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弊社の製品・サービス	
はグローバル標準です。
今日、バイノーラル録音再生技術は音響測定に欠かせません。特に、
音の評価において人の聴感が決定的な判断基準となる領域ではヘ
ッドアコースティクスの聴感に忠実な録音再生システムや聴感に関
連づけた解析ソフトウエアはスタンダードとなっています。世界中の
主要な自動車、IT、通信関連メーカー等、弊社の幅広いお客様より製
品が発する音の最適化について弊社の強みと技術的専門性を高く
評価頂いています。

さらに、ヘッドアコースティクスはテレコミュニケーションにおける通
話品質測定の為の国際標準規格づくりに大きく貢献しています。ヘッ
ドアコースティクスの品質標準規格は今や優れた通話品質実現の代
名詞です。

ヘッドアコースティクスの製品とサービスはお客様のご要望にお応
えする為に常に進化し続ける一方、弊社はモビリティ、交通、通信の
領域における社会や技術の大きな変化に積極的に対応しています。
こうした変化は新たな飛躍と挑戦の場を与えてくれます。弊社の製
品やサービスに新しい発想やビジョンを反映させることに加え、国内
外の研究プロジェクトへの積極的な参画を通じ、お客様に将来向け
た準備をいち早く頂けるよう尽力致します。
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私たちはカスタマーの
耳を通して聴きます。
ヘッドアコースティクスのユニークな測定技術は人間の優れた聴覚機
能を考慮に入れています。聴感への忠実性を実現する技術が従来型
の測定においても、人の聴覚器官を考慮に入れた測定においても基
礎となっています。いかなる製品のサウンドクオリティの取り組みにお
いても音の主観評価が常に中心的な役割を果たし、測定・解析プロセ
スに組み込まれています。

ヘッドアコースティクスはダミーヘッド測定システムHMSの最新バー
ジョン、HMS IVを開発しました。HMS IVはスイッチを入れるとすぐに使
用可能な状態になります。測定結果はダミーヘッド前部のスロットに
挿入されたコンパクト・フラッシュ・メモリー・カードに保存されます。

HMS IVの出力端子にヘッドホンを接続することにより原音に忠実な
再生をメモリーカードから直接、イコライズされた状態で行うことが
可能です。

24ビットの信号処理技術により、HMS IVは人間の聴覚に匹敵す
るダイナミック・レンジを実現しています。軽量でどこにでも持ち
運びができ、いつでもすぐ使用できます。スマートホンやタブレッ
トからワイヤレスで直感的に操作する為のアンドロイド・アプリ
HEAD Remote Control RCも無償でお使い頂けます。





詳細の音振動解析
ArtemiS suiteは音振動解析の領域においてほぼ如何なるタスクをも行うことができるヘッドアコースティクス
の統合ソフトウエア・ソリューションです。すべてのアプリケーション間で完全なインターラクションが可能な
ArtemiS suiteで効率的かつ自然なワークフローをお楽しみ下さい。
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ArtemiS suiteは総合的な音振動測定と解析を行う為に
必要なすべてのツールを組合せたもので、データ管
理、レポート化、自動化の機能がすべてひとつの一貫
したソフトウエア環境にまとめられています。

ヘッドアコースティクスのソフトウエアは音振動の業
務に携わる方たちの生産性を大きく向上できることか
ら高いニーズを獲得しました。その一つ目の理由は操
作が簡単なPool Projectアプローチを採用したことで
す。これにより解析対象データの解析処理と結果表示
が瞬時にでき大量のデータをハンドリングする手間が
いりません。二つ目はMark Analyzer機能です。リアルタ
イム・フィルターを用いてその場でデータに変更を加
え音の変化を聴きながらノイズ問題を素早く特定・解
決することができます。

ArtemiS suiteは最先端技術を用いており現在及び将来
の業務に対し最適なサポートを提供します。即ち、将
来ニーズやカスタマー毎の個別ニーズにシームレス
に拡張対応できるよう広い視野に立った構造設計が
されています。

ベンチマーキング・テストや製品性能テストは大量の
データ出力を伴い、後にこれらを検索する手間を省く
為の管理が必要になります。これらのデータの文書化
は重要です。ドキュメンテーション・モジュールはお客
様から寄せられたフィードバックを反映させました。独
自のカスタム・テンプレートを作成し、データ入力する
だけでデータの文書化ができます。文書化できたらこ
のメタデータはデータベース検索で取り出し、レポート
作成やユーザーオリジナルの標準レポートへの自動デ
ータ入力を行うことができます。

予め設定したレポートをPoolの中から直接取り出し、計
算を実行し、データを確認後、パワーポイントにワンク
リックでエクスポートします。レポート作成がとても簡
単になりました。

他にも日々のタスクに不可欠な機能として設定可能な
表示プロパティ、基本的な統計計算機能、表示窓のカ
スタマイゼーションができる拡張文書管理機能があり
ます。
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SQuadriga II
音振動データ収集の為のポータブルデバイス

SQuadrigaファミリーの製品の圧倒的な成功の理由は
堅牢でコンパクトなデザインとスタンドアローン・モー
ドでの優れた機能性です。問題の特定と解決に取り組
む技術の方々はSQuadriga IIとトランスデューサーだ
け持ってフィールドに行けば事足ります。SQuadriga II

はスイッチを入れるとすぐに音や振動データが収録で
きる状態になります。収録した信号は録音後すぐにバ
イノーラル・ヘッドセットBHS IIかヘッドホンを介して再
生し確認することができます。校正された録音データ
は簡単にノートブックPCに転送できますし、或いはSD

カードを介してArtemiS suiteでさらに解析やトラブルシ
ューティングを行うことが出来ます。

SQuadriga IIはPCに接続して収録分析システムのフロ
ントエンドとしても用いることができます。

SQuadriga IIには多くのフィーチャーが備わっており、標
準的な測定を行うのにタブレットに接続する必要はあ
りません。チャンネル設定、校正、トリガー設定、入力レ
ベルのモニタリング等の基本機能は機能ボタン、メニュ
ー、タッチ画面を用いて簡単に行うことができます。録
音データのスペクトルとレベルをSQuadriga IIの画面上
で見ることができます。SQuadriga IIはラウドネスとシャ
ープネスのユニークな計算機能も備えています。

ポータブル型音振動録音再生装置、業界スタンダードとして
 　10年以上活躍したSQuadrigaファミリーの1メンバー
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BHS II
バイノーラル録音再生

の為の設定が正確であることを確実にする為にHS II

のマイクを校正することが可能です。風切り音の響を
最小限に抑える為にヘッドセットに脱着式の風防を装
着することも可能です。

バイノーラル・ヘッドセットBHS IIはバイノーラル・ッド
ホンとマイクロホンを組み合わせたものです。BHS II

はSQuadriga IIやSQoboldにLEMO端子で直接接続能
なICP®センサーです。これらのデバイスと組み合わせ
ることによりフィールとなります。データ収集前に測定

SQuadriga IIは8チャンネルのダイナミック入出力やダ
ミーヘッド、バイノーラル・ヘッドセット、CAN、GPS等
の接続端子も備えています。
SQuadriga IIを2台繋げたり、HEADlabモジュールと組
合せてさらに拡張することも可能です。 その他にも録

音中の再生、CANやパルス、GPSチャンネルのモニタ
リング、録音データにフィルターを適用しインタラクテ
ィブに試聴する機能も備えています。ファームウエア
及び機能の更新が常に行われ将来的にも進化してい
きます。

ICP®/LINE SCU-V2HSU III.2BHM III.3 CLB I.2Analog 
Out

BHS II CLB I.3
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SQoboldはどこでも音響測定を行える録音再生システ
ムです。長さ15cm、重さ500g以下のポケットサイズの
コンパクト型でパワフルな充電バッテリーによりスタ
ンドアローンモードで6時間まで動作可能です。バイノ
ーラル・ヘッドセットBHS IIと組合せ、音事象を聴感に
忠実に素早く録音できその場で解析・再生が可能で
す。さらに、SQoboldは高精度のサウンド・レベル・メ
ーターとして利用することが可能です。一般的なレベ
ルを表す指標 (Leq, Lmax等)に加え、サウンドスケープや
心理音響測定用にラウドネスやシャープネスといった
心理音響指標の表示や保存が可能です。ヘッドセット
の接続に加え、SQoboldは2つのBNC入力、パルス入

力、GPS用の端子が備わっており、さらにUSBビデオカ
メラを接続して視覚情報の取り込みも可能です。スタ
ンドアローン操作で収集したデータは内蔵の64GBメ
モリーに直接保存されます。USBスティックへの保存
オプションもあります。

柔軟性とハンディーなデザインに加えSQoboldは操作
のし易さと大きくわかり易いタッチ画面が特長です。
その意味でSQoboldはサウンドスケープ調査、NVH、
環境測定等様々な用途でスタンドアローン或いは移
動式の音振動測定システムのフロントエンドとして最
適です。

SQobold
ポケットサイズの音振動分析デバイス

高機能録音再生システムの	新しい形態
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機械製品の構成部品を新規開発する場合、それらの
デザインや寸法は機械全体の音響振動特性に重大
な影響を及ぼします。従って部品の設計に際し、開発
段階で機械システムに使用されるすべての部品の固
有振動モードを調査するのは重要なことです。

ArtemiS suiteとツールパックASM18を用いるとそうし
た解析を素早く簡単に行うことが可能です。ラップトッ
プパソコン、測定用フロントエンド（SQuadriga II或い
はSQobold）、加速度計、インパクト・ハンマーがあれ
ば振動特性解析の持ち運び可能なシステム一式が揃
います。

測定データ採りの為の柔軟でユーザーフレンドリー
なImpact Measurement機能は主にモーダル解析を希
にしか行わないユーザー様向けに設計されました。
ユーザーインターフェイスがステップバイステップで
測定データの解析が完全にできるまでアプリケーショ
ン全体を通してわかりやすくガイダンスします。

特に便利なフィーチャーとして測定対象物と使用する
ハンマーの先端部のタイプにより、サンプリング・レー
ト、ブロックサイズ、ウインドウ設定等、測定に必要な
すべてのパラメターを完全自動設定する機能があり
ます。これにより経験の少ないユーザーでも最初から
最適な測定結果を出すことができます。勿論すべての
設定はマニュアルで行うことも可能です。

データ収集中は、ソフトウエアによりどのポイントを
次に叩いたらいいか示し、正しく加振が行われたかに
ついてもモニターされます。二度打ちやオーバーロー
ド、コヒーレンス不足等、入力に問題がある場合はこ
れらのデータは自動的に破棄され、加振の状態が良
好なデータのみが収集され平均化された後、HDFファ
イルに記録され保存されます。

取得したデータはワンクリック操作によりData Viewer

で 確 認 し たり、自 動 生 成 レ ポ ート に 記 録 し た
り、ME’scopeVESTMソフトウエアにエクスポートするこ
とができます。ME’scopeVESTMを用いてモーダル・パラ
メターを同定し、固有振動モードのアニメーションを
生成することができます。

Impact Measurement
動特性の調査
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HEAD VISOR Array VMA II.1はマイクロホン・アレイ技
術を用いて瞬時に音源を特定するヘッドアコースティ
クスの革新的システムです。HEAD VISORは設定と操
作が簡単な高度に統合されたシステムです。システム
を組み立てて数分で不快なノイズ源についての必要
な情報が収集できます。

螺旋状のユニークなマイクロホンのレイアウトと高度
なアルゴリズムにより、HEAD VISORの音響分析の為
の空間と時間の分解能は大変優れています。複雑な
動的事象も正確に切り分けを行うことができます。

HEAD VISORは3つのカメラで測定時に画面に映った
すべての物体との距離を常に把握しており、この情報
に基づきそれぞれの地点から放射される音圧レベル
を正確に計算します。

測定対象が複雑なものである場合、反射音、個々の音
源そのもの、或いは信号を構成する個々の音成分を
除去できる高度なアルゴリズムも備えています。これ
により測定対象物の音響特性の分析は他に追随を許
さない高レベルの洞察が可能です。

ヘッドアコースティクスによる
	 マイクロホンアレイ技術の革新

HEAD VISOR VMA II.1
リアルタイム音源探査
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直感的なHEAD VISORのソフトウエアはHEAD VISOR

とHEAD VISOR PROBEの全ての機能の完全な探査結
果を遅延なくすぐに表示することにより業務の著しい
効率化に貢献します。

全ての測定データはHEAD VISORにより生データとし
て保存される為、ユーザーは収録後に測定対象まで
の距離を測定したり、周波数レンジを設定したり、分
析の為のアルゴリズムを選択したりと、遡って設定を
行うことが可能です。高度なアルゴリズムを駆使して
複雑な測定対象の音源をさらに深く分析することが
可能です。放射される音はロケーション、周波数、次
数、音成分により切り分け可能であり、信号の強度を
カラーマッピングで表すことが可能です。

取得した詳細結果は最大30dBまでのダイナミック・
レンジを用いてひとつの画像に編集できます。高度ト
リガー機能を用いて測定を自動で開始、終了、仕分け
保存が可能です。これにより手間をかけずシステマテ
ィックに測定データの収集が可能です。

内蔵のスクリーン・レコーダーを用いると評価中にユ
ーザーインターフェイス全体が録画されます。全ての
分析結果は直接ムービーに変換され、測定結果のプ
レゼンテーションに埋め込み可能です。印象的なプ
レゼンテーションづくりを迅速に簡単に行うことが可
能です。

HEAD VISOR ソフトウエア
高品質音響測定における録音・評価・結果表示

HEAD VISOR	プローブ
低周波数音源の探査

機械製品より発生、放射される低周波数ノイズ成分を
効果的に低減させる為に音イベントの正確な音源を
特定することが重要です。HEAD VISOR PROBEは放射
される空気伝播音の音源の特定をサポートするツー
ルとしてHEAD VISORと組み合わせて用います。

軽量で柔軟なプローブの先端には2つのマイクが搭載
されており測定時は対象物の表面をなぞるように動か
します。表面より放射される全ての音の周波数をそれ
らの方向及び地点情報とともに記録します。プローブ
の現在位置はHEAD VISORの3つのカメラで常に追跡
されています。

この目的の為にプローブの先端に搭載された12個の
LEDによりシステムはいつでも音源の場所を正確に特
定することができます。内蔵のプッシュボタンを用いて
測定対象物の異なる部位を個別に測定しそれらをつ
なぎ合せることにより全体の音源マッピングに統合す
ることが可能です。

近距離測定評価は直感的なHEAD VISORソフトウエア
の中で直接行われます。HEAD VISOR PROBEは一回の
収録で近距離と遠距離の測定を両方行うことができる
便利な機能を提供します。こうして20Hz～20kHzまで
の全周波数帯の評価が可能となります。
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labPWR I.1/I.2

電源供給用電源ボックス
(40W/100W)

labCTRL I.2

HEADlab入力モジュールを
最大10台まで連結・同期

できるUSB/LANコントローラー

labV6

BNC端子付6チャンネル
Line/ICP®モジュール

labDX

CAN、FlexRay、パルス、
AES/RS232インターフェイス

搭載デジタルモジュール

labP2

2つのヘッドホン出力端子付
再生モジュール

labO2

XLR、BNC出力端子付
再生モジュール
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HEADlab
多チャンネルフロントエンド・システム

HEADlabはデータ収集の為の持ち運びが簡単なコンパクト多チャン
ネル・フロントエンド・システムです。モジュラー・コンセプトにより個々
のモジュールを組み合わせることにより異なる要求に柔軟にカスタマ
イズし簡単にシステム構築が可能です。組合せによりコンパクトなシ
ステムからチャンネル数の多い大規模な測定システムの構築も可能
です。

HEADlabを音振動評価の為のデータ収集に用いることができます。ア
プリケーションとしては音の最適化や製品のサウンド・デザイン、環境
ノイズ評価等、音振動測定に必要とされるその他ほぼすべてのタスク
を含みます。

信号入力、マイク入力、ダミーヘッド接続、CAN/FlexRay、再生、熱及び
歪ゲージ等の様々なニーズに対応したモジュールがあり、ほぼすべて
のアプリケーションに対し数多くのチャンネル接続と様々な種類の接
続が可能です。HEADlabはユーザーのニーズに対し拡張できます！

labV12

BNC端子搭載12チャンネル
Line/ICP®モジュール

labM6

コンデンサーマイク接続用
6チャンネル・マイクロホン

モジュール

labHMS

3つのAES/RS232
インターフェイス搭載
デジタル・モジュール

labT6

熱電対接続用
6チャンネル入力モジュール

labSG6

ブリッジ入力
6チャンネル入力モジュール
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labCOMPACT12はコンパクトかつシンプルなHEADlab

システムでコントローラーの基本機能と多チャンネル
モジュールを一体化したものです。“単体モジュール”
技術は特に家電製品やOA機器の開発においての多
チャンネル分析の為の柔軟かつお求め易いソリューシ
ョンです。

labCOMPACT12はオプションでチャンネルごとのハイ
パス・フィルターが搭載可能な12チャンネルLine/ICP®

モジュールです。センサーは前面のD-Sub端子に接続
されます。アナログ入力は12の全てのチャンネルで最
大48kHzのサンプリング・レートです。6チャンネルであ
れば最大96kHzまで設定可能です。

24ビットデータ記録による高い位相精度と107dB(A)

のSN比を備えた優れたハンディー端末です。 

HEADlinkインターフェイスを介し、HEADlabモジュー
ルを追加して簡単にシステムを拡張できます。或い
は、labCOMPACT12をSYNCコネクターを用いて他の
HEADlabシステムとカスケード接続して同期させるこ
とも可能です。USBやLANを介したパソコンへのダイ
レクト接続によりセキュアで安定的なデータ転送を行
うことができます。

labCOMPACT12
高精度多チャンネル分析用コンパクト“単体モジュール”システム



製品情報 17

BrakeOBSERVERはブレーキシステムの音の最適化
と音響品質保証の為の理想的なソリューションで
す。BrakeOBSERVERはブレーキ・ノイズの原因を特定
するようにデザインされています。不快なブレーキ・ノ
イズの検知及び録音機能とノイズ及びその影響を評
価する機能を一体化したものです。

このハードウエアとソフトウエアの統合システムは不
快なノイズ現象を録音し処理することに優れていま
す。さらに、テスト走行やダイナモメター上でのノイズ
現象の評価の為に必要なすべての重要パラメターを
記録します。テスト走行中、BrakeOBSERVERはブレーキ
ノイズの統計や個々の現象に関するコメントを瞬時に

出力します。ブレーキ・ノイズの品質を判定する為のユ
ーザー特有の要件に対応できるようソフトウエアイン
ターフェイスは完全にカスタム化可能です。

多チャンネル・フロントエンドMMF III.0は、Toughbook

ドッキング・ステーションと組合せ、ブレーキの評価に
必要なすべての信号を収集します。Line-/ICP®、パル
スセンサー、CAN/FlexRay、温度、湿度、ブレーキ圧測
定用センサーの接続用端子はカスタム化可能です。
パナソニックToughbook CF-31と組合わせたこのフロ
ントエンドはイグニションやスイッチと連動し自動で
BrakeOBSERVERシステムを作動或いは停止させます。

BrakeOBSERVER
ブレーキノイズ低減によりドライブの快適性を最適化
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車室内音のマルチモーダル再生の為にヘッドアコー
スティクスはSoundSeatを開発しました。この校正され
た4チャンネル再生システムはハンドルやシートから
伝わる空気伝播音や振動をリアルに再現します。ドラ
イブ時の音響をインタラクティブにリアルな再現が可
能なH3Sシミュレーション・システムとともに車室内の
ノイズが実環境と同じコンテクストで再現されます。
このシステムを用いればプロトタイプ制作前に意思
決定者や被験者と意見を交わしながらターゲットサ
ウンドをつくり込んでいくことが可能になります。

空気伝播音成分は正しくイコライズされたヘッドホ
ンを介してバイノーラル再生されます。正確な加振の
為に加振器がシート下とハンドルに搭載されます。

H3Sシミュレーションは高品質のアクセルペダルとブ
レーキペダルとギアシフト・レバーで制御します。さ
らに、異なる種類のノイズを切替える等H3Sの操作
を便利にする回転アーム付タッチ画面が操作コンソ
ールに搭載されています。シミュレーション・ドライブ
中、H3Sは走行風景の映像やrpm、車速がハンドルの
背後中央に搭載された大型画面に表示されます。

SoundSeatはシートと操作コンソールと19”ラックで構
成されます。移動を簡単にする為、コンソールは中央
で分解しキャスターが取り付けられます。聴感に忠実
なヘッドホン再生の為にオーディオ信号がlabP2を介
して出力され、振動信号はlabO2とアンプから出力さ
れます。

SoundSeat
ドライブ状態のリアルシミュレーション
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コンサルティング・サービス
お客様の音響のニーズに豊富な経験と専門性でお応えします。

テレコミュニケーションの領域における通話品質の豊
富な経験をもつパートナーとしてテレコム・コンサル
ティング・チームはテレコム端末、ネットワーク構成部
品、或いはシステムのデザイン改善のお手伝いをしま
す。Voice over IP (VoIP)通信、モバイルホン、ハンズフリ
ー機器、車内通信、車内の音声認識及びエンターテン
メントシステム、緊急通報(eCall)の特殊アプリケーシ
ョン等、テレコム・コンサルティングチームは幅広いテ
レコム・アプリケーションにおけるシステムの最適化
を目的とした音声品質テストをします。VoIP電話やモ
バイルホンの製造メーカー、通信キャリア、カーメーカ
ー、或いは部品メーカーのお客様も音声通信テストの
すべての領域における最新の測定技術と実証済メソ
ッドのメリットを享受することができます。

NVHコンサルティング部門は工業製品の音響振動の
最適化の為の革新的なソリューションを提供します。
弊社の経験豊かなエンジニアがダイナモメターを備
えた弊社ラボ或いは世界中のお客様のサイトにてサ
ポートします。NVHコンサルティング部門には最新鋭
のワンストップ測定技術とソフトウエアがあります。
モジュラー測定システムによる現場での多チャンネ
ル測定、バイノーラル録音再生による聴感に忠実な
音解析、或いはHEAD VISORシステムを用いたリアル
タイム音源探査等、ヘッドアコースティクスの全ての
ツール及びその他のツールを動員して問題解決しま
す。リスニング・テストを行うのに弊社の持ち運び可
能なシステムを利用頂けます。カスタマーの音の嗜
好を探求したり、競合商品に対する御社製品のポジ
ショニングの検討にお役立ち致します。



高度通信品質分析
ACQUAは通信のすべての領域における音声とオーディオ品質評価の為の
非常にパワフルかつユーザーフレンドリーな分析システムです。
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ACQUAは部品、端末、ネットワークの通話品質測定と
分析の為のソフトウエア・パッケージです。通信分析
システムはテスト・シーケンスを出力、実行し、時間領
域・周波数領域で測定データを分析、文書化、記録保
存します。

ACQUAはユーザー独自規格或いはETSI、TIA、ITU-T、 
3GPP、GCF、PTCRB等の国際通信の標準規格を用いて
テストを行います。ACQUAの高い自動化率と優れた

使い勝手により、数多くの測定を伴う複雑なテストを
最小限のマニュアル操作で実行することが可能です。

最大24kHzまでの音響或いは電気伝送路の診断の為
のデュアル・チャンネル分析システムも使い易く便利
です。設定もクリアに整理され読みやすいフォーマッ
トに工夫されています。測定と分析結果からレポート
の生成も可能です。分析結果はMicrosoft® Officeでさ
らに編集可能です。

通信分析システム

様々なオプションがあり、周波数特性評価から心理音響モデルによる音声品質分析まで特定のアプリケーション
に対応してACQUAをカスタマイズすることが可能です。ヘッドアコースティクスが開発、製品化したオプションの
いくつかを下記に紹介します：

ACOPT 
ACQUA	拡張モジュール

3QUEST (3-fold Quality Evaluation of Speech in 

Telecommunication)はACQUAの計算手法のひ
とつの選択肢です。通信端末の客観的音声品
質評価を行うものです。ETSI標準EG 202 3963

とTS 103 106に基づいており、バックグラウン
ドノイズ環境において広帯域と狭帯域の両方
をカバーします。

このオプションは端末のエコー性能評価の為
の計算手法であり新しいヒアリングモデル分
析EQUEST (Echo Quality Evaluation of Speech 

in Telecommunication)をベースにしています。



VoIP, VoLTE, HD Voice...

すべてのニーズに対応します！
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音声品質分析に携わるテレコム・エンジニアはシング
ルトークとダブルトークのテスト等の為、送話と受話
の伝送経路のテストを同時に行わなければならない
ことが頻繁にあります。測定フロントエンド(MFE)は双
方向で完全にテストを行えるよう、通信分析システム

ACQUAのデジタ ル・テスト信号を端末機器、音響トラ
ンスデューサー、ネットワーク、ネットワーク機器やシス
テム・シミュレーターが要求するアナログ或いはデジ
タルフォーマットに変換します。これらのフロントエン
ドは軽量かつコンパクトです。

ACQUA フロントエンド

MFE X

DECT/NG-DECT/CAT-iqTM用
デジタル・フロントエンド

MFE XI

音声及びオーディオ・デバイス用
フロントエンドBluetooth®ワイヤレス技術搭載

MFE VI/MFE VI.1

アナログUSB・ポータブル
2チャンネル・フロントエンド

ソフトウエア制御のレベル調整機能付
マウス・アンプ内蔵

MFE VII

デジタル通信端末と伝送システム
測定用デジタルUSBフロントエンド

V.11、TTL、DAIインターフェイス付

MFE VIII.1

VoIP/VoLTEレファレンス・ゲートウエイ
及びSIP-VoIPクライアント

イーサネット・インターフェイス搭載

MFE IX

IPネットワーク障害シミュレーター
及びモニターWLANアクセスポイント搭載



製品情報24

テレコム
測定標準
約20年のあいだヘッドアコースティクスは3GPP、ITU-T、ETSI、DECT-

Forum、TIA、CTIA、GSMAと密接に連携し、常に音声通話品質に関す
る新しいテレコミュニケーションの標準規格の開発に貢献してきまし
た。関連するテスト標準規格はその要件に基づいて自動テストがで
き、ヘッドアコースティクスの幅広い経験に基づいた詳細の分析が可
能な通信分析システムACQUAの測定標準規格に反映されています。
標準規格は標準規格化団体がリリースする最新版が反映されるよう
定期的にアップデートが行われます。テレコム測定標準のいくつかを
下記にご紹介します。

3GPP

TS 26 131-32

こちらの測定標準には狭帯域と広帯域の3G端末の音
響特性につき、3GPP TS 26.131とTS 26.132に基づい
た、最小限の性能要件評価に必要な音声品質テスト
が反映されています。

P.1100 und P.1110

ITU-T P.1100とP.1110に基づいた狭帯域(P.1100)と高帯
域(P.1110)の車載ハンズフリー端末の音声品質評価。

GOST R55531-NB und UG GOST R55531-WB

GOST R55531-NBとUG GOST R55531-WBのテスト
は車両緊急通報システムの狭帯域と広帯域のすべて
の通信品質要件をカバーします。これらのテストはロ
シアの標準規格GOST R55531-2013 (ERA-GLONASS)

で定義されています。

ES 202 737/38 und ES 202 739/40 

ETSI標準規格 ES 202 737、ES 202 738、ES 202 739、 
ES 202 740は4kHz狭帯域と8kHz広帯域のVoIP端末の
為の音声伝送性能要件を定義しています。

Skype-Lync

Skype-Lync標準規格はSkypeTMとMicrosoft® Lync®用の
ヘッドセットやハンドセットやスピーカーホン等の機
器やアクセサリーの為のオーディオ品質のテスト要件

で構成されています。この標準規格はSkype & Lyncオ
ーディオ・テスト仕様に基づいて製品化されています。

EN 50332

欧州基準EN 50332はポータブル・オーディオ機器に
関連するヘッドホンやイアホンの為の最大音圧レベ
ル測定方法と公差を規定するものです。
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STANDARDS

3GPP

ITU-T

ETSI

DECT-Forum
TIA

CTIA
GSMA

HQS

HQS ヘッドアコースティクス品質標準

HQS-IP/-IP-Gateway/-IP-PhoneはVoIPシステムとその構成部品の

音声品質を評価します。VoIPシステムの最適化の為、遅延や音声
伝送品質等を分析する為の包括的なテストで構成されています。

HQS-Bluetooth®-SourceはBluetooth®の音声及びオーディオ
品質性能を分析します。この標準規格はBluetooth®対応の

モバイル端末とこれにBluetooth®接続されるスピーカーホンやヘ
ッドセット等のアクセサリーとの互換性をテストします。

HQS-Mobile-II及びMobile-Additions-IIは遅延、音声伝送品質、エ
コー等、モバイルホンのハンドセット、ハンズフリー、mp3ヘッドセ

ットの通話品質分析用の包括的テストです。

標準規格化団体がつくる標準規格は通信システムの
評価と最適化の為の広範な測定と分析を包含しま
す。ヘッドアコースティクスの品質標準(HQS)は一歩
先を行きます。ヘッドアコースティ クスが開発したガ

イドラインを用いると公式の標準規格以上にさらに
踏み込んだ測定及び分析を行うことが出来、製品の
品質最適化が可能です。HQSには下記のようなもの
があります。
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HMS II.3は疑似耳（3.3及び3.4耳タイプの選択肢があ
ります）と人工マウスを搭載したヘッドアコースティク
スのダミーヘッドシステムです。ハンドセット、ヘッド
セット、ヘッドホン等、耳の近傍で用いるトランスデュ

ーサーの性能の 測定に最適です。HMS II.3は人間の
頭の周辺で発生する音の回り込みや反射の特性を再
現している為、実環境と同じテスト条件が求められる
テレコム分野におけるすべての測定に最適です。

HMS II.3 –	バイノーラル録音システム

バイノーラル録音システム
通話音声信号とオーディオ信号の収録

ダミーヘッドHMS II.3用のオプション・アクセサリーと
してのHHP IVはハンドセットの音声伝送特性をITU-T

勧告P.64に基づいて被テスト端末の耳への押しつけ
力を変化させながら再現性を保持しつつ測定するこ
とを可能にします。HHP IVはハンドセットを様々な標
準規格或いはユーザーのテスト仕様が定義する位置
に自動で誘導し固定します。即ち、ハンドセットの音声
品質を固定位置と耳への押しつけ力を変化させなが
ら分析する一連の測定プロセスがより自動化される
為、マニュアルでの調整作業を最小限に留めながらテ
ストのスピードと精度が向上します。

HHP IV –	モーター駆動のハンドセットポジショナー
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3PASS (3-dimensional Playback of Acoustic Sound 

Scenarios) はヘッドアコースティクスのバックグラウン
ドノイズ・シミュレーションの為のシステムです。HAE-

BGNの後継システムです。バックグラウンドノイズ環
境下におけるテレコム端末や伝送システムの音声と
オーディオの品質分析が主なアプリケーションです。

前システムと比較した3PASSの主なアドバンテージは
バックグラウンドノイズの空間特性を記録保存し正確
に再現できることです。このことは複雑なバックグラウ
ンドノイズを低減する為のアルゴリズム開発に大きく
貢献し、特に二つ以上のマイクを搭載する最先端のス
マートホンの評価には重要です。また、測定室のイコ
ライゼーションと再生用に必要なフロントエンドはlab

BGN一台だけでありテストシステムの構築もシンプ

ルです。3PASSシステムの技術コンセプトはETSI標準
TS 103 224で承認されたものです。

 システムを構成する主なコンポーネンツ：

	 ▪ 3PASSソウトウエア
	 ▪ 測定フロントエンlabBGN
 （バックグラウンドノイズ再生用）   
	 ▪ マイク・サラウンド・アレイMSA I　
 （録音及び実験室のイコライゼーション用）

アンプとケーブルを含めた8スピーカーを加えるとシ
ステムが完成します。

バックグラウンドノイズ・シミュレーション・システム
音響サウンドシナリオの3次元再生
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