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展示会 & カンファレンス

ヘッドアコースティクス、MWC

2017にて音声・オーディオ品質最適化の為の革新的

測定技術を紹介
モバイル通信分野で最も
重 要なモバイル・ワール
ド・コングレス 2017にお
いてヘッドアコースティク
スは
テレコミュニケーション分野における音声・オーディオ品質の測
定、分析、最適化の為の最新のソリューションを紹介します。2月
27日からバルセロナの展示会場Hall 7 booth 7J65にて製品説
明いたします。特にEVS 対応モバイルホンのテストの為のハード
ウエア及びソフトウエアをハイライトします。測定フロントエンド

MFE VIII.1

とコーデック・オプション Cod-EVSによりスーパーワイドバンド
及びフルバンド接続の測定、分析が可能です。また、新製品の分
析システムVoCAS を初紹介します。このパワフルなソフトウエア
を用いてリアルで再現性のあるテスト環境で音声認識システムの
客観品質評価を素早く行うことができます。併せてモーター駆動
のハンドセット・ポジショナーHHP IV MotoMount の最新バー
ジョンを実機デモ致します。すべてのハンドセットの音声品質テス
トに対応し測定位置を自動で簡単に素早く調整できます。booth
7J65にて皆様のお越しをお待ち致しております。

製品ニュース

VoCAS – 柔軟で、リアルで、再現性のあるテスト環境で
音声認識システムを効率的に評価できる自動テストツール
車両に搭載のマルチメディアシステムからモバイルホンやタブレットを介して例えば銀行アカウントに音声認証アクセスする
等、
自動音声認識 (ASR)に依存したアプリケーションが増えてきています。音声認識システムの品質は認識率と密接な関係が
あり例えばバックグラウンドノイズ、言語、訛りといった様々なファクターに影響を受けます。重要なのはすべての音声コマン
ドやキーワードがシステムによって正しく認識されてはじめてそのシステムがユーザーに受け入れられるということです。自
リアルで再現可能なテスト環境において音
動音声認識(ASR) システムを効率的に評価する為のソフトウエアVoCASにより、
声認識システムの品質を客観的に素早くテストすることができます。

テストセットアップ
モバイルホンの音声認識システムをテストする為のセットア
ップはいろいろなハードウエアとソフトウエア・コンポーネン
ツにより構成されています。 (Fig. 1ご参照) ダミーヘッド
測定システムHMS II.3 (或いはHMS II.6)をフロントエンド
MFE VI.1と組合せることによりダミーヘッドのマウスに

Figure 1: モバイル
端末のASRシステム
の為のテスト・セット
アップ

さらに、バックグラウンドノイズ・シミュレーション・ソフトウ
エア3PASSやHAE-BGN 及びそれらに必要なコンポーネン
ツを加えることによりセットアップは完了です。このシミュレ
ーション・ソフトウエアはVoCASで操作します。
モバイル端末等の評価と比べ、車両に搭載された ASRシス
テム用のテスト・セットアップが異なるのはバックグラウンド
ノイズ・シミュレーション・システムのみです。(Fig. 2ご参照)
車載向けにはソフトウエアHAE-car が 3PASS やHAE-BGN
の代わりに用いられます。

オーディオ・ファイル
音声認識システムのテストの為にはそれに適した音声コマン
ドの音源データベースが必要になります。VoCAS は録音し
た音声をインポートしてオリジナルのオーディオ・データベー
スを作成したり既存のデータベースをさらに充実させたりと
いったことが可能です。対応しているファイル・タイプは.dat,
.wav, .mp3 or .pcmです。
ユーザーは必要に応じてセットアップ・オプションを用いて録
音音声の再生設定が可能です。ITU-T 標準規格 P.1100と

Figure 2:
車載 ASRシス
テムの為のテ
スト・セットア
ップ

発話させ音声録音が可能です。HMS の疑似耳マイクを介し
てテスト対象端末の音声フィードバックをモニターすること
が可能です。MFE VI.1の操作はPC上のVoCASのユーザー
インターフェイスにより行うことができます。
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音声コマンド再生の設定が個別に可能です。

P.1110で規定されているロンバード効果の設定、再生音量レ
ベルの調整・設定が可能です。
VoCASはバックグラウンドノイズを考慮に入れることにより
現実的なテスト環境を実現できるのが 大きなアドバンテー
ジです。バックグラウンドノイズ・シミュレーション・ソフトウ
エア (3PASS、 HAE-BGN、HAE-car)が接続させるとすぐ
にVoCASを通じてカフェテリア、高速・低速車両、駅プラッ
トフォームのノイズ等リアルなノイズ・シナリオにアクセス可
能です。

個々のテスト・シーケンスはいくつかの異なる要素で構成さ
れ順番に処理されていきます。これらの要素とは例えばテス
ト・シーケンスやバックグラウンドノイズの他に音声認識シ
ステムの音声フィードバックやテスト対象の評価が行われる
際のポーズの挿入等です。すべての要素は柔軟にアレンジで
き、必要に応じて何回でも利用でき、個々の調整も可能で
す。
また、Pythonスクリプトを使ってテスト対象システムへの接
続を行うことによりさらなる自動化が可能です。個々のテス
ト・シーケンスは再現可能です。異なるパラメター（e.g. 話
者、言語、目的、バックグラウンドノイズ）を組み合わせるこ
とによりユーザーはガイダンスに従いテスト対象の評価を行
い、わかりやすいフォーマットでテスト結果を見ることができ
ます。

テスト結果の分析

VoCAS のテスト結果は非常に明瞭にまとめられます。(下図
ご参照)パーセンテージ(認識された音声コマンド60 % 、認
識されなかった音声コマンド40 %等) と色分けで示され、色
はテスト結果に応じて最適なものを選択可能です。
バックグラウンドノイズ・ソフトウエアが接続されるとすぐに
様々なリアルなノイズ・シナリオが利用できます。

テストの実行
テスト対象とテスト・ケースに応じて VoCAS で最適なテス
ト・シーケンスの定義が可能です。車載ナビやモバイルホン
の発呼等音声認識システムに使うすべてのコマンドを評価す
ることができます。

結果は一見してわかるようにパーセンテージと色分けで示さ
れます。

さらに異なる音声認識システム同士を直接比較することが
できます。利用可能なすべてのパラメター(e.g. 発音、話者、
言語、バックグラウンドノイズ) から結果表示に必要なものを
選択することができます。ユーザーはどのテスト文章がどの
条件のテストで合格したか不合格となったかチェックするこ
とができます。
録音ファイルのパラメター化が可能なプロパティ (e.g. 言語、
話し手、目的) からの選択、バックグラウンドノイズ等の選択
により、テスト・シーケンスを作成することができます。

VoCASのフィーチャーやシステム要件等の詳細については弊社ウエブサイトにてご確認ください:
www.head-acoustics.de/jp/telecom_stand_alone_tools.htm
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ACQUA 3.5.100: 新バージョン・新たな便利機能
ヘッドアコースティクスのパワフルで多目的の通信分析システムACQUAがこの度最新バージョンで多くの便
利な新機能とともに更にユーザーフレンドリーになりました。ACQUA 3.5.100のハイライトは次の通りです：
測定フロントエンド MFE
VIII.1のパフォーマンス向上の
為、ACQUA 3.5.100は様々なイノベーションを折り込みま
した。

MFE VIII.1-IMP
オプションMFE VIII.1-IMPは遅延、ジッター、パケットロス
等のいろいろなIPネットワーク障害を信号ソース上で直接シ
ミュレートし、それをMFE VIII.1から送出されるIPパケットに
適用することを可能にします。

MFE
ヘッドアコースティクスのこの機能は世界唯一です：
VIII.1-IMP は障害情報をエンコード前の時間信号に添加し
ACQUA 3.5.100は測定フロントエンドMFE VIII.1に新機能
を提供します。

Cod-EVS
ソフトウエア・オプション Co d - E V S の E V S コーデックは
3GPPの標準規格TS 26.442の最新バージョン13.3.0をベ
ースにしています。Cod-EVS は狭帯域からフル・バンドまで
のすべての帯域とすべてのビットレート及びコーデック・モー
ドをサポートしています。

ますので、常に同じ障害が
DTXの状態に拘わらず、
信号の同じパートに
適用されます。
このようにして、
DTX がアクティブ
であっても再現性
が確保できます。

ACQUA の新バージョ
ンでは設定したネットワ
ーク障害を編集、表示
する為の新たな方法が
追加されました。 設定
ネットワーク障害
した
オプション
ネットワーク障害は表と
遅延の時間変化グラフ
で表示されます。ネットワーク障害を編集し、.tcn 、.bin 、或
いは .txt ファイルでエクスポートすることが可能です。また、
テスト対象のジッターをMFE VIII.1 で測定しACQUAでクエ
リ検索することが可能です。

ヘッドアコースティクスが製品化したCod-EVSはEVSのすべ
てのコーデック・モードをサポートしています。

MFE VIII.1-SPE
新たなハードウエア拡張の為のMFE VIII.1-SPEは通信コー
デックEVS (Enhanced Voice Services)使用時のパフォーマ
ンスを向上させます。特に、IPネットワーク障害との組合せが
可能となります。 (ソフトウエア・オプションMFE VIII.1-IMP
が必要となります。)

Speech Transmission Index (STI)
STIの計算においてユーザーは旧バージョン(IEC
6026816:2003) と新バージョン(IEC 60268-16:2011)を切り
替えることが可能です。STI 計算には ACOPT 27が必要で
す。STIPAモードはひとつのみです (従来は男性と女性による
音声)。これには新しいテスト信号が利用できます。

これ以外の新たな機能についての詳細は弊社ウェブサイトより “What’s New in ACQUA 3.5.100”をご覧く
ださい ：
www.head-acoustics.de/jp/telecom_acqua_download.htm?scrollto=Datenblatt
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インフォメーション

Dr. ハンス W. ギアリッヒ 、ETSI 技術委員会「音声とマルチメディアの伝送品
質」の新チェアマンに就任
2016年10月、Dr. Hans W. Gierlich テレコム部門社長
は欧州電気通信標準化機構( ETSI )の「音声とマルチメディ
ア伝送品質( STQ )」の技術委員会のチェアマンになりまし
た。
ワーキンググループSTQ はいろいろなテスト・イベン
トに使用されるテスト方法とテスト・セットアップを定義し
ています。

ETSI 委員会のチェアマン
ギアリッヒは
に加えて、Dr.
ITU-T、3GPP、GCF、 IEEE、
TIA 、CTIA 、DKE 、VDA 等様々
な標準規格化団体と密に連携
しています。

製品ニュース

最新のソリューションとノウハウを提供します
HEAD acoustics GmbHは世界中で展示会出展やセミナー開催を行っています。
日本、タイ、イギリス、アメリカ、フランス。過去数ヶ月にHEAD acoustics GmbHは世界中で展示会出展やテスト・イベント、
セミナーの開催をしました。これらはすべて音声品質分析の最新の開発成果を発表し測定・分析手法についてのノウハウを提
供する目的で行っています。

2016年11月、国際見本市ITUテレコム・ワールド と第3回ITU
テスト・イベントがタイ・バンコックで開催されました。見本
市ではヘッドアコースティクスは標準規格化団体 ITU の展示
ブースで車載ハンズフリー環境におけるモバイルホンの音声
品質のITU 標準規格に基づいたテストのデモを行いました。
この為にバンコックの市街地に特徴的なトュクトュクにテス
ト・セットアップを設営し展示の目玉となりました。 (下写真
ご参照)

ト・ラボとなり必要機材の提供を行いました。モバイルホン・
メーカー各社はこの機会を活用し自社製品と車載ハンズフリ
ー・システムとの互換性テストを行いました。

2016 年末、ヘッドアコースティクスは日本、イギリス、アメリ
カ、フランスでセミナーを開催し、最新のテスト手法の動向
や音声品質分析の標準規格化動向について説明を行いまし
た。スーパーワイドバンド、フルバンド、
EVS のトピックもテーマに折り込み、また、HHP
IV のフィーチャーやモバイルホンの完全自動測
定についての訴求を行いました。eCallシステム
のテストも重要なトピックとなりました。ER A GLONASS 標準規格GOST R55531と国際標
準規格ITU-T P.1140が定義する音声通信品質の
要件を説明しました。また、音声認識システムの
為の新たな分析ツールVoCASについても説明を
行いました。セミナー参加者の方々からのフィード
バックからも音声認識システムの評価は自動車お
よびモバイルホン・メーカーにとり大きな課題で
あることがわかりました。

同時に、第3回 ITUテスト・イベントが開催されました。 こち
らでは車載ハンズフリー・システムと組み合わせたモバイル
ホンの音声通信テストが行われました。
ヘッドアコースティクスは前回イベントに引き続き公式テス
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ACQUA 測定標準
2016年の改訂内容と2017年第一四半期のアップデート予定
テレコミュニケーション業界の標準規格化団体(3GPP、ITU-T、ETSI、TIA、GCF等)や関係企業との連携により、ヘッドアコー
これらの標準規格は通信品質分析システム
スティクスは約30 年に亘り新たなテレコム標準化に大きく貢献してきました。
ACQUAのテスト・スイートに反映しています。これらのテスト・スイートは標準規格仕様に基づいた自動測定やヘッドアコー
スティクスの総合的なノウハウに基づいたさらに踏み込んだ分析を可能にします。下記は2016年に改訂された測定標準の
概要です。

• TS 26 131-32:「Standard Revision
V12.4.0/12.6.0 Release June 2015」に
基づくハンドセットおよびヘッドセットの
測定が織り込まれました。音声品質テスト
技術POLQAがバージョン 1.1 から2.4に
アップデートされました。音量設定・調節（
ミニマム、ノミナル、マキシマム）が Single
Measurement Descriptor (SMD)で行える
ようになり、加えて必要に応じて音量 (ラウ
ドネス・レーティング)
の表示がLoudness
S e t t i n g を 介してで きるように なりまし
た。Bluetooth® を介した音量調節も反映さ
れました。(ACQUA 3.4.100が必要となり
ます。)

• ES 202 737/38 & ES 202 739/40: テスト信号に
ITU-T P.501のリアル音声が使われるようになりました。

• GOST R55531-NB: SMDsがよりユーザー・ フレン
ドリーになり標準全体の性能が向上しました。

• P.1100 & P.1110: ITU-T

標準規格「P.1100 and
P.1110, Revision January 2015」に基づき反映が行わ
れました。2017年改訂版の反映は2017年第一四半期
以降となります。

• P.1140: ITU-T 標準規格 P.1140に基づく2つのバック
グラウンドノイズ・シナリオが追加されました。

• HQS-ICC: SMDs内部のプロセス最適化しました。
• Skype-Lync: 新しい測定とメイン・クライアントのモ
ディフィケーション（Skype for Business ）を含みまし
た。

2017年第一四半期 に新たにリリース予定、アップデート予定の測定標準:

• UG TS 26 SWB/FB: 3GPP標準TS 26.131/132の
Rel-13に基づいた新バージョンで 			

スーパーワイドバンド及びフルバンド対応のVoLTE/EVS
コーデック対応モバイルホンの測定が可能となります。
特に、ネットワーク障害を伴う遅延測定が追加されまし
た。さらに、モーター駆動のハンドセット・ポジショナー
HHP IV がUG TS 26 SWB/FBに取り込まれ、標準規
格全体を通した完全自動測定が可能となります。(7ペー
ジ記事ご参照)

• HAC

Suite: この聴覚支援互換性テスト・スイート
はFCC 47CFR CH.1 §68.316 / 317、ITU-T P.370
、TIA-1083-A の３つの異なる聴覚支援互換性標準規
格により構成されます。このうち３つ目に挙げた標準規
格は 2017年の早い時期に更新される予定です。加え
て、ETSI 標準規格ES 200 381-1 が4つ目としてHAC
Suiteに加わります。 ４つの標準規格はすべてHAC II
（ハンドセット・ポジショナーとプローブ・コイル）を用い
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てハンドセットの磁気カップリング性能を評価するのに
使われます。

• P.381:

こちらの製品はモバイルホンのヘッドセット及
びヘッドセット・インターフェイスの測定を含みます。す
べての興味深いパラメター、特にヘッドセット・インター
フェイスのパラメターがP.381でカバーされています。ヘ
ッドセット・インターフェイス・ボックスHIB Iとの組み合
わせによりヘッドセット及びヘッドセット・インターフェイ
ス評価の為のシステムを構築できます。

P.381 と HIB Iを組み合わせヘッドセットとヘッドセット・

インターフェイスを評価する為の測定機器を構築できます。

利用可能なすべてのACQUA標準規格のリスト及びリヴィジョン番号を弊社ウェブサイトでご覧になれます:

www.head-acoustics.de/jp/telecom_measurement_standards.htm

製品ニュース

ACQUA測定標準、HHP IVをサポート
標準規格の完全自動化測定

/

時間短縮最大 50 %

モーター駆動のハンドセット・ポジショナーHHP IV MotoMount はヘッドアコースティクスの測定技術に取り入れられてきて
おり、さらに多くの ACQUA 測定標準が HHP IVをサポートしています。
標準規格Skype-Lyncに加え、 ES 202 737/38及び ES 202
739/40 、TS 26 131-32 及びそのスーパーワイドバンド・フル
バンド拡張用UG TS 26 131-32がHHP IVをテストに取り
入れています。モバイルホンが測定対象（DUT）の場合、ハン
ドセット測定用にHHP IVオプション「BT-Vol HHP IV」 も
使用可能です。
この革新的な製品のアドバンテージ：
•

•

ハンドセット測定を伴うほぼすべての標準規格は VoIP
かモバイルかに拘わらずテスト項目に応じて耳への押し
つけ力を変えなければなりません。 HHP IVが弊社測
定標準に取り入れられている為に測定現場でのマニュ
アル調整がもはや不要となります。
加えて、標準規格によってはいろいろ位置を変えてのハ
ンドセット測定が必要です。HHP IVを用いるとこの位
置調整が自動で可能です。

•

すべての標準規格はいくつかの異なる受話音量設定で
の測定を要件としています。
（少なくともミニマム、ノミ
ナル、
マキシマムの３つあります。）新たなHHP IVオプシ
ョンは音量設定を完全に自動で行います。

•

さらに、すべての標準規格はノミナル・ラウドネス・レ
ーティングの測定を要件とします。電話の音量設定はタ
ーゲット値に合うまで調節しなければなりません。この
タスクを自律的に可能にするのがオプション「 BT-Vol
HHP IV」です。

数多くのACQUA標準がHHP IVをサポートしています。HHP IVは
テスト規格全体を通して完全自動測定を可能にします。
•

以上に掲げたすべてのことが再現性の確保と測定時間
短縮において多大なメリットとなります。測定対象と測
定の実施方法にもよりますが、最大50% の時間短縮が
可能です。新たな標準規格の他のフィーチャーとの組み
合わせによりテスト規格全体を通して完全自動測定が
可能となります。

ヘッドアコースティクスはHHP IV の使用を今後ハンドセット
測定をするすべてのACQUA 測定標準に織り込んでいきま
す。
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カンパニー

アジアへの事業拡大: HEAD

acoustics GmbH の韓国の新子会社

2016年10月1日、新たな子会社HEAD acoustics Korea 「チームHEAD Korea一丸となりサービスとパフォーマン
Co., Ltd. が創業し韓国のお客様への直接対応が可能とな ス向上にさらに注力できる準備が整いました。」
（新会社の
りました。ソウルでのオペレーション開始はヘッドアコース
責任者Kyu-Sung Lee談）Lee氏及び同社スタッフ は過去
23 年間に亘り韓国のお客様へのサービスを通じ信頼と定
ティクスのグローバル市場におけるプレゼンス強化とアジ
評を得てきました。HEAD acoustics Korea Co., Ltd.は高
ア地域へのさらなる注力に向けた意思表示でもあります。
「韓国の子会社を通じ数多くの現地カスタマーに対しこれ
まで以上に専門的アドバイスと強力なサポートをハイ・ク
オリティで提供していきます。」
（プロフェッサー・ゲヌイット
創業者・CEO談）

い専門性と強いネットワークを持ったスタッフに支えられ
今後の発展に向け構えは万全です。

インフォメーション

新アプリケーション・ノート: R&S®CMW500を介したヘッドアコースティクス製
機器とのLTE

& 2G / 3G 接続確立方法

ヘッドアコースティクスの測定システムは操作が易しくユ
ーザーフレンドリーなのが特徴です。弊社のアプリケーショ
ン・ノートはユーザーのプロシージャーや設定を最適化す
る為のお手伝いをします。新しいアプリケーション・ノート
「LTE & 2G / 3G 接続確立方法 」はモバイル端末を現行
のモバイル通信の標準規格によりテストを行う為のいろい
ろな測定セットアップを案内しています。このセットアップ
はVoLTE、3G、2G接続による通信をテストする為にデザイ
ンされたものです。R&S®社のラジオテスター

CMW500
とヘッドアコーステ
ィクス の 通 信 品 質 分 析 システム
ACQUA や測定フロントエンド
MFE VI.1や MFE VIII.1等の測
定機器を用います。アプリケーショ
ン・ノートはハードウエアやソフト
ウエアの設定方法をステップ・バ
イ・ステップで案内します。

アプリケーション・ノートは弊社ウエブサイトよりご覧頂けます。

www.head-acoustics.de/jp/telecom_application_notes.htm

展示会 & カンファレンス

これらのイベントにてお会いしましょう!
モバイル・ワールド・コングレス 2017 • バルセロナ • 2017年2月27日～3月2日

www.mobileworldcongress.com

DAGA 2017 • ドイツ音響学会）• ドイツ-アーヘン市 • 2017年3月6日～9日
www.daga2017.de/en
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