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ACQUA ｵﾌﾟｼｮﾝ (ACOPTs)
(*印が付いたACQUAｵﾌﾟｼｮﾝについては
個別のﾃﾞｰﾀｼｰﾄも用意しております。）

概要
ACQUAは音響信号及び24kHzまでの音
響や電気的な伝送経路を診断する為の2
チャンネル分析システムです。様々なオプ
ションを取り揃えており、周波数特性評価、
心理音響モデルや音声品質分析システム
等のアプリケーションに合わせてソフトウエ
ア及びその性能をカスタマイズできます。

ACOPT 01 (Code 6811)*
信号ジェエレーター及びエディター
数式で関数定義を行い、信号を生成、編集
する為のACQUAオプション
フィーチャー：
・サイン波信号、二乗信号、三角波信号、ス
イープ、ステップト・スイープ、ホワイト&ピン
ク・ノイズ、異なるFTT長の疑似ノイズ、フー
リエ信号の発生
・ユニバーサル信号発生器（数式に対応）
・コンポジット・ソース信号等、個別の時間
信号編集用の信号エディター
・様々な信号操作加工が可能
ACOPT 02 (Code 6812)
単一コンポーネント或いは複雑な伝達経
路の技術検討や最適化のツール
フィーチャー：
・記録保存した信号の周波数領域、時間
領域における後分析

ACOPT 03 – ACOPT 08 (Code 6813
– 6818)：
販売終了いたしました。ArtemiS SUITE
により代替可能です。詳細お問い合わせ
下さい。
ACOPT 09 (Code 6819)
SLVM P.56
国際標準ITU-T P.56（メソッドB）に基づく
音声レベル電圧計
ACOPT 10 (Code 6820)
TOSQA
TOSQA法に基づいた音声品質評価。
MOS値及び障害ファクターを含んだTM
OS値で出力。
ACOPT 11 (Code 6821)
CLIP
欧州標準ETS 300 778-1に基づく自由に
定義可能なCLIPデータの出力。
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フィーチャー：
・接続した測定フロントエンドに自動適合。
・3つ全ての起動方法をサポート：デュアル
トーン呼出し信号（DT-AS)、極性反転後
DT-AS送出、鳴動パルス呼出し信号
・転送可能ﾃﾞｰﾀを自由に選択
・全ての信号周波数と信号レベルを自由
に選択

ACOPT 12 (Code 6822)
DTMF
TBR 21標準（多重周波数ダイヤル方式）
に基づく測定対象デバイスが送出する
DTMF信号を分析するツール
フィーチャー：
●認識される全ての信号の出力
●下記パラメターの確認：
- 高低周波数の最小最大レベル
- 最小最大レベル差
- 最小S/N比
- 周波数偏差の最大値
- 最小最大のダイヤル/ポーズ時間
- 最大上昇/下降時間
ACOPT 14 / ACOPT 15 (Code 6824
/ 6825)
販売は終了いたしました。
ACOPT 16 (Code 6836)
PESQ
PESQ (Perceptual evaluation of Speech
Quality、ITU-T P.862で規定された通話
品質の知覚的評価の為の高度な品質測
定法）に基づくMOS値（平均オピニオン評
点）算定の為のツール。
ACOPT 17 (Code 6839)*
Relative Approach
ヘッドアコースティクスの特許による心理
音響に基づく時間・周波数領域における
可聴障害成分の分析手法。聴感をベース
にした時間・スペクトル構造の評価ツール。
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ACOPT 18 (Code 6840)
COMインターフェイスによるACQUAリモー
ト制御
自動測定シーケンスの外部制御用ツール。
COMインターフェイスを介してACQUAプロ
ジェクト或いはシングル・メジャメント・ディ
スクリプターを選択可能。既存のACQUA
測定オブジェクトとそれに紐付くフロントエ
ンドの設定が選択でき測定シーケンスをフ
ルに実行できます。新しいACQUA測定オ
ブジェクトも作成できます。測定シーケンス
の進捗がCOMイベントを介してフィードバッ
クされます。
ACOPT 19 (Code 6842)*
オンライン分析
変更可能な測定設定条件のもとで、信号
を再生しながらオンライン・レベル、オンラ
インFFT、オンライン歪のリアルタイム分析
が可能。（異なる周波数でのエコーキャン
セラーの収束動作、ハンドセットの耳への
押しつけ力による伝達関数等の設定条件
の変更が可能。）

より踏み込んだ分析が可能です。
3QUESTの個々のデータベースは
ITU-T勧告P.835に基づき、一部パ
ートナーと協同で検証を含めて行
った数多くの聴感評価をベースに
しています。

フィーチャー：
・オンライン・レベル：入力レベルのリアルタイム
計算
・オンラインFFT：周波数分布のリアルタイム分
析
・オンライン歪：歪のリアルタイム分析
ACOPT 20 (Code 6843)*
品質パイチャート
ITU-T勧告 P.505に基づくパイチャート形式でテ
スト結果を素早く簡単に表示できます。全ての
パラメター設定と許容範囲の記述を含む専用テ
ンプレートをIP電話、ゲートウエイ、モバイルホン、
ハンズフリー端末等あらゆるテストケースに適用
できます。ユーザーが独自に個々のテスト結果
を評価する為の独自テンプレートの作成、保存
も可能です。

ACOPT 21 (Code 6844)*
3QUEST
3QUEST(3-fold Quality Evaluation of Speech
in Telecommunications)はバックグラウンドノイ
ズ環境下でノイズ抑制技術を用いた通信端末
の音声品質評価を可能にする通信分析システ
ムACQUAの為のオプション計算メソッドです。
ACOPT 21は狭帯域及び広帯域に対応し、ET
SI標準 EG 202 396-3とTS 103 106で規定され
たメソッドを製品化しました。
ITU-T P.800リスニング・テスト(TOSCA、PESQ、
POLQA)を予測する評価モデルと比べ3QUEST
の主なメリットは異なるバックグラウンドノイズ
の影響を考慮に入れていることと3つのMOS値
（平均オピニオン評点：S-MOS、N-MOS、G-M
OS)を計算することであり、音質印象に関して
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ACOPT 22 (Code 6847)*
ES 203 021
TBR 21の後継、ETSI標準 ES 203
021は前標準と同様、端末を欧州
の既存公衆電話網にアナログ接
続する際の一連の要件を規定し
ています。デュアルトーン多重周
波数(DTMF)シグナリングを介して
スイッチ接続を確立或いは受ける
ことのできる端末に関しての指令
91/263/EECの関連する全ての要件を包含しま
す。ES 203 021標準に要求される測定はヘッド
アコースティクスによりACQUAの自動化テスト
スイート用に製品化されました。

ACOPT 23 (Code 6848)*
GCF
Global Certification Forum (GCF)は2G、3Gモ
バイル機器の認証取得の為のテスト標準を規
定しました。GCFのメンバーであるヘッドアコー
スティクスは3GPP TS 26.131/TS 26.132及び
TS 51.010-1が規定する2G、3Gのオーディオ・
テストを含むGCF認定のテスト・プラットフォー
ムTP89とTP90を提供します。TP89或いはTP
90との組合せによりオプションGCF (ACOPT
23)は製造メーカーやテスト機関がこれら2つの
テスト・プラットフォームのいずれかを用いて2G、
3Gモバイル機器を評価しそのテスト結果をもっ
てGCFに正式認証申請をすることを可能にしま
す。

ACOPT 24 (Code 6849)*
PTCRB
PCS Type Certification Review Board(PTCR
B)は2G、3Gモバイル機器の認証取得の為の
テスト標準を規定しました。PTCRBのメンバー
であるヘッドアコースティクスは3GPP TS 26.
131/TS 26.132、TS 51.010-1が規定する2G、
3Gのオーディオ・テストを行う為のPTCRB認
定のテスト・プラットフォームTP89とTP90を提
供します。
T89或いはT90と組合せ、オプションPTCRB
(ACOPT 24)は製造メーカーやテスト機関がPT
CRBの正式認可取得の為にPCS Type
Certification Review Boardに2つのテスト・プラ
ットフォームのいずれかによって検証した2G /
3Gのモバイル機器のテストデータを提出するこ
とを可能にします。
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ACOPT 25 (Code 6852) –
心理音響SMDs
様々な心理音響分析を可能にする シングル・メ
ジャメント・ディスクリプター(SMD)を提供する
オプションです。（ACQUAlyzerの「Analysis」
メニューからも選択頂けます。）
下記の分析手法をご利用になれます。
・ラウドネスvsタイム
・スペシフィック・ラウドネス
・スペシフィック・ラウドネスvsタイム
・シャープネスvsタイム
・ラフネスvsタイム（ヒアリング・モデル）
・スペシフィック・ラフネス（ヒアリング・モデル）
・スペシフィック・ラフネスvsタイム（ヒアリング・モ
デル）
・プロミネンス・レシオ
・変動強度
・アーティキュレーション指標
・トナリティ
・トーン to ノイズ
ACOPT 26 (Code 6853)- 室内音響
最大長列(MLS)信号に基づいた室内音響測定
の為の シングル・メジャメント・ディスクリプター
(SMD)を提供。（ACQUAlyzerの「Analysis」メ
ニューからも選択頂けます。）
フィーチャー：
MLS信号を用いたインパルス応答測定
・残響時間vsバンド(オクターブ、3rd/6th/12th
オクターブ）
・Cumulative spectral decay plot （時間によって
減衰するスペクトラムの重ね合わせ表示
・DIN EN ISO 3382に基づく単一値の測定
-残響時間 RT60、RT30
-初期減衰時間 EDT、D50、D80、時間重心
-クラリティー C50、C80
-ダイレクトネス D50、D80
-時間重心Ts
・ITU-T P.340に基づくEEB (Early Energy
Banance) ：残響の主観的印象を客観的に表現
下記の分析手法を含む：
・インパルス応答(MLS)
・減衰vsバンド(MLS)
・Cumulative spectral decay (MLS)

ACOPT 27 (Code 6854) ・NPLR(ノイズ・パワーレベル低減)：
音声伝達指標
短い音声ポーズを伴う信号部分におけ
音声伝達指標の計算の為の測定を可能
る処理済信号と未処理信号のあいだの
にする新しいシングル・メジャメント・ディス
バックグラウンドノイズ・レベルの差。話
クリプター(SMD)を提供するオプションです。 中のノイズ・レベル低減を予測するメト
（ACQUAlizerの「Analysis」メニューからも
リック。
選択頂けます。）
・DSN(SNRIとNPLRのあいだの差）：TNLR
とNPLRのバランスを表現。ゼロとなる
フィーチャー：
べき。
・ｽﾋﾟｰﾁ明瞭度の測定手法
追加的な価値：
・信号の強度ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟに適用する変調測
・SNR High / Mid / Low：ITU-T G.160に
定に基づく
基づく高・中・低音声パワーを伴う音声
・STITEL、STIPA、RASTI：シングル・メジャ
フレームの為の S/N比。未処理信号及
メントからSTIを計算する簡略化手法
び処理済信号用。
・ASLクリーン：ITU-T P.56に基づくクリー
ACOPT 28 (Code 6855)
ン音声信号のアクティブ・スピーチ・レベ
ITU-T G.160 (付属ll、改訂2)に基づ
ル
くSNRI & TNLR計算
・スピーチ・アクティビティ：ITU-T P.56に
下記リストのようにITU-T G.160 (付属ll、改
基づくスピーチ・アクティビティ。クリーン
訂2、08/2011)に基づいた値計算の為の測
音声信号により計算される。
定を可能にする新しいシングル・メジャメン
ト・ディスクリプター(SMD)を提供。
ACQUAlizer「Calculation」ﾒﾆｭｰに新しいメ
ニューアイテムが追加され、現在時間ウイ
ンドウに表示されている信号にこの計算手
法の適用を可能にします。

・ASL 未処理/処理済：ノイズﾞを含む音声
信号のアクティブ・スピーチ・レベルは低/
中/高の音声パワーを伴った信号セグメ
ントに亘り計算される。(ITU-T P.56は追
加バックグラウンドノイズの為ここでは該
当しない。）
・遅延の処理済 vs 未処理：処理済と未
処理信号のあいだの相互相関で計算さ
れる遅延
・遅延 処理済 vs クリーン： 処理済とク
リーンのあいだの相互相関により計算
される遅延
・遅延 未処理 vs クリーン： 処理済vs
未処理と処理済vs クリーンの差として
計算される遅延
・SNR 処理済 / 未処理：SNRの代替計
算；処理済及び未処理信号のアクティブ・
スピーチとバックグラウンドノイズレベル
を使用。
・BGNﾚﾍﾞﾙ 処理済 / 未処理：処理済/未処
理信号のバックグラウンドノイズ・レベル。
スピーチ・アクティビティがない部分で評
価。

主な値計算：
・SNRI (S/N改善）：処理済信号と未処理信
号のあいだのS/N比の差異
・TNLR(トータル・ノイズ・レベル低減)：
音声が発生していない信号部分における
処理済信号と未処理信号のあいだの
バックグラウンドノイズ・レベルの差。
ACOPT 29 (Code 6856)
EQUEST
ヒアリング・モデル分析「EQUEST(Echo
Quality Evaluation of Speech in Telecommunications)」に基づいた、端末のエ
コー性能評価の為の シングル・メジャメン
ト・ディスクリプター(SMD)と計算手法。狭帯
域、広帯域、スーパーワイドバンドの評価
に対応。
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ACOPT 30 (Code 6857)
POLQA
POLQA(Perceptual Objective Listening
Quality Analysis = 受聴品質の知覚的客観的
分析) に基づいたMOS値（平均オピニオン評
点）を算定する為のシングル・メジャメント・デ
ィスクリプターと計算手法。
POLQAは固定、モバイル、IPベースのネットワ
ークの為の音声品質テスト技術です。国際電
気通信連合の電気通信標準化部門(ITU-T)に
より勧告P.863として標準化されました。HD
Voice、3G、4G /LTEネットワークの音声品質
分析に適用可能です。
ACOPT 31 (Code 6858)
バッチ計算ツール
PESQ、TOSQA、3QUEST、3QUEST-SWB/F
B、POLQA、G.160 (SNRI&TNLR)、EQUEST、
Speech-based Double Talk、AutoDT(自動化
ダブルトーク分析）のバッチ計算ツール。Auto
DT以外はそれぞれ該当するACOPTが必要と
なります。
ユーザーは既存のバッチ・ファイル(.txt或い
は.ini)或いはドラッグ&ドロップによるファイル・
インポートによりどのファイルを処理済、未処
理、或いはクリーン音声信号として用いるか
を決めます。様々なアルゴリズム向けに該当
する設定を決めることができます。ファイルの
順番はプログラムの中で変更可能です。バッ
チ処理は一番目のファイルから開始すること
もリスト中のどのファイルから開始することも
可能です。さらにユーザーは処理を一旦停止
したり再開したりすることもできます。結果は
いつでもプログラムの中で確認することがで
き、様々なファイル形式(.tst、.xls、或いはSQ
liteデータベース)で全体をエクスポートする
ことも部分的に行うことも可能です。
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ACOPT 35 (Code 6866)*
3QUEST-SWB/FB
3QUEST (ACOPT 21, Code 6844、上記参照)
の進化版としてACQUAオプション3QUESTSWB/FB (ACOPT 35)はETSI TS 103 281 （モ
デルA）の標準メソッドを適用しスーパーワ
イドバンド及びフルバンド・シナリオ(20kHz
までの周波数レンジ）で3つのMOS値を計
算します。
一つ目のメソッドはITU-T勧告P.502に基づく 従来版と比べ、3QUEST SWB/FBは未処理
自動ダブルトーク分析です。コンポジット・ソ のレファレンス信号を必要としません。さら
ース信号(CSS)を用いた従来の分析方法に に、この計算メソッドは未知のデータに対
比べ、こちらはITU-T勧告P.501に基づく音声 するロバスト性がより優れています。
シーケンスが用いられます。また、二つ目
の分析メソッド、3GPP標準TS 26.132に基づ システム要件
いずれのACOPTの使用もACQUAの
くSpeech-based Double Talk分析にはP.501
バージョンが最新であることが条件です。
に基づくリアル音声信号が用いられます。
ACOPT 32 (Code 6859)*
Speech-based Double Talk
ACOPT 32はダブルトークに関して、狭帯域、
広帯域、スーパーワイドバンド、フルバンド
のハンドセット、ヘッドセット、ハンズフリー
端末（テスト対象：DUT）の音響特性を測定
評価する為の2つの音声信号ベースのメソ
ッドを提供します。

ACOPT 33 (Code 6864)*
ターンテーブル・サポート
ACOPT 33は方向に依存する音響測定
を自動化したLinearX LT360をサポートしま
す。
ユーザーはプログラム・ウインドウでターン
テーブルを完全制御することができます。
0°～360°までどのような位置でも素早
く簡単に測定ができます。
ACOPT 33は3種類の測定が可能です。
極座標プロットで表した角度でのレベル測
定と、2D及び3Dで手動で固定した位置で
の周波数特性の測定です。最初の2つは
許容範囲を適用することが可能です。
※ACOPT 33はヘッドアコースティクスの
遠隔操作ターンテーブルHRT Iには不要

納入
ACOPTは新規のお客様の場合は
ACQUAと一緒に納入されるドングルに反
映したかたちで納入されます。既にACQUA
をお持ちのお客様にはV2Cファイルの形
で納入されます。
注：ACOPT 16 (PESQ)とACOPT 30 (PO
LQA)は追加の専用ドングルが納入さ
れます。

です。
ACOPT 34 (Code 6865)*
音声明瞭度指標
ACOPT 34はANSI S3.5-1997に基づき選択
した信号の音声明瞭度指標を計算します。
音声明瞭度指標はバックグラウンドノイズ
がいかに音声信号の明瞭度に影響を与え
るかを示す指標です。
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ﾘｰｶﾞﾙﾉｰﾄ、商標について：
Microsoft®とWindows®はﾏｲｸﾛｿﾌﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝの登録商標です。
POLQA®はｵﾌﾟﾃｨｺﾑ GmbHの登録商標です。
PESQ®はｵﾌﾟﾃｨｺﾑGmbHとｻｲﾃｸﾆｸｽLtd.の登録商標です。
その他全てのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ及び製品名はそれぞれの所有者の商標或いは登録商標です。
この情報には変更の可能性があります。
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