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データシート 

H3S (Code 7007) 
HEAD 3D Sound Simulation System 
優れた臨場感を再現する 
空気伝播音と振動の 
シミュレーション・ソフトウエア 

概要 
HEAD 3D Sound Simulation System  
H3Sは車室内ノイズの空気伝播音と振動を 
インタラクティブに再生しシミュレーションする為 
のソフトウエアです。 
 
H3Sはそのときどきの走行状態に対応する音 
と振動を再現し車速、回転速度、スロットル 
ポジション等の変化にリアルタイムで反応しま 
す。シミュレーションではH3Sは複数の異なる 
エンジンやコンポーネンツに切替えることも可能 
です。変更は即座に反映され臨場感を伴った 
効果の予測が可能となります。 
 
ドライブ・シミュレーター、ヘッドアコースティクス 
のSoundCar（エンジンを取り外した状態の 
実車シミュレーター）、SoundSeat、 
リスニング・スタジオ、デスクトップ・ワークプレイス 
或いは実車のいずれを用いてもH3Sは被験者 
が現実の走行状態を臨場感をもって体験する 
という最も重要な要件を満たし、ノイズ判定の 
ベースを盤石にします。 
 
多面的な体験（聴く、触る、見る）、 
インタラクティブ操作、再生環境により被験者 
が受ける印象は現実的なものとなります。 
シミュレーションによる判定結果はオリジナルの 
印象と高い相関がある為、H3Sはバーチャル・ 
エンジニアリング、ターゲットサウンドの設定、 
エンジン等異なる車両タイプ間のA/B比較、 
操作・制御音の評価等に最適な効果を発揮 
します。 
 

フィーチャー 
 
・臨場感のある走行状態の聴感と 
 触感シミュレーション 
 
・車室内音のインタラクティブ制御 
 （アクセルペダル、ブレーキ、ギア、 
 オートマティック・トランスミッションと連動） 
 
・エンジン、タイヤ、風切り音、環境音 
 その他の音の単独再生（合成） 
 
・シミュレーションの途中で異なるエンジン間 
 の切替えが可能 
 
・ボタンクリックひとつでサウンドスケープ、 
 車両タイプ、エンジン等の置き換えが可能 
 
・設定したシナリオを最大100まで保存可 
 
・シミュレーション中の音振動の最適化 
 
・チャンネルごとのリアルタイム・フィルタリング 
 （エンジン、タイヤ、風切り音、振動等） 
 
・映像ドライブ・シミュレーター（直進のみ） 
 の統合が可能 
 
・リアルかつ音圧レベルが正確な 
 次数成分の合成 
 
・エンジン負荷と車速/回転速度に連動した 
 フィルターの制御と次数成分の生成 
 
・ユーザーインターフェイスのカスタマイズが 
 可能（H3S制御モジュール） 
 

・H3Sを既存のシミュレーターにシームレス 
 に統合する為のソケット制御 
 
・ネットワーク対応 
 
・複数の車室内音シナリオを提供 
 
・PROGNO[I]SEソフトウエアとの直接 
 インターフェイス： 
 バイノーラル伝達経路合成による 
 個々のノイズ現象の具体的な分析 
 （伝達経路最大10まで） 
 
・多目的： 
 
 ・据え置き型ドライブ・シミュレーター 
 
 ・ヘッドアコースティクスのSoundCar 
 
 ・ヘッドアコースティクスのSoundSeat 
 
 ・リスニング・スタジオ 
 （構造伝播音は非対応） 
 
 ・デスクトップ・ワークプレイス 
 （構造伝播音は非対応） 
 
 ・実車（実車走行） 
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シミュレーション 
 
H3Sで作成したサウンドスケープの構成要素 
には例としてエンジン、ギアボックス、タイヤ、 
ブレーキ、風切り音、バックグラウンドノイズ、 
動作制御音、方向指示器が含まれます。 
 
対向車や追い越し車両はバイノーラル合成音で 
作成されます。動きの速い音はドップラー効果も 
シミュレーションされます。 
 
H3S Controlモジュールに含まれるドライビング 
ダイナミクス・モデルは車両の制御状態と連動し 
H3Sサウンドシステムを制御します。 
 
ユーザーインターフェイスはイグニッションスイッチ、 
アクセルペダル、ブレーキペダル、ギアシフトレバー、 
インパネにより構成されています。マニュアルか 
オートマチック・トランスミッションのどちらかを選択 
することができます。 
 
H3S Controlモジュールを介して、方向指示器や 
フロント・ワイパーをバーチャルで切替えて 
シミュレーションする等ニーズに合わせたカスタマイズ 
が可能です。 
 
シミュレーション時はH3Sは車両の状態と連動 
して録音済の音信号を再生します。イノベーティブ 
な合成アルゴリズムによりH3Sは走行状態の変化 
にリアルタイムで反応します。さらに、コンスタントな 
走行状態においては周期的に繰り返す音パターン 
は回避されます。 
 

サウンド・デザイン 
 
H3Sはシミュレーション開始前、或いは開始後 
でも特定の音成分（エンジンやタイヤや風切り 
音等）を切替えたり、振動チャンネルをON/OFF 
可能です。すべての音成分や低周波数の 
振動成分をフィルター処理や次数成分挿入により 
変更可能ですので、据え置き型か実車タイプの 
ドライブ・シミュレーターかに拘わらず、シミュレーション 
中に特定の成分の挿入や変更が可能になります。 

シミュレーションはニーズに合わせてカスタマイズ可能なH3Sコントロール・モジュールが制御を行います。 

様々なフィルターや次数成分の合成アルゴリズム 
が走行状態と連動した効果を即座に出します。 
H3SのOrder Generatorを用いて新しく次数 
成分を生成することが可能です。必要に応じて 
エンジンノイズの合成も可能です。 
 

要件 
 
シミュレーションに必要なバイノーラル信号は 
例としてカスタマー専用のエンジンシミュレーション 
ツールやシャーシ・ダイナモメター上でエンジン負荷 
を変えて録音したデータから取得できます。録音 
データの簡単な事前処理ツールが含まれています。 
エンジンを切った状態で路面走行した録音データ 
からは風切り音とタイヤノイズが得られ、異なる 
車速でのパスバイ測定データは対向車や追い越し 
車両の音として利用されます。 

ネットワーク対応 
 
ソフトウエア・コンポーネンツ H3S、H3S 
Control、H3S Prepare Engine Data、 
H3S Editorはネットワーク対応しています。 
これらのソフトウエア・オプションをドングルひとつ 
で複数のユーザーが共同利用することが可能 
になります。 

右のH3SとSoundCarの 
ブロック図はH3Sがデータ 
ベース上の音データにリンク 
し、処理し、再生する仕組み 
を表しています。エンジンや 
風切り音のフィルター処理 
や予め収録した振動の再生 
にはオプション・モジュール 
が必要になります。 
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再生環境 
 
SoundSeatやSoundCarのような据え置き型 
シミュレーターではヘッドホン或いはイコライゼーション 
した4つのスピーカー・システムを音再生用に利用 
できます。振動については、例としてハンドルや 
シートの場合、ドライバーが選択した走行状態に 
連動してH3Sが加振器を介して制御します。 
 
さらに、H3SはデスクトップNVHシミュレーターでも 
インタラクティブに音振動のシミュレーションを行う 
ことができます。 
 
実車タイプでは、テスト・ドライバーは実際の走行 
環境に身を置きます。音響再生はヘッドホンと 
サブウーファーで行います。光学センサー或いは 
CANバスを介して、H3Sは車両情報を常時取得 
している為走行中の変化に即座に反応します。 
H3S Control モジュール（ベース・バージョンに 
含まれます）を介して簡単かつ便利に操作できる 
ことは実車ドライブ・シミュレーターの強みです。 
 
シミュレーションは走行中だけでなく停止状態の 
車両でもエンジンを切った状態で行うことが可能 
です。 
 
H3Sの操作に必要なハードウエアはどの車両に 
でも簡単に搭載することができます。 

ヘッドアコースティクスのSoundCarに搭載したH3S NVHデスクトップ・シミュレーターに搭載したH3S 

実車に搭載したH3S 据え置き型ドライブ・シミュレーターに搭載したH3S 

HEAD 3D Sound Simulation System H3Sにより SoundSeat（車室内ノイズのマルチモーダル再生システム）が最適化されます。 
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H3S と PROGNO[I]SE 
 
H3Sはバイノーラル伝達経路分析(BTPA) 
のシミュレーション音をH3Sソフトウエアに転送 
し再生したりインタラクティブに評価ができる 
インターフェイスPROGNO[I]SEを含んでいます。 
 
コンポーネンツひとつひとつの伝達経路或いは 
それらの組合せについて、最大10までミュート、 
レベル変更、フィルター処理等の操作を行うこと 
ができ、結果を別々に再生したりトータル・ 
サウンドスケープとして再生することが可能です。 

PROGNO[I]SEの合成音は簡単に 
H3Sソフトウエアに転送することが 
でき、再生、インタラクティブ評価が 
可能となります。 

納品アイテム 
 
H3Sベース・ソフトウエア 
・HEAD 3D Sound Simulation System 
  (H3S)、セットアップDVD 
 ・H3S Control 
 ・H3S Prepare Engine Data 
・H3S Monitor (Code 7003) 
・H3S Editor (Code 7004) 
・ドキュメント(PDF) 
・ドングル 
・既成の車室内音データ 
 ・ディーゼルエンジン車 
 ・高級車(夏タイヤ、冬タイヤ） 
 ・スポーツ・カー 
 ・サブコンパクト車(H3S TP5が必要) 
 
空気伝播音と構造伝播音を含むエンジン、 
タイヤ、風切り音の他多数の音サンプルが 
含まれます。構造伝播音のシミュレーション 
にはH3S TP3が必要となります。 
 
収録した音源がなくても、エンジンの合成音 
をSignal Generatorを用いて作成する 
方法の事例を交えた解説が含まれています。 
(H3S TP2が必要となります。) H3S TP1 
があれば異なる車室内音をその場で切替え 
可能です。 
 
異なる動的ドライブ・モデル（マニュアル及び 
オートマチック・トランスミッション)も含まれており 
H3S Controlにより臨場感のあるドライブ 
体験ができます。オートマチック・ 
トランスミッションの臨場感のあるドライビング 
ダイナミクス・モデルを変更するにはH3S TP4  
が必要です。 
 
HEAD PROGNO[I]SEで作成された 
サブコンパクトカーのエンジン音を試聴 
頂くと合成とシミュレーション力の優位性 
を実感頂けます。H3S TP5が必要に 
なります。 

オプション 
 
H3S TP1 (Code 7008) 
H3S エンジン間のリアルタイムの切替え 
 
予めセットしたエンジン音を最大10まで 
シミュレーション中にリアルタイムで切替え可能。 
 
H3S TP2 (Code 7009) 
H3Sリアルタイム・フィルタリング 
 
エンジン、風切り音、タイヤの空気伝播音と 
構造伝播音のチャンネルごとのリアルタイム・ 
フィルタリング。最大20までのフィルターの同時 
稼働が可能。 
(可変フィルター、ハイパス、ローパス、バンドパス、 
パラメトリック・フィルター、回転速度、次数或い 
は車速により制御。） 
Order Generator (最大次数成分200まで） 
(回転速度や次数制御のフィルター曲線を読む 
為にはMS Excelが必要。) 
 
H3S TP3 (Code 7010) 
H3S再生及び振動チャンネル 
 
収録済の振動を走行状態と連動させてリアルに 
再生。 
 
H3S TP4 (Code 7011) 
H3Sドライブ動的モジュール 
 
据え置き型シミュレーターのドライビングダイナミクス 
モデル。ユーザーはマニュアルかオートマチック・ 
トランスミッションを選択できます。MS Excelを 
介して、動的ドライブ・モデルを個別に設定する 
ことができます。(MS Excelが必要です。) 
(2つのパスワード保護された事例ファイルが含まれ 
ています。 

H3S TP5 (Code 7012) 
PROGNO[I]SEの為のH3Sインターフェイス 
 
PROGNO[I]SE用の拡張モジュールを用いる 
と音の伝達経路の具体的な分析、変更、 
シミュレーションが可能です。 
最大10までの伝達経路を個別に分析することが 
できます。(一つ一つの経路のミュート、増幅・減衰、 
或いはフィルターによる変更が可能です。） 
例としてサウンドスケープ全体を構成する個々の 
コンポーネンツの効果を調査することができます。 
 

システム要件 
 
・Windows 10 (x64及びx86)： 
 Pro、Enterprise、Education； 
 言語：US / 西欧 
 
或いは： 
・Windows 8.1 (x64及びx86)： 
 Pro、Enterprise、Education； 
 言語：US / 西欧 
 
或いは： 
・Windows 7 (x64及びx86)： 
 Professional、Enterprise、Ultimate； 
 言語：US / 西欧 
・.NET 3.5インストールが必須 
・≧Core2Duo 2 GHz 
・≧2 GB RAM 
・DirectX 9.0c-適合の描画カード 1GB以上 
・サウンドカード DSB II (Code 2406) 
・HASP ドングル・ドライバー 
・DirectX 9.0c 
・Windows Server 2008 R2 SP1 
  (x64及びx86) 
 
ヘッドアコースティクスのソフトウエアやドライバー 
をインストールするにはアドミニストレーター権限 
が必要です。ソフトウエアを操作するには標準 
ユーザー権限のみが必要です。 


