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labCORE (Code 7700)
音声及びオーディオ品質テストの為の
ACQUAlab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

概要
labCOREはヘッドアコースティクスの
ACQUAlab ジェネレーションのモジュール
式多チャンネルハードウエアプラットフォーム
です。様々な高性能アナログ / デジタル
インターフェイス、汎用性、将来の追加機
能への拡張性を備えた labCORE は高精
度かつ効率的に音声オーディオ品質テスト
を行うことができる先進技術のオールイン
ワンソリューションです。
デジタル及びアナログのテレコムやオーディオ
のデバイスや伝送システムの測定、ヘッド
セットやヘッドホンの分析、バイノーラルイコ
ライゼーション、ダミーヘッド 2台同時接続、
VoIP レファレンス・ゲートウエイ等、
labCOREは多目的に活用可能です。シス
テム構成や拡張モジュールにもよりますが
1台でほぼすべてのニーズに対応可能です。

解説
labCORE は高精度の測定ハードウエア
プラットフォームです。多チャンネル対応、
多様なアナログまたはデジタル入出力、
優れた処理性能、高性能インターフェイ
スを備えています。幅広いデバイスのオーデ
ィオと音声品質測定の為のオールインワン
ソリューションです。
labCORE は通信品質分析システム
ACQUAとともに用いられます。USB（プ
ラグ&プレイ）で PC と接続し、ACQUA
で設定及び制御を行います。ヘッドアコー
スティクスの他のハードウエアプラットフォー
ムやソフトウエアアプリケーションとの組み合
わせも可能です。
labCORE の設定はACQUA 側で直感
的に行われ、保存可能でかつ任意の
測定シーケンスに割り当て可能です。
labCOREはシステムの最適化、開発、
品質管理、ベンチマーク・テストに活用
でき、通信やオーディオデバイス、伝送シ
ステム等優れた音声オーディオ品質が鍵
となる全ての業界のニーズに対応します。
labCORE の筐体はたったラック 2 ユニット
分の高さが必要です。（ハードウエア拡張
によってはそれ以上必要となることもありま
す。）幅と奥行きは標準 19 インチラックに
収納可能です。
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最高レベルの信号品質が求められるオーデ
ィオ分析への対応や機能拡張の為には、
labCORE に最大10 までハードウエアボー
ドを追加搭載可能です。

とが可能です。labCORE はアプリケーション
や測定目的によりソフトウエアで拡張する
ことも可能です。

物理的な制限は考慮する必要があるもの
の複数のボードを用いてユースケースに合せ
て labCORE を様々にカスタマイズするこ

主なフィーチャー
・高精度測定技術

・多チャンネル

・高性能デジタルアナログ入出力

・多様な測定ニーズへのカスタム対応

・モジュール式、豊富な拡張インターフェ
イス：

・新技術、新インターフェイス搭載の将来
ニーズにも対応

- 最大10 までのオプションハードウエア
拡張ボード
- 豊富なソフトウエア拡張

・素早く簡単なACQUA による設定と操作
・動作の静粛性

アプリケーション
・モバイルフォン、（車載）ハンズフリー、
カンファレンスデバイス等通話機器の測定

・スマートスピーカー等 IoT デバイスの音声
オーディオ品質評価

・ヘッドホン、ヘッドセットのテスト

・研究開発 (R&D)

・高品質オーディオ機器の測定

・適合テスト

・ネットワーク、ルーター等伝送システムの
テスト

・品質管理

記載内容が変更となる場合がございます。

一般要件

納品アイテム
- HAE-BGN (Code 6971)
実験室用バックグラウンドノイズシミュレー
ションシステム、半自動イコライゼーション
バージョン 3.2.130 以降

HEAD acoustics ソフトウエアアプリ
ケーション、以下のいずれか
・フルに使用：
- ACQUA (Code 6810)、
高度通話品質分析、バージョン
4.2.210 以降
- RC-labCORE (Code 6984)
labCORE用リモート設定ソフトウエア
バージョン 1.1.100 以降
- VoCAS (Code 6984)、音声制御
分析システム、バージョン
1.2.200 以降
・部分使用：
- HAE-car (Code 6970)、
車室内用半バックグラウンドノイズ
シミュレーションシステム、半自動イコラ
イゼーション、バージョン 3.2.130
以降

- 3PASS flex (Code 6995)
高度バックグラウンドノイズシミュレーション
システム、自動イコライゼーション、
バージョン 2.1.400 以降

オプション
・labPWR I.2 (Code 3712)、
HEADlab電源ボックス、モバイルユースの
電源用（最大100W）
・RMB IV.3 2RU (Code 9852.2)、
labCORE用19”ラック・マウント・ブラケット
(2ラック・ユニット用、2コ）

・labCORE(Code 7700)、
ACQUAlab 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
・電源アダプター、24V DC、
150 W、Lemo 4ピン
・PCC I.9x (Code 997x)、
電源ケーブル（ローカル仕様）
・CDM V (Code 1637)、
ケーブル D-Sub 15ピン ⇔ 2 x XLR
(AES/EBU in/out)
＋ 2 x BNC (パルスin/out)
・CUSB II.5 (Cde 5478-1.5)
USB 2.0 ケーブル、フェライト、USB-B
<-> USB-A、1.5 m
・CUU II (Code 6094)、USB 2.0
アダプター、USB-C ⇔ USB-A
・HCC-labCORE (Code 1644)、
labCORE用キャリイングケース
・マニュアル（ハードコピー）

labCORE ベーシックユニット フロント面
LCDディスプレイ & ソフトボタン
・LCD カラーディスプレイ：
ーボタン 1：現在の設定
ーボタン 2：入出力レベル
ーボタン 3：将来ユース
ーボタン 4：ファームウエア情報

USB ホスト

ヘッドホン出力
・6.3 mm ヘッドホンジャッック
・モニタリングまたは測定用

入力 1 / 2 & 出力 1 / 2
・2 x アナログ入力、切り替え式グラウンド
接続
・2 x アナログ出力
・BNC コネクター

イーサネット

ADAT / SPDIF2

・USB タイプ C コネクター

・RJ45 コネクター

・1 x ADAT 入力

・USB デバイス測定用
（例：USB ヘッドセット）

・IP ベースの通信デバイス、無線テスター
等への接続

・1 x ADAT 出力

・USB-A コネクター搭載デバイス用
アダプター CUU II
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記載内容が変更となる場合がございます。

・TOSLINK オプティカルコネクター

labCORE ベーシック機器 – 背面
デジタルオーディオ

AES A In / Out

GPIO 1 / 2

・オーディオ：1 x 入力、1 x 出力

・1 x AES 入力 (XLR メス)

・最大 8 オーディオチャンネル対応

・2 x パルス / トリガー入力 / 出力

・1 x AES 出力 (XLR オス）

・I2S Inter-IC 対応

・BNC コネクター

・他のハードウエア
とのデジタルオーディオ信号交換用

・パルス / トリガー： 2 x 入力 / 出力
・2 列 15-ピン D-Sub DA-15

パルス / AES B

USB In

・パルス / トリガー：1 x 入力、1 x 出力
・AES：1 x 入力、1 x 出力、他のハード
ウエアとのデジタルオーディオ信号交換用
・高密度 15-ピン D-Sub DE-15
・ケーブル CDM V、すべてのコネクター搭載

・USB Type-B コネクター
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3

・コンピューターーへのメイン接続
・接続ケーブル CUSB II.5 搭載

記載内容が変更となる場合がございます。

HEADlink
・HEAD acoustics の機器との
ダイレクト接続用 8-ピン LEMO
ーMSA I 、MSA I-VA
ーMSA II

オプショナル拡張 – ハードウエアボード (フロント面）4
coreOUT-A25

Code 7750

coreIN-Mic45

・2 x 高精度低ノイズアナログ出力

Code 7730

・4 x 高精度低ノイズマイクロホン入力
・7-ピン LEMO コネクター
・すべての入力が TEDS対応
・スイッチャブル 200 V 分極電圧

・各出力ごとに
ー1 x BNC コネクター (balanced)
ー1 x XLR コネクター (unbalanced)

coreIN-A25

Code 7760

・2 x 高精度低ノイズアナログ入力
・各出力ごとに
ー1 x BNC コネクター (balanced)
ー1 x XLR コネクター (unbalanced)

前面の 5 つの拡張スロットは最も汎用的な拡張ボード coreOUT-A2、
coreIN-Mic4用です。2 つの coreIN-A2、2 つの coreOUT-A2、
1 つの IN-Mic4 がインストールでき、高精度測定の為の 12 の

低ノイズアナログチャンネル（4 x 入力、4 x 出力、4 x マイ
クロホン入力）が確保できます。

オプショナル拡張 – ハードウエア（内部）
labCORE の為のハードウエア拡張 coreBT、coreBUSは外観には現れない筐体内部に搭載されるモジュールです。
BluetoothⓇモジュール coreBT の外部アンテナだけは外見で確認できます。（イメージ図参照）すべての拡張ボー
ドの前提となる基本コンポーネント coreBUS は完全に隠れたままです。

coreBT

(Code 7780)

・BluetoothⓇワイヤレス接続の為のハード
ウエア拡張
・labCORE がユニバーサル BluetoothⓇ
レファレンスアクセスポイントとなります。
・良好な受信を確保する為の外部アンテナ
・ BluetoothⓇ音声オーディオデバイスの音響
電気測定に最適：
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-

モバイルフォン

-

ヘッドセット

-

ヘッドホン

-

ハンズフリーデバイス
スピーカー
他

記載内容が変更となる場合がございます。

coreBUS

(Code 7710)

・labCORE用 I/O BUSメインボード
・ベーシックユニットのメインボードとオプショナル
ハードウエア拡張ボードの内部インター
フェイス
・殆どすべてのハードウエア拡張ボードの前提
となります。

オプション拡張 – ハードウエアボード（背面）4
coreA2B5
・車載オーディオ BUS

(Code 7790)

coreIN-Amp25

(Code 7720)

・２つのアンプ出力

A2BⓇに接続

・オーディオデータと設定データの挿入と受信が可能

・疑似マウスまたは小型スピーカーへのパワー供給

・4 セレクタブルモード：
- BUS モニター（パッシブスニッフィング）
- BUS上のマスター
- BUS上のスレーブノード - プロキシ（BUS フルコントロール）

・高効率クラスD 技術（低熱伝導性）

・A2BⓇ評価ボードとして利用

coreIN-ICP45

・各チャンネル 20 ワット RMS 出力
・4-ピン Speakon 端子

(Code 7735)

・4 x 高精度低ノイズICPⓇセンサー入力
・4 x BNC コネクター
・超低い固体ノイズ
・グラウンドノイズへの高弾力性
・全入力 TEDS 対応

背面のスロットのスロットカバーは互いに分離している為、様々に labCORE の設定を行うことができます。coreIN-Mic4、coreIN-ICP4、coreA2B は
背面スロットの任意の場所にインストール可能です。スロット 6、7、8 へのインストールが望ましいです。スロット 9 と 10 はcoreOUT-Amp2 のハイパワー
要件を備えている為、アンプ出力が必要となったときの為に確保しておくのが望ましいです。
それぞれの拡張の詳細については各データシートをご参照ください。
11.20

D7700jp5

記載内容が変更となる場合がございます。

labCORE オプショナルソフトウエア拡張
labCORE は追加ソフトウエアコンポーネンツによる拡張にも対応しています。ハードウエア拡張と同様に labCORE に追加機能を付加し、
様々なユースケースに合せてハードウエアプラットフォームをカスタマイゼーション可能です。このオプショナルソフトウエア拡張はメインコンポーネンツ
とそれらに対するアドオンの 2 つのグループに分けられます。
メインコンポーネンツ

アドオン6
バイノーラルイコライゼーション

・HEAD acoustics 製ダミーヘッド5 用バイノーラルイコライ
ゼーション

・coreBEQ 用アドオン
・ユーザーが選択するダミーヘッド 1 台専用にイコライゼー
ションフィルター設定

・labCORE ユニット 1 台に使用可
・ユーザーが選択するダミーヘッド 1 台専用にイコライゼー
ションフィルター設定

※Bluetooth ワイヤレス機能の為のメインコンポーネンツはオプ
ショナルハードウエア拡張 coreBT (Code 7780) です。

・coreBT用アドオン（ハードウエア拡張をご参照）
・ハンズフリープロファイル (mSBCコーデック) の為の広帯域
対応と A2DP プロファイルの為のQualcommⓇaptXTM
オーディオコーデックを追加

IP 対応

・labCORE が IP ベースのシステムやデバイス（VoIP /
VoLTE 電話）の音声やオーディオの品質測定の為の
レファレンスゲートウエイとして機能
・VoIP SIP クライアントとRTP を統合
・アドオン拡張の為に利用可能な様々な汎用音声コーデ
ック及びより高度なコーデックに対応

・特定のRTPパケットの遅延や除去の為のcoreIPアドオン
・ジッター、遅延、パケットロス等のネットワーク条件シミュ
レーション
・不連続送信(DTX) 時、即ち無音フレームを含む場合も
条件を再現

・AMRコーデックによる伝送の為の coreIP 用アドオン
・ソフトウエア及びハードウエア拡張
・コーデック：
ーAMR-NB & WB（G.722.2)
ーGSM エンハンストフルレート

・EVSコーデックによる伝送の為の coreIP 用アドオン
・狭帯域からフルバンドまですべてのビットレートとモード（含：
AMR-WB相互動作モード）を伴うすべての帯域に対応

・OPUSコーデックによる伝送の為の coreIP 用アドオン
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記載内容が変更となる場合がございます。

メインソフトウエアアプリケーション9
ACQUA
ACQUA（高度通話品質分析）
は labCORE のフル機能を完全利
用する為のメインソフトウエアです。
HEAD acoustics が開発した音声
オーディオ品質テストと測定の為のソ
フトウエアです。ACQUA は多チャン
ネル信号発生と分析機能を含みま
す。予め設定された（加工可能

な）測定ディスクリプターがデータ
ベース構造に測定結果を集結しま
す。周波数特性評価から心理音響
モデルや音声品質分析まで、
ACQUA の豊富なオプションにより
具体的な用途に合わせてソフトウエ
アのカスタマイゼーションが可能です。

VoCAS
VoCAS は 自動音声認識 (ASR) 機能
を搭載したシステムやデバイスのテストと最
適化の為の自動音声認識分析システム
です。labCORE が中心的なハードウエア
インターフェイスとして機能し、ASR デバイ
スと会話を行う HMS システムの疑似マウ
スと疑似耳に接続し、バックグラウンドノイズ
の再生にトリガーをかけます。

RC-labCORE
RC-labCORE は labCORE をリモート
設定する為のソフトウエアツールです。イン
ターフェイスは ACQUA（次ページ参照）
のハードウエア設定画面と類似しています。
RC-labCORE を用いれば labCORE の
接続やとハードウエアの設定を行えますが、
ACQUA の分析や信号発生機能は含み
ません。他のソフトウエア製品への信号の
受け渡しも行いません。
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記載内容が変更となる場合がございます。

ACQUA 上の labCORE – ハードウエア設定
labCORE はACQUA と接続しプラットフォー
ムの様々な入出力の設定を行います。設定
は下図のようにハードウエア設定画面で行い
ます。
ベーシックな機器や拡張ボード、ソフトウエア
拡張や処理ステップといったハードウエアとソフ
トウエアの要素がブロックで示されます。個々
のブロックはタイプごとの入出力を備えていま
す。

ブロックはハードウエア設定画面左のトレイか
らデスクトップにドラッグ＆ドロップします。グロッ
クは同一画面上の指定したデスクトップエリア
に任意にレイアウトすることができます。ブロッ
ク間の接続は単純に左クリックしながら接続
を一つの入出力からもうひとつへドラッグします。
ブロックがデスクトップ上にレイアウトされたら接
続が保存されます。

ブロックトレイ

メニューバー

・利用可能なすべてのブロックを表示

・殆どの関連する設定にクイックアクセス可能：

完了した設定はシステム内部の相互接続と
labCORE の入出力の使用状態をグラフィッ
クに可視化したものとなります。セットアップは
保存されユーアーが選択した測定シーケンス
に割り当てられます。これにより、ハードウエア
やワイヤリングを変える必要がない限り、異な
るハードウエア設定による測定も無人で行う
ことができるようになります。

・ブロックをデスクトップに簡単ドラッグ＆
ドロップ

- labCORE オプション

- 同期ソース選択

・使用中ブロックはグレイアウト表示

- フルセットアップリセット

- 同期オーバービュー

- スタートセットアップウィザード

- 外部同期ソースの為のクロックドリフト補償

・見易くグループ分け

ACQUA & labCORE

デスクトップ

測定システム（例）

・設定のハードウエアインターフェイス
(labCORE) と相互接続された
ソフトウエア側 (ACQUA) を表示

・このエリアにブロックトレイからドラッグ
＆ドロップして接続することにより
システムを構築

・左クリック & ドラッグによりブロックを
相互に接続

・デバイスが接続され準備完了すると
labCORE ブロックを自動表示
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・ブロックを必要に応じてアレンジ、並
べ替えが可能

記載内容が変更となる場合がございます。

・可視化により測定セットアップの
作成と変更が簡単

ヘッドホンブロックはセットアップの中の信号にアクセスして聞くのに役立ちます。
設定画面の音量スライダーで 2 チャンネル同時または別々に調節できます。

アナログ入力 1 / 2 ブロックは labCORE の画面の隣にある 2 つのアナログ BNC
入力に対応しています。設定画面では各チャンネル -12dB[V]～+6dB[V] の
入力レベルレンジの調整とフローティンググラウンドの有効化ができます。

アナログ出力 1 / 2 ブロックは labCORE の画面の隣にある 2 つのアナログ BNC
出力に対応しています。設定画面では各チャンネル -366dB[V]～+3dB[V] の
入力レベルレンジの調整ができます。

USB Audio は labCORE 前面の USB
Type C コネクターに対応しています。USB
スピーカーや USB ヘッドセットのような USB
デバイスに接続します。
設定画面は接続状況を表示し、右図の例
のような音量設定等、デバイスからまたは
デバイスへの入出力信号の制御が可能です。

ADAT In と ADAT Out ブロックは labCORE 前面の 2 つの TOSLINK
オプショナルコネクターに対応しています。いずれのブロックともデスクトップ上に
ドラッグすると 8 入力 / 出力に拡張します。設定画面にはオプションはありま
せんが使用中は信号のサンプリングレートを表示します。

Digital Audio ブロックは labCORE
の背面にある同名の 15ピン D-Sub
コネクターに対応しています。
任意のデジタル音声信号の出力、入
力が可能です。設定画面には様々な
設定オプションがあり、入出力データ
ワードを可視化します。
デスクトップ上にドラッグすると、このブ
ロックは設定画面で選択した音声チャ
ンネル数に対応して拡張します。
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AES A In/Out は labCORE の背面にある同名の 2 つの XLR コネクターに
対応しています。 AES B In / Out は隣の高密度 15 ピン D-Sub コネクター
Pulse / AES B に統合されます。labCORE に同梱の接続ケーブル CDM V を
用いると 2 つの XLR コネクターを介して AES B In/Out が可能です。
ADAT 接続と同様に、設定画面にはオプションはありませんが、使用中の信号の
サンプリングレートを表示します。

HEADlink ブロックは信号の転送の為に labCORE を HEAD acoustics の他のハードウエアに接続します。
デスクトップ上にドラッグすると、このブロックは 8 入力と 8 出力チャンネルに拡張します。このブロックはブリッジの役割
を果たし、設定画面は持ちません。

アナログ In 3 / 4 は coreIN-A2 拡張ボードの 2 つ
の高精度低ノイズアナログ入力に対応しています。この
ボードはチャンネルごとに別々に設定できる数多くのオプ
ションを備えています。
入力レベルレンジは AC信号 (-54dB[V]～
+24dB[V] と DC 信号 (-24dB[V]～+30dB[V]
を幅広いレンジで別々に調整可能です。コネクターは
非シンメトリック (BNC) またはシンメトリック (XLR) が
選択可能です。さらなるオプション（右の画面を参照）
が様々なユースケースに対応して入力ごとのカスタマイズ
を可能にします。

FIR Filter ブロックはインポートした *.hdf (HEAD データファイ
ル) ファイルに基づき自動フィルター処理を適用するのに用いられ
ます。例として、このブロックは HMS ダミーヘッドの疑似マウスの
イコライゼーションに使用されます。他のアプリケーションとして
A 特性重み付けの適用等信号の作成があります。
hdf ファイルは設定画面から読み込むことができます。そして、イコ
ライゼーションフィルターカーブが選択したオプションに対応して作
成され、このブロック位置の信号チェーンに適用されます。
現在のセットアップで残りいくつのブロックが利用可能かブロックトレ
イのブロックの下に表示されます。

IIR Filter ブロックはハイパス、ローパス、バンドパス等の「クラシック」フィルターを
信号チェーンに追加することができます。設定画面ではフィルタータイプとその周波
数の選択が可能です。フィルターの振幅と品質も該当する場合は設定可能です。
一つのセットアップで一つ以上の IIR フィルターを適用する場合は、個々の設定
ごとにブロックの追加が可能です。
現在のセットアップで残りいくつのブロックが利用可能かブロックトレイのブロックの
下に表示されます。
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Delay は疑似的な遅延を信号チェーンに加えることができます。設定画
面でミリ秒の最大 4 つの遅延を個々にアテニュエーションを伴ったかたち
で設定可能です。
現在のセットアップで残りいくつのブロックが利用可能かブロックトレイの
ブロックの下に表示されます。

Echo Path はデバイスのエコー特性の電気測定に用いられます。 この
ブロックでエコーキャンセラーのテストに加え、リモートの特性テスト等、搭
載したエコーキャンセラーが劣悪なデバイスのシミュレーションも行うことが
できます。
最大 4 つのミリ秒の遅延を個々にアテニュエーションも伴ったかたちで設
定可能です。
現在のセットアップで残りいくつのブロックが利用可能かブロックトレイの
ブロックの下に表示されます。

“+” ブロックは 2 つの labCORE 内部信号を追加します。音声 +
バックグラウンドノイズ等、利用できない信号を疑似的に作成するのに
役立ちます。

labCORE アプリケーション例
こちらの 2 つの 測定セットアップは HEAD
acoustics のハードウエアとソフトウエア、サー
ドパーティーのハードウエアで構成する典型的
なアプリケーションを表しています。いずれの例
でも labCORE が ACQUA ソフトウエアとの
中心的なハードウエアインターフェイスの役割を
果たします。
様々なコンポーネンツがかかわる為、ハードウエ
アプラットフォームは高精度測定に必要なすべ
ての入出力を備えていることが重要です。
labCORE のモジュール構造により、測定シナ
リオに合せたカスタマイズが可能です。
また、labCORE の機能は新たなユースケース
に合せていつでも拡張可能です。

11.20

D7700jp5

記載内容が変更となる場合がございます。

テストシステム 例 1 ：実験室内のモバイルフォン
このテストシナリオは 3GPP TS 26.131/
132 によるモバイルフォンのテスト方法を
図式化したものです。下記の接続を lab
CORE に対して行う必要があります：
・無線テスターがテスト対象デバイス用に
無線ネットワーク環境をシミュレーションし
ます。labCORE は無線テスターに
”Ethernet”（フロント面）またはアナログ
”OUT 1 / 2”（フロント面）を介して
接続し測定信号の送受信を行います。
・ACQUA PC とのデータ交換は “USB
In”（背面）を介してUSB-B 接続によ
り行われます。

labCORE に接続されます。これらのボー
ドは疑似耳用の高精度マイクロホン入力
と疑似マウススピーカー用のアンプ出力を
備えています。
・3PASSlab によるバックグラウンドノイズ
再生にトリガーをかけるパルス信号も
labCORE により生成されます。パルスは
labBGN に送られ再生と測定を完全に
同期させます。これによりテストの完全
再現性が確保されます。これに用いら
れる接続は “Pulse / AES B”（背面）
です。

D7700jp5

ハードウエア
・coreBUS (Code 7710)
・coreOUT-Amp2 (Code 7720)
・coreIN-Mic4 (Code 7730)
・coreIP-AMR (Code 7772)
ソフトウエア
・coreBEQ (Code 7740)
・coreIP (Code 7770)
・coreIP-IMP (Code 7771)
詳細については HEAD acoustics の測定
標準 TS 26 131-32 (Code 6777) の
データシートを参照ください。

・HMS II.3-33 / -LN の疑似マウスと疑
似耳はオプティカル拡張ボード coreINMic4 と coreOUT-Amp2 を介して
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テストシステム 例 2 : 車載ヘッドユニットへの Bluetooth 接続
この 2 つ目のシナリオは車載ハンズフリー通
話システム用のテストシナリオです。車載
ヘッドユニットが Bluetooth 機能を搭載し
ており、labCORE とは coreBT を介して
接続されます。このテストセットアップは下記
アイテムの labCORE との接続が必要とな
ります：
・labCORE にはオプショナル拡張モジュー
ルの coreBT が搭載され Bluetooth
を介してテスト対象デバイス (DUT) に
接続されます。
・ACQUA PC とのデータ交換は “USB
In”（背面）から USB-B を介して行わ
れます。

がオプショナル拡張ボード coreIN-Mic4
と coreOUT-Amp2 を介して
labCORE と接続されます。
これらのボードは疑似耳用の高精度マイ
クロホン入力と疑似マウススピーカー
用のアンプ出力を備えています。
・3PASSflex によるバックグラウンドノイズ
再生にトリガーをかけるパルス信号も
labCORE により生成されます。パルスは
labBGN に送られ再生と測定を完全
同期させます。これによりテストの完全な
再現性が確保されます。これに用いら
れる接続が “Pulse / AES B”（背面）
です。

・HMS II.3-33 / -LN の疑似マウスと耳
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このアプリケーションでは labCORE は下記
の拡張オプションを搭載しています：
ハードウエア
・coreBUS (Code 7710)
・coreOUT-Amp2 (Code 7720)
・coreIN-Mic4 (Code 7730)
・coreBT (Code 7780)
ソフトウエア
・coreBEQ (Code 7740)
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labCORE 技術データ

1) オプションアクセサリーによるコンフィグレーションの一例です。実際のケースにより異なります。
2) S/PDIF は将来的にファームウエアリリースでサポートされます。
3) RJ45 コネクター ‘PC’ と USB Type-A コネクター ‘Host’ は内部に使用されます。
USB Type-A コネクター ‘Host’ は USB デバイスの電源、充電用に利用できます。
4) この図はハードウエア拡張の事例です。
5) ハードウエア拡張には I/O BUS メインボード coreBUS (Code 7710) が必要です。
6) すべてのアドオンはそれぞれベースの拡張が必要です。
7) 互換性のあるサードパーティーのダミーヘッドのイコライゼーションについてはお問い合せくだ
さい。
8) 内部ハードウエアモジュールを含みます。
9) その他のソフトウエアアプリケーションに関しては一般要件をご参照ください。
BluetoothⓇの文字商標及びロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。HEAD
acoustics によるこれらの使用はすべてライセンス契約に基づいています。他の商標名及び商品
名はそれぞれの所有者に帰属します。
Qualcom aptX はQualcomm Technologies, Inc.及び同社子会社の製品です。
Qualcomm は米国及びその他の国々で登録されたQualcomm Incorporated の登録商
標です。aptX は 米国及びその他の国で登録された Qualcom Technologies
International, Ltd.の登録商標です。
ICPⓇはPCB Group, Inc.の登録商標です。
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