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HHP lV 「MotoMount」: ﾓｰﾀｰ駆動の新ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ
ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄの位置設定を自動制御
ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｺﾝｸﾞﾚｽ（ﾊﾞﾙｾﾛﾅ）にてﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽは新たにﾓｰﾀｰ駆動のﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰHHP lV
「MotoMount」を発表しました。音声品質測定技術が新時代を迎えます。
HHP lV「MotoMount」はﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞHMS ll.3に
ﾓﾊﾞｲﾙﾎﾝ等のﾊﾝﾄﾞｾｯﾄを固定します。固定
位置は規格で定められた通りか、或いはﾕｰ
ｻﾞｰが様々な位置を予め指定することで測
定時は自動設定がなされます。ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄを
人工耳に固定する際の加圧も精密に調整
可能です。3.3型、3.4型の人工耳、左右いず
れの耳にも対応しています。６軸パラレル・
メカニズムを採用した堅牢かつ繊細な構造
となっています。また、高精度ﾘﾆｱ･ｱｸﾁｭｴｰ
ﾀｰが搭載されており、小型ﾘﾓｰﾄ･ﾀｯﾁｽｸﾘｰ
ﾝを介して電子制御可能です。ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰの
制御機能は弊社音声品質分析ｼｽﾃﾑ
ACQUAに織り込まれ、USB、ｲｰｻﾈｯﾄ、或い
はWLANを介して接続されます。
2ﾍﾟｰｼﾞに続く
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HHP lV 「MotoMount」: ﾓｰﾀｰ駆動の新ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ
HHP lV「ＭｏｔｏＭｏｕｎｔ」により固定位置と固定圧に
依存したかたちでのﾊﾝﾄﾞｾｯﾄの音声品質分析が格
段に容易に、素早く、効率的に行えるようになりま
した。さらに、HHP lVはﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞの拡張評価、即
ち特にﾎﾟｼﾞｼｮﾝに関連した強度ﾃｽﾄを可能にしまし
た。例として、ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽのﾗﾎﾞで実施した測
定ではﾜｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応のﾊﾝﾄﾞｾｯﾄがﾅﾛｰﾊﾞﾝﾄﾞのﾊﾝ
ﾄﾞｾｯﾄよりもﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞにはるかにｾﾝｼﾃｨﾌﾞである
という結果が出ました。受話方向で、ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾎﾟｼﾞ
ｼｮﾆﾝｸﾞから位置を変えたとき音声が相当弱くなる
ことがあります。送話方向では、ﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞの頬に著
しい回折が発生するような条件下では音声が激し
い障害を受ける場合があります。従来のﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･
ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰの限られたﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞの下ではこうした
極端なﾎﾟｼﾞｼｮﾝを再現することはほぼ不可能でし
た。

基本的な技術ﾃﾞｰﾀ：
・軸ごとの最大ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ･ﾚﾝｼﾞ
〇-45°＜xe ＜+45°
〇 -5°＜ye ＜ +5°
〇-10°＜ze ＜+45°
・圧力：+/-20Ｎ (0.05Nの分解能にて）
・制御ﾕﾆｯﾄ：
〇寸法：127.5 mm x 17.2mm x 92.2mm
〇ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ：ｷｬﾊﾟｼﾃｨﾌﾞ5”ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、800 x 480
ﾋﾟｸｾﾙ
HHP lV「MotoMount」のより詳細情報を記載した
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄが近々に弊社HPｻｲﾄよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能
となります。
http://www.head-acoustics.de/jp/
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弊社主催による ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ ITU-T ﾃｽﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ
車載ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通信がますます重要度を増す中で
依然多くの問題があります。異なるﾌﾞﾗﾝﾄﾞの車や
ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄのあいだで性能が不完全です。ITU-T勧
告P.1100（自動車における狭帯域ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通信）
及びP.1110（自動車における広帯域ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通
信）において、車載ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰｼｽﾃﾑの音声品質ﾃｽ
ﾄが定義されています。5月12-16日にITUはｼﾞｭﾈｰ
ﾌﾞの本部でﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ端末や携帯電話の製造ﾒｰｶｰ
を集めたｲﾍﾞﾝﾄを開催します。参加各社は自社の
製品を自動車における広帯域・狭帯域ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ
通信やﾌﾞﾙｰﾂｰｽ通信のITU-T標準規格に則りﾃｽ
ﾄを実施します。ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽはこのｲﾍﾞﾝﾄの正
式なﾃｽﾄ･ﾗﾎﾞとなり必要な機材を提供します。測

定ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞMFE Xl （ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾌﾞﾙｰﾂｰｽ･ｱｸｾ
ｽ･ﾎﾟｲﾝﾄ）、測定標準P.1100、P.1110、HQS-ﾌﾞﾙｰ
ﾂｰｽを搭載したACQUAを提供します。このｲﾍﾞﾝﾄ
の目的は様々です。最先端のﾓﾊﾞｲﾙﾎﾝの音声性
能が狭域ﾜｲﾔﾚｽ接続にてITU-T P.1100 / P.1110
のﾁｬﾌﾟﾀｰ12に準拠したかたちで車載ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ端
末との組合せでﾃｽﾄされます。参加企業は自社の
ﾓﾊﾞｲﾙﾎﾝが正しく設計されているかを知る為の貴
重なﾃｽﾄ結果を入手できます。ｶｰﾒｰｶｰやﾓﾊﾞｲﾙﾎ
ﾝ･ﾒｰｶｰのあいだでﾃｽﾄ結果について討議が行わ
れます。このｲﾍﾞﾝﾄで得られた経験や匿名のﾃｽﾄ
結果は2つのITU-T勧告の改善に役立つのみでな
く、ﾄﾗﾌﾞﾙ･ﾌﾘｰのﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通信の新時代に向けて
のさらなる発展に寄与するきっかけとなるでしょう。
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ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｺﾝｸﾞﾚｽにおける弊社出展
本年2月24-27日、ﾓﾊﾞｲﾙ通信の最も重要な会議
及びﾄﾚｰﾄﾞﾌｪｱ、ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｺﾝｸﾞﾚｽがﾊﾞﾙｾﾛ
ﾅで開催されました。ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽは初めて出
展ﾌﾞｰｽを設けました。「特に新製品のﾓｰﾀｰ駆動
のﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰHHP lVの初展示もあり4日
間に亘り多くの方にご来場頂きました。」
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（ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ・ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾗﾝﾀﾞﾜｰ談） その他
3PASSｿﾌﾄｳｴｱとの組合せでﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞを
ｼﾐｭﾚｰﾄする画期的な新測定ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞlabBGNを
発表しました。ご来場のお客様にはこれら新製
品に多大なる関心をお寄せ頂きました。
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3PASSとともに拡張したﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
空間特性を保持し正確に再現する新ｼｽﾃﾑ
3 ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ・ﾌﾟﾚｲﾊﾞｯｸ・ｵﾌﾞ・ｱｺｰｽﾃｨｯｸ･ｻｳﾝﾄﾞ･ｼﾅﾘｵ、略して3PASSはﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの
為の弊社の新ｼｽﾃﾑです。世界中のﾃﾚｺﾑ･ﾃｽﾄ･ﾗﾎﾞで数多く活用頂いている現行ｼｽﾃﾑHAE-BGNの後継
機種で、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞにおけるﾃﾚｺﾑ機器と伝送ｼｽﾃﾑの音声品質分析が主な応用分野です。
旧製品に比して
3PASSの最大の
特長はﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳ
ﾝﾄﾞﾉｲｽﾞの空間
特性を保持し正確に再生する能力にあります。
複雑なﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞ低減ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの開発に
価値ある貢献を致します。これは今後のｽﾏｰﾄﾎ

ﾝ、特に一つ以上のﾏｲｸを搭載する場合には極め
て重要です。もうひとつの長所は従来3台必要だ
ったﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞPEQが1台のﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞlabBGNで置
換えでき、ｾｯﾄｱｯﾌﾟが著しく簡略化されることです。
このｼｽﾃﾑの技術ｺﾝｾﾌﾟﾄは既に標準化活動にも
紹介済であり、近い将来ﾃﾚｺﾑ標準に反映される
見通しです。
新ｼｽﾃﾑの主なｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄは：
・3PASSｿﾌﾄｳｴｱ（ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞPC用）
・測定ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞlabBGN
（ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞ再生用）
・ﾏｲｸﾛﾎﾝ･ｻﾗｳﾝﾄﾞ･ｱﾚｲMSA l
（音収録及び室内ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ用）
ｱﾝﾌﾟ、ｹｰﾌﾞﾙを含めた8ｽﾋﾟｰｶｰ構成
がｼｽﾃﾑｾｯﾄｱｯﾌﾟを補完します。

既存のHAE-BGNｿﾌﾄｳｴｱを3PASS
にｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞすることが可能です。
HAE-BGNと3PASSは今後も併存し
ます。HAE-BGNは依然現行の標準
要件を満たし、双方の技術ともそれ
ぞれ特長を備えています。
ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞlabBGNは既に導入済です。
3PASS及びMSA lは2014年中頃に
導入予定です。
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ﾈｯﾄﾜｰｸ障害ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ環境におけるVoLTE ﾃｽﾄ
MFE lXが様々な障害をｼﾐｭﾚｰﾄ
現実のﾈｯﾄﾜｰｸ環境ではﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞﾊﾞ
ｲｽとﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ間のVoIP伝送は遅延、
揺らぎ、ﾊﾟｹｯﾄ損失により障害を受け
ます。ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽは測定ﾌﾛﾝﾄｴﾝ
ﾄﾞMFE lXを用いてﾈｯﾄﾜｰｸの状態が
悪い条件のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝが可能な
VoLTE対応のﾓﾊﾞｲﾙﾎﾝ向けのﾃｽﾄ･
ｼｽﾃﾑを構築しました。（右図ご参照）
MFE lXは無作為に選択した障害や
測定ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ（TCNﾌｧｲﾙ）に基づ
いた障害を用いたIPﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾅﾘｵ
のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを可能にします。これら
のﾃｽﾄは理想的なﾈｯﾄﾜｰｸ状態でﾓﾊﾞ
ｲﾙﾃﾞﾊﾞｲｽの接続を確立し、TCNﾌｧｲﾙ中の障
害ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙを用いてIPﾚｲﾔｰへのﾈｯﾄﾜｰｸ障害
をｼﾐﾚｰｼｮﾝすることにより行われます。MFE lX
はこの種のVoLTEﾃｽﾄによく対応しています。
MFE Vlll.1（ﾚﾌｧﾚﾝｽIPｹﾞｰﾄｳｪｲ）がDUT（ﾃｽﾄ対
象）へのｸﾛｯｸ同期を行い、MFE lXは正確で再
現性のある測定の前提となる音声ﾃﾞｰﾀｰに特

定の障害ﾊﾟﾀｰﾝを正確に同期させることができま
す。3GPPの仕様TS 26.131及びTS 26.132で扱わ
れるこれらのﾊﾟﾀｰﾝとともに、殆ど全ての複雑なIP
ﾈｯﾄﾜｰｸを再現可能なかたちでﾓﾃﾞﾙ化することが
できます。ACQUAは如何なる障害の設定変更や
測定ごとの自動保存をも可能にします。
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ACQUA 3.2.100
通信分析ｼｽﾃﾑの新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽはまもなく通信分析ｼｽﾃﾑACQUA（Advanced Communication Quality Analysis）の新ﾊﾞｰ
ｼﾞｮﾝ ACQUA 3.2.100 をﾘﾘｰｽします。ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ8/8.1にﾌﾙ対応しているのみでなく下記のような新たなﾌｨｰ
ﾁｬｰが搭載されます。
MFE Vlll.1ｻﾎﾟｰﾄ
IPﾚﾌｧﾚﾝｽ･ｹﾞｰﾄｳｪｲMFE Vlll.1のｻﾎﾟｰﾄ機能。
SIPやRTPのﾌﾟﾛﾄｺﾙに加えAMR/AMR-WB、
Speex等多種のｺｰﾃﾞｯｸが提供されます。
ACQUAがこれらを全て制御します。
音声ﾍﾞｰｽのﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸ分析
TS 26.131/32 ﾘﾘｰｽ12に対応した音声ﾍﾞｰｽの
ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰｸの分析。ACQUAlyzerでﾏﾆｭｱﾙ分析
も可能です。ACOPT32が必要になります。
ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ･ｻﾎﾟｰﾄと極座標ﾌﾟﾛｯﾄ
指向性測定にはLinear X LT360ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙを
ｻﾎﾟｰﾄします。ACOPT33及びCUD lｱﾀﾞﾌﾟﾀｰが
必要となります。結果を交差とともに極座標ﾌﾟ
ﾛｯﾄで表すことができます。
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条件付のﾃｽﾄ実行
条件を定義しながら、SMDやMMDを個別に或いは
全てまとめて実行することができます。
新たなﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ機能
ﾕｰｻﾞｰは同時に複数のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを開くことができ
ます。2つのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの比較が簡単にできるﾂｰﾙ
も加わります。
SMD変更履歴とｲﾍﾞﾝﾄ･ﾛｸﾞ
個々のSMD履歴のﾛｸﾞがとられます。ﾕｰｻﾞｰはそ
れぞれのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで全てのSMDの変更履歴のｵｰ
ﾊﾞｰﾋﾞｭｰを見ることができます。更にｲﾍﾞﾝﾄ･ﾛｸﾞで
全てのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｻﾏﾘｰを見ることができます。
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