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LMS Soundbrush
リアルタイムで音を「見える化」



LMS Soundbrushは、 対象物の周囲の音の
伝播をマッピングし、音源を特定するのに
理想的なツールです。

• 迅速で使いやすい – セットアップからレ
ポート作成まで短時間で行えます。

• 現場での詳細な結果 - 計測結果をリアル
タイムで見ることができます。

• 時間の節約 – 面倒な後処理の必要はあ
りません。

• 直感的な可視化結果 
 
音を3D表示
LMS Soundbrushは音を可視化するツ
ールです。小型軽量のSoundbrushソリュ
ーションのコア技術はその光学式トラッ
キング 技 術と、音 圧 マイクロホンまた は
3Dインテンシティセンサーとの組み合わ
せ にあります。プローブを計 測 対 象 物 の
周りに自由に動 か すだ けで、音 場 がリア
ルタイムでモニターに3D表示されます。 
 

速い、簡単、直感的
LMS Soundbrushは非常に使いやすく、効
率の良い音響・騒音トラブルシューティング
を可能にします。複雑なシステムセッティン
グが不要なので、すぐに使うことができま
す。また、校正やデータのポスト処理も不要
です。リアルタイムに結果の詳細を得ること
ができるので、本来の重要課題に多くの時
間を費やすことができます。 
 
フロンエンド不要のハンディタイプの小型シ
ステム
LMS Soundbrushは小型ながら全ての機能
が備わっているため、フロントエンドが不要
です。いつでもどこでも持ち運んで計測する
ことが可能です。

音を「見える化」
音響・騒音のトラブルシューティングは、どの産業においても重要課題となっています。当社
では、音源探査を簡単に行える革新的なツール、LMS Soundbrush™システムを新たに提供
します。LMS Soundbrushは、リアルタイムで音の分布・インテンシティベクトルの3D表示を
可能にした業界初の新しい計測システムです。 
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自由な移動が可能
トラッキングカメラの視野にプローブ
の球体が写る範囲内であれば、プロー
ブを自由に移動させ、傾けることができ
ます。システムは常にセンサーの位置を
自動検知し、同時にインテンシティベク
トルの方向を計算します。

セッティング・調整が不要
プローブはデータ収集ユニットを内蔵
しており、自動で位置検知を行えるので
すぐに計測が可能です。プローブには
環境により色が変化する球体が付いて
おり、トラッキングカメラがその位置を
認識します。また、慣性センサーがプロ
ーブの傾きを検知します。
 
 
 
 
 

LMS Soundbrush は非常に使いやすく、効率の良い騒音のトラブルシューティングを 
可能にするため、本来の重要課題に多くの時間を費やすことができます。このハ
ンディタイプの計測ツールは、LMS SoundbrushのプローブとG.R.A.S. Sound & 
Vibration社製のマイクロホン、または3Dインテンシティセンサーの組み合わせで構
成されています。マイクロホン付アンテナをプローブに装着し、USBでプローブとカメ
ラをPCに接続するだけで、計測を開始することができます。

簡単でスピーディな、騒音の 
トラブルシューティングツール

全て1つのケースに： 
すべてのパーツはキャリーケースにぴったり収ま
るので、どこへでも簡単に持ち運べます。

リファレンスボード： 
対象物の位置をソフトウェア環境で認識するた
めのボード。プローブ置きとしても利用可能。
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[1] マイクロホンアンテナを装着して計測
システムが自動的にアンテナの種類を感知するため、センサ
ーの校正は不要
 
[2] 位置トラッキング用の球体
計測している環境に応じて光る色が変わるため、精度の高
いプローブ位置の特定が可能　　　　　　　　　　　 

[3] フロントエンド、慣性センサー内蔵
AD変換などのフロントエンド機能は内蔵されています。ま
た、内蔵の慣性センサーで傾きを検知
 
[4] プローブで計測を制御
計測の開始、一時停止、終了は、プローブ上のボタンから操
作可能。LEDが、ハードの状態、計測レベル、位置のトラッキ
ングをフィードバック　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 

[5] 計測データをリアルタイムで表示
プローブが通過した場所のイメージは計測データと共に保
存され、その結果はレポートに反映可能　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
[6] プラグ＆プレイ
USBケーブル1本でプローブとPCを簡単に接続　　　　　　
　　　　　　　
 
[7] 使いやすさ
プローブは手に馴染みやすい素材で握りやすく滑りにくい。
スリムで小型なデザインのため、狭い所でも計測が可能
 
[8] トラッキングカメラ
トラッキング用の球体により、プローブのX、Y、Z位置を正確
に検知。トラッキングカメラ固定用の三脚も付属
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画像の制御
すべての解析データは、あらゆる角度か
ら閲覧することができます。計測対象物
をモニター内で自由に回転させたり、特
定の領域を拡大表示したり、詳細な解
析やレポート作成のためのコンター図
の作成や周波数範囲を任意に選択した
解析も可能です。
 
 
 
 
 

 
詳細なレポート
すべてのグラフィック表示と、各測定点
の表形式の結果（位置、方向、オーバー
オールレベル、周波数またはオクター
ブスペクトルなど）を含むレポートが自
動的に作成されます。すべてのグラフィ
ック表示は、クリップボードにコピーし
て、Microsoft Office®ソフトウェアアプ
リケーションで利用できます。
 
操作性
このソフトウェアは、セットアップからレ
ポート作成まで、分かり易いステップで
ユーザーをガイドする直観的なワーク
フローを可能にしているため、誰にでも
すぐに操作できます。

音場を3Dでリアルタイムに表示

LMS Soundbrush を用いたリアルタイムで正確な音響・騒音トラブルシューティン
グの鍵となっているのは、その洗練されたソフトウェアです。セットアップからレポ
ート作成まで直感的なステップで簡単に操作でき、結果は3Dで表示されます。機
能的な3Dデータ表示は、計測したデータの瞬時で正確な解釈を提供します。音場
は3Dでリアルタイムに表示され、またポスト処理が不要なため、効率的にトラブル
シューティングを行えます。
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[1] ワークフローのガイダンス
セットアップからレポート作成までを最適に、直観的にそして
簡単に操作可能
 
[2] 計測対象物周囲の音場を3Dでリアルタイム表示
問題箇所を確認するため、回転、ズームイン、ズームアウト、
透明度調整が可能。また詳細な解析やレポート作成のため
に、断面図を作成したり、または特定の周波数幅のフィルタ
リングが可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

[3] 音響分布の補間
断面カット機能による補間された断面結果を2D表示
 
 
 

 
[4] 音響レベルの時系列結果
計測中の音圧または音響インテンシティレベルの時系列結
果を表示
 
[5] 詳細な周波数結果
瞬時の音圧・音響インテンシティレベルのオクターブバンド、
またはナローバンドでの周波数分析結果表示が可能
 
[6] プローブカメラが映し出す画像
データ収集中にプローブに取り付けられているCCDカメラが
映し出す画像を見ることが可能
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シーメンスPLMソフトウェアについて
シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンス産業オートメーシ
ョン事業部のビジネスユニットで、製品ライフサイクル管理

（PLM）ソフトウェアおよび関連サービス提供において世界を
リードするPLMプロバイダです。これまで世界77,000社のお客
様にサービスを提供し、900万ライセンスに近いソフトウェア販
売実績を上げています。米国テキサス州プラノを本拠地として
数多くの企業と協働し、開発から生産におけるライフサイクル
プロセスの最適化を図り、より良い製品を創出するサポートを
しています。シーメンスPLMソフトウェア製品やサービスに関
する詳細は、www.siemens.com/plmにてご覧いただけます。
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