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HEAD acoustics の30年
Sound Quality by Innovation
HEAD acousticsにとって特別な1年に: 2016年、HEAD acousticsは30周年を迎えました。
1986年の創立以来、わたしたちは音響振動計測技術と統合的な音響ソリューションを提供する世界でも屈指のリー
ダーへと発展してきました。現在わたしたちはテレコムとNVHの2つの部門（ひとつは人間の聴覚系のシミュレーシ
ョンによって、もうひとつは音響振動事象に対する人間の知覚のあらゆる側面を説明するための統合的アプローチ）
にて国際標準規格づくりにも参画しています。
わたしたちの成功の最も重要な要因は、お客様です。長きにわたって弊社、製品、そしてサービスを信頼してくださっ
たことに、
この30周年の節目にあたり御礼を申し上げます。
30年間、わたしたちはお客様が手掛ける製品の音質最適化をサポートしてきました。
これからも変わらずサポートし
て参ります。

社長挨拶

目次

すべて偶然、幸運、運命？
Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit
全くの 偶 然で、1 9 7 0 年 代 に研
究課題「Examination of Shortterm Memory of Human
Hearing（人間の聴覚の短期記
憶に関する調査）」が私に割り当
てられました。なぜならもともと
私が予定していた課題の担
当助教がいなかったからです。以降、鼓膜のインピーダン
スに関する学位論文と、外耳の伝達特性の数学的
記述に関する卒業論文が続きました。それと同時に自
動車メーカーと協力して、車室内ノイズの聴覚評価のため
の人間と同等な伝達特性をもつダミーヘッド測定
システムを開発しました。産業界における成功経験に
基づき、博士号の取得後に私は会社を興すことを考えまし
た。
その考えにより私がどうしたかは明らかです。1986年8月
11日にHEAD acoustics GmbHが商業登記されました。
こ
の創立は、新しい会社を創るということだけでなく、新しい
測定技術や視点の導入を意味するものでした。頭部に関連
した音響測定技術を用いて人間の聴覚特性を説明するこ
とは、新しくそしてこれまでにないアプローチでした。もち
ろん音響測定、音質、サウンドデザインに及ぶこの業界の
将来の発展が正確には予測不可能であったため、会社設
立にはリスクを伴いました
弊社が創立から30年を迎えた今、私は誇りをもって振り返
り、そしてリスクを負ったことをうれしく思います。5ページ
では、HEAD acoustics GmbHの発展に関するデータ
（facts
and figures）をご覧いただけます。回顧と今後の課題への
見通しは8、9ページに記載されています。10、11ページで
は、弊社で最も勤続の長いベテラン社員2人がどのように
してHEAD acousticsに来ることになったのか、そしてなぜ
彼らが弊社で働き続けているのかをお伝えします。
どうぞこのHEADlines 冬号をお楽しみください。
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展示会を振り返って

アーヘンでのDAGA第42回年次コンファレンス
Rudolf Martin表彰状がProf. Dr. Klaus Genuitに

2 0 1 6 年 3 月1 4 日 から1 7 日まで 、ド イツ 音 響 学 会
（DEGA）の年次コンファレンスである第42回DAGA
が「皇帝の街」アーヘンで開催されました。
ドイツ語
で話す音響学の専門家が集うコミュニティの年次コ
ンファレンス中、NALS（Normenausschuss
Akustik,
Lärmminderung und Schwingungstechnik – 音響、
防音、振動技術に関する標準化団体）からProf.
Dr.
Klaus GenuitにRudolf Martin表彰状が贈られました。
この賞は研究開発分野で標準化活動に貴重な貢献を
した人々に贈られるものです。Prof. Dr. Genuitはラウ
ドネス（DIN 45631/A1）
とシャープネス（DIN 45692）
といった心理音響評価量の標準化に大きく貢献しまし
た。
1,300人の参加者、60のブース、そして530の専門家の
レクチャー。名高い自動車メーカーの多数の技術者や
ドイツ中の大学の研究者を含む国内外の音響関連分
野の専門家が、アーヘンのユーログレスに4日間集ま
りました。伝統的にこのイベントでは、音響のあらゆる
分野から寄せられる研究開発結果に焦点が当てられ
ます。車両音響や騒音調査から医学的側面に至るま
で、ほとんどすべてがトップクラスの専門家による興味
深いレクチャーで取り上げられます。

「Tools for Interactive Sound Design（インタラク
ティブなサウンドデザインの手段）」
とJan Reimesに
よる
「Auditory Evaluation of Receive-Side Speech
Enhancement Algorithms（受話側の音声強調アルゴ
リズムの聴覚評価）」が含まれています。
HEAD acousticsの30周年記念、そしてコンファレンス
がその地元で行われるということから大きめの展示
ブースを確保することができました。ゆったりとしたス
ペースで製品説明を行い、
コーヒーとアーヘンの伝統
的なジンジャーブレッド・クッキー “Printen（プリンテ
ン）” を頬張りながらディスカッションができました。
例年のようにレクチャーと専門家同士で話す機会に加
え、ビジターは魅力的な懇親プログラムにも参加する
ことができました。
次回のドイツ音響学
会年次コンファレン
スで皆様にお会いで
きることを楽しみに
して おりま す。次 の
DAGAは2017年3月
6日から9日までキー
ルで開催されます。

HEAD acoustics GmbHは合計6つの専門家レクチャ
ーを行ないました。その中にはBernd Philippenによる

ハンブルクで開催されたinter.noise 2016に参画

I-INCE（International Institute of Noise Control
Engineering、国際騒音制御工学会）のドイツで2回
目となるinter-noiseコンファレンスが開催されまし
た。“Towards a quieter future（より静かな未来へ）”
をモットーに、音響学に焦点を当てたイベントが2016
年 8月2 1日から2 4日まで ハンブルクで 行 わ れまし
た。HEAD acousticsのブースでは最小サイズの録音・
再生システムSQoboldをお試しいただき、
またArtemiS
SUITE 8.0の最新情報をご紹介しました。

の社員により行われました。Prof. Dr. Klaus Genuitのレ
クチャー「Alternative alert signal concepts and their
perceptual implications（警報音の代替コンセプトと
それらの知覚との関係）」では将来に目を向けて、燃焼
エンジンから低騒音の電気自動車への移行を背景に、
事故を避けるための警報音の導入について議論しま
した。

当社の展示と同等に関心が高かったのは、Dr. André
FiebigとProf. Dr. Roland Sottekによる短期講座
「Methods and Tools for Sound Design – Application
of Psychoacoustics（サウンドデザインの手法とツー
ル– 音響心理学の応用）」
でした。40人ほどの参加者
は、音響心理学に対する基本的な理解を深め、心理音
響パラメーターの最新の標準化の動向について学び
ました。
さらに、官能試験（jury test）の方法、音質メトリ
クスの開発、ターゲットサウンドの定義についての基
礎知識を習得しました。
専門家のレクチャーのうち4つは、Dr. André Fiebigと
Prof. Dr. Roland Sottekを含むHEAD acoustics GmbH
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IHK Aachenでの名誉ある任務:
“We take on responsibility!”
HEAD acousticsは、社会的責任を果たす
ことを義務と考えるよりむしろ心の問題ととらえているのです。毎年、HEAD
acousticsは近隣やアーヘン周辺
地域のプロジェクトのスポンサーになっています。多くの名誉職をもつProf.
Genuitは良い手本を見せてくれ
ます。アーヘンのIHK（CCI, 商工会議所）の外国貿易委員会で名誉職を10年以上務めたことで、“We take on
responsibility!” というモットーが刻まれたIHKのHonorary Seal（名誉標章）がHEAD acoustics GmbHに授与さ
れました。

Stiftung Warentest: HEAD acoustics製品を使った新しいモバイルホンのレビュー
商品テストを行うドイツ有数の消費者団体Stiftung Warentestは、定期的にスマートフォンの最新モデルの
レビューを発表しています。この度、再び様々なメーカ
ーの新製品21台を調査し、厳しい試験プログラムを行
いました。それらの試験の一部で、Stiftung Warentest
は何年にもわたってHEAD acousticsの測定技術を用い
てきました。操作性、バッテリー駆動時間、GPSナビゲ
ーション、カメラ性能などと同様に、音声品質は試験の
中で重要な側面です。音声品質評価のために、Stiftung
Warentestは耳部シミュレーターおよびマウス・シミュ
レーター付のダミーヘッド測定システムHMS II.3とハン
ドセットポジショナーHHP III.1を使用します。音声品質
の測定にはUMTSネットワーク接続をシミュレーション
した環境を用い、送話と受話の両方について、バック
グラウンド・ノイズありとなしの2通りの測定を行いま
す。試験とすべての試験結果についての詳細はStiftung
Warentestのウェブサイトをご覧ください。
https://www.test.de/Handys-und-Smartphones-im-Test-4222793-4222875/

より高い精度でGPS信号を収集
CDG
I.1アダプターはHEADlabのGPS
受信機です。能動アンテナ内蔵のアダプターは、HEADlabモジュール
labHMSまたはlabDXにダイレクトに接続することができます。さらに、GPSアダプターはBrakeOBSERVERフロント
エンドMMF III.0とMMF III.0-V1に接続することが可能です。
さらに高い精度でデータを収集するために、更新速度が1 Hzから5 Hzに上がりました！これにより、より正確に速
度曲線を計算できます。
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Facts & Figures

HEAD acoustics Germany

多国籍のHEAD acoustics

HEAD acoustics の社員は世界中から集まっています
エジプト

ドイツ

ロシア

カザフスタン

フランス
ベルギー

フィンランド

スペイン

ルクセンブルク

日本
ブラジル

ギリシャ

シリア

オランダ

韓国
ブルガリア

インド

オーストリア

トルコ
アメリカ

中国

イスラエル

ウクライナ

ポーランド

イギリス
デンマーク

イタリア

ポルトガル

科学文献

従業員数
Marokko

353

Prof. Genuit

241
売上

177

TELECOM

NVH
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Dr. Roland Sottekが音響心理学の非常勤教授に就任

NVH研究部門長がヨーテボリ
（Gothenburg）のチャルマース工科大学の教授
に指名されました
2016年11月1日から、HEAD
acousticsのNVH研究部門
長であるProf. Dr. Roland
Sottekがチャルマース工科
大 学 の応 用音 響 学 研 究 所
の音響心理学教授に就任し
ました。ヨーテボリにあるこ
の大学は、音響学分野にお.
ける研究と教育について国際的に高い評価を得てい

ます。「（教 授 への就任を）私は光 栄に思います。
そして新しい挑 戦をとても楽しみにしています。」
（Prof. Dr. Sottek談）
「チャルマース工科大学で私
が主に取り組むのは音 響心 理学、正確に言うとそ
こで “Human Response to Sound and Vibration（
音・振動のヒューマン・レスポンス）”
と呼ばれてい
る研究分野を教えることです。」教授職は非常勤で
すのでProf. Dr. Sottekは継続してHEAD acoustics
の N V H 研 究 部 門 の 責 任 者 の 任 に 当 たりま す。

インフォメーション

さらなる発展：
韓国に新会社設立

2016年10月1日、新会社HEAD acoustics Korea Co.,
Ltd. が創業し、韓国のお客様が直接コンタクトをとれ
る体制になりました。
ソウル で の オペ レ ー ション 開 始 に 伴 い 、H E A D
acousticsは国際市場における一層のプレゼンスの強
化と、アジア地域におけるお客様とのさらなる関係強
化を図って参ります。
「韓国の子会社を通じて現地の様々なお客様に対

HEAD acoustics Inc,
USA 1999

HEAD acoustics Ltd.
UK, 2015

してより高レベルで専門的な助言を行い、高水準の
カスタマーサービスの会社方針に見合った徹底したサ
ポートを展開していきます。」
（Prof. Genuit談）
この新子会社の取締役にはKyu-Sung Leeが就任しま
した。Lee氏と彼の部下たちは、23年以上韓国のお客
様から信頼と定評を得てきました。HEAD acoustics
Korea Co., Ltd. は高い専門性と広範なネットワークを
持ったスタッフに支えられています。

HEAD acoustics, Ltd.
korea, 2016

HEAD acoustics KK,
Japan 2002
HEAD acoustics SARL,
France 2001

HEAD acoustics GMBH,
Germany1986
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展示会を振り返って

第8回アーヘン音響コロキウム（Aachen Acoustics Colloquium）2016
2016年11月21日から23日まで、
自動車音響の専門家がアーヘンに集まりました
「皇帝の街」アーヘンはまさに自動車音響の分野に
おける研究開発の重要な中心地です。それは2016年
の第8回アーヘン音響コロキウム（AAC）に18か国から
200人以上もの専門家が集まったことで改めて明らか
になりました。23人の専門家によるレクチャーでは、
自
動車の音響振動分野における現在および未来志向の
方法、
プロシージャーそして技術が発表、議論されまし
た。AACイベントの一環として興味深い展示会も併設
され、HEAD acousticsも出展しました。弊社のブース
では、ビジターの方々にアーヘンの伝統的なジンジャ
ーブレッド・クッキーを楽しみ

な がら最 新 の 製 品 開 発
状 況 をご 覧 い た だ きま
し た 。新し い マ ル チ チャ
ン ネ ル フ ロ ント エ ン ド
labCOMPACT24も初披露
しました。今年の第9回ア
ーヘン音響コロキウムは
2017年11月27日～29日に
開催予定ですので是非ご
参加ください。

イベントを振り返って - Day of Acoustics

ドイツ各地で開催

秋に開催された一般向けワークショップ

9月、
ワークショップの時期が再びやってきました。弊社
NVH部門のエンジニアがドイツ各地を巡り、音響に関
するトピックやHEAD acousticsの最新製品開発情報
を、実践的なプレゼンテーションや専門家のレクチャ
ーを通じて紹介しました。恒例ですが、Dr. Wegmüller
がインターンの René とともに具体的な音響問題の事
例を紹介するコーナーも目玉でした。今回、当社の専
門家はリューネブルク
（Lüneburg）、デュッセルドルフ
（Düsseldorf）、

ライヒェンシュヴァント
（Reichenschwand）そしてルー
トウィヒスブルク
（Ludwigsburg）の各都市を訪問し、
またスウェーデンとフランスにも滞在しました。今年は
専門家たちが再びドイツ、スウェーデン、
フランス各地
を巡回の予定で、あなたの近くにも立ち寄るかもしれ
ません！
www.head-acoustics.de/eng/tag_der_akustik.htm

コンファレンスを振り返って

音声通信に関する第12回ITGコンファレンスに参画
2016年10月5日から7日まで、音声通信に関するITGコ
ンファレンスがパーダーボルン大学のキャンパスで
開催されました。コンファレンスは2年ごとに行われて
おり、音声通信と自然発話音声処理の分野でドイツ語
圏の国々における最大の科学会議になりました。にも
かかわらず、テーマがもつ国際的な性質に配慮して、
コンファレンスの共通言語は英語です。いつものレク
チャーやポスター・プレゼンテーションに加えて、招待
された国際的専門家による特別講演、そして初の試み
“Show and Tell” セッションで製品紹介が行われまし
た。“Gold Sponsor” として、HEAD acousticsは小ブース
での新製品の展示と併せ、“Show and Tell” セッション
も開いてバックグラウン

ド・ノイズ・シミュレーションシステム3PASSを紹介
しました。加えてHEAD
acousticsはコンファレンス
においても興味深いレクチャーを実施しました。タ
イトルは、
「Instrumental Speech and Noise Quality
Assessment for Super-wideband and Fullband
Transmission（スーパーワイドバンドおよびフルバン
ド伝送向け音声・ノイズ品質評価ツール）」
と
「Design
of Double Talk Sequences in Different Languages to
Harmonize Third Party Listening Test Results（被験者
テスト結果を考慮した多言語によるダブルトーク用テ
スト信号の設計）」です。それぞれのレクチャーの要約
は、弊社ウェブサイトの “Fairs & Conferences” でご覧
いただけます。
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HEAD acousticsの30年

創業者兼共同経営者Prof. Dr. Klaus Genuitの言葉
Genuitさん、お話しする時間をいただきありがとうございます。社名のHEAD acousticsはどのような意味を持って
いますか？またHEAD acoustics社ならではの特徴は何ですか？
HEAD acousticsには人間の音響知覚を包括的に捉えるという意味が込められていて、
これを工業製品の音響品
質の分野とテレコムの音声品質・音声明瞭度の分野で実践しています。私たちが常に自問自答するのは、人間は
どうやってそれぞれのコンテキスト
（状況）において音を知覚するのか、それはどのように経験され、そして判断
されるのか？という問題です。当初からHEAD acousticsは一方でお客様と、そしてもう一方で学術団体と密接に
仕事をしていました。新開発や製品改良のアイデアはいつも業界から得ています。HEAD acousticsは常にお客様
に最良のサポートを提供することにコミットしてきました。
業界においてHEAD acousticsは競合他社とどのように違うのですか？
HEAD acousticsは、お客様の個々のニーズを考慮したソリューション一式を提供しています。HEAD acousticsで
は統合的アプローチを追求しています。研究、
コンサルタント、開発、そして販売にわたり、考え得る如何なる音響
的課題に対しても最適化されたツールをお客様に提供することができます。例えば、HEAD acousticsは様々なイ
コライゼーション・タイプかつ校正された再生機能を備えたバイノーラル録音再生システム一式を提供していま
すが、競合他社の製品は2つのマイクロホンを付けただけの頭部のレプリカです。
音声・オーディオ品質の測定、分析、最適化の分野はこの数十年でどのように変化し、
その変化がわたしたちの現
在の生活に何の影響を与え、
またエンドユーザーにどの程度影響を及ぼしていますか？
音響品質の重要性はこの30年間で非常に高まりました。当初、音響品質は製品の贅沢なフィーチャーでしたが、
現在では自動車だけでなく多くの製品にとって当たり前で一般的な要件となっています。
自動車、家電製品、オフ
ィス機器など多くの製品が良い音を発することを期待されています。それらは心地良い音環境に適合しなくては
なりません。
自動車の運転技術は日進月歩であり、それに呼応して測定分析システムへの要求も絶えず変わり続
けています。同じことがテレコミュニケーションの分野にも当てはまります。そこでは新技術が、音声品質の高度
化、
フルバンド伝送、騒音環境での通話、インターネット通話などますます高度化したユーザー・ニーズを満たし
ています。
長年をかけてサービスの範囲はどのように発展してきましたか？
当初、HEAD acousticsは録音から再生側までのバイノーラル測定技術を開発、最適化しました。
しかしすぐに、
自動車のような複合製品の音質評価にはノイズ成分を個々に特定することが必要であることが明らかになりま
した。そのためには、それぞれの音源から人間の耳までの伝達経路の分析、シミュレーション機能を持つマルチ
チャンネル計測技術の開発が必要でした。加えて、従来の計算方法だけでなく、人間の聴覚特性や信号処理とい
った音響心理学の分野にまで踏み込んだ分析ソフトウェアの開発が必要となりました。テレコム領域において
は、単純なスピーカーとマイクロホンのシステムから、
より高度なデジタル信号処理装置、Bluetooth技術、そして
VoIPの領域へと開発はさらに進み、
より複雑になりました。
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HEAD acousticsの発展をどのようにお考えですか？
当初からHEAD acousticsは国際的な地保を築き、音響分野でのグローバル・プレーヤーになりました。持続的成
長によって会社の経営基盤を安定させ、
自前のリソースで拡張路線に向けた事業投資をすることが可能となりま
した。
過去30年で最大のチャレンジは何でしたか？
最大のチャレンジは間違いなくHEAD
acousticsの創業期にありました。
まったく新しい市場をまったく新し
い製品によって切り拓かなければならず、最大のチャレンジはもちろんこの創業期の資金繰りでした。今日で
は、HEAD acousticsは資金を自前で賄える体質となっており、持続的でかつ安定した事業展開が可能となってい
ます。
今後HEAD acousticsが目指しているゴールは何ですか？
HEAD acousticsは着実に成長しつづけ、子会社とともに最も重要な市場に注力します。それにより世界のお客様
に同一レベルのHEAD acousticsのサービスとサポートをご提供することをお約束します。
市場での成功のためにお客様からの評価はどれくらい重要ですか？
当初から、HEAD acousticsはお客様から高い評価を頂くことを最重要視してきました。そしてこれを特にお客様
との緊密な関係と優れたサポートによって実現してきました。HEAD acousticsという名前はイノベーションと研
究とサービスを通じて質の高い緊密な顧客関係を築くという思いが込められています。
HEAD acousticsの平均在職期間はとても長いですが、
それをどのように説明しますか？
HEAD acousticsは社外のお客様と良好な関係を維持するだけでなく、社内の安定した職場づくりにも努めてい
ます。優秀な社員はどの会社でも成功のための基本ベースだからです。当社では社員に可能な限りベストな職
場環境を提供するよう心がけています。社員に個人として、そしてプロとしての成長の機会を与え、社員もまた
HEAD acousticsに信頼を寄せています。
将来について希望することは何ですか？
将来については今後も成長し続けることを望んでいます。既存のアプリケーションの拡大と、新しいビジネス分野
と市場の開拓、さらに音響品質と環境の分野における研究結果を製品化に結びつけることです。
「騒音」の問題
は、
「建設的なサウンドスケープ」に置き換えられなければなりません！
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Anja Sieberichs
入社日: 1989年1月1日
（Employee ID Nr. 18）
役職：販売サービス部門長
ベテラン社員
2人へのインタビュー
どのようにしてあなたはHEAD acousticsに来ることになったのですか？
HEAD acousticsを新聞広告で見つけました。私は就学中、並行して別の会社で働いていまし
たが、広告を見てすぐに応募しました。

初日はどうでしたか？
HEAD acousticsでの初日のことはとてもよく覚えています。販売資料のフォルダーが2つある
だけだったんです！現在は子会社が5つもあるので状況はちょっと違いますが…最初の瞬間
からとても打ち解けた雰囲気でした。私はチームの一員として受け入れられたことをすぐに
実感できました。
あなたの仕事について、
そして特に雇い主としてのHEAD acousticsについて
どこが好きですか？
この会社は自立した仕事ができるよう社員に幅広い機会を与えてくれます。それは大き
なプラスです。その上、同僚たちは本当に協力的で頼りになります。部門を問わず、みん
なが協力して行動します。販売部門は絆が強く、仕事は守備範囲が広く大変ですが、互い
に協力し合ってチーム一丸となり取り組んでいます。

何がHEAD acousticsをそれほど特別なものにしていると考えますか？
わたしたちの柔軟性です。わたしたちはお客様の個々の具体的なニーズに対
応することができます。お客様に真剣に対応し、お客様もそう感じて下さいま
す。
これはわたしたちの仕事だけでなく、会社全体に当てはまります。社員が
皆カスタマー指向の業務スタイルを堅持していて、
それがとても高く評価され
ていると私は考えています。
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Holger Kämpfer
入社日: 1987年2月1日
（Employee ID Nr. 7）
役職：ソフトウェア開発
（ 雇 用 契 約 書 上 は “ デ ジ タ ル 技 術 分 野 に お け る ソ フトウェア お
よ び ハ ード ウェア の 開 発 ”となって い ま す が 、私 の 仕 事 の 多くは
BAS、BMC、MAS、ArtemiS Classic Diagram、そしてArtemiS suite Pool
projectのような製品のソフトウェア開発でした。）
どのようにしてあなたはHEAD acousticsに来ることになったのですか？
1983年中頃から、私は通信工学研究所（Institute for Communications Engineering)）
の音響学部で学生アシスタントとして働いており、そこでProf. Dr. Genuitと出会いま
した。会社が設立されたとき私はまだ学位論文に取り組んでおり、それを1987年に
提出しました。Genuit氏からのオファーにより、大学から会社へと継ぎ目なくHEAD
acousticsへの一歩を踏み出しました。
初日はどうでしたか？
私が覚えている最初のことは1986年の初めてのクリスマスパーティーです。公式な入社日の前でしたが、
（アーヘン大学に
ある）通信工学研究所時代からの顔なじみや初対面の人を含む少数の参加者が集まるこのパーティーに招かれました。実
際の仕事の初日は、管理上のことや職場と同僚への紹介という多くの新入社員が経験するようなものでした。現在200名の
従業員ではかなりの時間がかかりますが、オフィスがJülicher Strasse 336にあった頃はわずかな賃貸ルームをちょっと歩く
だけでした。

あなたの仕事について、
そして特に雇い主としてのHEAD acousticsについてどこが好きですか？
当初はもちろん、最新技術（当時はMS-DOSコンピューター、DSPボード）を駆使してのプログラミ
ングや新しいプログラミング言語の習得ができることにわくわくしていました。徐々にお客様との
つながりが増し、新しいツールを使って仕事をするお客様をサポートする機会が増えてくるにつれ
て、私は業界の現場や仕事の方法に関する識見を得ました。問題を分析してソリューションを考え
ることは、エンジニアの飽くなき好奇心を非常に満足させました。
もちろん、HEAD acousticsには
仕事のフレームワークというものがあります。それでも私の仕事は決して
「紋切り型」
となるのでは
なく、自分自身の創造力を最大限に発揮できる余地が常にありました。私が評価しているもうひと
つの事は、同僚たちと活発な意見交換ができる職場の良い雰囲気です。

何がHEAD acousticsをそれほど特別なものにしていると考えますか？
この会社の特徴は、様々なバックグラウンドをもつ若い社員と年配の社員がほどよ
く融合していること、そして会社への強い帰属意識です。職場環境としては年々規律
が厳しくなってきている面もありますが、HEAD acousticsは幸い常に若々しさと柔
軟性を堅持してきました。過去30年の成功の裏付けと、協力すれば艱難を克服でき
ることを身をもって経験してきたことで、わたしたちは自信を持って将来に目を向け
ることができます。そこには常に新しい挑戦と取り組むべき課題があります。
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ファームウェア・アップデート

SQobold：最小サイズの録音・再生システム
ニーズに合わせてカスタマイズ可能に

最小サイズの録音・再生システムのファームウェア・アーキテクチャが新しくなりました：
計測システムのカスタマイズへのニーズが高まる中、HEAD acousticsはこの度SQoboldファームウェア1.2をリリ
ースしました。
これによりSQoboldを基本バージョンだけで利用することも、ニーズに応じた機能パッケージ追加
によりカスタマイズすることも可能となりました。

SQobold基本バージョンだけでも使用可能な優れた機能
標準的なアプリケーション（4つのオーディオチャンネルでのスタンドアローン録音、
フロントエンドとしての使
用、ユーザー・ドキュメンテーション機能、加えて信号、パルス、時間、GPSなどによるスタート／ストップ・トリガー
機能）はSQoboldの基本バージョンで既にカバーされています。SQoboldは性能試験場でスタンドアローンシス
テムとして、あるいはArtemiS suiteやHEAD Recorderと組み合わせて実験室でフロントエンドとしても使用可能
です。
バイノーラルヘッドセットBHS IIと組み合わせることにより、人間の耳が知覚するとおりに音事象を録音・再生す
ることができます。
これにより、知覚ベースの音響分析が可能です。
GPS機能により、位置の特定、速度計測、そして測定経路の記録が可能です。別のデバイスによる収録データは
GPSにより同期できます。
加えてSQoboldは2チャンネルのサウンドレベルメーターとしても使うことができる唯一の録音・再生システムで
す。SQobold基本バージョンでは、様々な時間／周波数重み付けをした音圧レベルの測定と、時間領域信号のパ
ラレル収録、計測データの保存が可能です。

ニーズに合わせて機能パッケージをカスタマイズ可能
「計測システムの市場にソフトウェアとハードウェアへの様々な機能要望がある中で、既に弊社は超小型で究極
の柔軟性を備えた製品SQoboldを発表しました」
とProf. Dr. Genuitは語ります。
「様々な業界の特異なニーズに
合わせるために、私たちはお客様の個々の要望にできる限り対応できるようなデバイスの選択肢を提供します。
」既に確立したArtemiS SUITEソフトウェアのコンセプトと同様に、ユーザーのニーズに応じて機能パッケージを
追加することができます。
HEAD acousticsは現在、以下の機能パッケージを提供しています。
日々の業務に必要な機能パッケージをフレキ
シブルにお選びいただけます。
サウンドレベルメーター、
そしてさらに！
Advanced Level Meterでサウンドレベルメーター機能を拡張
S Q o b o l d 基 本 バ ージョンで 様々な 時 間 ／ 周 波 数 重 み 付 けをした サウンドレ ベ ル の 測 定 が 可 能で す
が、Advanced Level Meterパッケージではこの機能を拡張することができます。サウンドレベルメーター機能
拡張の特別なハイライトは、DIN 45631/A1およびDIN 45692に準じた心理音響評価量であるラウドネスとシャ
ープネスの計算が可能なことです。
さらに、1/3オクターブ／オクターブスペクトル、平均スペクトル（1/3オクター
ブ）、そして最大スペクトル（1/3オクターブ）の表示も可能になります。
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TrainingCenter

FFT Online Analyzerでリアルタイム周波数分析を実施
その場で分析結果を見たいと思いませんか？ FFT Online Analyzerパッケージを追加すると、
ノートパソコンやタ
ブレットがなくても測定現場でリアルタイムにFFT分析ができます。FFTスペクトル、
レベルvs. 時間、
（1/3）オクタ
ーブスペクトルに加え、その他FFTベースのリアルタイム分析（ラウドネスvs. 時間、
シャープネスvs. 時間、
または
特定の臨界帯域のラウドネスなどの心理音響解析の実行、およびFFT Analyzer内での公差スキームの表示）
も
可能です。
どこにいたかを確認: Video Supportパッケージで測定状況を視覚的にも記録
測定データに視覚情報を追加してはいかがでしょうか？Video Support機能パッケージを用いて写真や動画を素
早く収録し、測定状況を記録することができます。鮮明で最先端のカラーディスプレイで記録データを画像や動
画付きで再生することができ、
どこで計測を行ったかをいつでも確認することができます。
SQoboldとその新しいライセンスモデルについてもっとお知りになりたいですか？ご希望に応じ喜んで詳細をご
説明しますし、
またお客様の元にも参ります。必要なライセンスだけを搭載することによりコストを抑え、必要に
応じてライセンスの追加ができるとても柔軟なシステムです。
日々の測定業務のために本当に必要な機能だけ
をインストールすれば良いのです！
詳しくは info@head-acoustics.co.jp へメールにてお問い合わせください
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ソフトウェア・アップデート

ArtemiS SUITE 8.0ソフトウェアリリース：最新情報
データ収集・解析ソフトウェアArtemiS SUITE 8.0
が一新されました。デザインと操作感の斬新性、起
動の速さ、そしてドキュメントとツールをお気に入り
（Favorites）に指定できるようになったことにより、操
作性が抜群にアップしました。Channel Editorの機能
拡張とグラフィカルなFIR Filter Editorの導入をはじめ
多数の新機能と機能向上を伴うこのアップデートは、
音響振動分野における日々の業務にメリットをもたら
すでしょう。
Sound Design: easy and intuitive
製品音を最適なものに仕上げることにより、それがそ
の製品ならではの重要なセールスポイントとなり他社
製品に対する強みとなります。“Sound Engineering”
ツールはこの取り組みをより簡単なものにします。2チ
ャンネルの収録データのスペクトログラムをインタラク
ティブに処理することが可能となっています。
このツールを特別なものにしているのはサウンドデザ
インへの新しいアプローチです。画像処理ソフトウェア
にヒントを得たワークフローにより、FFT vs. 時間、ま
たはレベル vs. 時間の表示画面上で変更を施すことが
できます。変更した音事象をそのまま目と耳で確認で
きるので、作業を迅速かつインタラクティブに行うこ
とができます。処理中に収録データから特定の音成分
を取り除くことが可能です。これにより生じる不自然さ
は、適切なノイズスペクトルで音響的に補間すること
で、違和感を生じることなく自然な音の印象に仕上げ
ることができます。
Metric Designer：製品検証の短縮化
重み付けした複数の単一値（分析結果の代表値）を組
み合わせてメトリクスを作成します。結果として出力さ
れる単一値は、例として複数の分析手法を組み合わせ
て算出される品質指数として用いることができます。
個々の変数に対して任意の重み付けの定義ができるこ
とに加えて、官能試験（jury test）の結果に基づいて最
適な重み付け係数を自動的に求めることも可能です。
特筆すべきは、作成したメトリクスをエクスポートし、そ
れをPool ProjectまたはAutomation Project上で独自
の分析ツールとして使用可能なことです。
測定データの下処理のためのSignal Editor
測定データ分析前の下準備をする便利な方法として、3
つの新しいツールが追加されました。チャンネルの再
ソートや削除、複数のファイルのチャンネルデータを目
的のファイルへマージ、複数の収録データ
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を連結させて1つのファイルにすることが可能です。こ
れにより測定データ処理の次工程がはるかに楽になり
ます。
新しいHelpシステム：全てが1つの場所に
オンラインヘルプ、アプリケーションノート、データシ
ート、またはチュートリアル動画－問題の解決 方法
をどこで探せば良いのか分からないことはありませ
んか？ArtemiS SUITE 8.0は技術サポートを提供しま
す。ArtemiS SUITEの中で新しいヘルプシステムを開く
と、ヘルプシステムと弊社ウェブ上のコンテンツ（イン
ターネット接続が必要）の両方をブラウズできます。さ
らにヘルプシステムは、ファーストステップ、イントロダ
クション、応用例、ヘルプトピックス、そして基礎知識と
いったすべての関連情報をカバーするようになりまし
た。
HEAD Interactive Diagram
新しいInteractive Diagram機能では、ArtemiS SUITE
のグラフをPowerPointに埋め込み、それらをArtemiS
SUITEで操作するようにインタラクティブに表示を編集
（ズーム、スケール調節、拡大表示）し続けることがで
きます。PowerPointのページ上で通常の方法で切り取
り、コピー、貼り付けが可能です。
データベース
ローカルSQLサーバーをあまり好まないですか？でもも
う必要ありません。データベース接続は完全に再設計
され、単独のSQL Server 2008のインストールは不要と
なりました。さらに、データ検索用のインデックスをマ
ニュアルで作成する必要もなくなり手間が減りました！
その代わりに、任意に設定した時間が経過するとモニ
ターしていたフォルダーから情報が抽出され、自動的
にアップデートが行われるようになりました。
Compact Analysis – 入門者向け音響振動分析ツール
シンプルな分析だけで良いという方や専門的な音
響のノウハウがない方にはArtemiS
SUITEの新しい
Compact Analysisモジュールが最適です！このモジュ
ールはNoiseBookに替わるもので、Pool Projectを基
本的な機能だけに絞り込んだものです。とても扱いや
すく、ほとんど訓練なしですぐに音響分析ができるよ
う、分析に必要な設定が予めセレクトされています。

インフォメーション

HEAD Telecom：標準規格化への貢献
27年以上にわたり、HEAD acousticsテレコム部門は新
しいテレコミュニケーション標準の作成に大きく貢献
してきました。Dr. Hans W. Gierlichが1989年にHEAD
acousticsに加わってすぐ、当社はテレコミュニケーショ
ン業界の様々な標準化団体の活動に参画するようにな
りました。最初に参画したのは国連のITU-T（国際電気
通信連合、もともとはCCITTと呼ばれていました）とヨー
ロッパの団体であるETSI（欧州電気通信標準化機構）
で、ETSIでは設立以来ずっと積極的に活動してきまし
た。HEAD acousticsは自身の研究開発成果を提供する
ことにより、これらの団体の活動に恩恵をもたらしてき
ました。
長年にわたってHEAD acousticsは標準化活動において
リーダー的役割も担ってきました。Dr. Gierlichは、テレ
コム部門長であると同時にFG Car-COMの議長も務め
ました。FG Car-COMはもともとITU-TのFocus Group
FITcarから発展し、車載ハンズフリー音声通信に関す
る未来志向の標準規格づくりを行ったフォーカス・グル
ープです。さらに、何年にもわたり副議長を務め、現在
はETSIのSTQ（音声処理、伝送、品質に関する技術コミ
ティ）の議長です。ITU-Tでは長い間、様々なラポータ会
合の議長の役割を担いながら積極的に活動してきまし
た。通信品質の最適化と客観的で再現性のある測定
方法に関する専門的な知見の提供により、当社が貢献
する標準化団体や利益団体の数は年々増えてきました
（ASA、ISO、DIN、ZVEI、3GPP、IEEE、GCF、PTCRB、VD
A、TIA、CTIA、DKE、DECTフォーラム、Bluetooth SIG…
）。
「HEAD
acousticsはその豊富なノウハウをもって非
定常あるいは非線形システムの伝達特性評価のため
の標準規格づくりにおいてその名を刻んできました」
Dr.
Gierlichは回想し、測定信号と測定方法の基本と
なるITU-T勧告P.501およびP.502、そしてP.340（ハンズ
フリー端末による通信）を例に挙げます。さらに「標
準規格は実は多くの場合、社内の研究、開発、コンサ
ルタント業務を通じて開発した当社のHEAD
Quality
Standards（HQS）がベースになっているのです」と続
けます。2001年にはVDA（Verband der deutschen
Automobilindustrie、ドイツ自動車工業会）の車載ハン
ズフリー端末向け標準規格づくりに寄与し、その後間も
なくこの標準規格は国際的な品質標準として確立しま
した。
「わたしたちの分野では、基本開発にこれほど注力
し、その開発成 果をもとにしたグローバルな標準規
格を、ライセンス料を要求することなく提供する会社
は数少ない」とDr.
Gierlichは説明します。
「重要な例
は3QUEST手法と3PASSシステムです」と付け加えま

す。3QUEST（3-fold QUality Evaluation of Speech in
Telecommunications）は2008年に開発された計算手
法で、テレコム端末の客観的な音声品質評価を可能に
します。3QUESTは国際的に認められた手法としてすぐ
に確立し、ETSI標準EG 202 396-3とTS 103 106として発
表されました。2014年には革新的なバックグラウンド・
ノイズ・シミュレーションシステム3PASSが開発され、こ
ちらもETSI標準（TS 103 224）としてすぐに発表されま
した。
この数年でVoLTE（Voice over LTE）やスーパーワイド
バンド／フルバンドがより頻繁に取り上げられるように
なってきましたが、HEAD acousticsは早い段階からこ
れらの標準規格化に取り組み、例として重要な3GPP標
準規格TS 26.131とTS 26.132の最新バージョンにそれら
がすでに反映されています。すべての関連標準（国際
標 準化によるものとH E A D
acousticsの品質標準）は分析
システムACQUA用のテスト・
データベースとして製品化さ
れていますので、最新の標準
規格のテスト仕様に基づいた
測定やHEAD acousticsの豊
富な経験に基づいたさらなる
分析タスクを自動で実行する
ことが可能です。
source: ITU photo archives
ACQUAでご利用可能なすべ
ての測定標準についての詳細や該当するデータシート
は、弊社ウェブサイトのテレコムセクションにてご覧い
ただけます。

www.head-acoustics.com
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音声認識システムの品質最適化のためのVoCAS
現代社会において音声認識システムは欠かせないも
のです。例えば緊急通報、車載マルチメディア・システ
ム、モバイルホンやタブレットの操作などで日常的に広
く使われています。今後さらに、より多くのアプリケー
ション（ホームオートメーション、発券機など）で使わ
れるようになるでしょう。すべての適用分野で、特にバ
ックグラウンド・ノイズに会話を妨げられるごく普通の
環境でも高い認識率が実現できてはじめて、音声認識
システムはユーザーに受け入れられます。

HEAD acousticsは、音声認識システムの品質をリアル
でかつ再現可能な環境のもと、快適な操作で簡単に、
そして素早く評価できるVoCASソフトウェア（Voice
Control Analysis System（音声制御分析システム））を
開発しました。これを用いて、予め定義されたテスト・
シーケンスを音声認識システムに適用して品質を測定
し、システムの問題を分析して、結果に基づいてそれら
を最適化することができます。

図1: それぞれのテスト・シーケンスは様々な要素（テストセットの再生、バックグラウンド・ノイズ、ポーズ、評価、レベル測定など）から成っており、順番に
処理されます。これらの要素はフレキシブルに配列でき、いくつでも追加したり、個々に設定を調整（ボリューム、継続時間など）したりすることができま
す。また各テスト・シーケンスは必要に応じて何度でも繰り返すことができます。

図2:
車 載 ナビゲーション・システム 試 験のため の 典 型 的なテスト・
シー ケンスで す。リアルな バックグ ラウンド・ノイズ を再 生 す
ることが で きま す。ボイスコマ ンドが 再 生 さ れると（“ B r i n g
me to HEAD acoustics in Brighton, Michigan”）、 続いて音
声 認 識 システムのリアクションを待 つ間ポーズします。次に 、
システム が 発 呼 を 開 始し た かどうか の 評 価 が 行 わ れ ま す。
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図3: わかりやすい結果表示: 結果はパーセント値で示され色分けされますので、素早
く、そして簡単に判断することができます。測定対象を隣どうしに並べて直接比較す
ることが可能です。

パラメーター化されたテスト・シーケンスの定義

HMSとMFE VI.1による再生

VoCASでは、音声認識システムを様々な条件でテスト
することができます。このために、まず初めにテスト・
シーケンスを定義します。テスト・シーケンスは様々な
要素で構成することができ、順番に処理されます。そ
れらの要素とは、例えば音声信号やバックグラウンド・
ノイズの再生、ユーザーへのインストラクションの出
力、評価ダイアログ、あるいは検証を目的としたバイノ
ーラル再生やバックグラウンド・ノイズのレベル測定で
す。さらにPythonスクリプトを用いてテスト対象システ
ムへの接続を自動で行うことが可能です。図1はナビゲ
ーション・システムの品質テストのためのテスト・シー
ケンスの例を示しています。図2は固定の要素と、ワイ
ルドカード（*）を用いた自由なパラメーター設定が可
能な要素の両方を含むテスト・シーケンスを説明して
います。図3はパラメーターごとのテスト結果を示して
います。ユーザーはパラメーター（話者、言語、目的、バ
ックグラウンド・ノイズなど）を変化させながらガイダ
ンスに従ってテスト対象システムを評価します。テスト
結果は整理されて分かりやすく出力されます。

録音した音声は、測定フロントエンドMFE VI.1に接続し
たダミーヘッドの人工マウスに発話させます。その際の
マウス・イコライゼーションの割り当ては、VoCASソフト
ウェア内で直接行うことができます。続いて、VoCASが
予め定義された測定シーケンスに沿って再生を行いま
す。
バックグラウンド・ノイズ・シミュレーションの制御
（3PASSおよびHAE-BGN）
バックグラウンド・ノイズ・シミュレーションは、現実
的なテスト・シナリオのために不可欠です。このた
め、HEAD acousticsは3PASSとHAE-BGNの2つのシステ
ムを提供しています。この2つはVoCASのユーザー・イ
ンターフェイスからコントロールすることができます。
バックグラウンド・ノイズありのテストの場合、ボイスコ
マンドの再生に対してLombard効果のシミュレーション
を行うこともできます。

録音した音声とその前処理
VoCASは予め録音した音声ファイルのインポート、キー
ワードによるグループ化やラベル付けができます。大
量の音源リストに対して、トリミング、フィルタリング、そ
して所定の音声レベルへの変換が可能です。新たに録
音してキーワードを割り当てることもできます。同じボ
イスコマンドでも異なる言語、話者、訛りにより数多く
の音声データが使用されることがあります。キーワード
を割り当てることにより、VoCASはユーザーが望むパラ
メーターを系統的に変化させながら評価を実施するシ
ーケンスの構築をサポートしますので、ユーザーは分か
りやすくテストの進捗をモニターすることができます。

VoCAS
... 音声認識システムが
ボイスコマンドを確実に理解するために
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音声品質測定技術の将来動向
テレコム部門はこの数ヶ月に数多く
の革新的な製品を発表してきました
が、HEAD acousticsの研究、開発、
標準化チームのメンバーたちは既に
音声品質の測定、分析、最適化に関
する次なる挑戦課題に熱心に取り組
んでいます。そうした将来に向けたト
ピックのいくつかを以下にご紹介しま
す。
スーパーワイドバンド (SWB) /
フルバンド (FB)
高帯域幅は20 kHzまでの周波数のサポートを要するこ
とから、端末装置と音声・オーディオ品質測定技術の
両方にとって大きな挑戦です。ダミーヘッド技術は基
本的にこの目的を満足させるために準備されたもので
はありますが、まだ最適化の余地（人工マウスなど）を
残しています。いくつかの関連する測定標準（例えば
TS 26.131）が既に利用可能ですが、これまでテストさ
れたシステムはほとんどプロトタイプであったため、実
用的なテストの必要性が残されています。しかしなが
ら、SWB/FBをサポートするデバイスは短中期のうちに
市場に出回ると見込んでおり、そのための適切なテス
トを行うことが必要になります。
SWB/FB：3QUESTのさらなる展開
ETSIのワーク・アイテムとして、現在HEAD acousticsは
バックグラウンド・ノイズの影響を受ける伝送音声の品
質評価のための新しい予測アルゴリズムの開発に取
り組んでいます。新しいモデルが認められれば、実績
のある3QUEST手法をさらに発展させSWB/FB音声伝
送の評価が可能になります。こうしたニーズの高まりを
受けて、大規模なリスニングテストがHEAD acoustics
で実施されました。このテーマについての研究論文は
2016年10月のITG Conferenceで発表され、さらにこの
分野の様々な論文がすでに標準化団体ETSI（STQ）と
3GPP（SA4）に提出されています。
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バックグラウンド・ノイズ下でのヒアリングの改善
最新世代のモバイルホンやハンズフリー端末には、そ
の時々のバックグラウンド・ノイズの状態に適応して受
話の音声信号を改善する機能があります。この処理の
目的は、音声明瞭度の改善と聞き取りのための労力を
減らすことです。しかしながら、こうしたコンテクストで
も品質面が軽視されてはなりません。この応用事例に
関して、現在のところ標準化された測定技術も評価手
法もありません。したがってHEAD acousticsは聞き取
りの労力と音声品質の両方を評価する手法の開発に取
り組んでいます。このモデルづくりの基礎となる大規模
なリスニングテストと分析が既に実施されました。この
トピックについても同様に、既にいくつかの内部論文
が発表されています。

音声明瞭度の評価
これまで のところ、録
音された音声から音声
明瞭度を計算するツー
ル はありません 。一方
ITU-T Study Group 12
（SG12）は、音声明瞭
度がリスニングテストで
どのように「正確に」決
定できるかについての新し
い勧告に合意し
ました（www.itu.int/rec/TREC-P.807/en）。これに基づ
いて、特にテレコム・アプリケーション（双方向のあらゆ
るテレコミュニケーション・システムを介した伝送）の
テストが実施でき、評価手法の基礎としても利用可能
です。HEAD acousticsの研究、標準化チームでもこれ
らの課題に短中期的に取り組んでいきます。
テレコミュニケーションにおける音声の大きさの評価
通信機器の受話音声の大きさの評価は、重要度の低
い課題と考えられがちです。ネットワークにおける音
声伝送と様々な音声コーデックにスーパーワイドバンド
（SWB、50 Hz - 14 kHz）とフルバンド（FB、20 Hz - 20
kHz）が導入されると、今後は端末装置のオーディオ帯
域がこれまでとは異質な領域となります。通話中のバ

gCenter ンド幅の切り替えでさえ実現性を帯びてくるかもしれ
ません。
通信デバイスの “ラウドネス定格（Loudness Ratings）”
の測定についてのITU-T勧告P. 79は数十年にわたって
有用性が証明されてきましたが、聴覚が捉える音の大
きさを測定する用途には適しておらず、特にダイナミッ
クレンジが圧縮された場合には適していません。さら
に、SWB/FBに対応したものがまだありません。

部門とNVH部門が協力して基礎研究を行い、そして科
学分野のコンファレンスや標準化団体にて発表してき
ました。この分野でのさらなる基礎実験と分析が今年
予定されています。

その上これらのラウドネス評価手法は、常に決まった
信号帯域（狭帯域または広帯域）や特定のアプリケー
ション（ハンドセット、ハンズフリーなど）ごとに開発さ
れてきました。しかしながら、望まれているのはユニバ
ーサルに活用できる汎用的なアプローチです。
その点に関して、ITU-TのSG12は音響心理学の既知の
ラウドネスモデルに基づいた解決へのアプローチに取
り組んでいます。この領域でのHEAD acousticsの長年
にわたる経験により、テレコム部門はこの
取り組みに大きく貢献することができます。テレコム

HEAD acoustics が参画する
2017 年のイベント予定：
イベント：

場所：

開催日：

ALMA International Symposium & Expo

ラスベガス、ネバダ州

1月3日～4日

14th Symposium on International Automotive
Technology (SIAT) 2017

プネ、インド

1月18日～21日

Mobile World Congress (MWC) 2017

バルセロナ、スペイン

2月27日～3月2日

DAGA 2017

キール、ドイツ

3月6日～9日

EuroBrake 2017

ドレスデン、ドイツ

5月2日～4日

SAE Noise and Vibration Conference/NOISE-CON

グランド・ラピッズ、ミシガン

6月12日～15日

Automotive Testing Expo Europe

シュトゥットガルト、ドイツ

6月20日～22日

Acoustics ’17 Boston – ASA/EAA joint meeting

ボストン、マサチューセッツ州

6月25日～29日

inter.noise 2017

香港、中国

8月27日～30日

Automotive Testing Expo China

上海、中国

9月26日～28日

Automotive Testing Expo USA

ノーバイ、ミシガン州

10月24日～26日
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