域においては単なる逆送フィードバックによ
る制御を併用する自動車排気音の能動騒音制御につい
て検討を加えた。
　データベースとしては，あらかじめ様々な運転条件
により作成した回転数ごとの1サイクル（エンジン2
回転）分の排気音をデータとして持つ平均化排気音波
形データベース，及び直前の1サイクルの排気音をデ
ータとして持つ直前サイクルデータベースの二つの方
式を用いた。特に後者を用いた場合は様々な運転状況
において10dB以上の騒音低減が実現された。

2．閉ループと開ループによる制御

　図-1に提案する自動車排気音の能動制御システム
の構成を示す。本システムでは，逆送信号及びLMS
アルゴリズムによる二つの閉ループ制御，データベー
スに基づく開ループ制御の三つの制御を併用してい
る。
　このうち閉ループ制御としては，逆送信号による閉
ループ制御（ループ1），LMSアルゴリズムによる閉
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ループ制御（ループ2）の二つのループを用いる。逆
相信号による閉ループ制御は常に動作させておき，
LMSアルゴリズムによる閉ループ制御は回転数，回
転変化，負荷等の運転状況により後述のデータベース
に基づく開ループ制御（ループ3）と切り替えを行
う。
　2.1　逆相信号による閉ループ制御
　排気管出口近傍に設置したマイクロホンで収音した
信号を帯域制限したうえ逆相にしてマフラに組み込ん
だスピーカを駆動するという単純なフィードバックで
ある。排気音を入力，マイクロホン出力を出力とした
場合，この系の伝達関数　　 はマイクロホン，スピー
カ間の距離を　，標本化周波数を　 ，音速を　 と
すると

となる。この伝達関数の周波数特性を求めると，実験
に使ったマイクロホン，スピーカ間の距離は約0.3m
であることから約340Hz以下の周波数では利得が1
より小さくなり系が安定に動作し，約170Hz以下の
周波数では-5dB以上の騒音低減効果がある。
　2.2　LMSアルゴリズムによる閉ループ制御
　LMSアルゴリズムではステップサイズパラメータ
　が収束特性に大きな影響を与える。  を大きくする
と毎回のフィルタ係数ベクトルの更新量が大きくなり
収束の速度も速くなるが,勾配の分散の影響も大きく
受けることになるのでフィルタ係数はその最適値のま
わりで大きく揺らぐことになる。反対に　 を小さく
とれば最終的は収束値の揺らぎは小さくなるが，収束
速度は遅くなる。
　このような理由からLMSアルゴリズムによる制御
は自動車排気音に対してエンジン回転数の変動がゆ

図-1　開ループと閉ループを併用した自動車排気音能動制
　御システム 図-2　自動車排気音のスペクトル変動

るやかな場合には消音効果が期待できるが，変動の激
しい場合にはフィルタの最適値への収束が排気音の変
化に追いつけず効果が期待できないばかりか，場合に
よっては騒音が増えてしまうことさえある。
　本システムではエンジン制御ユニット（ECU）用
に供給されているNe信号をバンドパスフィルタに通し
爆発に同期した1次，2次，3次成分の三つの正弦
波を作り，それらを参照信号としそれぞれ平行して制
御を行った。なお，使用したアルゴリズムはNLMS
でステップサイズパラメータ　 は0.01とした。ま
た，図-1の　はスピーカ・マイクロホン間の伝達関数
である。後述の条件によりエンジンの運転状況を判断
し定常状態に近いとき及び低回転域においては
LMSアルゴリズムを採用することとした。
　2.3　排気音データベースに基づく開ループ制御
　図-2に一般化調和解析　による自動車排気音のス
ペクトル変動の様子を示す。横軸に回転数，縦軸に周
波数をとり，濃淡が成分の大きさに対応しており，黒
い部分ほど大きな成分を表している。実験車はマニュ
アル6速変速の4サイクル直列6気筒ガソリンエンジ
ン搭載車（トヨタ　スープラ）である。排気音の周波
数成分はエンジン回転数に大きく依存している様子が
観察される。
　提案するデータベースに基づく開ループ制御は様々
な運転環境下でのエンジン回転数に対応する排気音を
あらかじめデータベース化しておき，運転状況に応じ
てデータベースから逆相信号を推定し打ち消し音を生
成し能動騒音制御を行おうというものである　。平均
化排気音を用いたデータベースと直前1サイクルの排
気音を用いたデータベースの2種類のデータベースを
作成した。
　データベース構築にあたり，ECU情報（エンジン
回転パルス，車速，バキューム圧，スロットル開度，
排気温度，吸気温度）及び室内騒音，マフラ騒音用
JIS規定位置での排気音，マフラマイク（残差マイ
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ク）の信号を16チャンネルディジタルレコーダFos-
tex D-160に記録した。エンジン回転パルスとは，イ
グナイタ信号（エンジン1回転で3個のパルス），
信号（エンジン2回転で1個のパルス），　　信号（エ
ンジン2回転で1個のパルス（　 と1回転ずれ）），
Ne信号（エンジン1回転で12個のパルス）である。
　2.3.1　回転に同期した標本化周波数
　本処理システムではECUから得られるNe信号を
基準としてPLL（Phase Locked Loop）で作ったNe
信号の30倍（1回転当たり360標本）を処理に用い
る標本化周波数とした。これによりデータベースの標
本点は回転角1度ごとに正規化されることになる。こ
のように回転に応じて変動する標本化周波数を用いて
処理を行うことにより計算の簡素化，精度の向上を図
る。標本化周波数は1,000rpmでは6kHz，7,000
rpmでは42kHzとなる。
　図-3にエンジン回転上昇時の排気音，　　信号，及
び回転数に同期した標本化周波数で標本化した2,000
rpm付近の波形を示す。おおよその回転数を図中に
示す。
　4サイクル6気筒エンジンは1回転に3度吸入，圧
縮，爆発が起こり2回転で1サイクルが完結する。デー
タベースの単位としては，1爆発，1回転，1サイ
クル（2回転）の三つの信号の切り出し方が考えられ
る。
　図-3の波形を観察すると各気筒の爆発による発生
音は微妙に異なっているのに対し，前後のサイクルの
同じ気筒の発生音の相関が最も高くなることが分か
る。従って，データベースの作成は6気筒がすべて点
火する1サイクル（2回転）を1ブロックとすること
とし，2回転720度を等間隔で標本化したデータをデ

ータベースとして登録する。
　なお，今回の実験では1回転当たり360の標本化を
行う標本化周波数をPLLにより作ったが，クランク
シャフトからロータリーエンコーダにより機械的に作
ることも，エンジン制御用コンピュータから作ること
も可能である。
　2.3.2　平均化排気音波形データベース
　図-4にアクセル操作，負荷の違いにより回転変動
率の異なる3種類の排気音についてのエンジン回転数
上昇時，下降時の時間変化を示す。
　aは停車状態でアクセルを全開，開放したいわゆる
空ぶかしによるレーシングの場合であり上昇時の回転
変動はおおよそ5,500rpm/s，bは変速ギア1速固定
で低回転からアクセル全開で加速する1速全負荷加速
の場合であり回転変動はおおよそ3,000rpm/s，cは
2速固定で低回転からアクセル全開で加速する2速全
負荷加速の場合で回転変動はおおよそ1,000rpm/s
である。
　今回は回転上昇時のデータベースとしてこの3種類
の回転変動を登録した。
　一方，回転下降時の回転変動は回転上昇時の回転変
動に関係なくほぼ一定であることが分かる。そこで，
データベースとしては，ニュートラル及び各変速ギア
における100rpmごとの定常回転時の排気音（5，6速
は4,000rpmまで），上昇時用は前述の回転変動
大，中，小の3種類の排気音，下降時用は回転変動に
よらず共通の排気音で構成することとした。
　各ギアでの1,000rpmから7,000rpmまで100
rpmごとの定常回転数，及び図-4に示す三つの異な
る運転状況によるエンジン回転上昇とアクセル開放に
よる自然下降をそれぞれ4回実施し排気音波形を標本
化する。
　定常回転時に関しては，各ギアそれぞれの4回の試
行結果を平均し，ニュートラルと1～4速は各ギアそ
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図-3　排気音とデータベース波形 図-4　エンジン回転数の時間変化
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れぞれ1,000rpmから7,000rpmまで100rpm ごと
に61ブロック（1ブロック720サンプル）のデータ
を，5，6速はそれぞれ1,000rpmから4,000rpmま
で100rpmごとに31ブロック（1ブロック720サン
プル）のデータを平均化灰気温データベースとして登
録する。
　回転上昇時に関しては，3種類のデータそれぞれに
ついて同じエンジン回転変化率の4回の試行結果を平
均し，前述の方法により各ブロックのデータを作成し
た。それぞれの回転変動について1,000rpmから
7,000rpmまで100rpm ごとに61ブロック（1ブロ
ック720サンプル）のデータを平均化排気音データ
ベースとして登録する。
　回転下降時に関しては，更に同じエンジン回転数の
3種類の結果を平均し，1,000rpmから7,000rpmま
で100rpmごとに61ブロック（1ブロック720サン
プル）のデータを平均化排気音データベースとして登
録する。
　図-4に示した3種類のエンジン回転変動の排気音
について回転上昇時，下降時それぞれの720点データ
ベースの波形を図-5に示す。図-5中のa，b，cは図-

4の a，b，cに対応する。図-5(a)は低回転域1,000
rpmからの回転上昇時，図-5(b)は中回転域3,000
rpmからの回転上昇時，図-5(c)は中回転域3,000
rpmからの回転下降時，図-5(d)は低回転域2,000
rpmからの回転下降時の1サイクルのデータベース
である。
　図-5(a)より低回転域においてはデータベース波形
は回転上昇開始時には回転変動によらず同様な波形変
化をしているが，回転上昇が進み回転数の差が大きく
なるにつれ回転変動の違いによるデータベース波形の
差が大きくなっていることが分かる。図-5(b)より中
回転域以上では回転上昇時の回転変動の違いによるデ
ータベース波形の違いはなくなっていることが分か
る。図-5(c)，図-5(d)より回転下降時には回転変動
の違いによるデータベース波形の違いがほとんどない
ことが分かる。
　2.3.3　直前サイクルデータベース
　隣接するサイクルの回転に同期した標本化を行った
排気音データが図-3に示されている。様々な隣り合
うブロック間での排気音の相関係数を計算したところ
回転変動の大きい相関の最も低い場合でも平均で約

図-5　データベース波形

　(b)　中回転域，回転上昇時 (d)　低回転域，回転下降時　　

　　(a)　低回転域，回転上昇時 (c)　中回転域，回転下降時　　
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(a)　レーシング

(b)　1st全負荷加速

(c)　2nd全負荷加速

図-6　原排気音

0.86となり，前後のサイクルで排気音の相関が高い
ことが分かる。
　1サイクル前の排気音そのものを逆相してスピー
カを駆動する方法でも騒音抑圧効果が期待できる。数
サイクルを使って予測する方法も考えられるが，ここ
では1サイクル前のマイクロホン出力を回転角1度ご
とに標本化してそのままその都度制御用データベース
として用いることとした。

3．　シミュレーション及び実験

　閉ループ制御，開ループ制御のそれぞれの制御を
行った場合のシミュレーションを行った。その結果か
ら各制御方式切り替えパラメータを決定し，それに基
づきシャシーダイナモによる実験を行った。なお，図-
1に示すAmpのゲインの設定方法としてはバキューム
圧を用いる方法が考えられるが今回は1とした。
　3.1　シミュレーション
　3.1.1　閉ループ制御
　図-4に示した3種類の運転状況の排気音とおおよ
そのエンジン回転数を図-6に示す。これに逆相信号
系を動作させた場合のシミュレーション波形を図-7
に示す。図-7 よりいずれの回転変動率の場合でも
3,000rpm以下の低回転域で騒音低減が確認できる。
　逆相信号による閉ループ制御とLMSによる閉ルー
プ制御を組み合わせた結果を図-8に示す。このとき
　 は0.01とした。特に回転上昇時に比べ回転下降時
にその効果が現れ，騒音が低減されていることが分か
るが，高回転域においてはその効果が減少している。
　3.1.2　開ループ制御
　逆相信号による閉ループ制御と平均化騒音波形デ
ータベースによる開ループ制御を用いた場合の排気音
波形を図-9に，逆相信号による閉ループ制御と直前
サイクルデータベースによる開ループ制御を用いた場
合の排気音波形を図-10に示す。
　それぞれの制御方式を用いた場合のエンジン回転数
と消音効果の関係を図-11，図-12，図-13に示す。図-
11は停車状態でアクセルを全開，開放による空ぶか
しの場合，図-12はギア1速固定で低回転からアクセ
ル全開で加速する1速全負荷加速の場合，図-13はギ
ア2速固定で低回転からアクセル全開で加速する2速
全負荷加速の場合である。図中のaは原音，bは逆相
信号による閉ループ制御を動作させた場合，cは逆相
信号による閉ループ制御とLSMによる閉ループ制御
を動作させた場合，dは逆相信号による閉ループ制御
と平均化排気音波形データベースによる開ループ制御
を動作させた場合，eは逆相信号による閉ループ制御
と直前サイクルデータベースによる開ループ制御を動

作させた場合である。
　平均化排気音データベースの場合は，回転変動が
小，中の場合には全回転数にわたり5～10dBの消音
効果が得られているが，回転変動が大きい場合は高回
転域での消音効果が薄れている。これは特に回転変動
が大きい場合に高回転域において，様々なセンサから
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の情報でエンジン制御系が決定する点火時期の違いに
より生ずる排気音のデータベースとの位相のずれが原
因と考えられる。
　直前サイクルデータベースの場合は，回転変動にか
かわらず全回転数にわたり10～15dBの消音効果が

得られた。ただし，回転上昇から下降への変化時にお
いて他の手法同様に効果が減少するという共通の現象
が観察された。これは，回転上昇から下降への変化時
には排気音波形の類似性が崩れているからであると考
えられる。この手法では平均化排気音データベースで

図-7　逆相フィードバック制御での処理後 図-8　LMSでの処理後

(c)　2nd全負荷加速

(b)　1st全負荷加速

(a)　レーシング

(c)　2nd全負荷加速

(b)　1st全負荷加速

(a)　レーシング

(a)　レーシング
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見られた音の不連続感は現れなかった。これは，直前
サイクルデータベースは位相情報を保持していること
を示している。
　3.2　制御方法の選択
　最適な制御をするには図-11～13の一番下の線を選

図-9　平均化排気音データベースでの処理後

(a)　レーシング (a)　レーシング

(b)　1st全負荷加速 (b)　1st全負荷加速

(c)　2nd全負荷加速 (c)　2nd全負荷加速

図-10　直前ブロックデータベースでの処理後

択すればよいはずである。
　図-11のシミュレーションの結果から，回転変動が
大きく負荷の軽い場合は，回転上昇時は2,000rpm
以下ではLMS，2,000rpm 以上3,000rpm以下では
平均化排気音波形データベース，3,000rpm以上では
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(a)　回転上昇時

(b)　回転下降時

図-11　レーシングでのエンジン回転数と消音効果 図-12　1st全負荷加速でのエンジン回転数と消音効果

(b)　回転下降時

(a)　回転上昇時

直前サイクルデータベースによる制御が有効であり，
回転下降時は3,000rpm以上では直前サイクルデー
タベース，3,000rpm以下ではLMSによる制御が有
効であることが分かる。
　図-12から，回転変動，負荷が中程度の場合は，回
転上昇時は2,000rpm以下ではLMS，2,000rpm以
上3,000rpm以下では平均化排気音波形データベー
ス，3,000rpm以上では直前サイクルデータベースに
よる制御が有効であり，回転下降時は3,000rpm以
上では直前サイクルデータベース，3,000rpm以下で
はLMSによる制御が有効であることが分かる。
　図-13から，回転変動が小さく負荷の思い場合は，
回転上昇時は3,000rpm以下では平均化排気音波形

データベース，3,000rpm以上では直前サイクルデー
タベースによる制御が有効であり，回転下降時は
3,000rpm以上では平均化排気音波形データベース，
3,000rpm以下ではLMSによる制御が有効であるこ
とが分かる。これを表にまとめると表-1のようにな
る。
　3.3　シャシーダイナモ上での実験
　必ずしも前述の条件が最適なものではないが，前述
の条件に基づき各制御方式の切り替えを行いシャシー
ダイナモによる実験を行った。システムのブロック図
はシミュレーションと同じであり，実験には4サイク
ル直列6気筒ガソリンエンジン車を用いた。スピーカ
は振動系，耐水性を強化し耐久性を向上させた特注16

表-1　制御方式の選択

運転状況 1,000rpm 2,000rpm 3,000rpm 4,000rpm 5,000rpm 6,000rpm

レーシング（回転上昇） LMS 平均化DB 直前DB
1st全負荷加速（回転上昇） LMS 平均化DB 直前DB
2nd全負荷加速（回転上昇） 平均化DB 直前DB
レーシング（回転下降） 　LMS 直前DB
1st全負荷加速（回転下降） 　LMS 直前DB
2nd全負荷加速（回転下降） 　LMS 直前DB
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(a)　回転上昇時

(b)　回転下降時

図-13　2nd全負荷加速でのエンジン回転数と消音効果

図-14　シャシーダイナモ上での実験結果

cmコーンスピーカ（インピーダンス　　，定格入力
80W）を用いた。マイクロホンはECMを用い先端
に3cm程度のプローブを付け，プローブの先端にメ
ッシュ状のふたを付けた構造となっている。走行風の
影響を受けにくい位置として，スピーカボックスの後

Ω2

一方，バンパの内側に下向きに取り付けた。
　結果を図-14に示す。回転変動は1,800rpm/sで 1
速ギア全開加速時に相当している。シャシーダイナモ
上での実験ではほぼシミュレーションどおりの結果と
なり，高回転域でも消音効果を確認することができ
た。

4．　む す び

　本論分ではLMS，逆相フィードバックの閉ループ制
御に加え，排気音データベースを作成しこれをエンジ
ン回転数に応じた打ち消し音の生成に利用する開ル
ープ制御を併用した能動騒音制御システムを提案して
検討を加えた。その結果150Hz以下の定時逆相フィ
ードバックとLMS，データベースの選択により急激
に回転数，負荷が変わる場合にも10～15dB程度の
騒音低減効果が期待できることが分かった。本システ
ムではデータベースを正規化すべく，処理に用いる標
本化周波数をNeパルスから生成し，回転数に応じて
変動する標本化周波数を用いて処理を行うことにより
計算の簡素化，精度の向上を図った。
　打ち消し音の生成に平均化排気音データベース，直
前1サイクルのデータベースの二つの手法について検
討を加えた。今回のシミュレーション及び実験の範囲
では直前サイクルデータベースが様々な運転状況にお
いて騒音低減に有効であることが分かった。これは自
動車が発生する騒音が気象，運転方法，路面状況など
に影響を受けるので，回転変動，負荷，運転状況に関
係なく直前1サイクル前の排気音がデータベースに適
しているものと考えられる。
　LMSにはDSP及びエラーマイク，参照信号が必
要であり，実用化に対しては制御系が複雑になる。ま
た，平均化データベースを常時学習し最適化するには
複雑な処理が要求される。これに対し，直線サイクル
データベースによる開ループ制御と低減逆相フィール
ドバック制御のみによるシステムは1マイクロホン，
1スピーカ，簡単な記録装置で実現可能であり，ごく
一部の運転状況でLSMや平均化データベースを併用す
る場合より騒音低減効果は劣るものの，すべての運転
状況に有効であり実用的な方法と言える。最近のエン
ジン制御システムにはコンピュータが広く用いられて
おり，その制御システムにこの直前サイクルデータに
よる能動制御を組み込むことも可能であろう。
　今回の実験は市販車をそのまま利用し排気管出口に
スピーカを設置したが，マフラの設計において燃費，
排出ガスの低減を際優先し，スピーカあるいはそれに
代わる2次音源を組み込んだ排気系を設計することに
より，燃費や排ガスの低減に貢献しうるものと期待し
ている。
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　今回，直前1サイクルの音を打ち消し信号としてそ
のまま利用したが，過去数サイクルの音を一般化調和
解析等を使って解析し，その結果を用いた正確な打ち
消し音の予測方法について今後検討を加える所存であ
る。また，平均化排気音波形データベースについては
バキューム圧をはじめとするより多くの情報の併用に
ついて検討を加える。更に制御方式切り替えのパラ
メータの最適設定についても検討を加え，制御効果の
向上を検討する所存である。
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