
概要

ヘッドアコースティクスはリアルな条件のもとで
テレコム機器のテストを可能にする数多くの
バックグラウンドノイズシミュレーションシステム
を開発してきました。

labBGNはこれらのシステムの為の
ACQUAlab 世代の専用ハードウエアプラッ
トフォームとしてオーディオインターフェイスの
役割を果たします。

labBGN は最大 10 の出力チャンネルを
バックグラウンドノイズ再生アンプに供給しま
す。その他の様々な入出力はオーディオ信
号の受信、録音、再生を可能にします。
labBGN はヘッドアコースティクス製デバイス
へのダイレクト接続が可能な HEADlink
コネクターを備えています。

labBGN のパルスチャンネルは再生開始に
自動トリガーの設定が可能であり、同一
条件でテストを繰り返すことが可能です。
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解説

バックグラウンドノイズは通信デバイスや
システムの音声伝送品質に大きな影響
を及ぼします。実験室環境で完結した
テストを行う為にヘッドアコースティクスは
実験室や車両環境で利用できる各種
バックグラウンドノイズシミュレーション
システムを提供します：

・HAE-BGN

・HAE-car

・3PASS lab
（3PASS reverb 搭載または非搭載）

・3PASS flex
（3PASS reverb 搭載または非搭載）

バックグラウンドノイズシナリオの録音、テスト
環境のスピーカーのイコライゼーション、
そして再生の為には、パワフルで汎用性
のあるハードウエアインターフェイスが必要
です。上記のシステムを用いる為にヘッド
アコースティクスは ACQUQlab ジェネレー
ションハードウエアプラットフォーム labBGN
を開発しました。ソフトウエアを走らせる
PC – 通常 ACQUA-PC または専用
PC - に USB を介して接続します。

labBGN は最大 10 のスピーカーを外部
アンプ接続用の 8+2 アナログ出力により
サポートします。このハードウエアインター
フェイスはデジタル入力が可能であり、
ADAT、AES 等の接続タイプやカスタム
アプリケーションの為の汎用入力を備えて
います。すべての入力に対し、同数の同一
接続タイプのデジタル出力が利用可能です。
再生モニタリングはフロント面の 6.25 
mm ヘッドホン出力で可能です。

labBGN は録音とイコライゼーションの為に
マイクロホンサラウンドアレイ MSA I または
MSA II といったヘッドアコース製デバイスに
簡単に接続する為の HEADlink コネクター
も備えています。カスタムマイクロホンセット
アップ（例：複数のマイクロホンを配置した
車載ハンズフリーシステム）には labBGN
はモバイル 8 チャンネル録音再生フロント
エンド SQuadriga II または
SQuadriga III に HEADlink を介して
接続可能です。

テストの完全再現性確保の為に、バック
グラウンドノイズの再生は測定側と完全に
同期していなければなりません。labBGN
は labCORE（次頁以降のセットアップ
例参照）と専用のパルス入力を介して
接続し、バックグラウンドノイズがテストと完
全に同期して再生されるようトリガー機能
を備えています。

一般要件

ソフトウエア

・以下の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システム

（必要コンポーネンツを含む）のいずれか：

ーHAE-car (Code 6970)
バックグラウンドノイズシミュレーション
システム、車室内の半自動イコライゼー
ション機能搭載

または、

ーHAE-BGN (Code 6971)
バックグラウンドノイズシミュレーション
システム、実験室用半自動イコライゼー
ション機能搭載

または、

ー3PASS lab (Code 6990)
高度バックグラウンドノイズシミュレーション
システム、自動イコライゼーション機能搭載
-lab バージョン

または、

ー3PASS lab (Code 6995)
高度バックグラウンドノイズシミュレーション
システム、自動イコライゼーション機能搭載
-flex バージョン

2.20 D6486jp3   記載内容は変更となることがあります。

labBGN
(Code 6486)

ACQUAlab (8+2) チャンネル
バックグラウンドノイズ
ハードウエアプラットフォーム

主なフィーチャー

アプリケーション

・すべての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システムの為の
オーディオハードウエアインターフェイス

・最大 10 のアナログ出力チャンネルを
サポート

・各種録音用デジタル入力

・他のヘッドアコースティクス製デバイスへの
ダイレクト接続が可能な HEADlink

・パルスチャンネルによる自動再生トリガー

・テレコムやその他のデバイスのバックグラウンド
ノイズ環境下での再現可能なテスト
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labBGN コネクター

フロント面

背面

RJ45 コネクター (PC) と USB タイプ A コネクター (Host)
は現在弊社内用です。USB タイプA コネクター (Host) は
USB デバイスへの電源供給 / 充電に利用可能です。

電源ボタン ADAT 入力 / 出力 チャンネル レベル インジケーター

6.35 mm ヘッドホン ジャック
同梱ケーブル

デジタルオーディオ IN/OUT USB メインコネクター 電源コネクター

アナログ OUT 1…10 AES / パルス インターフェイス HEADlink インターフェイス

・TOSLINK インターフェイスでデジタル
マルチチャンネル オーディオを
受信 / 送信

・カラーLED で最大 10 の
入力 / 出力チャンネルの
信号レベルを表示

・labBGN 電源 ON/OFF

・カラーLED によるシステムステータス表示

・バックグラウンドノイズ再生のモニタリング

・カラーLED で出力レベル表示
・USB ケーブル：PC 接続用

・ブレークアウトケーブル：アナログ OUT チャンネル 1…8 (TASCAM対応）

・ブレークアウトケーブル：デジタル AES 入力 / 出力 とパルスチャンネル

・BNC 延長ケーブル：labCORE へのパルス接続

・XLR ケーブル： AES 入力

・10 汎用デジタル入力 / 出力チャンネル：

ー2 x 汎用 入力 / 出力

ー4 x 汎用入力

ー4 x 汎用出力

・labCORE をバックグラウンドノイズ
シミュレーション ソフトウエア搭載の
PC に接続

・4 ピン LEMO コネクターを介し
同梱の外部 PSU で電源供給

・他のヘッドアコースティクス製品に
ダイレクト接続：

ーMSA I

ーMSA II

ーSQuadriga II

ーSQuadriga III

・パルス入力によるバックグラウンド
ノイズ再生の自動トリガー

・予備 XLR
デジタル AES 入力 / 出力

・アナログ OUT チャンネル 1…：

ーアンプ接続用 メインアナログ出力

ーTASCAM 対応

・アナログ OUT チャンネル 9…10：

ーアンプ接続用予備 XLR 出力

ー1つまたは2つのサブウーファーまたは
スピーカーの接続が可能
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labBGN アプリケーション例

ETSI 標準規格 ES 202 396-1 に基づく
HAE-BGN と labBGN を用いた実験室での
バックグラウンドノイズシミュレーションのシステム
例。HAE-BGN は labBGN を介して、最大

4 つのスピーカーチャンネルと 2 つのサブウーファー
チャンネルを使用します。再生は Pulse Splitter 
Box PSB III と外部デジタルサウンドボード
DSB IV を介してトリガーがかけられます。

ITU-T 勧告 P.1100 に基づく、 3PASS 
flex と labBGN を用いた車室内のバックグラウ
ンドノイズシミュレーションシステム例。
車載のマルチマイクロホンシステム向けにリアルな
バックグラウンドノイズシミュレーションを実現する
為に、3PASS flex は 8 スピーカーと 2 チャン
ネルサブウーファー用に labBGN の 10 の
すべてのチャンネルを使用します。再生は
labCORE により直接トリガーがかけられます。



オプション
・RMB IV.3 (Code 9852.1)、labBGN、
MFE VIII.1 用 19” ラックマウント
ブラケット

納品アイテム
・labBGN (Code 6486)、ACQUAlab
(8 + 2 チャンネル）バックグラウンドノイズ
ハードウエアプラットフォーム

・電源ユニット、外部、100 – 240 V
AC -> 24 V DC、60W

2.20 D6486jp3   記載内容は変更となることがあります。

・PCC I.9x (Code 997x)、
電源ケーブル（ローカル仕様）

・CDM V (Code 1637)、ケーブル
D-Sub 15-ピン→ 2 x XLR  
(AES/EBU IN/OUT) + 2 x BNC 
(パルス IN/OUT)

・ブレークアウトケーブル、E-Sub 25 ピン
→ 8 x XLR オス、TASCAM 対応
1.5 m

・1 x CBA II (Code 1640)、ケーブル
アダプターBNC⇔BNC、labBGN⇔
MFE (パルストリガー用）間接続

・1 x CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5)
USB 2.0 ケーブル、タイプ B ⇔ タイプ A
フェライト、1.5 m

・1 x CXX I.3 (Code 5177-3)

・ケーブル AES / EBU XLR オス 3ピン
⇔XLR メス 3ピン、2.95 m

・キャリイングケース

・マニュアル（ハードコピー）

技術データ
一般

入力 / 出力 フロント面

入力 / 出力 背面

環境条件

その他


