
概要 
 
 ETSI標準 ES 202739及びES 202740は 
8 kHzﾜｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞVoIP端末（ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ、ﾍｯﾄﾞ 
ｾｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰﾎﾝ、ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ）の通話伝送 
性能の要件を規定しています。ﾜｲﾔﾚｽ、 
ｿﾌﾄﾎﾝ、ｸﾞﾙｰﾌﾟ端末を含むすべてのIP端 
末がこの標準規格の対象となっています。 
 
 最低限の性能要件を規定する他の標準 
と比較してES 202739及びES 202740は 
ﾒｰｶｰやｻｰﾋﾞｽ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰが優れたｴﾝﾄﾞto 
ｴﾝﾄﾞの通話性能をﾕｰｻﾞｰに提供可能にす 
る為の高度なﾃｽﾄを規定しています。 
 
 ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽはES 202739及びES 202 
740（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 1.3.1, 2009-07)が規定する全 
ての測定を分析ｼｽﾃﾑACQUAの自動化ﾃｽ 
ﾄ･ｽｲｰﾄに完全にｲﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾄしています。 
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説明 
 
 ﾜｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞVoIP端末（ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ、ﾍｯﾄﾞ 
ｾｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ）に関するﾕ 
ｰｻﾞｰの知覚によるQoS視点の伝送要 
件は欧州標準ES202739及びES 202 
740により規定されています。基本的 
なﾃｽﾄ手順に加え、この標準はﾕｰｻﾞ 
ｰがもつ印象に関係する品質ﾊﾟﾗﾒﾀｰ 
を考慮に入れた高度なﾃｽﾄ手順を規 
定しています。 
 
 この標準が要求するﾃｽﾄ仕様はﾍｯﾄﾞ 
ｱｺｰｽﾃｨｸｽにより高度通信品質分析ｼ 
ｽﾃﾑACQUAの測定標準にｲﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾄ 
されています。測定内容は追加ﾃｽﾄ 
等必要に応じ変更や拡張が可能です。 
ﾃｽﾄ内容はいろいろとｱﾚﾝｼﾞして個別 
のﾃｽﾄ･ｼｰｸｴﾝｽづくりが可能です。 
 
 分析ｼｽﾃﾑACQUA、分析ｵﾌﾟｼｮﾝA 
COPT 10 (TOSQA)やACOPT 21(EG 
202396-3に基づく3QUEST）、測定ﾌﾛ 
ﾝﾄｴﾝﾄﾞMFE Vl.1、ﾚﾌｧﾚﾝｽ･ｹﾞｰﾄﾞｳｴｲ 
MFE Vlll.1、ﾈｯﾄﾜｰｸ障害ｼﾐｭﾚｰﾀMFE 
lX とｼｽﾃﾑを構成することで、ﾃｽﾄ･ｽｲ 
ｰﾄ ES 202739 / 40は予め定義され 
たﾒｼﾞｬﾒﾝﾄ･ﾃﾞｨｽｸﾘﾌﾟﾀｰや自動化ﾃｽﾄ 
ｼｰｸｴﾝｽを用い測定ﾃﾞｰﾀの収集、分 
析、文書化を迅速かつ簡単に実現し 
ます。 

アプリケーション 
●ﾜｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞVoIP端末（ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ、ﾍｯﾄﾞｾ 
  ｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰﾎﾝ、ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ）のETSI標 
  準 ES 202739及びES202740（ﾊﾞｰｼﾞ 
  ｮﾝ1. 3.1, 2009-07）に基づく、ﾕｰｻﾞｰ 
  の知覚によるQoS視点の自動分析。 
 

測定 
ES 202739 / 40ﾃｽﾄ･ｽｲｰﾄに含まれる 
測定は下記のﾘｽﾄの通りです。（更なる 
検討の為の測定はｲﾀﾘｯｸ体で表してい 
ます。）： 
 
ES 202739 
ｺｰﾃﾞｯｸに拘わらないﾊﾟﾗﾒﾀｰ 
●送話 周波数特性 
●送話 ﾗｳﾄﾞﾈｽ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ(SLR) 
●Dﾌｧｸﾀｰ 
●SLRの直線性ﾚﾝｼﾞ 
●送話 歪 
●送話 ﾉｲｽﾞ 
●側音ﾏｽｷﾝｸﾞ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞSTMR（ﾏｳｽ 
   to 耳） 
●測音遅延 
●端末結合損失量 
  の周波数重みづけ値（TCLw） 
●安定性損失 
●受話 周波数特性 
●受話 ﾗｳﾄﾞﾈｽ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ(RLR） 
●受話 歪 
●受話 ﾉｲｽﾞ 

 
●ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸ性能 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙAH,S,dt時の送話における減 
  衰ﾚﾝｼﾞ 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙAH,S,dt時の受話における減 
  衰ﾚﾝｼﾞ 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸ時におけるｴｺｰ性能の検出 
●ｽｲｯﾁﾝｸﾞ特性 
 -送話方向におけるｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝ 
●ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ性能 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ環境の送話方向の 
  性能 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ環境の音声品質 
  （EG 202396-3に基づく3QUEST） 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ伝送品質（遠端音 
  声を伴う） 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ伝送品質（近端音 
  声を伴う） 
●ｴｺｰ･ｷｬﾝｾﾚｰｼｮﾝ品質 
 -ｴｺｰ効果 時間変化 
 -ｽﾍﾟｸﾄﾙ ｴｺｰ減衰 
●変動障害；ﾈｯﾄﾜｰｸに依存 
 -遅延vs.ﾀｲﾑ 送話 
 -遅延vs.ﾀｲﾑ 受話 
 
ｺｰﾃﾞｯｸ毎に異なる要件 
●送話 遅延 
●受話 遅延 
●客観的受聴音声品質MOS-LQOM 
  送話方向 
●客観的受聴音声品質MOS-LQOM 
  受話方向 
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ES 202739/40 
 (Code 6796) 

分析ｼｽﾃﾑACQUAの ES 202739 / 40測定ﾂﾘｰとﾃｽﾄ結果ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ 



典型的なﾃｽﾄ･ｼｽﾃﾑ構成 

ES 202740 
ｺｰﾃﾞｯｸに拘わらないﾊﾟﾗﾒﾀｰﾞ 
●送話 感度 / 周波数特性 
●送話 ﾗｳﾄﾞﾈｽ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 
●送話 歪 
●送話方向 帯域外信号（参考） 
●送話 ﾉｲｽﾞ 
●受話 周波数特性 
●受話 ﾗｳﾄﾞﾈｽ･ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 
●受話 歪 
●受話方向 帯域外信号（参考） 
●受話 ﾉｲｽﾞ 
●端末結合損失量 
  の周波数重みづけ値（TCLw） 
●安定性損失 
 
ｺｰﾃﾞｯｸ毎に異なる要件 
●送話 遅延 
●受話 遅延 
 
音声処理ﾃﾞﾊﾞｲｽに関するﾊﾟﾗﾒﾀｰ 
●客観的受聴音声品質MOS-LQOM 
  送話方向 
●客観的受聴音声品質MOS-LQOM 
  受話方向 
●ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸ性能 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙAH,S,dt時の送話における 
  減衰ﾚﾝｼﾞ 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙAH,S,dt時の受話における 
  減衰ﾚﾝｼﾞ 
 -ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸ時のｴｺｰ性能の検出 
●ｽｲｯﾁﾝｸﾞ特性 
 -送話方向におけるｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝ 
●ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ性能 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ環境の送話方 
  向の性能 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ環境の音声品 
  質（EG 202396-3に基づく3QUEST） 

●HMS ll.3 ﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞ(Code 1230)； 
  注：ﾊﾞｲﾉｰﾗﾙ･ﾃｽﾄの場合は追加で 
  左耳ｼﾐｭﾚｰﾀｰ HIS L (Code 1231)が  
  必要となります。ﾍｯﾄﾞｾｯﾄのﾃｽﾄには 
  耳介ﾀｲﾌﾟ3.3が必要となります。その 
  他のﾃｽﾄには耳介ﾀｲﾌﾟ3.3或いは3.4 
  が使用できます。（ご注文時にいず 
  れの耳介ﾀｲﾌﾟがご入用かご指定下 
  さい。） 
●HHP lll ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ(Code 1400) 
  或いは 
●HHP lV ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰMotoMount 
   6軸機構 (Code 1406) 
 

納入品目 
●ES 202739 / 40 (Code 6796)、ACQU 
  AﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとしてCDにて納入。 
●ｷｰﾌｧｲﾙ（ACQUA 3.0以降はV2Cﾌｧｲ 
  ﾙにて）、CDにて納入。 
●ﾏﾆｭｱﾙ CD (PDF)にて納入。 

 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ伝送品質（遠端音 
  声を伴う） 
 -ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ伝送品質（近端音 
  声を伴う） 
●ｴｺｰ･ｷｬﾝｾﾚｰｼｮﾝ品質 
 -ｴｺｰ効果 時間変化 
 -ｽﾍﾟｸﾄﾙ ｴｺｰ減衰 
●変動障害；ﾈｯﾄﾜｰｸに依存 
 -遅延vs.ﾀｲﾑ 送話 
 -遅延vs.ﾀｲﾑ 受話 
 

ｼｽﾃﾑ要件 
ES 202739 /40には下記のｼｽﾃﾑ･ｺﾝﾎﾟ 
ｰﾈﾝﾂが必要です： 
●ACQUA高度通信品質分析ｼｽﾃﾑ 
  下記ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのいずれか一つ 
  （2.4.200以降）： 
 -ﾌﾙ･ﾗｲｾﾝｽ(Code 6810) 
 -ﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ(Code 6830、後分析と 
  文書化に限定 
 -ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ｼｽﾃﾑ(Code 6860.xx) 
●ACOPT 10 ｵﾌﾟｼｮﾝ TOSQA (Code 6 
  820)：ﾃﾚｺﾑ客観的音声品質評価 
●ACOPT 21 ｵﾌﾟｼｮﾝ 3QUEST (Code 
  6844)：ﾃﾚｺﾑ音声の3段階品質評価 
●HAE-BGNﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾉｲｽﾞ･ｼﾐｭﾚｰ 
  ｼｮﾝ (Code 6971)ﾃﾞｰﾀｼｰﾄご参照。 
●MFE Vl.1 測定ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ(Code 6462) 
  ｵﾌﾟｼｮﾝMFE Vl-BEQ (Code 6461) 
●MFE Vlll .1 VoIPﾚﾌｧﾚﾝｽ･ｹﾞｰﾄｳｪｲ 
  ｲｰｻﾈｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ及びSIP-VoIP 
  ｸﾗｲｱﾝﾄ搭載 (Code 6484)  
●MFE lX IP-ﾈｯﾄﾜｰｸ障害ｼﾐｭﾚｰﾀｰ& 
  ﾓﾆﾀｰ、W-LANｱｸｾｽ･ﾎﾟｲﾝﾄ搭載 
  (Code 6480)； 
  注：この他の障害ｼﾐｭﾚｰﾀｰの使用 
    も可。 
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or 
HHP lV 


