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(Eret and Meskell, 2012)。可聴周波数域と超音波周
波数域の両方で動作する広帯域センサーを使用すれ
ば、上記の弱点を埋め合わせることができます。周波数
レンジに柔軟性があるため、漏れ検出システムの堅牢
性も高めることができます。たとえば、図 1 では、システ
ム圧 6 bar で開口部から漏れている圧縮空気によって
広帯域ノイズが発生しています。図 1 は、測定音圧レベ
ルが最大になる周波数域は可聴域であることを示して
います。対照的に、周波数域 35 ～ 45 kHz (図 1 の赤
い破線) で測定した音圧レベルは、他の周波数スペクト
ラムに比べて目立って低くなっています。

圧縮空気の漏れ音の周波数特性を詳しく調査した研
究はあまりありません。Holstein 等の研究 (2016) で
は、規則的に流量を増加させた圧縮空気漏れ測定の
周波数スペクトラムが示されました (Holstein et al., 

はじめに
漏れ検出が必要な用途は、数多くあります。よく知られ
ている例としては圧縮空気システムが挙げられます。こ
れは、多くの用途で使用され、製造プラントでも一般的
に活用されています。

ii900/ii910 の動作原理
ii900/ii910 には、64 個のマイクが特定のアレイ・パ
ターンで配置されています。アレイの中心には可視光
カメラが搭載されており、シーンの画像を提供します。
このデバイスには複雑なアルゴリズムが採用されてお
り、サウンド・マップまたは音源の画像を生成し、生成し
たサウンド・マップを画像上に重ね合わせます。ii900/
ii910 の視野内にある音源の位置により、各マイクが
音を受信するタイミングに若干のずれが生じます。内蔵
マイク間のこの時間差により、音源の位置を特定する
ことができるのです。デバイス右側から音が伝搬する場
合、アレイ右側のマイクが左側のマイクよりも若干早く
受音します。この場合、ii900/ii910 の画面右側にサウ
ンド・イメージが表示されます。

ii900/ii910 の漏れ検出方法
加圧システムで漏れが発生すると、漏れた気体 (空気) 
の分子が乱気流を起こし、気圧と流速が急激に変化し
ます。この変化が音波として伝達されます。ii900/ii910 
は、この音波の位置と強度を検出することができます。

圧縮空気が周囲に漏れると、可聴周波数域と超音波
周波数域の両方で広帯域のノイズが発生します (Eret 
and Meskell, 2012; Holstein et al., 2016)。産業用
圧縮空気システムでは、漏れ箇所の特定に狭帯域 (約 
40 kHz が中心) の超音波センサーが広く用いられて
います。しかし、狭帯域超音波センサーには弱点があり
ます。

超音波センサーの実効性を左右する重要な要因は、
漏れ箇所と測定デバイス間の距離、および測定角度
ですが、第一に、高周波音は大気吸収によって急速に
減衰します (Wolstencroft and Neale, 2008 参照)。  
第二に、圧縮空気の漏れによって発生する音圧レベ
ルは、測定角度により変わります (Wolstencroft and 
Neale, 2008)。さらに、騒音の多い環境では、狭帯域超
音波センサーの性能が低下することが知られています 
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2016 の図 2 を参照)。漏れ源は丸い開口部で、測定は
漏れ源から 20 cm 離れた場所で行われました。この周
波数スペクトラムは、流量が大きくなるほど、50 kHz よ
り上のエネルギーが増すことを示しています。実験で測
定された最大流量の場合、周波数スペクトラムのピー
クは約 80 kHz で発生しました。

漏れ検出に影響する要因
漏れ検出に影響する要因については、このセクション
でそれぞれ説明します。このセクションで説明する各要
因は、相互に影響し合っているため、それらは幅広い複
雑な現象の各部分と見なす必要があります。

漏れ源の要因:
1. システム圧 
一般に、システム圧が大きくなるほど漏れが大き
くなり、音強度も高くなるため、検出が容易にな
ります。

2. 流量 
圧力と同様に、システムの流量が高いほど漏れが
大きくなり、漏れ位置で測定される音強度も高く
なります。音強度が高いほど、音響検出は簡単に
なります。

3. 開口部のサイズと形状 
開口部のサイズと形状は併せて考える必要があり
ます。さまざまな空気漏れの可能性を考えていく
と、漏れ検出に対する形状とサイズの影響のガイ
ドラインを作ることの難しさがすぐにわかるでしょ
う。次のリストは、可能性のある漏れ源の一部を示
しています。リストの各項目は開口部のサイズと形
状の両方が異なります。 
 

図 1: 開口部(1/4 インチ) からの圧縮空気の漏れ。ii910 を使用し、漏れ
源から 1 m の距離、30 °の角度で測定。青い線は平滑化されたスペクト
ラムを表し、赤い破線は 40 kHz 前後の周波数域を表しています。

エアホースおよびエアホースの接続部またはカ
ップリング部

 • 摩耗による断管または O リングの欠落による
断管

 • フィルター、潤滑装置、レギュレーター (正しく
取り付けられていない場合)

 • 破裂による穴
 • 凝縮物トラップの穴
 • 漏れのあるまたは破損したドレン
 • 機能しない/低品質のねじ止め剤または正しく
塗布されていないねじ止め剤

 • 制御弁および閉止弁
 • 摩耗したシールまたはガスケット

      - 古いまたは整備されていない空圧工具
      -  アイドル状態または使用していない空気入力

のある機械または生産装置

気体 化学式 Po (Kg/m3)

アセチレン C2H2 1.173

空気 - 1.2929

アンモニア NH3 0.7710

アルゴン A 1.7837

二酸化炭素 CO2 1.977

一酸化炭素 CO 1.250

塩素 Cl2 3.214

エタン (10 °C) C2H6 1.356

エチレン C2H⁴ 1.260

ヘリウム He 0.1785

水素 H2 0.0899

硫化水素 H2S 1.539

メタン CH⁴ 0.7168

ネオン Ne 0.9003

一酸化窒素 (10 °C) NO 1.34

窒素 N2 1.2506

亜酸化窒素 N2O 1.977

酸素 O2 1.429

プロパン C3H⁸ 2.9009

二酸化硫黄 SO2 2.927

水蒸気 (100 °C) H2O 0.598

六フッ化硫黄** SF⁶ 6.17

冷媒 R134a*** CH2FCF3 14.433

表 1: 気体の密度値一覧。0 °C 1 気圧時の気体の密度、Po*

*Handbook of Chemistry and Physics.第 48 版
**https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
***https://www.engineeringtoolbox.com/r134a-properties-d_1682.html
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流体の特性
流体の特性は、漏れから発生する音に影響します。

4. 密度  
次の表は、0 °C、1 気圧時の気体の密度を Kg/
m3 単位で示しています。気体の密度は漏れの音
強度に影響します。たとえば、密度の低いヘリウ
ムは、圧縮空気と比べると、流量と圧力が同じで
も、漏れ位置で測定される音圧レベルが低くなり
ます。ヘリウムの漏れを検出することが困難であ
ることは現場でもよく知られています。

5. 粘度 
気体の粘度は、漏れ位置の音圧レベルに影響し
ます。ただし、密度と比べるとその影響は小さく
なります。

6. 周囲温度 
周囲温度は、漏れ源と経路両方で考慮する必要
があります。漏れ源では、周囲温度は密度と粘度
に影響します。これらの要因はどちらも漏れ位置
の音圧レベルに影響します。周囲温度が上がる
と、分子の運動エネルギーが増加し、漏れ位置の
音強度が上がります。

7. 周囲気圧 
周囲気圧は、気体の密度に直接影響します。周囲
気圧が下がると、密度が下がり、漏れ位置の音強
度が下がります。

経路要因と大気の影響

音源と自由野の測定位置間の距離を 2 倍にすると、音強度が 6 dB 低
下します。

8. 漏れからカメラまでの距離 
測定距離は測定音圧レベルに影響します。音は
音源から全方向に拡散するため、距離とともに
強度が下がります。

9. 周囲温度 
周囲温度の変化は、気体の密度と粘度の両方に
影響します。そして密度と粘度はどちらも音が媒
体を伝わる速度に影響します。音は、温度が上が
ると速く伝わるようになります。周囲温度の変化
は、大気に吸収される音響エネルギーの量に影
響するメカニズムの 1 つです。低周波数の音か
つ短距離の場合、空気吸収に対する温度の影響
は無視できます (Harris, 1966)。ただし、非常に
高周波数の音で、かつ長距離の場合、音圧が目
立って下がることがあります (Vladišauskas and 
Jakevičius, 2004)。

10. 湿度 
空気吸収が音圧レベルに影響を与える 2 つ目
のメカニズムは湿度です。通常の条件下では、周
囲温度の影響が大きく、音圧レベルに対する湿
度の影響は無視できます (Harris, 1966)。影響
が顕著になるのは、非常に高周波数の音かつ高
湿度の場合です (Vladišauskas and Jakevičius, 
2004)。 

11. 周囲気圧 
周囲気圧は、理想気体に近い状態では音圧レベ
ルに影響しません。空気密度と気圧の両方が、音
速に対して類似した、しかし正反対の効果を持つ
ためです。つまり、2 つの要因が打ち消し合うわ
けです。したがって、漏れ位置と測定位置の音圧
レベルに周囲気圧による差は出ないと推定され
ています。

ii900/ii910 が測定する漏れ特性 
ii900/ii910 は、音響入力に基づいて、漏れの種類を
明らかにし、流量を推定します。漏れタイプの分類と
流量予測アルゴリズムを開発するため、研究室での
一連の実験が計画され、実施されました。
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ii900/ii910 の漏れタイプ分類 

ii900 および ii910 は捕捉した音響漏れデータを、発
生源に基づいてホース、オープンエンド、クイックコネ
クト、ねじ付きカップリングの 4 つに分類します。この 
4 分類に対応する 4 種の漏れタイプを圧縮空気配管
システムの末端に形成し、半無響室で音響測定を実
施しました。実験セットアップのうち 2 つの例を図 3 
と図 4 に示しています。図 5 には、実験の 4 種の漏
れ条件を作るための継手を示しています。

1. ホース: ホースは柔軟で配管が簡単なチューブで
す。ただし、金属製や真鍮製のパイプに比べてか
なり損傷を受けやすい材料です。したがって、エア
コンプレッサーや空圧デバイスに接続するホース
には、特有の傷や穴が簡単に生じてしまいます。
分類と流量予測のためのホース漏れの音響デー
タの捕捉には、細長い傷を付けたホースからの漏 
れを使用しました (図 3 および図 5a)。

2. オープンエンド: オープンエンド・チューブまたは
開口部は、科学的な研究 (参考文献) で最もよく用
いられている漏れタイプです。これは、圧縮空気シ
ステムの配管部分が開いたままになっている場合
に発生します。ii900 の開発段階全体を通じて、分
類と流量予測実験にオープンエンド・チューブが
使用されました (図 4 および図 5b)。

3. クイックコネクト: クイックコネクト継手 (別名クイ
ックディスコネクトまたはクイック・リリース・カッ
プリング) は、すばやく簡単に接続できる継手です。
クイックコネクト継手は、一方向にすべり込む傾
斜で固定し、反対方向への引っ張りに抵抗するこ
とで結合するものです。よく起こるのは、これらの
内部傾斜の 1 つ以上が破損し、クイックコネクト
継手から圧縮空気が漏れることです。空気は継手
の周りで散乱するため、圧縮空気漏れの方向は、
それぞれの変形により変わります。ii900/ii910 の
分類と流量予測アルゴリズムの開発には、変形し
たクイックコネクト継手を音響測定に使用しまし
た (図 5 の c)。

4. ねじ付きカップリング: 圧縮空気システムのエン
ドポイントには、主にねじ付きエンド・キャップが
用いられます。ねじ付きエンド・キャップは、慎重
に取り付け、エンド・チューブにはめ込むねじ山の
数を正しく調整する必要があります。エンジニア
がエンドセクションの緩みを見逃すこともありま
す。また、ねじ付きエンド・キャップは、何度も使用
すると変形することがあります。そのような場合、
圧縮空気がエンド・キャップから漏れ、システムの
効率を低下させます。実験では緩く固定したねじ
付きエンド・キャップを漏れ源として使用しました  
(図 5 の d)。

図 4: オープンエンド漏れ測定の実験セットアップ (測定角度 90 °)。

図 5: 実験で調査された 4 種の漏れタイプ: ホース (a)、オープンエンド (b)、クイックコネクト:  
(c)、ねじ付きカップリング (d)。

図 3: ホース漏れタイプの測定 (測定角度 30 °)。
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漏れ率定量化指数 

ii900/ii910 は、捕捉した音響データに基づいて、漏
れ位置の流量を推定できます。使用される流量アルゴ
リズムは、半無響室で実施された検査室測定の結果
に基づいて設計されています。漏れタイプはそれぞれ
音響特性が異なるため、漏れタイプごとに 1 つの流
量予測アルゴリズムがあります。したがって、流量推定
アルゴリズムは、分類段階の後で作動します。

予測された漏れタイプの流量は、漏れ率定量化 
(LRQ) 指数に変換されます。LRQ は 0 ～ 10 の値を
取ります。LRQ 値が高いほど、漏れ位置の流量が大き
いことを示し、修理の必要性があると見なすことがで
きます。

結論
ii900/ii910 は、効率的な周波数レンジを備えたユー
ザーフレンドリーなハンドヘルド・デバイス・ソリュー 
ションで、漏れ検出の難易度を下げ、定量化を行うた
めに開発されています。この漏れ率定量化 (LRQ) 機
能は、圧縮空気システムの効率を維持するために極
めて重要です。また、レポート機能を持つため、メンテ
ナンス・エンジニア間のコミュニケーションの迅速化
にも役立ちます。
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