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YouTube に新ビデオ・チュートリアルを掲載
ArtemiS suiteの使い方を紹介

このチュートリアルは ArtemiS suiteの最新のフィーチャーとアプリケーションを紹介しま
す。使用経験の少ない初心者や使用頻度の低いユーザーに最適です。使い勝手に慣れて
いるユーザーでもArtemiS suiteのショートカット等の機能について新発見があるかも知れ
ません。ユーザーの視点でソリューションに焦点を当てた内容となっており、主な機能に
特化してステップ・バイ・ステップで詳細に指導します。チュートリアルに沿って必要な解析
結果を導き出す方法を学びましょう。
YouTube チャンネルに登録し					
www.head-acoustics.de/youtube
ウェブサイト上で便利なチュートリアルをご覧ください。
2種類のチュートリアルが利用可能です。ひとつは最新のフィーチャーとアプリケーションを紹介、もうひとつはより効率的
な解析方法をステップ・バイ・ステップでより詳しく説明しています。
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常に最先端をいく

Automotive Testing Expo Europe 2018
Preview ArtemiS suite 10.0を出展
於：シュトゥッツガルト
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クラウス・ゲヌイット
社長・教授・工学博士
創業30年以上たった今な
お、ヘッドアコースティク
スの革新スピリットは健
在です。
この精神を堅持していく為
に共同代表取締役として3人目のパートナーを指名しま
した。優れた資質とこの業界の豊富な経験と専門性を
兼ね備えたDr. アウリス・テレです。新しい技術ダイレ
クターとしてNVH部門の製品マネジメント、製品開発、
営業、サービスを統括します。この人事により私は自社
の研究開発、音振動のリサーチに専念します。
3ページで、Dr. テレについて掲載しています。ヘッドア
コースティクスへの入社の経緯や彼の考える会社の方
向性についてご一読ください。
車の電動化に伴い電気自動車の音響は私たちにとっ
て重要な領域です。電気自動車の評価について4～5ペ
ージをご覧ください。
加えて、ArtemiS suite 9.2の新機能のすべてをご紹介し
ます！新フィーチャーとして聴感をベースとしたトナリ
ティ解析ツールを搭載しています。こちらはヘッドア
コースティクスのローランド・ゾーテック教授が開発し
た改良版Hearing Modelをベースにしています（6ペー
ジ）。さらに7ページではArtemiS suite 10.0を簡単にご
紹介します。2018年9月には簡単かつ効率的にサウン
ド・インテンシティ測定ができるツールが利用可能に
なります。

新共同代表取締役Dr. アウリス・テレ紹介
3ページ
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ArtemiS suite9.2が効果を発揮します。
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オーケストラを仮想体験
ヘッドアコースティクスがアーヘン大学の
音楽プロジェクトをサポート
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HEADlinesの最新号をどうかお楽しみください。

展示会

Automotive Testing Expo Europe 2018
Preview ArtemiS suite 10.0を出展

於：シュトゥッツガルト

2018年6月5日～7日まで第20回Automotive Testing Expo Europe – オートモーティブの主要な計測機器展 – がドイ
ツ・シュトゥッツガルトで開催されます。Hall 8の展示ブース8366でヘッドアコースティクスの製品ラインを実機で
ご体験下さい。HEADlab、SQobold、HEAD VISOR、そしてArtemiS suiteの最新バージョンを出展します。ブースでは
構造解析の為の拡張版インパクト測定や新たなサウンド・インテンシティ測定ツールをご体験頂けます。これらは
2018年9月にArtemiS suite 10.0としてリリース予定です。
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Dr. アウリス・テレ、新共同代表取締役
2017年10月1日、Dr. アウリス・テレはヘッドアコースティクスGmbHの
共同代表取締役に指名され、
クラウス・ゲヌイット教授からNVH部門
の製品管理、開発、営業、サービスを引き継ぎました。
ゲヌイット教授は引き続き共同代表取締役として残り新設の音振動
研究部門の責任者となります。
これはNVH部門のResearch部とSound
Perception & Assessment 部（SPA）を統合した新しい部署です。

テレさん、ヘッドアコースティクスに入社した経緯を教え
てください。
アーヘン工科大学で電気工学を修学中は特に音響工
学に注力しました。音響に関連する教育イベントには
すべて参画しました。その中にゲヌイット教授による心
理音響工学の講義がありました。これがヘッドアコー
スティクスとの最初の出逢いでした。当時私はヘッドア
コースティクスが音響測定評価において常に人と聴感
特性を重要な要素として考えていることに魅力を感じ
ました。
バリー教授の下でアーヘン工科大学の通信システム・
データ処理研究所で博士課程にすすむとヘッドアコー
スティクスと頻繁に連携しました。そして2011年にゾー
テック教授の研究部で勤務することになったのです。
社長になる前はヘッドアコースティクスでど
のような仕事を経験しましたか。
私の研究領域にはパターンと非定常音の認識、車外ノ
イズのシミュレーション、多次元の音変動を伴う主観テ
ストがありました。ハイライトは車の補機から放射され
る音の評価におけるカルチャー間の違いでしたが、こ
の取り組みで地球を半周しました。

的なノウハウを活かしていくことはもちろんですが、学
生時代から関心があった経営に携わることができ嬉し
く思います。
新たな立場での優先課題は何ですか。
アシスタントをしていたときと同様、社員とも顧客とも
積極的にコンタクトし意見交換することが私にとって
非常に重要です。会社のマネジメントの成功は市場動
向や顧客の実態を理解する一方で社員のアイデアを積
極的に採用することが重要です。このことを基本として
ヘッドアコースティクスをさらに発展させたいと考えて
います。
新たな役割においてどのような課題に最初に取り組ん
でいく予定ですか。
私にとって重要なことは3つあります。既存の事業領域
を強化しながら同時に新規市場を開拓していくことに
より健全な成長を遂げていくこと。社内の情報フロー
と成長プロセスを直結させること。そして我々の製品
が顧客のニーズを一層的確に捉え、革新的なソリュー
ションを市場に送り込んでいけるよう製品マネジメント
を強化していくことです。

そして2014年にボードメンバーのアシスタントになりま
した。これはエキサイティングで魅力ある仕事でした。
会社のすべての領域を知ることができる中心的ポジシ
ョンで大勢の人とコミュニケーションを図れるいい機
会に恵まれました。私の業務は幅広く、特別リサーチ・
プロジェクトの調整、営業課題、旧QMシステムからイ
ンタラクティブ管理ツールへの移行等組織的課題にも
取り組みました。
技術ダイレクターとしての新たな仕事の魅力は何で
すか。
先ず、ヘッドアコースティクスのような会社でこうしたポ
ジションに就けるのは光栄なことです。この会社は技
術が革新的で商売も順調な業績をあげている一方、会
社の雰囲気はファミリー・ビジネスのようです。このよ
うに多くの優秀で使命感溢れるプロフェッショナルた
ちと仕事ができるのは幸せです。社長として私の技術
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ソフトウェアニュース

電気自動車の音響評価
ArtemiS suite 9.2が効果を発揮します。

E-モビリティ: あなたの車のサウンドは？
私たちが未来の音づくりをアシストします。

ハードウェア、
ソフトウェア、コンサルティング – 世界各地で電気自動車のサウンドデザインをサポート

電気自動車はモビリティの未来です。
これは自動車産業にとって課題とリスクの両方をもたらします。燃焼機関の
ノイズが無くなることで他の音が聴こえるようになり、
これらが不快な音として認識される可能性があります。望
ましくないノイズ成分を検出し、マスクあるいは低減することが必要です。

この課題に取り組むために、ヘッドアコースティクスは
電気自動車に対してカスタマー視点の評価と車室内部
の音響評価の両方を実施します。全ての作業は迅速に
行う必要があり、準備のための時間が十分に無い状
況が頻繁に発生します。この場合、私たちは弊社の小
型4チャンネル測定システムSQoboldを使用します。ヘ
ッドセットBHS IIと組み合わせて、テストドライブ中に
運転者位置でバイノーラル録音を行います。音の違い
が運転状況の違いに起因することを後処理の中で確
実にするために、SQoboldを使用してGPS信号とテスト
ドライブ中のライブビデオを収録します。

SQobold - 4チャンネルバイノーラル計測システム

分析中は、音とビデオを同期再生しマップ上に走行ルートを表示させます。これにより分析データ内に特徴的な成
分が現れた時の計測場所やイベントを特定することが可能になり、路面状況や上り坂等が走行ノイズに及ぼす影
響についての結論を導くことが出来ます。全ての情報が単一のアプリケーション内に表示されるため、作業中に画
面を切り替える必要はありません。
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時間を節約するために、私たちは新たに拡張された測
定データのカット機能を使用します。パワフルなトリガ
ー機能を用いてデータは自動でカットされるため、手
作業による手間が少なくて済みます。例えば速度依存
のトリガーを設定して、全ての加速または回生ブレーキ
イベントを自動的に抽出することが出来ます。
ゾーテック教授が開発・改良した聴覚モデルに基づい
た新しい分析「Tonality (Hearing Model)」を用いて、電
動パワートレイン音のトナリティについて音質評価し
ます。

録音とビデオの同期再生

この分析結果から、インバーターからのホイッスルノイ
ズと回生制動ノイズの両方が電気自動車の全体的な音
質に重大な影響を及ぼすであろうことが明確に分かり
ます。
主観的な音質を改善するためには、これらの純音的ノ
イズ成分を低減またはマスキングするための手段を講
ずることが不可欠です。
特異的成分が見つかった場合は、より正確な結果を得
るためにシャシーダイナモメーターで追加の測定を行
います。例えば伝達経路解析（TPA）を行うために、異
なる動作状態を比較したり加速度センサを用いたマル
チチャンネル測定を行います。

自動データカット機能による時間短縮

いずれの場合も、膨大な量の2D分析結果カーブを見や
すいレイアウトで配置・表示する必要があり、これを実
施することで見やすい比較および特異成分の識別が可
能となります。新機能であるカラーバンドダイアグラム
はこの目的によく適しています。
ArtemiS suiteに含まれていない分析が必要な場合、バ
ージョン9.2ではアドイン用の新しいインターフェースを
使用して独自の分析やフィルタをシームレスに統合す
ることが出来ます。

Tonality(Hearing Model)分析

アドインを 使 用すると、これら独自の 分析 はP o o l
ProjectやAutomation ProjectなどでArtemiS suite が提
供するあらゆる機能と組み合わせて使用出来ます。

カラーバンドダイアグラム上に全ての分析結果を表示
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ソフトウェアニュース

心理音響トナリティ解析

新たな解析によるより正確な音質評価

製品設計プロセスにおける音質の重要性はますます高まっています。製品に巧妙に調和したサウンドは、
その製品の全体的な感性品質を向上させます。
電気自動車は燃焼機関のノイズが無くなり他のノイズ
が聴こえるようになるため、音質は議論の的となってい
るトピックです。多くの場合問題となるノイズは電気エ
ンジンモーターまたはインバーターによって発せられ
る高周波数のホイッスル音です。
これらの音は純音成分を含んでいる場合が多く、純音
成分が無いサウンドよりも不快と判断されます。
ある音事象に顕著な純音あるいは狭帯域ノイズが含ま
れる場合、それは純音的であると感じられます。

人間の聴覚の感じ方を十分に再現することが出来ず、
心理音響モデルによる補完が不可欠です。新しい聴
覚モデルは心理音響的効果や基本的な聴感印象を説
明・記述することを可能にします。
この新たな解析ツールは、人間のトナリティ知覚を線
形的に表現出来ることが特徴です。計算結果は主観評
価実験結果とよく一致し、急速に変化する純音成分で
も正確な検出が可能です。
この心理音響分析により純音的な音を発するあらゆる
製品のより正確なテストが可能になります。また音質メ
トリクス内でこの解析を使用することで純音ノイズを
完全に自動検出することが出来ます。
ノイズのトナリティを計算するためのこの知覚ベースの
解析手法は標準規格ECMA-74に提出されており、この
規格の第15版に付録として追加される見込みです。

開発プロセスにおいていくつかの疑問が浮かびます。
これらの純音ノイズ成分はどの程度の不快感を与えて
いるのでしょうか、どの程度純音成分を低減またはマ
スクする必要があるのでしょうか？その後新型の車両
が完成した時、それまでの開発段階を経てどの程度ノ
イズの問題が改善されたと判断するのでしょうか？
これらの疑問に答えるために、ArtemiS
なトナリティ解析が追加されました。

suite

9.2に新た

ゾーテックによる改良された聴覚モデル
何故私たちは聴覚モデルを使用するのでしょうか？人
間の聴覚システムは、音解析向けの技術システムに比
べてはるかに優れた性能や柔軟性を有しています。物
理的な解析手法では音質の評価に関して
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ソフトウェアプレビュー

ArtemiS suite 10.0 を用いた音響インテンシティ測定
どのようにして音響的な問題を空間的にもスペクトル
的にも視覚化するのでしょうか？どうすればISO 9614
に準拠して音響パワーを求められるのでしょうか？答
えはSound Intensityです。2018年9月に予定されている
ArtemiS suite 10.0のリリースにより音響インテンシティ
の測定が可能になります。
ソフトウェアの他に、音響インテンシティプローブと
SQobold,SQuadriga II,labCOMPACTなどのフロントエ
ンドが必要です。
Sound IntensityはトラブルシューティングとISO準拠の
測定を両立させたツールです。このツールではマウス
を数回クリックするだけでトラブルシューティングと
規格準拠の測定を切り替えることが出来ます。Sound
IntensityツールはArtemiS suiteに組み込まれているため
使い慣れた直感的な操作が可能です。標準規格を詳
細に理解していないユーザーであっても、ウィザード形
式のガイダンスによって規格に準拠しない設定を防止
することができ、確実かつ効率的な測定ができます。
測定中に方向を分かりやすくするために、オブジェク
トの隣に画像を並べることも出来ます。 （例えばISO
9614/1に従って）測定点をスキャンすると、測定が実行
されている間に3Dの音響インテ ンシティマップ

が作成されます。この段階で既に測定データに対する
検証や解釈が可能です。測定後のレポートは、ISO標
準に準拠するか、ユーザー固有の要件に基づいて自由
にデザインされた形でボタンクリックにより出力出来
ます。これはArtemiS suiteのレポートツールを用いて行
われます。また、測定データはArtemiS suiteのその他
のツールを使用して詳細な後解析をすることも可能で
す。ドキュメント化（例えばMicrosoft Officeとの併用）
のために、画像またはメタファイルのエクスポート機能
が提供されます。

HEADニュース

没入体験する

ヘッドアコースティクスがアーヘン工科大学の音楽プロジェクトを支援

アーヘン工科大学（RWTH）のコミュニケーションシス
テム研究所（IKS）とアーヘン交響楽団の共同プロジェ
クト「3Dサウンドレコーディング」に、ヘッドアコーステ
ィクスからバイノーラル録音用のダミーヘッドHMS II.3
が3台提供されました。
このプロジェクトの目標は3Dサウンドと360°ビデオ録
画を使用したバーチャルリアリティの創造でした。オ
ーケストラの録音・録画はem32 Eigenmike® マイクロ
フォンと360°カメラを用いて実施されました。プロジェ
クトのドキュメント化のためにバイノーラル録音も併せ
て行われました。
「コミュニケーションシステム研究所からヘッドアコー
スティクス話を持ちかけられた時、私たちはこのプロジ
ェクトを支援出来ると確信しました。」
（クラウス・ゲヌ
イット教授談）

「そして結果はまさに聴く価値があるものでした。独
特のバイノーラル録音を楽しむために、受聴者はヘッド
ホンを着用してビデオを視聴する必要があり
ました。」
「録音と録画を同時視聴すると、オーケストラの中に
座っているかのように感じることが出来ます。」とゲヌ
イット氏は述べます。演奏家の位置から音楽を体験す
ることができ、木管楽器、金管楽器から弦楽器まで様
々な奏者の目線を体験することが出来ます。
ビ デ オ は I K S やアー ヘ ン 交 響 楽 団 の ウェブ サイ
ト、Youtubeからご覧いただけます。ユニークなレコーデ
ィングを是非ご視聴ください！
www.youtube.com/channel/UCaKLpauH3hH7vMjt1cbPtUw
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イベント

ヘッドアコースティクス
が参画する
2018年のイベント予定：

イベント

場所

開催日

inter.noise

シカゴ、USA

8月26日～29日

Automotive Testing Expo China

上海、中国

9月25日～27日

acoustex - the sound of innovation

ドルトムント、ドイツ

10月10日～11日

Automotive NVH Comfort 2018

ル・マン、フランス

110月17日～18日

Automotive Testing Expo USA

ノーバイ、USA

10月23日～25日

Stuttgart-Shanghai-Symposium

上海、中国

11月8日～9日

Aachener Akustik Kolloquium

アーヘン、ドイツ

11月26日～28日

Sound. Voice. Passion.

E-モビリティ: あなたの車のサウンドは？
私たちが未来の音づくりをアシストします。

Artemis suite – 新たな心理音響解析 „トナリティ“
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