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Day of Acoustics 2017

イベント

Automotive Testing Expo Europe 2017
HEAD acousticsが出展（シュトュットガルト）
Automotive Testing Expo Europeが2017年6月20日～22日までシュトュットガルトで開催の予定です。
HEAD acousticsはブース・ナンバー1996にてNVHの分野の新製品・新技術をご披露します。
ご来訪の方々にはコーヒーとア
ーヘンの伝統菓子 “Printen” ジンジャーブレッドもあわせてお楽しみ頂きます。
ご来訪の方々にはHEAD VISORの実演と併せ、HEAD acousticsの音振動解析用ソフトウエア・パッケージArtemiS suiteの最新
バージョンもご覧にいれます。最近では米国、インド、中国でAutomotive Testing Expoに出展致しましたが、
この度シュトュッ
トガルトでも出展致します。

詳細はこちらのサイトをご覧下さい:

www.testing-expo.com/europe/

Editorial

コンテンツ
チャージ型センサーを伴う多チャンネル

HEAD acoustics: 私たちは標準規格づくりをしています。
Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit
エンジン音、クラクションの
音、
ブレーキ鳴き等
私たちは日々様々な騒音に
悩まされています。
これらのノイズは年々悪化し
ています。一つ一つの
騒音源に対してノイズ放射を抑えようと取り組んでも、
次々と新しい騒音源が生まれ、それらが頻繁にかつ長
く発生する為、一向に解消されません。
HEAD acousticsでは、30年以上に亘り総合的な
取り組みを続けて参りました:
人が知覚するサウンド・クオリティとノイズの不快感を
測定するには、A特性音圧レベルでは不十分だと最近
では考えられてきています。
これに代わり、音響心理学
に基づいた手法により音事象とその音印象とのあい
だの相関関係を理解することが可能です。
音響心理学は物理学（つまり客観的な測定が可能な
音響学）
よりも被験者が感じる主観的な印象にフォー
カスしたものである為、
この領域では標準規格が基本
的かつ重要になります。
その為、HEAD acousticsは長年に亘り様々な標準規格
化団体の活動に参画して参りました。例として非定常
ノイズのラウドネスに関するISO標準規格の改訂やラ
フネスの為のヒアリングモデル開発、定常・非定常音
のトナリティの計算に関する標準規格化の活動が挙げ
られます。
さらにHEAD acousticsは整合性のとれたプロシージャ
ーを伴うサウンドスケープの標準規格化に取り組んで
います: 環境音の測定、文書化、解析は適切に行なわ
れなければなりません。
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ハードウエア・ニュース

labCF6: 多チャンネル計測フロントエンドが
チャージ型センサーに対応
チャージモジュールlabCF6の導入によりHEADlab の
商品ラインアップが充実しました:
labCF6は既存の
HEADlabシステムに統合可能な6チャンネル入力モジ
ュールです。labCF6 があればHEADlabシステムにチ
ャージ型センサーを接続することが可能です。さらに、
超低周波信号もICP® センサー（ICP® DC カップリング）
を用いて測定可能です。

labCF6により接続の選択肢が増えました
6チャンネルいずれもチャージモードかLine/ICP®モー
ドで利用可能です。チャージモードでは labCF6 はチ
ャージ型センサーのチャージ・アンプとして機能しま
す。Line/ICP モードでは
従来と同様入力モジュ
ールとして利用可能で
す。

インフォメーション

DEGAアカデミー・コース: 音響心理学 – 基礎と応用
ドイツ音響学会のアカデミー（DEGAアカデミー）は毎
年ドイツ語による様々なアカデミー・コースを開講して
います。本年のDEGAアカデミー・コース “音響心理学
– 基礎と応用”にご期待下さい。
このコースは2017年9
月27日～29日にベルリンで開催され、HEAD acoustics
の創業者兼社長のProf. Dr.-Ing. Klaus Genuit氏、同社
Sound Perception and Assessment Departmen（音
t
の知覚と評価部門）長のDr. phil. André Fiebig氏、Prof.
Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp氏が講師を務めます。

受講者は自分で心理音響解析と結果の解
釈ができるようナレッジ習得を目指しま
す。サウンドスケープ領域におけるコンセ
プトや方法論も実際のアプリケーション
を用いてわかりやすく解説します。

詳細につきましては、
こちらのサイトをご覧下さい：
www.dega-akustik.de/dega/aktuelles/akademie-psychoakustik/

ハードウエア・ニュース

RC X: 便利なリモートコントロール・ユニット
有線のリモートコントロールRC
X.1を用いてHEAD
acousticsのフロントエンドの録音開始・停止の操作を
行なうことができます。
このリモートコントロールには
複数のバージョンがあります :

1. RC X.1: PCやSQoboldとUSB接続が
可能。

2. RC X.1-V1: 多機能アダプターSVA
II.0と接続可能。

3. RC X.1-V2: SQuadriga II と接続
可能。

ドライバーの不注意を防止
リモートコントロールRC X.1を用いればPCや
SQuadriga IIの画面を見なくても測定や
フィルターの適用を行なうことが可
能になります。録音中はリモートコ
ントロ ー ル 上 の 機 能 ボ タン が 点
灯します。アプリケーションにより
RC
X.1への直接アクセスができ
ない場合はワイヤレス・モジュー
ルRC X.2を用いることにより RC
X . 1 の 3 つ の バ ージョン す べ てを
無 線でコントロー ル することがで
きます。例として、ワイヤレス・リモ
ートコントロ ー ル を 同 梱 のストラッ
プで ハンドル に 固 定 すれ ば ハンドルを
握りながら簡単に録音を開始することができます。
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ソフトウエア・ニュース

BrakeOBSERVER
ドライブ快適性の最適化、
ブレーキ鳴きの解消
ブレーキ鳴きは実に不快なものです。オートバイや
自動車、
トラックのドライブ快適性を向上させるべく
BrakeOBSERVERシステムを用いて最適化しましょう！

ドッキング・ステーションの代わりにお手持ちのラップ
トップPCを使用する為の搭載器具と電源プラットフォ
ームを同梱したMMF III.0-V1があります。

BrakeOBSERVER はハードウエアとソフトウエアで構

Line/ICP®、パルス・センサー、CAN、FlexRayによる入

成され、音の最適化に向けたソリューションを提供す
るだけでなくブレーキ・サウンドの品質向上に貢献し
ます。
テスト・ドライブしながら或いはシャーシ・ダイナモメ
ーター上でBrakeOBSERVERはブレーキノイズをブレ
ーキ圧や温度等の関連する情報を伴ってリアルタイム
で検知し録音します。
ソフトウエアの中核は弊社が開発
し特許を持つRelative Approachアルゴリズムです。
こ
れは人のパターン認識特性をベースにしておりブレー
キ鳴きスピーディーに認識します。BrakeOBSERVERは
ブレーキ鳴きを検知すると同時に録音を開始します。

力及び設定が可能です。さらに、温度、湿度、ブレーキ
圧等を測定する為のセンサーの接続が可能です。いず
れのフロントエンドも2つのHEADlinkコネクターが備
わっておりHEADlabモジュールと組み合わせてチャン
ネルを追加しテスト・パラメターや音振動データを取り
込むことが可能です。
フロントエンドは車両のイグニシ
ョン回路や別体スイッチを介してBrakeOBSERVERシ
ステムを自動で起動・停止可能です。

テスト・ドライブ中にBrakeOBSERVER はブレーキ・ノ
イズの統計データや音イベントに関するコメント等
のフィードバックを行ないます。コントロール・パネル
（HCP ）により個々のブレーキ・イベントを知覚的に（
ブレーキ・ノイズ分析に必要なデータは多チャンネル・ 詳細設定が可能な）2ステップ・スケールで評価するこ
フロントエンド（MMF III）
で収集されます。このフロン とが可能です。
ブレーキ・ノイズ品質評価の様々なニー
トエンドは2種類あります：Toughbookドッキング・ス ズに合わせてソフトウエアのユーザー・インターフェイ
テーション付のMMF III.0と
スをカスタマイズすることが可能です。
また更に詳細の評価をNoise Event Managerを用い
て行なうことができます。Noise Event Managerを用
いてデータを基本的な情報のみに削減したり、
レポー
ト上でノイズ発生に関連するパラメターを任意で表示
させたり、ブレーキ・イベントに対応する音ファイルに
リンクさせたりすることが可能です。
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ハードウエア・ニュース

HEAD VISOR flex
大型モデルの登場 – 新次元のビームフォーミング
人間の脳は視覚情報を聴覚情報よりも
（それが如何に
シンプルな音でも）速く、
より柔軟に処理することがで
きます。HEAD VISOR及びHEAD VISOR flexは音と音
源を可視化することができます。
これらは音源の所在
をほんの数秒で特定しソフトウエアで可視化すること
ができるユニークなシステムです。
特別な測定状況には特別な機器が必要です。
音源の所在の特定を、
• 離れた距離から
（例：風洞、パスバイ）
• 低周波数域を伴ったかたちで（例：ドア開閉音）
• 高精度で

マイクロホンをモジュール型のグリッドに簡単に
搭載できます。グリッドの形状はアプリケーションに
合わせカスタマイズできます。マイク信号は HEAD
VISOR flexのマルチ・マイク信号録音用に専用開発し
たローコストHEADlabモジュール（labVFV12）で録音
します。

多眼技術 : 奥行きも含め高い認識精度を確保する為に
3つのカメラを採用しました。
HEAD VISOR flexは実績のあるMultipleEye技術を採
用しています。3つのカメラを用いてHEAD VISOR flex
は測定対象物までの正確な距離を自動測定し音源を
自動で正確に特定します。ビームフォーミング計算の
為に音源までの距離を手入力する必要はありません。

行なうには数多くのマイクを搭載した大型のマイクロ
ホン・アレイが必要となります。HEAD acousticsはこう
したアプリケーションの為にHEAD VISOR flexを開発
HEAD VISOR ソフトウエア
しました。HEAD VISOR flexはニーズに応じてサイズ、
レイアウト、マイクロホンの個数を選択しアレイをカス HEAD VISORと同様、収集し
タマイズすることができます。
たデータの評価は直感的かつ
パワフルなHEAD VISOR ソフ
56個のマイクロホンを搭載したHEAD VISORか大型 トウエアの中で行なわれる為、
アプリケーション向けのHEAD VISOR flexのいずれか システムを組み立ててすぐに
を選択頂けます！
リアルタイムの分析を行なうこ
とができます。
自社開発しました。
この柔軟なシステムを実現する為に、HEAD acoustics 詳細をご希望の方はお問い合
はマイクロホン・アレイの使用要件に合わせ初めて自 わせ下さい。
info@head-acoustics.co.jp
社で測定マイクロホンを開発しました。

HEAD VISOR flex
メリット:
• ルームサイズの マイクロホン・グリッド
• マイク1000個まで拡張可
• カスタマイズ可能
• 柔軟さ
• モジュール方式
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ソフトウエア・ニュース

ソフトウエア・リリース ArtemiS suite 8.2:
What’s new?
ArtemiS
suiteのバージョン8.2が2017年2月にリリ
ースされました。このアップデートによりレポート機
能、Automation Project,User Documentation等の機
能が向上しました。バージョン8.2のハイライトは以下
の通りです:

なりました。例として、ユーザー・ドキュメンテー
ションからチャンネルのプロパティや関連する数値
結果やフィールドをASCIIファイルに加えること
が可能です。

画面のフル活用
ツールやドキュメント画面をメイン画面から切り離
し、例えば2台目のモニターに映すことができるよう
になりました。
これにより複数のData ViewerやMark
Analyzerを同時に並べて表示させるなど、全画面を活
用してプロジェクト作業を行えるようになりました。

性能改善

前回セッションの呼び出し
前回ソフトウエアを終了したときに開いていたすべて
のドキュメントとツール画面をArtemiS suite 起動時に
呼び出すことができるようになりました。前回中断した
ポイントからすぐに仕事を続行できます。
Data Viewer の保存
Mark AnalyzerだけでなくData Viewerも保存可能に
なりました。Data Viewerを再び開いて表示オプション
に変更を加えたりパワーポイントやPDFにグラフをエ
クスポートしたりすることができます。
レポート作成機能の向上
レポートの中で複数選択機能により複数のグラフの
プロパティを一度にまとめて編集することができるよ
うになりました。
これにより例えばグラフ軸のスケーリ
ング、線の色、凡例等の設定がより便利になりました。
また、挿絵の自動紐付けが可能となりました。例えば
Standard Test Projectを使用して作成したレポート内
に測定システムの写真を表示させることが可能です。
Automation Projectの表示改良
Automation Projectのインターフェースの改良により、
シーケンスをフォルダ分けして用途毎にグループ化出
来るようになりました。大きなプロジェクトにおいては
全体を俯瞰できるので便利です。テスト実施に際しフ
ォルダとその中のテスト・シーケンスは個々に有効or
無効を選択することができます。
ASCIIエクスポート時のヘッダー設定
HDFファイルをASCIIファイルにエクスポートする際に
Header Template Editorにより用途に合わせてヘッダ
ーを設定することが可能に
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ArtemiS suiteがさらにパワフルになりました。例え
ば、User Documentationに基づいたファイル検索が

できるように測定データをインデックス化しておく必要
がありますが、その作業が簡単にできるようになりまし
た。
また、Pool Projectの中で大量のデータに対しRPM
vs. Time分析を行いRPM曲線を計算するスピードが著
しく改善されました。

Software news

Compact Analysis: 入門者向け音振動解析ツール
ArtemiS suite のプロダクト･マネージャー Dr. Bernd Philippen 氏インタビュー
この度、ArtemiS suite バージョン8.0に新たにCompact
Analysis Project機能が追加されました。
このモジュール
は音振動解析の入門者向けの機能が備わっているとい
うことですが、
これについてもう少しお聞かせ下さい。

Compact AnalysisはPool Projectを基本的な機能だけ
に絞り込んだものです。
このモジュールを使って最適な
分析を行えるような操作画面を用意しました。
これを活
用頂くことによりユーザーは短時間で集中的に操作方
法を習得したり、習得に長い時間をかけたりすることな
く音響解析を行えるようになりました 。
このモジュールは何か新機能を備えているのですか。
先ず最初にお話したいのは、Compact Analysisは特
に新機能を含んでいるわけではなく、音振動解析を新
たに始める方のファースト・ステップを丁寧にサポート
するツールだということです。
殆どすべてのタスクに対して完璧な結果を出すソフト
ウエア・パッケージはありますが、それは豊富なノウハ
ウを既に持った方の為のものです。
これらのツールは設定のオプションが豊富にあり経験
の少ないユーザーにとってはとても複雑なものです。
こ
の点に着目したのがCompact Analysisです。

ではCompact Analysisは初歩的なタスクだけに適して
いるということですか。
いいえ。それは逆です。Compact
Analysisは
ArtemiS suiteにけっして引けをとるものではありませ
ん。Photoshop ElementsがPhotoshopに引けをとらな

何故Compact AnalysisはArtemiS
ですか。

suiteの一部としたの

ArtemiS suiteはモジュール方式のソフトウエア・ソリュ
ーションですが、Compact Analysisモジュールはその
一部であることによってArtemiS suite 基本 フレームワ
ークのASM 00がもつ基盤的な機能を共有できるから
です。
このことによりユーザーはインポート、エクスポート、
ド
キュメテーション、公差曲線作成等その他多くのツー
ルにアクセスでき、
これらすべての機能を利用すること
ができます。
Compact Analysisにはどの分析ツールや機能が含まれ
ていますか?

Compact Analysisは例として分析やグラフの作成が
ボタン・クリックひとつでできるといった使い勝手の良
さにフォーカスしています。全部で12の分析ツールが
利用できます。
FFT、Level vs. Time或いはRPM、3rd octave、Order
Spectrum, Order Level vs. RPM等に加え、Compact
AnalysisはLoudness vs. RPM或いは Time,Sharpness
vs. RPM 或いは Time等の心理音響解析ツールも利用

可能です。

データ収集用にはどのフロントエンドを推奨しますか。

HEAD
acousticsのフロントエンドSQobold
や
SQuadriga IIで収録することができます。これらはコン

いのと同じです。

パクトで可搬性に優れています。

専門家はPhotoshopを使っていろいろな方法で赤目現
象を修正しますが、やり方によっては非常に複雑です。
エントリーレベルのPhotoshop Elementsを使えばマ
ウス・クリックひとつで赤目現象を修正することができ
ます。

ArtemiSデータ収集モジュール ASM 04と組み合わせ
ることによりHEAD Recorderを介してHEAD acoustics

がサポートするすべてのフロントエンドにアクセスし、
お使いのPCのハードディスクに直接データを書き込む
ことができます。

Compact Analysisもそのように利用できるということで
すか。

Compact Analysis Projectも全く同じアプローチを採
用しています。重要な基本機能はデフォルト設定がさ
れ操作も簡素化されています。
このモジュールは専門
家の為のシステムと同じ計算や表示ツールを採用して
いますが、使用頻度が稀だったり慣れていないユーザ
ーでも簡単に使うことができるように配慮しました。
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研

究

BINCI: „Binaural Tools for the Creative Industries“
HEAD acoustics、バイノーラル技術を新しいアプリケー
ションに応用
ヨーロッパ・リサーチ・プロジェクトBINCI(Binaural
Tools for the Creative Industries)はバイノーラル測
定技術の3D音声アプリケーションへの応用を研究して
います。2017年1月よりHEAD acousticsはEurecat(ス
ペイン）、3D Sound Labs（フランス）、Antenna Audio
といった国際的な
Limited（英国）、Mylius Lars(ドイツ）
パートナーとともにマルチメディア･アプリケーション
の為のバイノーラル技術のテストと最適化に取り組ん
できました。
3Dオーディオ制作の為のバイノーラル技術
このプロジェクトは主に音楽、ビデオゲーム、バーチャ
ル・リアリティといった幅広い業界のプロフェショナル
3Dオーディオ・コンテンツの制作効率向上に役立つツ
ールを開発することを目的としています。
これらのソリ
ューションを音声や音楽プロダクション業界の一般的
なワークフローや制作環境に統合することを主なタス
クとしています。
「この研究プロジェクトはプロダクショ
ン、ポスト・プロダクション、3Dオーディオ・コンテンツ
の使用をファシリテートするソフトウエアとハードウエ
アを融合したソリューションの開発にフォーカスしてい
ます。」
（Dr. André Fiebig, HEAD acoustics Sound
Perception and Assessment Department(音の知覚と
評価部門）長談）
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「さらに長期的なゴールはエンドユーザーが特別な
3Dオーディオ・コンテンツやそこから生まれるリスニン
グの体験からメリットを享受することです。」
（Prof. Dr.
Roland Sottek、NVH研究部門長談）効率的なリアルタ
イム対応のソリューションを用いて、あたかも実際の環
境に身を置いているような立体空間の受聴体験を実
現させることはおおきな挑戦です。その為には最新の
研究成果を用いてこの種のソリューションの適性を検
証することが必要となります。

実際の事例に基づいた総合的な評価
18ヶ月に及ぶプロジェクトにおいて開発されたソリュ
ーションは総合的に評価される予定です: ヨーロッパ
の中で3つの文化都市、恐らくバルセロナ、パリ、ベルリ
ンが選定され、それらの都市でバイノーラルの音声ガ
イドの制作と被験者による評価が行なわれることにな
ります。
「このイベントを控えとてもわくわくしています。
世界の仲間とともに取り組みができるのを心待ちにし
ています。」
（Dr. Fiebig、Prof. Sottek談）
詳細はこちらのリンクにて
ご覧下さい: www.binci.eu

Day of Acoustics

ドイツ国内巡業 – Day of Acoustics 2017、
9月開始予定
年に一度、弊社のセールス・エンジニアはドイツ国内を巡業し音響のテーマと最新の製品開発について実機デモ
とレクチャーを交えてプレゼンテーションをしています。弊社の伝統行事であり今年で15年目となりました！
これまでと同様、Acoustics Dayワークショップを無償で開催致します。
ドイツの後、続いてフランス、
スウェーデン
も巡回します。是非ご参加頂き、最新の音響トピックスについて学び、休憩時間には他の参加者の方々や弊社音響
エンジニアとの会話もお楽しみ下さい。
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ソフトウエア・ニュース ソフトウエア・ニュース

PROGNO[i]SE新ツールパック – Matrix-Inversion
Matrix Inversionによる間接入力同定と effective
bearing transfer functions による同定

と
これが、
このメソッドがMatrix Inversion（逆行列法）
称される所以です。

Progno[i]se新ツールパックMatrix Inversionを用いて
構造伝播音の伝達経路分析を行なうことが可能になり
ました。
これらはMatrix Inversionによる間接的入力同
定か或いはEffective Bearing Transfer Functionメソッ
ドがベースとなります。

また加えて、もしも駆動系側の加速度が実稼働時のベ
アリング上で測定されればEffective Bearing Transfer
Functionsを同定することが可能です。これは搭載状態
にある軸受けについての情報を提供します。駆動系側
の加速度に基づいた合成は他の成分やタイヤノイズ
からの妨害を殆ど含みません。
ソフトウエアはステップ
バイステップでユーザーをTPAモデルづくり～インパ
クト・ハンマー測定～計算式の作成へと導きます。最終
的にPROGNO[i]SEプロジェクトが作成され、
これによ
り構造伝播音成分と個々の伝達経路の寄与が時間領
域で合成されます。

構造伝播音は音源（例として車のエンジン）が力を構
造に（車体に）伝えるときに発生します。個々の構造伝
播音の伝達経路分析を行なうには入力点にかかる力
がわからなければなりません。実際にはこれらの力を
直接測定することはできません。伝達経路に力センサ
ーを取り付けることが非現実的だからです。一方、構造
上の加速度は比較的簡単に測定することができます。
インパクト・ハンマーで構造のイナータンスを測定し、
これをベースに稼働中の加速度を測定し間接的に入
力同定することができます。
受動系側の構造は通常複数の入力ポイント及び角度
と強固な結合関係にあります。即ち、特定のポジション
で測定した加速度はそのポイントに作用している力の
結果であるだけでなく、他の入力点と角度に起因する
成分も含んでいます。
構造上のこうしたクロストークを考慮に入れることが
入力点を過剰評価しない為に重要です。
従って、すべての力のあいだの相関、イナータンス、結
果として生じるすべての加速を表す数式が周波数領域
で作成されます。
これらの数式はイナータンス・マトリ
ックスを逆関数化することによりつくることができます。
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弊社の車両音響における長年の経験の成果を活用下
さい。弊社エンジニアリング・サービス部門の専門スキ
ルを備えたエンジニアとテクニシャンがソリューション
のお手伝いを喜んでさせて頂きます。オンサイトの測
定から複雑な伝達経路分析まで対応させて頂きたくお
待ちしています。

ファームウェア・ニュース

モバイル4チャンネル測定フロントエンドのファームウェア・アップデート
SQoboldにマルチ・タッチ機能搭載
HEAD acousticsはモバイル4チャンネル測定
フロントエンドSQoboldのファームウェア・アップデ
ート1.4 をリリースしました。新フィーチャーが数多く
含まれています。
実績のあるモジュラー･ファームウェア・アーキテクチャ
ーを活用しつつ、
フィーチャー･パッケージを充実させ
ました。
「ファームウェア・アップデート1.4 に伴いSQoboldは
カスタマーニーズにより多く対応しています。」
（HEAD
acoustics社長Prof. Dr. Genuit氏）
「特に、
レイアウトを
最適化したことで直感的な操作性が向上しました。」
ハイライトの一つはベース・バージョンに搭載した最
先端のディスプレーのマルチタッチ機能です。マルチタ
ッチにより画面上のコンテンツの拡大表示や移動が可
能になりました。さらにスワイプ操作による表示スクロ
ールも可能になりました。
SQoboldパッケージの新フィーチャー
「このアップデートの開発では特に SQobold パッケ
ージSQP01、FFT Online Analysisにフォーカスしまし
た。」
（Genuit氏）
「このパッケージは多くの方々にご利
用頂いています。」

FFT Online Analysisでは、平均化した分析結果をHDF

ファイルに保存することができます。さらに、新たに搭
載されたスペクトグラム（FFT vs. Time）
ではタッチによ
る追加のColorMaps選択が可能です。もう一つの特筆
すべきフィーチャーは SQobold がバージョン1.4以降
サポートするArticulation Index (会話明瞭度）計算で
す。
さらにAdvanced

Level
Meterパッケージにより
Specific Loudness とStationary Loudnessの計算がサ

ポートされ、ビデオ・パッケージにより映像の表示・非
表示、或いは映像のみの表示を選択することも可能に
なりました。
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