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ロストックでの4日間を振り返って
2019年3月18日から21日まで、ドイツの都市ロストックでDAGAが開催
されました。例年通り、ヘッドアコースティクスは第45回音響カンファレンス
に出展し数多くの未来志向のプレゼンテーションを行いました。
弊社ブースへのビジターには音響カメラ HEAD VISOR や SQuadriga
ファミリーの最新モデル SQuadriga III を実際に体験して頂きました。
テレコム分野ではモジュール式多チャンネル・ハードウエア・プラットフォーム
labCORE や角度を変えながら音響測定が可能なターンテーブル HRT I
を紹介しました。さらに、新製品 B2U を紹介しました。こちらはバイノーラル
・ヘッドセットをスマートホンに接続する為の小型 2 チャンネル USB フロント
エンドです。これがあれば、どこでも聴感通りに 2 チャンネルの録音再生が
可能です。
未来志向の Keynote プレゼンテーション
例年通り、カンファレンスの 3 日間は最先端のテーマについてヘッドアコース
ティクスから 12 人がレクチャーを行いました。“ドライブ・サウンド・シミュレータ
ー - 開発プロセスにおけるユニバーサル・ツール“と題して、グラフを用いた評
価に対して音響ドライブ・シミュレーターを用いて音振動を体験することの重
要性を訴求しました。さらに、ドライブ・サウンド・シミュレーターによるクルマの
音づくりの利点ついて解説しました。

また、“心理音響ハーシネスのモデル化”と題して、ハーシネスの数値による
シミュレーション・メソッドを説明しました。このプロシージャーはゾーテック教授
による聴覚モデルがベースとなっており DIN 標準規格及び ECMA-74で
標準規格化の提案活動を行っているところです。
Keynote プレゼンテーションとブース展示に加え、数多くの興味深い技術
のペーパープレゼンテーションも行われました。例年通り、DAGA 2019 は
ヘッドアコースティクスにとり特別なイベントであり、次回2020年3月16日
～19日までハノーバーで予定されている音響カンファレンスも楽しみにして
います。

｜編集部より｜

| コンテンツ |

Listen to this
教授 工学博士 クラウス・ゲヌイット
社長
私たちの日々の仕事は常にサウンド・
クオリティにフォーカスしています。そして
サウンド・クオリティの評価にはヒアリング
・テストが不可欠です。これにより、
被験者が耳で聴いてどう感じるのかに
ついて重要な情報が得られます。その
為、主観テストのソリューション SQala
を ArtemiS SUITE 10.5 に統合
しました。

DAGA 2019 – トレード・フェアを振り返って
タイトルページ
＿＿＿＿＿＿＿
BINCI リサーチ・プロジェクト成功裡に閉幕
ページ 3
__________
開発初期段階で不快なブレーキ・ノイズを
取り除くには
ページ 4
＿＿＿＿＿＿＿

こうした背景の中、改めて正しい再生について注意喚起をしたいと思
います。サウンド・クオリティの評価に不可欠だからです。7 ページに掲
載の“聴感的に正しい再生がバイノーラル録音に必須“をご一読頂き
再認識をお願いします。

ヘッドアコースティクスの“アクティブ・サウンド・
デザイン“への取り組み
ページ 5
__________

ヘッドアコースティクスの研究部門もサウンド・クオリティの活動を推進し
ています。2018 年 9 月には公的資金による BINCI – Binaural
Tools for the Creative Industries – プロジェクトが成功裡に幕を
閉じました。詳細については 3 ページをご覧ください。

SQuadriga III モバイル測定システム
ページ 6
__________

ヘッドアコースティクスは環境音やサウンドスケープについても意識高揚
に益々注力しています。4 月にはアンドレ・フィービック教授、ブリギッ
ト・シュルテ-フォートキャンプ教授と専門家パネルにより、
“インテリアのサウンド・スケープ - トレンド と課題“のテーマがはじめて
議論されました。

聴感通りの正しい再生がバイノーラル録音
に不可欠
ページ 7
__________

今回招いた専門家と例えばインテリアや建物が私たちの日々の聴感
体験にどのように影響しているか、どのサウンドスケープ・メソッドを用い
るのが効果的かについて話し合いました。

パワフルな CAN FD BUS をサポート
ページ 8
__________

HEADゲヌイット財団は今学年度より2 つの教授職をファイナンスし
ています。アーヘン工科大学の“聴覚認知に特化した心理工学“の
教授職とベルリン工科大学の“心理音響工学”の客員教授職です。
是非ご一読ください。

HEADlab新モジュール：labV6HD
ページ 9
__________
ArtemiS SUITE 10.5 新機能
音響インテンシティ：スキャン・メソッド
ページ 10
__________
プレビュー：ArtemS SUITE 11.0
スペクトログラムの座標軸選択機能
ページ 10
__________
Sound Engineering プロジェクト
新ツール “Order Generator”
ページ 11
__________

自前のヒアリング・テスト開発
2019 年 9 月から可能に
ページ 11
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BINCI リサーチ・プロジェクト成功裡に終了
3D audio の重要性と完成度の高いソリューションのインプリメ
ンテーションが主な目的

さらに、このプロジェクトを通じて、バーチャル環境で可聴化した音源
の空間認知の調査が行われました。

2018年6月、EU の出資による BINCI (Binaural Tools for
the Creative Industry) リサーチ & イノベーション・プロジェクト
が 18 ヶ月間の取り組みを成功裡に幕を閉じました。

国際的なプロジェクト・パートナー間の優れた連携の成果として、
オーディオ・プロダクションの技術開発に新たな気づきと洞察をもたらし、
3D audio のデザイン、パセプション、評価についてさらに検討をすす
めていく為の新たな視点を切り開くことができました。

2018 年9 月に行われた EU による最終評価は非常にポジティブ
でした。
特に、 3D audio の重要性と開発成果であるソフトウエアとハード
ウエアのソリューションのインプリメンテーションの完成度が注目され
ました。このプロジェクトを通じて、 3D audio のデザイン・ツールが
開発されました。ヘッドホンによる再生がフォーカスされました。
すべての共通デジタル・オーディオ・ワークステーション (DAWs) 用
に開発された使い勝手のいいプラグ・インが特筆に値します。
Ambisonics をベースとした専用信号処理モジュールと組合せると
音源の空間配置と加工ができます。 ヘッドアコースティクスは
可聴化プロセスに必要なデータを提供しました：
・外耳伝達関数（HRTFとして知られる) の測定データと数学的
シミュレーション・データ（リスナーごとに調整可能）
・バイノーラル再生の精度向上の為のヘッドホンのイコライゼーション

バーチャル・サウンドの音源を特定するヒアリング・テストの参加者

詳しい情報についてはこちらをクリック

バーチャルに仕立てたヘッドアコースティクスのリスニング・スタジオでの 3D audio 実験
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開発初期段階で不快なブレーキ・ノイズを取り除くには
BrakeOBSERVER 5.0：斬新なユーザーインターフェイス、新たな分析、オーバービュー機能

この実績あるテストシステムは BrakeOBSERVER ソフトウエアと MMF III.0 フロントエンドで構成されています。開発の初期段階でブレーキ・
ノイズを検知、除去し走行の快適性向上に役立ちます。

BrakeOBSERVER バージョン 5.0 はユーザーインターフェイスを先
端技術で一新、使い勝手が向上し機能がさらに拡充されています。

温度、ブレーキ圧力、車速等、各種信号のグラフも呼出し可能です。
音圧レベル表示を含めたすべてのパラメター・チャンネル・リストから呼び
出したい信号を選択します。

音と非定常ノイズ・パターンを検知
ヘッドアコースティクスはノイズ検知の為 2 つの特別なメソッドを開発
しました。既に実績のある Relative Approach と新たな解析ツー
ル インパルシブネス vs Time です。
Relative Approach はブレーキ鳴きの純音の検知に効果的です。
音圧レベルをベースにした検知メソッドが対応できない領域でも、
BrakeOBSERVER は純音成分を検知します。純音が周辺ノイズ
に埋もれていてたとしても、また音量レベルに拘わらずです。
Brake OBSERVER 5.0 の新しい解析ツール インパルシブネス vs
Time はインパルシブ・ノイズを検知します。ブレーキをかけるとき、
典型的な鳴きとは別にうなり音、ラトル音、クリック音、きしみ音、
カチカチ音、軋り音がします。これらは鳴きとは違って純音ではない、
瞬間的な音です。
インパルシブネス vs Time はゾーテック教授が開発したヒアリング・
モデルをベースにしており、環境音と同居する瞬間音が人の聴覚の
ように“聴ける”というメリットがあります。
インタラクティブな “セッション・レビュー” ツールでデータを常に把握
インタラクティブな “セッション・レビュー” ツールは既に実行した測定に
完全な洞察を与えます。すべての既存データのオーバービューで測定
直後などに素早いチェックが可能となります。
下記を一目でチェックできます：
・必要なデータはすべて録音したか？
・信号チャンネルの音圧レベルは正しいか？
・テスト・コースのどの部分でノイズ・イベントが卓越しているか？

セッション・レビュー・ツール

地図がテスト・コースを表示し、ブレーキ・イベントが発生したすべての
ポイントをプロットします。地図上のルートは現在見ているパラメター
ごとに色分けされています。
地図上或いはイベント・リストをクリックするとそれに対応するグラフが
表示されます。時刻歴信号或いはオクターブ、Relative Approach、
インパルシブネス vs Time 等、分析結果を表示するオプションも
あります。
個々の音イベントを聴くには “Play” をクリックするだけです。
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ヘッドアコースティクスの“アクティブ・サウンド・デザイン”の取り組み
AAC 2018 にシミュレーターを出展
2018 年音響専門家が集まる“Aachen Acoustics Colloquium” (AAC) のアーヘンでの開催が 10 回目となりました。ヘッドアコースティクス
は共同オーガナイザー及び出展者として参画しました。

ドライブ・イベントではノイズ・シミュレーターをデモし“アクティブ・サウンド
・デザイン”の為の開発リサーチ環境を実車でプレゼンテーションしまし
た。カンファレンスの参加者の方々にはシミュレーターを搭載したフォル
クスワーゲンの e-Golf の試乗を通じ様々なノイズ・モデルを肌で体験
頂くことができました。

AVAS：将来への課題

アーヘンのテスト・コースでは 3 種類のノイズをデモ

車の電動化がすすむ中で、自動車業界の様々なパートナーとプロ
ジェクト・ベースのコンサルティング・サービスを提供する機会が増えて
きています。

ヘッドアコースティクスのインタラクティブ・ドライブ・ノイズ・シミュレーター
で様々なノイズ・モデルのプロトタイプを作成し、それらの合成音を車
両で再生し、リアルタイムに肌で体験することが可能です。
このドライブ・イベントでは 合計 3 つのノイズ・モデルを使いました。
様々な車両のパラメターを用いて車室内にドライブトレインの合成音
を再生しました。
ドライバーは MIDI コントロール・ユニットを介してノイズの合成音の
パラメターを別々に調節でき、リアルタイムで音のチューニンングが可
能です。

あまり時間をかけずにプロトタイプづくりを行うことができれば様々な
合成音づくりを試して車の音づくりをシームレスに行っていくのに役立
ちます。

最近行っている “アクティブ・サウンド・デザイン” のアプリケーションの
ひとつは “AVAS” (Acoustic Vehicle Alerting Systems) と
いうキーワードで表されます。
EV や HEV の警告音が将来的に法制化されます。ヘッドアコース
ティクスは様々なリサーチ・プロジェクトやコンサルティング・プロジェクト
を通じまさにこの課題に取り組んでいます。

リサーチの為の重要ツール
プレゼンテーションしたシステムはリサーチ部門での調査の為の重要
なツールとして役立ちます。また、“アクティブ・サウンド・デザイン”と
ドライブトレイン・ノイズの合成音にかかわるベーシックな課題や
難易度の高い課題に取り組む機会を提供します。
アクティブ・サウンド・デザインの詳細についてはお問合せください：
info@head-acoustics.co.jp
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SQuadriga III モバイル測定システム
SQuadriga ファミリーの最新モデル登場

SQuadriga II でも HEADlink インターフェイスによるシステム
拡張が可能になりました。

小型測定システム SQuadriga III はトラブルシューティングやベンチ
マーキングに最適です。心理音響解析ツールが搭載されており、音
質評価ニーズがあればどのような分野でも、自動車に限らず、造船、
飛行機、日用品、家電製品、リサーチ、教育等、その優れた対応
力を発揮します。

チャンネルを増設して測定する必要が出てきたら内蔵の HEADlink
インターフェイスを介して簡単にシステム拡張が可能です。
SQuadriga III や HEADlab モジュールを追加するのがベストです
し、既存の SQuadriga II への接続も可能です。

便利で安心
SQuadriga III は 7 インチの静電容量タッチパネル上で操作しま
す。移動先での測定は準備も含め測定用の PC や他の周辺デ
バイスは必要ありません。運転中でも安全に測定ができるように、
リモコンで録音開始や停止ができとても便利です。はじめて使う
ユーザーの為に SQuadriga III には動画によるチュートリアルが
搭載されている為、すべての機能について学習することができます。

モジュール式ファームウエア・アーキテクチャーにより解析ツール
の選択が可能
様々なセンサーをサポート
SQuadriga III は様々なセンサーに対応しています。前モデルの
SQuadriga II とは異なりアダプターの追加は必要ありません。

パワフルなプロセッサーにより FFT ベースの豊富な解析ツールに
よるオンライン分析と表示が可能です。モジュール式ファームウエ
アにより、搭載する解析ツールの種類はニーズにより任意に選択
可能です。

信号の収録は最大 8 チャンネルまで可能です。マイクロホン等の
センサーはICP®を介して直接接続可能です。BHS II ヘッドセット
やダミーヘッドのようなバイノーラル・センサーを用いればどこでも聴
感に忠実な録音が行えます。
イコライゼーションをしたヘッドホンでその場で録音データを聴くこと
ができます。CAN、CAN FD、FlexRay 等のデジタル入力が
利用可能です。追加のアダプターなしでオンライン・デコーディング
ができる為、重要なパラメターや録音のトリガー等をモニタリング
可能です。

SQuadriga III のベーシック・バージョンには既に最も重要な解析
ツールが含まれています。SQuadriga III の新たな機能として、
“FFT vs Time” の解析結果の 3D 表示が可能になりました。
SQuadriga III の機能は今後も拡張していきます。 SQuadriga
III は音振動解析業務の推進の為の不可欠なパートナーであり
続けます。
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聴感通りの正しい再生がバイノーラル録音に不可欠
ヘッドアコースティクスは約 30 年前にバイノーラル録音再生技術を市場に導入しました。今日、ダミーヘッド測定システムと再生システムは
世界中の音響ラボラトリーで広く採用されています。しかし、何故そもそもバイノーラル録音をしなければならないのでしょうか。

音を録音し、その音をリスナーが実際にその音場にいるかのように再
生することはバイノーラル測定技術のみによって可能となります。人の
聴覚システムは両耳の信号を処理することにより、音イベントが発生
する方向を検知し、音源を聞き分け、ノイズ成分を抑制することがで
きます。そしてこれらすべてのことを時間領域と周波数領域の両方で
高分解能で行うことができます。
バイノーラル測定技術のお陰で、測定ツールとして聴覚システムを取
り込むことにより従来型のテスト・メソッドが拡張されます。バイノーラル
録音と インタラクティブ解析ができる ArtemiS SUITE を組合せれば、
ノイズ現象の特定、評価の為の非常にパワフルで効果的なツールと
なります。

・録音位置と再生位置の違いの矯正（ヘッドホンの位置とダミーヘッ
ドのマイクロホンの位置が異なる為）
・ヘッドホンの個体差による伝達関数のばらつきの矯正（ヘッドホン
ごとに専用のイコライゼーション・フィルターを設定）
・バイノーラル録音時の測定環境にマッチしたイコライゼーションの選択
（例：ID (Independent of Direction) イコライゼーション）
再生システムは、バイノーラル・ヘッドホン・イコライザー labP2、高品
質ヘッドホン、そしてこれらのヘッドホンの専用イコライゼーション・フィル
ターで構成するのが最適です。製品の音を聴感的に正しく再生する
ことができます。

バイノーラル録音には校正された再生システムが必要
ヘッドセットと組み合わせたモバイル・バイノーラル録音再生システム
しかしながら、もし、校正され正しくイコライゼーションされた再生デバイ
スで再生し単純に PC サウンドカードやヘッドセット等のオーディオ・デ
バイスで試聴したとしたら、バノーラル録音のメリットは失われます。再
生内容が立体的だという印象を出せたとしても、リスナーの耳では正
しい周波数の重み付けまでは再現できていません。
結果として、ラウドネスやトナリティ解析のような聴感印象に関する評
価は誤ったものとなってしまいます。正しくイコライゼーションされた再生
のみによって、音をオリジナルの音場で聴いているかのように評価でき
るのです。 ヘッドアコースティクスの再生デバイス上の再生フィルター
は次の側面を考慮しています。

ダミーヘッド測定システムの代わりに、特に移動しながら使用する為に
ヘッドアコースティクスはイノベーティブなバイノーラル・ヘッドセット BHS
II とバイノーラル録音再生機能をコンパクトにまとめたポータブル・フロン
トエンドを開発しました。音の問題に直面した際に素早く検知、特定
できるオンサイト測定システムとして世界中の多くのお客様にご指名
頂いています。
ポータブル・フロントエンドには SQuadriga II、SQuadriga III、
SQobold があり、いずれもイコライゼーションしたバイノーラル・ヘッドセ
ット BHS II 或いはヘッドアコースティクスのヘッドホン製品と組合せる
ことにより正しい再生を行うことができます。ArtemiS SUITE と一緒
に再生デバイスとしても用いることができます。バイノーラル録音再生
についての詳細は弊社のアプリケーション・ノート “バイノーラル、解析、
再生“ をご一読ください。
https://www.head-acoustics.com/downloads/eng/
application_notes/BinauralMeasurement_e.pdf

バイノーラル録音

録音時、録音イコライゼーションが
適用される。

測定・解析

解析時、録音イコライゼーションを外し
マイクロホンによる測定と同等にする。

聴感通りの正しい再生

再生時、再生イコライゼーションが
適用される。

結果

リスナーはあたかもオリジナルの音場にいる
かのように音を聴くことができる。
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高速でパワフルな CAN FD BUS をサポート
CAN の技術は自動車、ファクトリー・オートメーション、飛行機の分野で長年成功裡に利用されてきました。広く利用されている CAN BUS と
比べ、CAN FD BUS はより高速伝送が可能です。
さらに、CAN FD はデータフレームごとに伝送できるデータ量が多く、
チェックサムも長い為誤り検出能力がより優れています。

一方、FlexRay 採用の対象となるアプリケーションはリアルタイム性が
重要なアプリケーションに将来的に限定されていくと思われます。

パワフルな CAN FD BUS は SQuadriga III モバイル測定システム、
HEADlab ファミリーのデジタル・モジュール labDX の最新バージョン、
及び SQuadriga II （アダプターが必要）が対応しています。

CAN FD はビットレートがより高いか、ユーザー・データ長がより長いか、
或いはその両方の幅広いアプリケーションに適しています。

CAN 技術の進化
現在、確立されている CAN (Controller Area Network) のフィー
ルドBUS システムが車両の通信システムとして支配的です。
実績があり、信頼性が高く、堅牢です。しかしながら、ECU がより複
雑になると、帯域改善が求められます。特に、コントロール・ユニットに
ソフトウエアを伝送するのに必要になります。
これが 1991 年以来の車載の BUS システム改良の動機でした。
ロバート・ボッシュ GmbH が CAN FD (Flexible Data Rate の
CAN) の名称で導入した改良版 CAN プロトコルは従来の CAN
コンセプトをさらに進化させたものです。
CAN ワールドの多くの構造メカニズムが踏襲されている為既存のノウ
ハウを継続利用できます。しかしながら、CAN FD は伝送レートがよ
り高く、データフレームごとに伝送可能なユーザー・データ量も従来より
向上しています。データフレームごとのペイロード・データ長
も最大 8 バイト（従来の CAN プロトコル）から最大 64 バイト (C
AN FDプロトコル）に向上しています。
伝送レートについては、CAN FD は高速CAN (1 Mbit/s) と
FlexRay (10 Mbit/s) の中間であり、平均伝送レートは最大 5 M
Bit/sです。しかしながら、そのよりシンプルな構造により FlexRay と
比べコストが著しく低く、その為多くのアプリケーションで FlexRay に
代わりうる有望な選択肢です。

もし大型商用車やバスのように使用されるケーブルが長く、高い伝送レ
ートが確保できない場合、最大 64 バイトの優れたデータ長が実行伝
送量の著しい向上に貢献します。
ヘッドアコースティクス製品の CAN FD 対応
ヘッドアコースティクスは多くの製品でデータ収集や評価の為の CAN
FD 規格対応をしています。SQuadriga III は CAN FD インターフ
ェイスを介し CAN FD データ・ストリームから重要なデータを収録し、
デバイス上でデコードします。
チャンネル数をより多く使うアプリケーション用にモジュール式フロントエン
ド HEADlab には CAN FD データを収録するオプション入力モジュー
ル labDX（バージョン B）が利用可能です。
既存の SQuadriga II で CAN FD データを収集するには、新たに
CLD VII.2 CAN FD アダプターのみを追加するだけで対応可能となり
ます。
ArtemiS SUITE バージョン 9.2 以降の Decoder Project で
CAN FD データ・ストリームのデコードが可能です。CAN FD は High
Speed CAN に対して下位互換性を持ちますので、CAN FD インター
フェイスは従来の CAN BUS上のデータ・ストリームの収録にも利用可
能です。
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HEADlab 新モジュール：labV6HD
labV6HD は大きなレベル差を伴う信号の収録を可能にします。

測定開始する前にダイナミック・レンジを設定しなければならないが、信号レベルがどの程度になるかわからない、或いは測定する信号が大きく
変動することはわかっていてもレンジ設定をどうしていいかわからず困ることがないですか？

いずれの場合も、105 dB くらいの典型的なダイナミック・レンジだと
大事な信号がカットされたりノイズに埋もれてしまうリスクがあります。
測定前にオートレンジ機能を有効にしてもこれは防ぎようがありま
せん。
labV6HD はワイド・レンジ入力が可能な為安心です。
labV6HD 6 チャンネル Line/ICP®入力モジュールは最大 168
dB の高ダイナミック・レンジの測定をサポートします。
事前に煩わしい調査をしなくても、信号強度が全く読めない状況
でも、実際の収録信号が設定レンジを超えてしまう事態を防ぐこと
ができます。これはいったいどういうことでしょうか。
このモジュールはひとつのチャンネルに対して アナログ-to-デジタル・
コンバータ (ADC) が 2 つ同時に働いています。それぞれが別々
に機能しており、出力時に再び結合します。

このようにして labV6HD の測定レンジはレベル変動する信号の
収集に対応することができます。
例えば、このモジュールは一回の測定で設定をマニュアルで変える
必要なく、大きく時間変化するランアップのレベルを収録することが
可能です。
不正確な測定を減らし、安全機能を増やします。
TEDS センサー技術をサポートしている為、センサー情報を自動
で読み出し測定システムに転送することができます。
ケーブル破損やショートを検知する機能が内蔵されている為、測
定システムの信頼性が向上し、測定のやり直しに余計な時間を
費やすリスクを最小限にしました。
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ArtemiS SUITE 10.5 新機能
音響インテンシティ・ツール：スキャン・メソッド

ArtemiS SUITE バージョン 10.5 から、音響インテンシティ測定ツールに“スキャン測定メソッド”が搭載されます。
このメソッドは ISO 9614-2 / 9614-3 標準規格 “連続スキャン測定” に適合しています。
高速かつ簡単な測定メソッド
連続スキャン測定を行う場合、測定対象の表面を音響インテンシ
ティ・プローブでスキャンします。即ち、測定をより早く終えること
ができます。
もしも音響パワーの値をカラーマップで詳しく表示する必要がな
ければ、この簡単な測定メソッドの方が有益です。
ウィザードが間違い予防に役立ちます。
ISO に適合した正しいサブ・エリアの決め方と測定経路の決め方
ができるようサポートします。プローブの動かし方がビジュアルで示さ
れる為、測定ポイントを正しくカバーし、標準規格で規定されてい
る測定回数を遵守する手助けをします。
標準規格から逸脱したら警告をするか、或いは規格に適合した
正しい測定を行うよう誘導します。精度クラス 1、2、3がサポート
されています。
包括的な音響インテンシティ測定が可能
音響インテンシティ測定ツール (ASM 18）はArtemiS SUITE 10.0
で導入されます。このバージョンは既にトラブルシューティングや ISO
9614-1 標準規格 “ディスクリート・ポイントの測定” 準拠
の音響インテンシティ測定をサポートしています。
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スペクトログラムの座標軸選択機能
RPM のようなレファレンス・パラメターの座標軸の表示が、慣れ親しんだものとは異なり不便に感じたり、他のグラフと一貫性が保てないといった
お悩みがありませんでしたか？ 今回、ユーザーのテイストによりスペクトログラムの表示方法を選択できるようになりました。この新フィーチャーは
2019 年 9 月より Report、Data Viewer、Mark Analyzer で利用可能になります。
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“Order Generator” ツール

Sound Engineering プロジェクトの新機能
Sound Engineering プロジェクトはサウンド・デザインの為のツール
が複数利用可能です。不快なノイズ成分を特定してコンピューター
上でバーチャルにターゲット・サウンドを決めます。画像編集アプロー
チでコンピューターがインタラクティブなワークステーションに早変わりし
ます。グラフ上で行った変更は即座に可視化、可聴化されます。
アクティブ・サウンド・デザインの作成
全体として好ましい音印象にするには、どの次数を人工的に追加し
て鳴らせばいいか？エンジンを小型化しても、逆にもっとパワフルな
音にするにはどうしたらいいか？電気モーターからハイブリッドモーター
への移行はどのように設計したらいいか？こうした疑問やその他多く
の課題について Order Generator で検討することができます。
このツールを用いてアクティブ・サウンド・デザインやエンジンの次数
特性の改善に取り組むことができます。

ドライブトレインのノイズに新たな次数成分を追加
速度特性をベースに、Order Generator は新規の次数成分を追
加します。そしてこれらの次数のレベルと位相を調整します。エンジン
速度のパルス信号は絶対必要ではありません。即ち、CAN BUS
からの速度データを使うことも RPM ジェネレーターを用いて予測した
速度を用いることも可能です。
Order Generator でターゲット・ノイズを設定
Sound Engineering ツールはターゲット・ノイズを決めるのに用い
ます。信号中にノイズのみがあるときは、 IIR 次数トラッキング・フィル
ターを用いて単にレベルを上げただけではリアルにきこえる次数を作成
することはできません。Order Generator を用いれば何もなかった
ところに次数を追加することが可能です。例としてエンジンのハーフ次
成分を追加してよりスポーティーな音を作成することが可能です。
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自前のリスニング・テストの開発が 2019 年 9 月より可能になります。
SQala API – リスニング・テストの為の拡張インターフェイスを
ArtemiS SUITE 11.0 より統合
現行の ArtemiS SUITE SQala は直感的なユーザー・ガイダンス
が備わっており専門知識がなくてもプロシージャー通りにリスニング・
テストを完全にかつプロフェッショナルに行うことができます。既存の
ヘッドアコースティクス製品にシームレスに統合することで聴感通り
の正確性と一貫性を確保することができます。
C#で独自のリスニング・テストを開発
新たにリスニング・テストのプロシージャーを開発する必要が次々に
出てきても、拡張インターフェイスにより SQala にシームレスに統合
することができます。独自開発したプロシージャーを既に確立された
標準プロシージャーと組み合わせて利用することも可能です。

独自のリスニングテストの開発は C#プログラミング言語を用いて
行います。SQala API には包括的なドキュメンテーションと詳細
事例が含まれています。リスニング・テストをカスタム開発するのに
プログラミングの知識は必要ありません。
SQala API の初回バージョンは ArtemiS SUITE 11.0 のリリース
で利用可能になります。最初は独自開発したテスト・プロシージャー
によるリスニング・テストはローカルPC でのみ可能となります。
リスニング・スタジオでのテストの実施は拡張版として次のステップ
で追加となる予定です。
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