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ポケットに収まる音響振動計測システム
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路面標示の音響心理的効果

SQobold – ポケットに
収まる音響振動計測

システム

ArtemiS SUITE 7.0 – 細部
への配慮が
違いを生む

アーヘンの “Imperial City” で開催されるDAGA 2016

42回目の音響コンファレンス、2016年3月14～17日

42回目となる音響学コンファレンスDAGAが2016年3月14日から17日にドイ
ツのアーヘン（エクス・ラ・シャペル）で開催されます。 このイベントは、Pof. Dr. 
Klaus Genuitが理事会と財務部のメンバーを務めるドイツ音響学会（Deutsche 
Gesellschaft für Akustik, DEGA）と、アーヘン工科大学（RWTH）の音響研究所（ITA）により、共同で組織されてい
ます。

2016年、“Imperial City” はDAGAの4回目のホストを務めます。アーヘンの素晴らしい温泉庭園にあるユーログ
レス・コンファレンス・センターにお招きできることを嬉しく思っております。都市の歴史的中心部近くに位置して
おり、素朴なパブや優雅なレストランでお食事をお楽しみいただけます。シャルルマーニュ・センター、即位式ホ
ールのある古代の市庁舎、魅力的な街の中心、そしてもちろんユネスコ世界遺産 であるアーヘン大聖堂といっ
たアーヘンとその歴史を発見してください。さらに、その年に30周年を祝うHEAD acousticsへの訪問をご計画く
ださい。 

コンファレンスとわたしたちの都市アーヘンに皆様をお迎えすることを楽しみにしております。スケジュールやご
登録に関する詳細情報は、DAGAウェブサイトwww.daga2016.deをご覧ください。
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社長挨拶

日常騒音の削減
Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

わたしたちの日常生活は騒音
にあふれています。主要道路や
空港、駅の近くだけでなく普通
の家庭環境でさえ、わたしたち
は掃除機やキッチン家電のノイ
ズ、ヒートポンプのハミング音、

あるいはプライベートのテラスでの静けさを邪魔する風力
発電所のブレードノイズにさらされています。けれども、わ
たしたちの日常生活はそのような機械なしではとても考え
られません。家庭用器具やエネルギー発生器の分野にお
いて音質改善を促進することも、我々の挑戦だと考えてい
ます。

騒音の不快感の程度は、音圧レベルだけではなく音響心
理的特性によっても決まります。不快感との関連性が高い
ノイズ特性を特定するためには、リスニングテストと心理
音響パラメーターを用いた分析が特に有効です。HEAD 
acousticsではすでにキッチン家電の試験を行ってきまし
た。調査結果については10ページを参照ください。

さらに、わたしたちは騒音測定や心理音響解析を簡単
に始められる測定機器の開発も行っています。例えば
SQoboldは新しいポケットサイズの録音・再生システムで、
音圧レベル測定のような規格化された音響分析や心理音
響解析を簡単に行うことができます。SQoboldの特徴と応
用の可能性についての詳細は6ページを参照ください。

HEAD acoustics GmbH、英国に新しい子会社を設立
わたしたちの活動はすべて、常にお客様とそれぞれに合わせた個人対応のサービスに焦点を当てています。この
度HEAD acoustics GmbHが英国に新しい子会社を設立したことをお知らせできて嬉しく思います。 ウォリックシ
ャー州ラグビーにあるHEAD acoustics UK Ltdが、英国とアイルランドのお客様のための直接の連絡先になりまし
た。

この会社はTony Sheppersonが率いており、彼はその地域のほとんどのお客様に有能で信頼できる問い合わせ先
としてすでに知られています。彼と彼のチームが、お客様からの製品、サポート、HEAD acoustics UK Ltdのサービ
スに関するお問い合わせに喜んでお応えします。

インフォメーション

HEAD VISOR VMA II.1 – フロントエンド内蔵の新
しいアレイ
ページ 9

路面標示の音響心理的効果
ページ 11

コールシャイト本社の施設拡張
ページ 3

第7回 アーヘン音響コロキウム
ページ 12

第9回 DEGAシンポジウム
ページ 12
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SPA – Sound Perception & Assessment NVH
Dr. André Fiebig率いる新たな部門

HEAD acousticsにとって、音の聴取は測定分析チェー
ンの不可欠な要素です。わたしたちの指針を明確に示
すため、“音の知覚と音の評価” の分野における新しい
ワークグループはこの特定のテーマに焦点を当てま
す。サービスの提供と先行製品開発のほか、その部門

ではさらなる研究も実施します。このワークグループ
は、音の認識における聴覚刺激の統合の課題について
すでに博士論文で集中的に取り組んできたDr. André 
Fiebigが率いています。

インフォメーション

コールシャイト本社の施設拡張
わたくしどもの製品、ソリューション、サービスへのグ
ローバルな関心が増加しているため、HEAD acoustics 
GmbHのすべての部門が拡大されています。研究開発
からサポートや販売にいたるまで、わたしたちの製品
を使用した業務について、ますます多くの従業員がお
客様をサポートします。増え続ける従業員の数に対処
するために、HEAD acousticsはドイツのアーヘン市に
近いヘルツォーゲンラート – コールシャイトにある本
社で施設を拡張しています。新しく拡張された建物に
は、2015年秋に移動してくる従業員約70名分のスペ
ースがあります。今後さらに建設することも検討してい
ます。

インフォメーション

アーヘンでのサウンドウォーク
“Psychoacoustics and Soundscapes” セミナーを振り返る
2015年3月28日から30日まで、2010年から第4回目
となる “Psychoacoustics and Soundscapes”（音響心
理学とサウンドスケープ）セミナーが成功裡に開催さ
れました。アーヘンに近いヘルツォーゲンラートにお
いて、HEAD acousticsはドイツ、オランダ、中国、韓国、
イタリア、チェコ共和国とスロベニアからの参加者を
お迎えしました。3日間のイベントは、音響心理学の理
論と実践的応用を組み合わせた内容となりました。特
にハイライトとなったのはアーヘンの都市で行われた 

“サウンドウォーク” で、8か所を訪れてバイノーラル録
音を実施し、その場で結果が評価されました。新しい
ポータブル計測デバイスSQoboldがこの用途にうまく
使用されました。その後、データは心理音響評価量に
ついて解析され、相互関係の調査、過去の結果との比
較が行われました。さらに参加者は “バイノーラル測
定技術”、“音響心理学”、“サウンドスケープ”、“リスニン
グテスト” そして “ノイズ分析” のレクチャーを聴き、こ
れらのテーマについて議論しました。

音響の世界
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Decoder Project、パルス、ねじり振動解析
パラメーターをカスタム可能なデコーダーを用いたデータ処理

バージョン7.0では、“decoder” ツールがプロジェクト領
域にまで拡張され、どのような応用事例に対してもパ
ラメーターをカスタマイズしたデコーダーを組み合わ
せたり、デコード設定を保存したりすることができま
す。 また、パルス、トリガー、GPSデータをデコードす
ることもでき、GPSデータはさらに処理するためにKML
またはGPXフォーマットで保存することができます。パ
ルスとトリガーのデコーダーを用いて、ねじり振動解析
用データを用意することができます。

新しいエディターにより、パルスセンサーのジオメトリを、例えばチャンネルエディター内から正確に定義すること
ができます。欠落ありまたはなしの等間隔パルスや不等間隔パルスのパルスパターン、上死点（TDC）の位置と同
様にオーバーラップありまたはなしのゼブラテープ・パターンの定義が可能です。これにより、例えば高精度の回
転数データが得られ、回転速度の不規則性を分析することが可能になります。

Pool Project）Data Viewer）Mark Analyzer
より使用用途に応じた詳細設定が可能に

Statistics Poolでは、これまでとは異なる基準で、または
単純にデータの個数に基づいてデータを処理できるよ
うになりました。統計分析の結果はMark Analyzerで
表示することができます。
Destination Poolでは、Data ViewerとMark Analyzerの
グラフ設定の選択を構成することが、多くの新しいオ
プションのおかげでさらに簡単で便利になりました。
特に有用な機能は、カスタム設定を個々または複数の
グラフにコピー、適用できることです。

ソフトウェア・ニュース

ArtemiS suite 7.0
細部への配慮が違いを生む – 機能強化で日常業務をより簡単に

ArtemiS SUITEの新しいバージョンでは、音響振動解析の日常業務を円滑にするより多くの使いやすさを体験
することができます。ねじり振動解析用データを下準備するデコーダー、簡易化されたWAVやASCIIデータの
インポートまたはエクスポート、より便利なAutomation Projectなど、ソフトウェア・アップデートにおける多く
の細部の進化を見つけてください。ArtemiS SUITE 7.0はお客様の業務をさらにフレキシブルで効率的にしま
す。
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再生
新しいカスタマイズ可能なレイアウト

カスタマイズ可能なデザインにより、Playerを垂直方向
に配列し、追加のボタンや新しいアナログ・タコメータ
ーのようなツールのためのスペースをさらに提供でき
るようになりました。さらに、再生中に聴いているもの
を、再生時間範囲、再生フィルター、あるいはPlayback 
Spotの効果を含めて確実に保存できるようになりまし
た。これにより聴いた印象を容易に維持したり、A/B比
較の候補を作成したりすることができます。

インポート/エクスポート
手早くより簡単なインポート/エクスポート 
– MS PowerPoint®は不要に

WAVやASCIIファイルをHDFフォーマットにインポート
するとき、 適切なチャンネル設定を含むHDFテンプレ
ートを指定することができるようになりました。一方エ
クスポート機能では、適切なドキュメントをダイレクト
にPDF）PowerPoint®、または一連のグラフとしてエクス
ポートすることができ、該当する対象のアプリケーショ
ンをインストールする必要はありません。

Automation Project 
さらに便利に –  手間を少なく

既存の処理手順（マーク作成 、分析、フィルタリン
グ、統計演算など）のいくつかにおける最適化に加え
て、ArtemiS SUITE 7.0は代表値のExcel®へのエクスポ
ートや、インポートのためのHDFテンプレートの使用と
いった新機能も備えています。 さらに、コマンドライ
ンを使用して、グラフィカル・ユーザー・インターフェー
スを立ち上げることなくバッチ処理モードで大量のデ
ータを処理することもできます。

HEAD Recorder 7.0
すべてのフロントエンドでより効率的に動作

HEAD Recorderの新しいバージョンでは、チャンネル名の割り当てがより早く簡単になっています。あらかじめ指
定、保存し、その後Excel®にリンクされたリストから選択することができます。また、HEAD Recorderからセンサー
リストとArtemiS SUITE 7.0のAutomation Projectにアクセスすることができるようになりました。もちろん、HEAD 
Recorder 7.0は新しいフロントエンドlabCOMPACT12とSQoboldもサポートしています。



HEADlines - September 20156

製品ニュース

SQobold
完全でコンパクト – ポケットに収まる音響振動計測システム
迅速な路上試験、騒音マップの素早い作成、あるいは現場での即時騒音解析、これらがSQoboldを使えば可能で

す！
SQoboldの何がそれほど特別なのでしょうか？コンパクトな寸法 – 全長たったの14.3 cm（5.6インチ） – そして
重さはわずか485 g（1.1ポンド）、新しい4チャンネル録音再生システムが簡単にポケットに収まります。SQobold
はパワフルな充電式バッテリーによりスタンドアローン・モードで最大6時間動作でき、そしてポータブル音響
振動解析に必要なすべてのものを搭載しています。校正、イコライズされたBHS IIヘッドセットと組み合わせて、
音事象を素早く高精度にバイノーラル録音することができ、現場でダイレクトに分析や再生が可能です。さら
に、SQoboldは優れたサウンドレベルメーターとしての機能を果たします。通常のレベル量（Leq）Lmaxなど）に加

バイノーラル録音再生
SQoboldは、優れた先駆者としてHEAD acousticsにより構築され
た高精度なバイノーラル録音再生技術の次のステップです。BHS 
IIヘッドセットと組み合わせて、騒音解析を正確に、そして確実に行
い、音事象を人間の耳で聴いたかのように録音することができま
す。

2つの操作モード
そのポータブルな寸法、軽量さ、大容量メモリ、そしてパワフル
なバッテリーにより提供される高いモビリティーが、SQobold
をスタンドアローン・アプリケーションのための理想的な測定
ツールにしています。もう1つの方法として、HEAD Recorderと
ArtemiS SUITE を組み合わせて、SQoboldを信頼性の高いHEAD 
acousticsフロントエンドとして使い慣れた方法で使用することも
できます。

分析
FFTやオクターブ分析などの従来の分析方法のほかに、SQobold
は標準化された心理音響解析であるラウドネス（DIN 45631/
A1）とシャープネス（DIN 45692）をサポートしています。さらに
オンサイト分析を目的として、再生中にリアルタイムフィルターを
適用することができ、Q値、カットオフ周波数、減衰（アッテネーシ
ョン）をインタラクティブに変更することができます。
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えて、例えばサウンドスケープや音響心理的アプリケーションのために、心理音響評価量のラウドネスとシャープ
ネス（それぞれDIN 45631/A1、DIN 45692に基づく）を測定、表示、保存することができます。

ヘッドセット・コネクターに加え、SQoboldは2つのBNC入力端子、パルス入力端子、GPS端子を備えており、USB
ビデオカメラを接続して動画を記録することができます。現場で収録されたデータは直接64-GB 内蔵メモリに、
または任意でUSBスティックに保存されます。

多用途で携帯型のデザインに加え、SQoboldは大きくて鮮明なタッチディスプレイを用いた簡単な操作性に優
れています。これによりSQoboldはポータブル音響振動解析のための最適なツールとなっており、サウンドスケ
ープ研究、NVHアプリケーション、 騒音マッピング、環境騒音測定、そしてその他多くの分野での使用に適してい
ます。

GPS機能
GPS機能は位置決定とドキュメンテーションの優れたツールで
す。現在の速度などのGPS値を操作中に表示させ、収録データと
ともに保存することができます。GPS値はArtemiS SUITEでデコー
ドされ、例えば測定ルートの履歴をGoogle Earthマップにプロッ
トすることができます。接続されていない複数のデバイスによる
収録データは、SQoboldツールの “Merge Recordings” 機能を用
いて遡って同期させることができます。レコーディングの開始点
は1サンプル精度で結合します。

サウンドレベル測定機能
サウンドレベルメーターとして使用すると、SQoboldは様々な物
理的、心理音響的評価量（Leq、ラウドネス、シャープネス、現在の
レベル、最大値など）を測定することができます。測定中のラウド
ネスや音圧レベルなどを直接モニターし、今後の評価のために
保存することができます。.

便利に – 手早く – 効率的に
バイノーラル技術、心理音響解析オプション、サウンドレベル計
測オプションの利点と、SQoboldの高いモビリティーが、幅広い
実行可能なアプリケーション（騒音マッピング、サウンドスケープ
研究、NVH、環境測定、その他）で発揮されます。 
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トリガー設定の拡張
収録のトリガーに信号振幅を用いる代わりに、信号レベル（時間
重み付け特性FastまたはSlow）と改良されたクロック・トリガーを
使用することができます。例えばレコーディングを毎時、毎分、ま
たは週の特定の曜日に繰り返し行うことができます。2つのHMS
チャンネルをトリガー信号として選択することも可能です。さら
に、GPS位置データ（経度、緯度、高度）に基づいてトリガーをかけ
ることもできます。

ArtemiS SUITEのための拡張されたドキュメンテーシ
ョン・オプション 
ドキュメントで何かを忘れていたり、何かを変更したかったりする
場合に、遡って修正または作成でさえもできるようになりました。
外部の “pick lists”（*.csvファイル）の使用で、フィルタリングされた
選択リスト（例えば車両モデルによる特定のタイヤサイズのみ）で
作業ができます。

Signal generator（信号発生器
このツールにより、様々な信号（正弦波、矩形波、三角波、スイ
ープ、さらにホワイトノイズまたはピンクノイズ）をすべての出
力端子で発生させることができます。“Generate & Record” や 
“Generate & Analyze” 機能が使用できるため、レコーディングし
ながら、またはAnalyzer 画面を表示させながら信号を発生させる
ことも可能です。

許容値スキーム 
ArtemiS SUITEまたはHEAD Tolerance Scheme Editorで作成さ
れたスキームは、Analyzer Viewで表示することができます。さら
に、1/3オクターブスペクトルなど、あらゆる分析結果上で許容限
界をオーバーしているかどうかを表示できます。

ファームウェア・アップデート

SQuadriga II 2.2
ポータブル測定技術における最高の製品のためのファームウェア・アップデート
作業プロセスがより直感的で効率的になってほしいと思いませんか？そんなときは、お使いのSQuadriga IIを最
新ファームウェア・バージョンにアップデートして、多くの メリットを得てください！ 新しいバージョンは、多数の最
適化（拡張されたトリガー設定、Signal generator）信号発生器）、改良されたGPS同期、許容値スキーム、拡張さ
れたドキュメンテーション、そしてDCチャンネルの2点校正など）を提供します。もちろんSQuadriga IIシミュレータ
ー・ソフトウェアも、最新ファームウェアの特徴を盛り込むようにアップデートされました。 
新しいファームウェアに加えて、たくさんの詳細を記載した “What’s new?” リスト、さらに最新のマニュアルを
Download Centerでご覧いただけます。
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ハードウェア・アップデート

例えばCANデータの読み込み、回転速度の計測、ある
いは測定にセンサーを追加する場合に、VMA II.1はど
のHEADlabモジュールにもダイレクトに接続すること
ができます。データをコンピューターに移すのに必要
なのは標準のLANケーブルだけで、便利で確実な接
続が簡単にできるため、システムをセットアップする
数分のうちにそのノイズの発生源を特定することがで
きます。

低周波騒音源のローカライズは、HEADlines no. 34で
すでにご紹介したHEAD VISOR PROBEがサポートし
ています。

両方のシステムは直感的なHEAD VISORソフトウェア
4.0で動作します。新しい追加機能を特徴とし、とても
複雑な測定タスクの場合でも即時の評価が可能です。

新しい “Delta Mapper” は差分画像を用いて2つの測
定されたシナリオを比較します。問題のみ、改善のみ、
またはすべての相対的な変化のどれを画像上で色分
けするかを選ぶことができます。ダイナミックレンジが
とても広い分析は、HDR機能を使って計算されます。
例えば、ステッピングまたはPCA機能を使用して複数
の細部の分析結果を組み合わせ、高精彩な1つの結果
の画像にすることができます。もうひとつの新機能は
回転機械の “derotation” です。放射されたノイズ成分
を機械の個々の回転部分に割り当てて、それらを個々
に分析することができます。これはコンポーネントの
物理的な回転に、アレイの仮想回転を同期させるアル
ゴリズムを実行することによります。

これら以外にも様々な新機能が追加されています。是
非私たちのHEAD VISORを試してみてください。 きっ
と刺激を受けることでしょう。

HEAD VISOR VMA II.1
フロントエンド内蔵の新しいアレイ

アプリケーション

ご存じでしたか？
• ArtemiS SUITE 7.0のラベルカーソルにより、グラフ

上に次数の情報を表示させ続けることができます。
さらに、個々または複数のグラフを選択してレイア
ウトをカスタマイズすることができます。

• Audio Contentは、PowerPoint® プレゼンテーション
用に音のサンプルを簡単に作ることができる機能

です。PowerPoint®のエクスポート機能が、音声ファイルのエ
クスポート、再生ボタンの作成、そして対応する再生ボタンへ
の音声ファイルの割り当てを行います。

• Data Viewerをレポートに変えることができます。ひとつのボ
タンをクリックしてレポートを作成し、その後レイアウトを拡
張、カスタマイズしたり、カスタムレポートテンプレートを作
成したりすることが可能です。

音源探査と可視化において、準備作業に大量の労力が費やされてしまっていると思いませんか？これらの測定シ
ステムのセットアップでさえ複雑すぎると感じるなら、新しいHEAD VISORをもっとよく見てみてください。新しい
HEAD VISORアレイVMA II.1は、内蔵されたHEADlabコントローラー、簡単な配線とネットワーク化で業界をリー
ドします。システムのセットアップと操作がとても簡単で、計測に完全に集中することができます。

HEAD VISOR PROBE
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野菜を刻む、またはすりおろす、パン生地をこねる、卵
をかき混ぜる、クリームを泡立てる。キッチン家電はそ
のすべてをあっという間にやってしまいます。現代の家
庭はそれらなしでは考えられません。キッチン家電は
わたしたちを支え、多くの時間を節約し、キッチンライ
フをより便利にしています。

しかしそれらの小さな万能機械は日常の迷惑の原因に
もなっています、なぜならたくさんのキッチン家電はま
さしくノイズメーカーだからです。機械を動かしたとき
に発生するノイズは、多くの人々に不快だと認識され
ます。不快の程度は音圧レベルだけではく、ノイズの音

響心理的特性にかなり影響されます。

ノイズに含まれるどのような特性が不快感に関連して
いるのか、そして音質評価と心理音響評価量の間に何
の関係があるのかを調査するため、わたしたちは8つ
のミキサーを使って試験を行いました。2つの異なる状
況（丸ごとのナッツをミキサーにかけた場合と、刻んだ
ナッツをミキサーにかけた場合）で発生する音に対し
てバイノーラル録音を行い、それらを心理音響解析と
リスニング・スタジオでの知覚評価のためのデータとし
て用いました。キッチン機器のすべてが動作時に音を
発することを避けられない製品であるにも関わらず、
知覚された音質に関してかなりの違いがありました。

 予想通り、評価では低騒音の機械がその音質につ
いて肯定的な評価を受ける傾向にあることが示されま
した。しかしそれ以外に、稼働中のラウドネスの変化
も関連していました。稼働して数秒後にラウドネスの
値が大幅に下がった機械は、著しく良く評価されたの
です。さらに、シャープネスのような心理音響評価量と
パターン（過渡音や周波数特性の時間変化）の内容も
また評価に重要な役割を果たしていることが分かりま
した。顕著なパターンは機械の故障とさえ判断されま
した。最終的に、ラウドネス、シャープネス、トーナリテ
ィ（純音度）、そして知覚される音質について信頼性の
ある予測ができる「Relative Approach」分析に基づい
て、適切な音質の評価法が明らかにされました。

結論: 2つの試験条件を考慮に入れて、8つの試験対象
機械のうちひとつだけが良い音質だと評価されたのに
対して、4つの機械の音質が悪いと評価されました。こ
れらの役立つ機械がなぜしばしば迷惑だと認識され
るのかを、この結果が説明しています。

小さなホームヘルパーが起こす音の迷惑

音響に関するリサーチ
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この目的のために、路面標示上を走行する車両から引
き起こされる騒音が、道路から様々な距離に配置され
たダミーヘッド・システムで測定されました。その後、
録音結果は音響的そして音響心理的に分析され、リス
ニングテストでの主観的評価も行われました。
3つの異なるパターンの凹凸が配列された標示（ひとつ
は規則的、2つは不規則なタイプ）が試験用に選ばれ、
車両タイプ、タイヤの種類、そして速度の様々な組み合
わせでその上を走行しました。さらに、非常に遠い距離
（60 m / 200 フィート）からの、そして異なる標示の並
べ方（連続 vs. 破線）での騒音評価のためにシミュレ
ーションが作成されました。
音圧レベルの増加と、放射される騒音の音響心理的
特性の両方が、その上を走行する標示の種類に依存す
ることが分かりました。さらに、不快感の程度は主にラ
ウドネスとトーナリティ（純音度）に依存しており、それ
はアルゴリズムで確実に予測可能であることが分かり
ました。
シミュレーションと組み合わせることにより、路面から
住宅までの距離が短くなることに伴う等価騒音レベル

の増加量を導き出すことができました。規則的な凹凸
パターンの標示によって発生する音については、高いト
ーナリティに起因して不快感の度合いが高まり、等価
騒音レベルとしては最大10 dB(A)増加することが分か
りました。比較すると、不規則な凹凸パターンの標示に
よって発生する音は音響心理的観点からそれほど大き
な問題とはならず、 したがって道路交通における騒音
放射の削減のためにお勧めできます。
このレポートはドイツ連邦交通・デジタルインフラ省
の要請で行われた調査研究に基づいており、FE no. 
02.0353/2012/IRBの下でドイツ連邦道路交通研究所
によって発表されました。内容に関する責任は著者に
あります。

Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (Hrsg): Müller, Maurice / Telle, Aulis 
/ Fiebig, André: „Psychoakustische Wirkung von 
Fahrbahnmarkierungen“, in: Schriftenreihe „Forschung 
Straßenbau und Straßen-verkehrstechnik“, Heft 1116, 
Bonn, 2015.

路面標示の音響心理的効果
音響に関するリサーチ

ドイツの人口の半分以上が、道路交通による騒音に悩まされたり、不快に感じたりしています。しかし騒音放射
への正確な影響は何でしょうか？エンジンノイズ、タイヤ/ロードノイズ、あるいは空力騒音でしょうか？事実、道
路交通騒音で最も重要な原因はタイヤ/ロードノイズです。それは路面の構造とタイヤの特性に概して依存しま
す。加えて、路面標示上の走行は騒音放射の増加をもたらします。高い音圧レベルのほかに、これらの標示の音
響心理的特性がより高い度合いの不快感に、そして増加する騒音公害につながっています。
ドイツ連邦道路交通研究所（Bundesanstalt für Straßenwesen）からの要請を受けて、HEAD acousticsは様々な
種類の路面標示とその騒音放射特性を音響心理的観点から調査しました。

ドイツ連邦道路交通研究所）(Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt)）は道路技術の分野におけるアプリケーショ
ン指向のドイツ連邦共和国の科学技術研究機関です。ドイツ連邦交通・デジタルインフラ省）(Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI) ）に対して技術と交通政策の両方の点で科学に基づいた意思決定支
援を提供しています。その任務は、計画、コーディネート、そして複数年にわたる研究プロジェクトから、BMVIの日
常業務のサポートのための短期的な質問回答にまで及びます。

インフォメーション
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第7回アーヘン音響コロキウム
2015年11月23日から25日まで、音響学、音、振動にフ
ォーカスした第7回 アーヘン音響コロキウム（AAC）が
再び開催されます。わたしたちはドイツ、アーヘン市の
プルマンホテル “Quellenhof”（クエレンホフ）に皆様
をお招きしたいと思います。23の専門家によるレクチ
ャーでは、自動車音響の分野における研究開発からの
最新の調査結果が紹介、議論されます。特に注目して
いただきたいのがHEAD acoustics のDr. André Fiebig

とFabian Kampによるレクチャーです。
彼らは製品の音質を特徴付けるための
メトリクス開発について意見を交わし
ます。その他のレクチャーとプログラム
構成に関する情報は、AACのウェブサイ
トwww.aachen-acoustics-colloquium.
comをご覧ください。 

お知らせ

第9回DEGAシンポジウム
サウンドスケープ: 新しい標準規格に基づいた環境音のデザイン
第9回DEGAシンポジウムが2015年10月2日にベルリ
ンで開催されます。シンポジウムは、新しい標準規格に
特に注目した “サウンドスケープ” の課題を取り上げ
ます。わたしたちは特に、ベルリン工科大学のProf. Dr. 
Brigitte Schulte-Fortkampと、HEAD acousticsのProf. Dr. 
Klaus GenuitとDr. André Fiebigによるレクチャーに注
目したいと思います。Prof. Schulte-Fortkampは、ISO標
準12913-1、12913-2に焦点を当て、サウンドスケープ
の国際標準化について概略を紹介します。サウンドス

ケープ研究のための音響心理学の重要
性がProf. Genuitにより解説され、それに
対してDr. Fiebigが音環境における個々
の視聴者の判断傾向について意見を交
わします。その他のレクチャーやスケジ
ュールに関する情報は、次のウェブサイ
トをご覧ください。
ほとんどのレクチャーはドイツ語で行われますのでご
注意ください。www.dega-akustik.de

お知らせ

November 23 – 25, 2015
Pullman Aachen Quellenhof, Germany

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

Development and Research in 
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Experience a breakthrough.
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