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ご存じでしたか？ 
 
• …ACQUA 3.2.100が入手可能 – HEAD acoustics高度通信

品質分析システムの新バージョン 

 

• …新バージョンはWindows® 8/8.1をサポート 

 

• …MFE VIII.1ユーザー･インターフェイスがACQUAに統合されました。

ACQUA及びACQUAlyzerの設定画面からフロントエンドをコントロー

ルできます。 

 

• …プロトコルSIP + RTP及びrawRTPに加え、様々なコーデックが

MFE VIII.1に提供されています。AMR/AMR-WB、Speex等。 

 

• …新たなオプションACOPT 32 (Speech-based Double Talk) 

を用いてTS 26.131/132に基づいたSpeech-based Double 

Talkの分析を行うことができます。 

 

• …新たなオプションACOPT 33（ターンテーブル･サポート）が

LinearX LT360のターンテーブルをサポートします。 

•  …同時に複数のプロジェクトを開くことができます。開いたプロジェクトよ

り任意にテスト結果を選択するとそれらが同時表示されます。 

 

• …複数のプロジェクトが容易に比較でき、SMDとテスト結果のコピーが

可能です。 

 

• …データベース･マネージャーの中に測定プロジェクト全体をコピーする際、

ディスク容量セーブの為に時刻歴波形ファイルの除外が可能です。 

 

• 弊社の新ACQUAバージョン3.2.100についての詳細は別途お問い合

わせ下さい。 

これにより、角度条件に基づくレベル及び周波数特性の測定を自動

で素早く簡便に行えます。 



高周波（RF）録音機器は、ラジオ受信機メーカー等が動的環境（実走

で信号が障害を受ける環境）或いは静的環境（障害がなくレファレンス

信号を収録できる環境）下でRF信号を収録する為に用いられています。

こうしたRF録音をラジオ受信機に適用することによりリアルで再現可能なテ

スト条件を保証します。 

従来の評価は音の主観評価のエキスパートが実験室で行っていました。高

い頻度で一台の車に何人もの被験者が同乗し実走テストを行う必要があ

りました。こうした評価は時間がかかり煩雑なものでした。 

 

HEAD acousticsの新ソフトウェア、ラジオ･アナライザー･ツールTUNEを

用いて、このような評価を様々な音環境に対して、すなわち様々な車室環

境に対して行うことができます。簡単で素早い、しかも高信頼性、再現性、

客観性を伴ったかたちでの分析が可能となります。 

TUNEは車室内音響等リアルな環境下でスピーチや音楽サンプルの音質

評価を2000件以上行った膨大な主観評価実験結果をベースにしていま

す。このソフトウェアは非常に効率的で、例として、ポップ音や瞬発的なノイ

ズ､ステレオ･モノラル切替等、典型的な信号障害を検知します。 
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TUNE 
ラジオ放送信号を素早く再現性のある方法で分析 
  

運転中に聴いているラジオの受信状態が急に悪化しノイズやポップ音に悩まされた経験のない人がいるでしょうか。これらの障害はとりわけ送信電波エネルギー

の損失等、受信状態の悪化に原因があります。HEAD acousticsの新ソフトウェア「TUNE」はラジオ電波がオーディオ信号に及ぼす障害を再現し、主観評

価結果に基づいた分析・評価を可能にします。 

TUNEは発生頻度の統計的な概要も得られま

す。これにより、ラジオ受信機の性能を客観的に

評価し異なる機種間の比較も可能にします。 

 

更に、TUNEの聴覚に基づく分析モデルは障害

を人が如何に知覚するかを考慮しながら受信機

が処理したオーディオ出力の分析を可能にします。

分析結果は主観評価と高い相関があります。 

 

TUNEは既に市場で採用されています。大手

カーメーカーや自動車部品メーカーに、この

HEAD acousticsの快適かつ高信頼性のソフ

トウェアを活用頂いています。 

 

価格等詳細につきましては別途お問い合わせ下

さい。 



 

グローバル･セッティング 

設定画面では、様々なタイプの妨害に影響を及ぼすパラメターの変更が可

能です。前処理段階のパラメター、例えば妨害を受けたオーディオファイルと

レファレンス･オーディオファイルとのあいだの遅延分の補正をユーザーのニー

ズに合わせて行うことができます。同様にポップ音やノイズを検知する為のし

きい値等の分析パラメターを調整することもできます。ボタンのクリックだけで

ユーザーはパラメターを推奨デフォルト値にリセットすることができます。 

 

 

 

 

 

分析ウインドウ 

納入アイテムに含まれるHEAD Monitorにより、ポップ音障害の発生やハ

イカットの検知（時間制限ローパスフィルタ）等、様々な分析結果を表示

できます。更に、HEAD Monitorは音再生にも用いることができ、音響的

検証や分析したオーディオ･サンプルのデモンストレーションが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果ウインドウ 

結果ウインドウは、左上に結果値の概要、右上に結果の総括がパイチャー

トで表されます。左下にてセグメントごとの結果の値が、右下にはセグメント

ごとの結果のグラフが示されます。長い収録音は20～30秒に分割されて

分析がされ、その結果、品質の時間変化、或いは実走ルートの地点ごと

の品質を表すことができます。 
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3PASS : ETSI標準TS 103 224となりました。 
HEAD acousticsはこの標準規格の開発に主要な役割を果たしています。 

揃える上ではコストセーブとなります。既存のHAE-BGNソフトウェアは新し

い3PASSに低価格でアップグレードすることができます。（UG-3PASS、

Code 6991） 

 

3PASSはバックグラウンド･ノイズの高い再生精度を備えています。（上記

グラフご参照）太い茶線はオリジナル信号です。（レファレンス･ルームにお

いて複数のスピーカーで走行ノイズを再生。）他の線は残響時間の異なる

4つの部屋で自動イコライゼーションをかけたときの特性を表しています。 

 

HEAD acousticsの新システム3PASS、マイクロホン･サラウンド･アレイ 

MSA I（録音及び室内イコライゼーション）、フロントエンドlabBGNは既

にご購入可能です。 

バックグラウンド･ノイズの再生精度（下記テキストご参照） 

HMS II.3、8 x スピーカー、マイクロホン･サラウン

ド･アレイ MSA Iを用いた残響の少ない部屋におけ

る3PASSのテスト･セットアップ 
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HEAD acousticsの新しい3PASS（3-dimentional Playback of 

Acoustic Sound Scenarios）は様々なテスト･ルームで実生活上の

バックグラウンド･ノイズ･シナリオの重要な空間特性を保全・再生することが

できます。このシステムはETSI標準TS 103 224として認定されました。 

 

このシステムの主な応用分野はバックグラウンド･ノイズ環境におけるテレコ

ム･デバイスの音声品質分析です。ETSI TS 103 224が規定するノイ

ズ･データベースが3つの用途で利用できます： 

 

• 耳元の電話端末 

• 典型的なユーザー位置のハンドヘルド･ハンズフリー端末 

• 典型的なユーザー位置のデスクトップ･ハンズフリー端末 

 

3PASSの前身モデルと比較した主な利点は、バックグラウンド･ノイズ低減

の為の複雑なアルゴリズムの開発の為に必須となる、バックグラウンド･ノイズ

の重要な空間特性の保全・再生能力にあります。これは最近のスマートホ

ン、特に複数のマイクを搭載するものには特に重要で、実生活上の性能と

しては不可欠です。 

 

もうひとつの利点は、再生用フロントエンドlabBGNと録音用マイクロホン･サ

ラウンド･アレイMSA Iを介した自動化デジタル･イコライゼーションです。更

に3PASS及び前身のバックグラウンド･ノイズ･システムHAE-BGNが共通の

フロントエンド･ハードウェアlabBGNをベースにしている為、両方のシステムを 
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MSA I – アドバンスト・8チャンネル･マイクロホン･サラウンド･アレイ 
  

MSA Iは立体的に配置された8つのマイクロホンで構成され、デバイスの典型的なテスト･ポジションに対応します。マイクロホン･サラウンド･アレイはHEAD 

acousticsの新しいバックグラウンド･ノイズ･シミュレーション･システムを構成する重要なシステム･コンポーネントのひとつです。 

3PASSシステム･セットアップの中で、フロントエンドlabBGNとともにシステム

全体のイコライゼーションを自動で行う役割を担います。バックグラウンド･ノイ

ズ･シナリオの現実に忠実な再生を可能にするとともに、収録した音ファイル

の空間特性を保全します。 

 

使用ケースによりMSA Iの搭載方法は異なります：「耳元の電話端末」で

あればダミーヘッドHMS II.3に頭上の固定位置に搭載されます（写真ご

参照。）「ハンドヘルド･ハンズフリー」の場合は標準マイクロホン・トライポッド

に搭載されます。（例：高さ調整可能なトライポッドHMT II）「デスクトッ

プ･ハンズフリー」の場合は、スタンド･ベースに搭載されます。（例：SB 

MSA I） 
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Skype-Lync: 新標準オーディオ･テスト仕様 
VoIPシステム及びコンポーネンツのスピーチ品質評価 
  

VoIPシステム及びコンポーネンツのスピーチ品質評価にはエコーキャンセラー、スピーチ･コーデック、ジッタ・バッファ等様々な種類の信号処理が関わっており難

しいものです。これらのすべての側面が通話品質に重大な影響を及ぼします。 

SkypeTMとMicrosoft® Lync®システムに別々の信号処理手法が用い

られている為、「Skype & Lync オーディオ･テスト仕様」が開発されまし

た。この仕様はSkypeTMとLync®のデバイスやアクセサリの為のオーディオ

要件、特にスピーチ品質、信号ノイズ、エコー・遅延等ユーザー体験に重

大な影響を及ぼすオーディオ要件を規定します。 

測定標準「Skype-Lync」は、HEAD acousticsの通信分析システム

ACQUA向けにSkypeTMとMicrosoft® Lync®テスト仕様をインプリメン

トしたものです。「Skype-Lync」はSkypeTMとMicrosoft® Lync®のデ

バイスやアクセサリの為のテストで構成されています。 
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従来の標準「Skype-AS」との主な違いのひとつは使用ケースごとに

測定方法が規定がされている点にあります。新たな測定標準は測定

対象（DUT）により2種類の異なるテスト･スイートを含み、エコー･

テスト、バックグラウンド･ノイズ有 or 無の環境でのスピーチ品質、ダブ

ルトーク時のスピーチ品質のような重要な通話品質を測定します。こ

の目的の為に「Skype-Lync」には3QUEST、EQUEST、POLQA、

Speech-based Double Talk、（3GPP TS 26.131/132に基

づく） エコー分析等の分析手法が用いられています。 

 

この新しい標準についての詳細は弊社ウェブサイトよりデータシートにて

ご覧になれます。 
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eCall : HEAD acousticsは最適な測定技術を提供します。 
  

現在、カーメーカーや自動車部品メーカーにより事故発生時に自動で緊急通報を可能にする緊急通報システムが開発・導入がされています。このシステムの

ベースはハンズフリー機能です。このようなeCallシステムを最適化し、衝突した車と救援サービスとのあいだの最適な通信を確保するのにふさわしい測定技術が

提供されなければなりません。eCallの目的は人命救助です。 

eCallはどのような仕組み？ 

事故発生時、eCallシステムは先ずGPSデータや車の状態等の最小限の

データ(MSD)を緊急応答機関（PSAP）に送ります。すると自動的に

PSAPと車の間の電話接続が確立されます。車側ではハンズフリーの技術

が用いられます。eCallの2つのモードが識別されなくてはなりません：自動

発呼（事故のケース）と手動発呼（ドライバー自身は事故に遭遇してい

ないケース。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eCallシステムの現状は？ 

ITU-T勧告P.1100やP.1110のような既存の標準はコンフォート･ハンズ

フリー･システムの検証・最適化の為のテストを提供します。手動で発呼され

るeCallにはコンフォート･ハンズフリー･システム用と類似したテスト条件と要

件を適用できますが、自動発呼のeCallには最適とは言えません。ロシアの

標準GOST R 55531-2013 (ERA-GLONASS) はeCallシステム用

のテストを規定していますが、こちらはITU-T勧告P.1100とP.1110をベー

スにしています。 

 

eCallの新たな課題？ 

eCallの導入に際して特殊要件が考慮される必要があります： 

 

• eCallシステムにおけるノイズ低減の要件はコンフォート･ハンズフリー･シ

ステムのものとは全く異なり得ます。大幅なノイズ低減はコンフォート･ハ

ンズフリーには重要な品質要件ですが、eCallでは異なります。特に、

衝突した車から伝送されるバックグラウンド･ノイズはPSAPが事故の状

況を推定するのに重要な手がかりとなります。例として緊急通報か誤

報（間違い電話）かの判断があります。 

• ダブルトーク時の接続品質は事故の緊急事態では極めて重要です。コ

ンフォート･ハンズフリーと異なりeCallにとってダブルトーク時に優れた音

声品質を実現することは最優先ではありません。一番の優先順位は

音声明瞭度です。 

 

• eCallシナリオでのバックグラウンド･ノイズは典型的にコンフォート･ハンズ

フリーとは異なります。従ってリアルなバックグラウンド･ノイズ･シナリオが

用いられるべきです。下の2つのグラフは走行時と停止時の窓の開放

状態と閉まった状態（衝突時をシミュレーション）のノイズ･レベルと周

波数です。走行車と停止車の窓の開放状態でのノイズ･レベルは殆ど

同じですが、車の周波数特性は大きく異なります。これがeCallシステ

ムで考慮されるべきことなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eCallシステム：HEAD acousticsが提供するものは？ 

eCallに最適なテスト・測定技術の提供によりHEAD acousticsはeCall

システムのインプリメンテーションに大きく貢献しています。このテストはeCall

に特有のバックグラウンド･ノイズ･シナリオと併せ、無言電話の検知等の為

の新しいテストやリアル･スピーチをベースにしたダブルトーク条件下の新しい

テストを含みます。既存のハンズフリー仕様ITU-T P.1100とP.1110に加

え、新しい ERA-GLONASS標準規格GOST R55531-NB とUG 

GOST R 55531-WB、現在開発中のHEAD acoustics  Quality 

Standard for eCall systems (“HQS-eCall”) 等 、 HEAD 

acousticsは最適な測定技術を提供します。 
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ACOPT 32 & 33 – 2つの新しいACQUAオプション 
  

HEAD acousticsは高度通信品質分析システムACQUAの2つの新しい効果的なオプション；ACOPT 32 Speech-based Double Talk及びACOPT 

33 Turntable Supportを開発しました。 

ACOPT 32 – Speech-based Double talk  

ダブルトークは重要な通話状況でありエコー･キャンセレーションやスピーチ品

質に相当のインパクトを及ぼし得るものです。ACOPT 32はダブルトーク時

のエコー及び減衰性能の詳細な評価を可能にします。障害を起こし得るパ

ラメターには非線形信号処理により発生する信号損失（時間信号のクリッ

ピング）やエコー障害があります。 

ACOPT 33 – Turntable Support 

ACOPT 33 Turntable Support は高度通信品質分析システム

ACQUAの為のターンテーブルLinearX LT 360の使用をサポートするオプ

ションです。このオプションは角度条件に基づいた音響測定を自動で素早く

快適に行うことを可能にします。結果は極座標プロットか2D、3Dでの周波

数特性として表すことができます。 

プログラム･ウインドウを介してユーザーはターンテーブルを完全に制御するこ

とができます。0°～360°までのどのポジションでも素早く簡単に測定するこ

とができます。ACOPT 33は3つのタイプの測定を可能にします：極座標プ

ロットで表した角度でのレベル測定、2D及び3Dでマニュアル固定したポジ

ションでの周波数特性。前者2つの測定については公差スキームの適用も

可能です。 

 

ACOPT 32及び ACOPT 33の詳細につきましては弊社ウェブサイトより

データシートにてご覧になれます。 

ACOPT 32における測定信号（上）と測定結果（下） 
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ポジション調整の為のSMDウインドウ（上）と 
測定結果の極座標プロット（下） 

3GPPの2つの標準TS 26.131/132は、狭帯域及び広帯

域端末の音響特性を評価するテスト手法及び最小限の性能

要件を規定しています。HEAD acousticsはこれらの標準を

ベースにダブルトーク性能分析をインプリメントしました。 



| 人事関連 | 
  

Dr. H. W. Gierlichがテレコム･ディビジョン社長に就任  

Dr. Hans W. Gierlich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。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） 
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ITU-Tテスト･イベント：モバイルホンの課題が明らかに 

ハンズフリー端末との組合せ時の性能 

車室内のハンズフリーテレフォニーの劣悪な性能は多くの場合モバイルホンが

原因でありハンズフリー･システム自体ではありません：これは2014年5月に

ジュネーブITUにて行われたテスト･イベントの結果です。相互運用性テスト

を行ったところ、テスト対象となった電話機の約70%が性能劣化を引き起こ

し、ドライバーと通話相手の音声品質が悪化することがわかりました。モバイ

ルホンの測定はITU-T勧告P.1100とP.1110のchapter 12による方法

で行われました。HEAD acousticsは正式テスト･ラボとして測定フロントエ 

ンドMFE  XI（ユニバーサル･Bluetooth®･アクセス･ポイント）等、テスト

に必要な機器を提供しました。測定結果としてはワーストと評価された電

話のいくつかは音声品質の重大な悪化を引き起こし、車両のハンズフリー･

システムに接続しても認識しないものもありました。こうした品質悪化は自動

車業界に対するカスタマーの不満につながっていると、本イベント中、ベンツ、

トヨタ、ボッシュ（ハンズフリー端末サプライヤー）がレポートしました。 

2つの品質パイチャートは

Bluetooth®接続における狭帯域

対応モバイルホンのオーディオ性能が

良好なもの（左）と性能が劣るもの

（右）のテスト結果を表しています。 

| フェア & コンファレンス | 
  

HEAD acousticsが参画するイベントです！ 
  

Aachen Acoustics Colloguium ・ Aachen, Germany ・ November 24 – 26, 2014 
Mobile World Congress 2015 ・ Barcelona, Spain ・ March 02-05, 2015 
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