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第6回アーヘン音響コロキウム (Aachen Acoustics Colloquium)）
自動車音響における開発・研究

アーヘン音響コロキウムは、ここ数年、自動車音響分野における開発・研究の最新結果が発表されるポピュラー

なイベントとなっています。 2014 年11月24日から 26 日の間、 23 の専門的な講演で音響振動分野の興味深い最

新手法や技術が発表され、議論が交わされました。 2015 年のアーヘン音響コロキウムは 11 月 23 日から 25 日

にかけて開催される予定です。

コンファレンスのスケジュールについての詳細はこちらを参照ください。
www.aachen-acoustics-colloquium.com.

AAC 2015

November 23 – 25, 2015
Pullman Aachen Quellenhof, Germany

www.aachen-acoustics-colloquium.com
www.aachener-akustik-kolloquium.de

Development and Research in 

Automotive Acoustics
Call foR PaPeRs

風力発電所による
騒音公害

http://www.head-acoustics.de/aac/eng/pdf/Call_for_papers_2015.pdf
http://www.head-acoustics.de/aac/eng/pdf/Call_for_papers_2015.pdf
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電気自動車のための音響要件

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

電気自動車の技術は、車両開発やサ

ウンドデザイン（車室内外の音を含

む）の分野で新しいチャンスを生み

出しています。しかしながら、コンシ

ューマーの電気自動車に関する音

響的な期待はいまだ不明確であり、

実際のニーズや好みについて徹底的な議論がおこなわれていま

す。音のアイデアは、電気エンジンのノイズの最適化から、正統な

車らしさの保持、付加的な合成音を使用した際限のないサウンド

デザインに及びます。 HEAD acoustics は、電気自動車における音

響的オプションの知覚と評価の試験にも着手しています。最新の

研究結果は、ページ 3をご覧ください。

車外騒音に関しては、都市の騒音レベルの減少が新たに期待さ

れています。これは実際ある程度の見込みがあり、わたしたちは

EUプロジェクトのCityHushでも実証することができました。しか

しその一方で、政治家は歩行者の安全のために電気自動車に

搭載する警報やアラーム信号を要求しています。そこで私は、そ

のような事柄に対して注意を申し上げるとともに、無事故運転を

約束する解決策に重点をおくことを提案いたします。

Perceived Quality (感性品質) – コンシューマーによる主観的な製品の知覚
どうすればコンシューマーを感動させる製品をデザインできるのか？どうすればコンシューマーごと

の品質に対する感じ方を分析し、製品開発に利用できるのか？この『Perceived Quality』（ドイツ語の

み）は、これらの疑問に答え、主観的な製品品質をもとにコンシューマー本位の製品開発を行うこと

の課題について解説しています。音響的な製品価値に関する論文の中で、 Prof. Dr. K. Genuit と A. 

Fiebig は、知覚される音質の重要性と、なぜ音が製品品質の印象に影響を与えるのかを述べていま

す。その論文は、「コンシューマーからの要求の増加とより厳しい競争により、ブランド特有の音のデザ

インが必須になっている、なぜなら製品の魅力は主に経験される品質、知覚される価値や独自性によ

って決まるからである」と説明しています。この新刊には、その詳細やその他のテーマについて書かれ

ています。

出典: Perceived Quality – Subjektive Kundenwahrnehmungen in der Produktentwicklung 
nutzen; Robert Schmitt; Symposium Publishing GmbH; Düsseldorf, Germany; 2014

ArtemiS suite 6.0 のハイライト
ページ 10

Perceived Quality（感性品質）
ページ 2

テレコム・ディビジョンの新社長
ページ 12

ご存知でしたか？
ページ 12
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Produktnews

修士論文の一環として、さまざまな合成走行ノイズが電気自

動車の車室内用に開発されました。被験者は実際に運転し

ながらそれらの音の受容性を評価しました。サウンド・コン

セプトは多くの場合、擬似的なテスト・シナリオを用いて実

験室でテストされ、被験者から有意義な結果を得るための

コンテキスト（文脈）が欠けています。合成走行音の評価に

は、テスト結果の高い妥当性を保証するために、現実的な状

況をつくることが不可欠です。音の合成システムは、基本周

波数、一定間隔の高調波、無限音階 (Shepard tones)、ノイズ

信号、モジュレーション（変調）、ラフネスを生成する複数の

シンセサイザー（合成装置）をもとに、さまざまなサウンドス

ケープを作り出しました。
 
 数多くのテスト運転の間、被験者には4つの対照的な音の

シナリオ（電気自動車の未加工のオリジナル・ノイズと3つの

合成走行音）を評価する機会が与えられました。異なるサウ

ンド・コンセプトは、今後のサウンドデザインの異なるアプロ

ーチを意味します。シンセサイザー（合成装置）の可変パラメ

ーターは音の性質に反映され、それはエンジン負荷や速度、

音の大きさ、知覚可能なモジュレーション（変調）、エンジン

負荷による音の大きさの変化、動的プロセスにおける音の

性質の変化、そしてアイドル音の存在と特性に関連していま

す。車載の合成システムにより、さまざまな音が連続的かつ

リアルタイムに提示されました。

 現地調査用に開発されたのは、燃焼音のようなエンジン

音、近代的なこれまでにない音、低減された目立たない走行

音で、それぞれの音は20-25分のテスト運転中に評価されま

した。10人の被験者が現地調査に参加しました。

 運転中、被験者は車両や知覚した音について、自然にわ

いた感想や感情、考えを述べ、運転後に音に関するインタビ

ューを受けました。結果および評価から、すべてのサウンド・

コンセプトに肯定・否定両方のコメントがあったことがわか

りました。全体としては、合成走行音を再生した場合に、より

多くのコメントがありました。燃焼エンジン音（例 1）は、未加

工の車両のオリジナル・ノイズ（例 4）よりも全体的に低い評

価を受けました。オリジナル・ノイズについての肯定、否定、

中立的コメントの相対数に有意差がなかったことから、車

両の音質が改善したと結論づけることはできませんでした。

近代的な音（例 2）は最も多く否定的なコメントを受け、耳障

りで不適当な音であると考えられました。目立たない走行音

（例 3）、これは特定の状況下で聴覚的にのみ知覚できるも

のですが、最も多い肯定的コメントを得ました。多くの被験

者が付加的な走行音は必要ないと前もって述べていました

が、走行速度やエンジン負荷の感覚をつかむより良い手掛

かりとなることから、合成音でオリジナル・ノイズを補足する

利点を認めました。この結果は、車両における合成音の重要

な可能性を意味しています。しかし調査ではまた、付加的な

電気自動車のサウンドデザイン
電気自動車の車室内における合成走行ノイズの受容性

電気自動車におけるさまざまな合成走行ノイズの受容性についての現地調査が最近行なわれました。多数のテスト走行を

通して、電気自動車の異なるサウンドスケープに対するコンシューマーの反応が収集されました。

音響に関するリサーチ
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走行音が最適にデザインされなければ、知覚される音響効

果がすぐに悪化してしまうことも明らかになっています。電

気自動車用の汎用サウンドを現地調査に基づいて規定する

ことはできません。さらなる研究として、車両のクラス、イメ

ージ、ターゲットとするグループによって選択的に肯定的な

印象を引き起こす特定のサウンド・コンセプトに的を絞り、

それと同時に電気自動車の本来もつ望ましくないノイズを

認識されないようにしなくてはいけません。

出典: [1] Untersuchung zur Akzeptanz synthetischer Fahrgeräusche im Innenraum von Elektrofahrzeugen;   
   Masterthesis; Johannes Kerkmann; Technische Universität Berlin; Aachen, Germany; 2013
  [2]  Sound design of electric vehicles – Challenges and risks; Klaus Genuit, André Fiebig; Internoise,   
   Melbourne, Australia; 2014
  [3]  Acceptance of synthetic driving noises in electric vehicles; Johannes Kerkmann, Brigitte Schulte-  
   Fortkamp, André Fiebig; Forum Acusticum, Kraków, Poland; 2014
  [4]  E mobility – Sound concepts and consumer reactions. Assessment and acceptance of driving 
   sounds in the interior of electric vehicles; Brigitte Schulte-Fortkamp, André Fiebig, Johannes   
   Kerkmann; Aachen Acoustics Colloquium, Aachen, Germany; 2014

4. オリジナル・ノイズ1. 燃焼音のようなノイズ 2. 近代的で、これまでにない音 3. 低減された、目立たない走行音

ISO 11819-1 や ISO 362 では、通過騒音は路面中央か

ら 7.5 m (25フィート)の距離で測定されます。しかしより遠

距離から騒音を評価するには、これらの測定値をそのまま

適用することはできません。最大または平均音圧レベルは

統計的手法で推定できるものの、騒音を音響心理学的に

評価するためには十分ではありません。一方、遠距離から

の実際の通過騒音測定は、特に距離についての音響心理

的な現象を調査する場合、とても実用的とはいえません。

測定にかなりの労力がかかる上、コントロールできない支

配的なアンビエント・ノイズ(周囲雑音）がSN比を悪くし、ま

た気象状況に大きく依存するために測定結果の再現が難し

くなります。

 これらのデメリットは、車両上の移動音源から任意の受音

点に対する音の伝搬をシミュレーションすることで回避でき

ます。このために、通過中、車両上の関連する音源の近接信

通過騒音のシミュレーション
通過車両の遠距離測定の代替案

音響に関するリサーチ
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号（近傍音）をレコーディングします。ドップラー効果と他の

伝搬現象を考慮して、遠隔位置への音の伝搬を計算するこ

とが可能です。音の信号に加えて、シミュレーションには車

両の正確な移動データ、および大気減衰を計算するための

大気温度と湿度の値が必要です。

 EU プロジェクトの Cit yHush  (プロジェクト番号 FP7-

233655)で、有効な遠距離音場の信号がこの方法で効果的

にシミュレーションされることがすでに示されました。大規

模な遠距離測定における再現性と柔軟性を大幅に向上させ

ることができます。しかし騒音源にマイクロホンを装着しな

ければならず、またシミュレーション用に車両の仮想音響モ

デルが必要なことから、全体的な労力は依然として高いまま

です。

 今年の DAGA で発表された信号外挿法は、測定にかか

る労力を大幅に軽減します。この方法では、近距離 (通常 

7.5 m / 25 フィート)で測定されたマイク信号を、遠距離の仮

想マイクロホンまたはダミーヘッド信号に変換することがで

きます。この方法では、はじめに車両移動データを考慮して

ドップラー効果や他の伝搬現象を補正することで、マイク信

号から仮想近距離信号が計算されます。この近距離信号に

基づいて、遠距離信号を先に述べたようにシミュレーション

することができます。

 下図は、音源から 10 0 m (330 フィート)  の距離に

ついてのシミュレーション結 果と外 挿 法による結 果を

比 較しています。ラウドネスとシャープネスの曲 線はほ

ぼ 同 一で、スペクトル はよく似ています。グラフ上で見

える音 響的な差異はかろうじて認 識できる程 度です。

外 挿法による結果と実際 の測定値との比 較で、音の特

徴 がよく表れていることが示さ れました 。しかし音圧

レベル の 最 大値は、測 定値と大 幅に異 なりました 。こ

れらの 違 いは 大 気の 影 響（特に風 ）によるものです。 

 この結果は、単純な測定状況においては、シンプルな音

伝搬モデル (ISO 9613-1 による大気中の音の減衰を伴う自

由音場測定) が十分なものであることを示しています。さらに

この方法は、より複雑な音の伝搬モデルを統合するのに十

分にフレキシブルあり、ランドスケープや建物の音響的影響

の調査も可能にします。

 

 この外挿法により、標準のパスバイ測定のマイク信号は、

どの距離でも仮想マイクロホンまたはダミーヘッドの信号に

変換できます。測定にかかる不必要な労力を省き、通過騒音

を距離と関連させながら試験することができます。例えば顕

著な音の成分を持つ信号は、距離が離れるにつれ音圧レベ

ルやラウドネスが大幅に減少し、トーナリティはわずかに減

少するだけであることを、この方法は証明しました。

出典: Simulation von Vorbeifahrtgeräuschen; Aulis Telle; DAGA, Oldenburg, Germany; 2014

シミュレーション結果 外挿法による結果

シミュレーション結果
外挿法による結果

シミュレーション結果
外挿法による結果

Loudness vs. Time (DIN 45631) Sharpness vs. Time (DIN 45692)

FFT vs. Time, A 特性重み付け FFT vs. Time, A 特性重み付け

http://head-acoustics.de/downloads/publications/virtual_reality/simulation_von_vorbeifahrtsgerauschen.pdf
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適切な対策をはじめるには、交通量の多い道路で問題とな

っている騒音源を特定することが重要です。人々の生活の質

を損なうこともある交通公害を、目標を定めて減少させるた

めには、いくつかの主要な質問に答える必要があります。ど

の車両が他より騒音状況を悪化させ、またそれらはどのよう

な特徴を共通して持っているのしょうか？それには車両タイ

プ、移動速度、道路での位置も関係してきます。もうひとつ明

らかにしなければならない必要条件は、個々の車両、タイヤ

ノイズ、排気システム、吸気などに起因する可聴ノイズ成分

の属性です。

 測定では HEAD VISOR が道路の音の大きい区域に向

けて橋梁に取り付けられ、交通騒音がレコーディングされ

ました。 HEAD VISOR 技術により、どのような場所でも迅速

で簡単に測定ができます。また測定結果はオンサイトで直

接評価することができます。これらの測定から、それぞれ個

々の車両がどのくらいうるさかったのか、またどのように音

を出していたのか、といった情報が収集されました。交通

騒音の評価で最初に明らかになったのは、広帯域のバック

グラウンドノイズでした。その原因は、主にすべての車両

近くから発生するタイヤノイズの重ね合わせでした。しか

しながら通過する間、個々の音の純音的成分もまた目立っ

ており、とりわけ耳障りだと評価されました（図を参照）。騒

音の多い道路上の車が発する音の心理音響的な特徴はと

りわけ人間の知覚の注意をひき、全体的な騒音状況の判

断にかなり影響して、悪くさえすると推測されます。通過す

る車両の音の純音的成分が全体的な騒音の印象に大きく

影響することが示されたため、ハイウェイの通過騒音を減

少させるための狙いを定めた評価方法を導く場合、このよ

うな測定結果を考慮に入れなくてはいけません。

狙いを定めた道路交通騒音の測定
ハイウェイの騒音状況の実用的な測定

道路交通騒音は、現在最も強く認識されている環境騒音公害です。市民の健康への悪影響を減らすために、さまざまなノイ

ズ低減方法が考えられています。例えばすべての車両に対して有効な方法として、騒音レベルを下げることを目的とした一

般的な速度制限があります。問題は、これらの方法が効果的なのか、また騒音公害に関して車両騒音の音色の役割は何か、

ということです。

音響の世界
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音の放射特性と音の印象
HEAD VISOR を使ったさまざまな楽器の調査

楽器の複雑な音は、演奏技術と、サイズ、形状、材質といっ

た構造のディテールによって広く決定されます。楽器音の音

響試験は、ドイツにあるデトモルト音楽大学 Erich Thienhaus 

Institute の「Music Acoustics」コースの課題のひとつです。こ

のコースの学生と講師は、HEAD acoustics の HEAD VISOR 

のような最先端技術を使ってさまざまな楽器の放射特性を

試験しています。

 楽器の種類ごとに、その構造はその楽器に独自の特徴的

な音のカラーを与えます。同じ基本音を演奏しているときで

あっても、楽器特有の倍音の発生・調和によって異なる音色

が形成されます。

 HEAD VISOR 技術を使用することで、チェロなどの楽器

の個々の倍音を取り出してそれぞれ評価し、発生場所を楽

器に位置づけることが可能です。

 どの周波数が楽器の中心から放射されているか、どの周

波数が楽器の長さに沿ってダイポールを生じさせるのか、そ

してどの周波数のときに楽器本体の開口部が音の放射に重

要な役割を果たしているのか、といったことを解明すること

ができました。

 子供用の小さなチェロ（上図）と標準的なサイズのチェ

ロ（下図）を音響的・視覚的に比較することで、それらの楽

器の音の印象の違いが容易に説明されました。

音響の世界



HEADlines - Fall 20148

風力発電所が発する騒音は、不快感の蔓延につながる可能

性があります。最近の修士論文の調査では、その騒音が引き

起こす音響心理的・非音響的影響について取り上げられて

います。風力発電所のノイズ特性は、設備の種類、速度、回転

ブレードの数といったさまざまな要因に左右されます。これ

まで風力発電所に起因する騒音公害の原因は、十分に調査

されてきませんでした。そのため、いろいろな放射位置を含

め、ノイズを生じる可能性のある要因を決定するために大

規模な基礎研究がおこなわれました。

 リスニング試験では、被験者がさまざまな種類のアンビ

エント・ノイズを評価しました。実験の最初のパートでは、

風力発電所が発する騒音を屋内で聞いたときの印象に似

るように、ノイズにフィルターがかけられました。2番目のパ

ートでは、アンビエント・ノイズは屋外で聴こえているよう

に提示されました。被験者はSD法を用いてそれぞれの音

を、不気味さ (ominosity)、うるささ (annoyance)、音の大き

さ (loudness)、変動 (variation)、異常さ (strangeness)、低周波

ノイズの特徴 (low-frequency noise character) といった基準

で採点しました。評価に加えて、アンケートを用いて被験者

特有の評価要因を分析することにより、特定のアンビエント・

ノイズの評価に非音響的な要素が影響することも考慮され

風力発電所による騒音公害とは？
音響心理学的特性の重要性と、風力タービンの評価の
ための非音響的要因に関する調査

ドイツのエネルギー政策において風力発電所は重要な役割を担っており、再生可能エネルギーの生産の維持と拡大のた

めに重要なものとなっています。 2012 年には、ドイツでおよそ 23,000 の風力発電所が稼動していました。しかし最新の調

査では、多数の苦情を招くかなりの騒音公害が風力発電所によって生じていることが指摘されています。

出典: Eine Laborstudie zu Wirkungszusammenhängen von Geräuschen verursacht durch 
Windkraftanlagen; Masterthesis; Leonid Schmidt; Aachen, Germany; 2014; In Press

音響に関するリサーチ

ました。さらに、風力発電所の騒音評価のために音響心理学

的特性(ラウドネス、ラフネス、変動強度、モジュレーション（

変調）、トーナリティなど）の有意性が調査されました。

 実験によって、非音響的な要因と、風力発電所の騒音評

価の関係が明らかになりました。例えば、騒音に敏感だと自

分自身で思っている人は、風力発電所の音をとりわけ不気

味 (ominous) で不快 (unpleasant) だと評価しました。そのほ

か被験者のノイズに対する敏感度、一般的な騒音曝露量、

付加的要因（住んでいる場所や騒音公害に悩みやすい体

質かどうか、その人の年齢）が風力発電所の騒音評価に影

響しました。

 さらに、同じ距離から測定された違うタイプの風力発電

所に対し、被験者は大きく異なる反応をしたことが試験で明

らかになりました。同一のA特性音圧レベルであっても、いく

つかの評価基準について3つの異なるタイプの風力発電所

の評価は大きく異なりました。音の持つ異なる音響心理学

的な特性がこれらの評価の違いを引き起こしています。全

体的な結果から、風力発電所の騒音評価はA特性音圧レベ

ルだけでなく、付加的な音響心理的要因にも依存すること

が確認されました。



サウンドスケープ
統合的アプローチの標準化におけるプロセス
統合的サウンドスケープのアプローチは、アンビエント・ノイズの分析や評価を目的としてますますポピュラーなものになって

います。しかし一貫性のある用語や特定の測定方法がないために、試験結果を他と比較したり伝達したりすることは、これまで

のところ非常に制限されています。このことから現在、国際的なサウンドスケープの標準規格が作成されており、用語や測定方

法、評価手順、その他が標準化されつつあります。必須用語の定義、サウンドスケープの関連要因とプロセスの概念の理解につ

いては、すでに ISO/FDIS 12913 part 1 で定められています。

人間は音響心理学的な特性や状況によって、音圧レベルと

は（ほとんど）無関係に音を不快または心地良いと評価しま

す。サウンドスケープのアプローチは、そのような人間の知

覚に焦点を合わせるべきだということを前提としています。

最初のパートへの追加として、国際的な専門家のグループが

現在集中的に ISO 12913-2 に分類される2つめのパートを

検討しています。これは主に知覚データの収集と分析、およ

び音響測定の実行と評価について説明するものです。バイ

ノーラル測定、心理音響パラメーター、用途に合わせた

アンケートの適用、「聞き歩き (sound walks)」によ

るデータ収集が標準規格に組み込まれます。サウンドスケー

プに対して国際的に一致した理解を与えるだけでなく、デー

タ評価の継続性と互換性も確実にします。サウンドスケープ

の分野で進行している標準化の取り組みは、アンビエント・

ノイズの評価において音響心理学やコンテクスト的な観点

に一層重点が置かれることになると思われます。よいサウン

ドスケープは、不快感を減らすだけでなく、生活の質の認識

において実際にプラスの効果があります。これは騒音公害対

策のような環境音に対する従来の概念をは

るかに越えるものです。

標準規格

非定常ラウドネス – ISO 532-1
非 定 常 ラ ウド ネ ス を 規 定 す る 新 し い 国 際 標 準 が 、 

ISO 532 B の改訂としてまもなく発行されます。この ISO 

532-1 は Zwicker による計算方法である DIN 45631/A1 を

ベースにしており、定常および時間変化する騒音の両方のラ

ウドネスを定めます。新しい標準では計算方法とアルゴリズ

ムを詳細に説明しており、実際に導入する際の不確定要素

を回避しています。新しい標準は DIN 45631/A1 の基準に

完全に準拠しているため、これまでの分析結果との比較可能性

やより良い継続性が得られます。さらに ISO 532 A (Stevens に

よるラウドネス) は ISO 532-2 に置き換えられます。この標準

は、Moore と Glasberg による定常ラウドネスの計算に関する

アメリカの ANSI S3.4-2007 をベースにしています。私どもの

ウェブサイトでは、新しい ISO 532-1 標準を試して

適用するためのツールがダウンロードできます。

www.head-acoustics.de/ISO_532-1_e

標準規格

http://head-acoustics.de/ISO_532-1_e
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RPM Generator
次数曲線から回転数情報を抽出

収録データが回転数信号を含まない場合、または質の良く

ないデータである場合、RPM Generator は擬似回転数信号

を生成し、収録データに埋め込むことができます。強力な推

定アルゴリズムが、次数曲線から回転数を決定します。ほと

んどの場合、必要な作業はグラフ内のそれぞれの次数成分

を指定すれば十分です。RPM Generator は FFT vs. Time グラ

フに推定した次数曲線を表示しますので、グラフ上で推定結

果が正しいか確認できます。また、結果の回転数曲線は別

々の RPM vs. Time グラフに表示され、既存の収録データに

追加のチャンネルとして加えることができます。

Mark Editor 
複数の収録データを時間または回転数ですばやく便利に切り抜き

Mark Editor は、個々の収録データに対して解析対象

範囲のマーク (Mark) を時間または回転数に基づい

て作成する機能であり、グラフ上でインタラクティブ

に操作することができます。マークはマウスで動かす

か、マークの範囲を数値で入力して編集することが

できます。新しい Mark Editor はツールウィンドウと

して ArtemiS suite で利用でき、Source Pool で選択された測定ファイルのマークは自動的に表示されます。複数のマークまた

はフォルダーごと同時に編集することもできます。マークの範囲が回転数で定義されている場合は、Ramp Mode に切り替える

と、指定したマーク範囲内で自動的に最短の回転数範囲を検索します。マーク範囲は Source Pool で自動的に同期されます。

作成されたマークを Source Pool に新しいマークとして追加したり、トリミングした測定ファイルとして新たに保存したりする

こともできます。

Player and playback filters
拡張された再生機能

ArtemiS suite に追加された新しい Player では、拡張

された再生機能により聴取しながら音の分析や最適

化をおこなうことができます。ArtemiS suite のさまざ

まな場所 (HEAD Navigator、Pool Projects、プレイリ

スト、Mark Analyzer など) で、時間領域信号の聴き

たい部分にフォーカスしながら再生することができます。例えば非常に速いプロセスをより把握する場合は、再生速度を変更

することができます。また新しい高度なチャンネル選択ロジックを使用して、異なるバイノーラル・チャンネル対またはモノラ

ArtemiS suite 6.0 のハイライト
ソフトウェア・アップデート
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ル信号を迅速かつ容易に選択することができます。新しいユーザー・インターフェイスは、さまざまな情報を表示したり非表

示にしたりすることで、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

再生時には、信号をインタラクティブに変更できるフィルターを利用することができます。幅広いさまざまな IIR フィルター(直

列および並列に使用可能）の他に、FIRフィルターも提供されています。複数のフィルターをグループ化し、絶対または相対周

波数比（高調波、または奇数次高調波）を維持しながらカットオフ周波数を変更することもできます。

単位&基準値用エディター
用途に合わせた測定単位の指定や設定

測定単位ごとに、カスタム表示形式、dB 基準値、表

示したい単位を指定することができます。さらに、小

数点以下の桁数や周波数重み付けといった他の表

示オプションを設定することができます。

Single Values
Single Values (単一値）の計算と表形式出力機能の統合

Pool Project の Analysis Pool で Single Value 分析を使用し

て、単一値（平均、合計、最小・最大、種々のパーセンタイル

値など）を直接求めることができます。算出された単一値

は、グラフや表、レポートに含めることができます。必要に応

じて User Documentation、またはマーク、フィルター、分析

に関する情報と共に、表に項目を追加できます。また Excel 

でさらに処理をするために、表全体を簡単にクリップボード

にコピーすることができます。

Automation Projects
測定データの自動処理

新しい Automation Projects 機能では、測定データのカスタム

処理バッチを定義することができます、それは Pool Project の

構造やロジックに縛られません。これらの処理バッチには、

マーク作成や分析、フィルタリング、統計演算、そしてフォー

マット変換などを含めることができます。この機能により、

個々のチャンネルに最適な分析パラメーターを設定しなが

ら1ステップで処理を実行できます。バッチは Automation 

Project、HEAD Navigator 経由、Windows コマンド・プロンプ

ト、または HEAD Recorder Flow Control 経由で実行することができます。このオートメーション形式により、手間のかかる評価（

特に測定タスクの繰り返し）を、複雑な操作なしで行なうことができます。



アプリケーション

ご存じでしたか？
• ... HEAD Updater 最新バージョン 1.2 では、ソフトウェア・

アップデートだけでなく、ハードウェア製品の最新ファー

ムウェア・アップデートも入手できます。HEAD Updater で

ファームウェアを一旦ダウンロードすれば、今後のアップ

デートは自動的に通知されます。

• ... ArtemiS suite 5.0 で導入された Channel Editor は、便

利かつ直接的な方法で複数の HDF ファイルを同時に編

集できます。いくつかの測定で小さなミスが起こった場

合、それぞれ個々の測定を編集したり再計算したりする必

要はありません。

• ... SQuadriga II 用の新しい多機能アダプターSVA II.0 は、

ダミーヘッドを操作している間、同時に CANまたは OBD-

2 データと、GPS 信号を収集できます。 SVA II.0 はこのよ

うに3種類のアダプターCLD VII.1、CLD VII.8、CLG VII を置

き換えます。
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Dr. H. W. Gierlich がテレコム・ディビジョン社長に就任
Dr. Hans W. Gier lich  がテレコム･ディビジョンの社長に

就任しました。 HEAD acoustics での長年の勤続とテレコ

ム･ディビジョンのディレクターとして Dr. Gierlich は近年

の成功に大きく寄与してきました。また、長年に亘り ITU-

T、ETSI、3GPP、3GPP、GCF、 IEEE、TIA、CTIA、DKE、VDA 等の

様々な団体で強固なネットワークを築いて参りました。更

に、ITU-T Focus Group CarCom の議長及び最近では ETSI 

Committee STQ の副議長を務めています。

「テレコム･ディビジョンの拡大とグレ

ードアップが HEAD acousticsの更なる

発展にとって大変重要だ。テレコム分

野における豊かな経験とノウハウをも

つ Hans Gierlich はビジネスを更なる

成功に導く為の理想的なパートナーと

考えている。」 (HEAD acoustics オーナ

ー兼社長 Professor Dr. Klaus Genuit)

人事関連

www.truly-portable.com

SQuadriga II
まさにポータブルな騒音・振動データ収集システムです。SQuadriga ファミリー（10年以上の経

験と圧倒的な成功）のメンバーです。

mailto:info%40head-acoustics.co.jp?subject=
http://www.head-acoustics.de/jp/index.htm

