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MFE Vl.1 (Code 6462)
テレコム測定フロントエンド
ﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞ用ｱﾝﾌﾟ及びｿﾌﾄｳｪｱによるﾚﾍﾞﾙ
調整機能付ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ2ﾁｬﾝﾈﾙ・ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ

概要

説明
MFE Vl.1はﾃﾞｼﾞﾀﾙやｱﾅﾛｸﾞのﾃﾚｺﾑ
通信の端末やﾈｯﾄﾜｰｸを測定する為の
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ2ﾁｬﾝﾈﾙ･ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞです。
ﾊﾞｯﾃﾘｰ電源付かつ小型軽量ﾃﾞｻﾞｲﾝ
によりﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼｽﾃﾑとしてﾃﾞｰﾀ収集及
び信号処理にご利用頂けます。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｴｺｰ･ﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀｰを搭載して
おりｴｺｰ･ｷｬﾝｾﾗｰの測定に最適です。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号ﾌﾟﾛｾｯｻｰ(DS
P)はﾕｰｻﾞｰが作成したﾌｨﾙﾀｰの使用
やﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞ信号をｲｺﾗｲｽﾞするｵﾌﾟｼｮﾝ
BEQとの組合せによる使用をﾘｱﾙﾀｲﾑ
で可能にします。

ﾊﾟﾙｽ･ｲﾝ/ｱｳﾄ(TTLﾚﾍﾞﾙ）を介し測定
対象ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御できます。
USBﾎﾟｰﾄは標準ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ®PC、ﾉ
ｰﾄﾌﾞｯｸでのﾌﾟﾗｸﾞ&ﾌﾟﾚｲ使用を可能
にします。MFE Vl.1はACQUA側で直
観的なﾕｰｻﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽにより制御
します。
極めて低い或いは高い入力ﾚﾍﾞﾙを
測定する際はｱﾅﾛｸﾞ入力のﾚﾍﾞﾙを
-40～+20dBの範囲で10dBｽﾃｯﾌﾟで
調整が可能です。
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MFE Vl.1を介してACQUAは国際標準、
ﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨｸｽ標準、或いはﾕｰｻﾞｰ標準
に基づいた自動測定を行います。MFE Vl.
1は通信ﾃﾞﾊﾞｲｽやﾈｯﾄﾜｰｸの音声品質が
重要な役割を果たす様々な分野において
問題解決、品質管理、ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ、製品
の最適化に効果を発揮します。
内蔵のﾊﾟﾜｰ･ｱﾝﾌﾟはHMS ll.3(人工ﾏｳｽ)
への直接接続を可能にします。MFE Vl.1
は（ｿﾌﾄｳｪｱ･ｵﾌﾟｼｮﾝにより）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾊﾞｲﾉｰ
ﾗﾙ･ｲｺﾗｲｻﾞｰに拡張することも可能です。

主なフィーチャー
DSP内蔵
●ﾘｱﾙﾀｲﾑの信号処理/ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ/
ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｨﾙﾀｰ 例としてｴｺｰ経路
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ或いはﾕｰｻﾞｰ作成の
ﾌｨﾙﾀｰ
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ
●ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾊﾟﾜｰ、最低2時間の動
作時間
●ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ（手荷物）
●USBﾎﾟｰﾄ：PCIｽﾛｯﾄ不要
●ﾉｰﾄﾌﾞｯｸとの使用可能
ﾕｰｻﾞｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ
●内蔵ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟにより外部電源
使用時はﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞ（人工ﾏｳｽ）
に直接接続可能
●ﾌﾟﾗｸﾞ&ﾌﾟﾚｲ
●直観的なｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ®ｿﾌﾄｳｪｱ環
境(ACQUA)で操作
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
●同期可能な入出力、Full Duplex
(全二重) 対応
●入力：2x ﾊﾞﾗﾝｽ、2xﾗｲﾝ、2xﾊﾟﾙ
ｽ、AES/EBU、USB 2.0
●出力：2x ﾊﾞﾗﾝｽ、2xﾗｲﾝ、2xﾊﾟﾙ
ｽ、2xｽﾋﾟｰｶｰ、ﾍｯﾄﾞﾎﾝ、AES/E
BU、USB 2.0
●ﾊﾞｲﾉｰﾗﾙ･ｲｺﾗｲｻﾞｰ（ｿﾌﾄｳｪｱ･ｵ
ﾌﾟｼｮﾝ）
●広ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ、24ﾋﾞｯﾄ技術
●外部内部電源のｵﾝﾗｲﾝ切り替え
「ｽﾏｰﾄ･ﾁｬｰｼﾞ」ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞMFE Vl.1はﾃﾞｰﾀ収
集用のﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞHMS ll.3とﾃﾞｼﾞﾀﾙ音声品
質分析ｼｽﾃﾑACQUAのあいだのﾘﾝｸを確
立します。ﾌﾟﾗｸﾞ&ﾌﾟﾚｲUSBﾎﾟｰﾄでﾉｰﾄﾌﾞｯｸ
やPCに接続するとACQUAによりｼｽﾃﾑ設
定と制御がなされます。

アプリケーション
●ｱﾅﾛｸﾞ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾚｺﾑ通信ﾃﾞﾊﾞｲｽ/
ﾈｯﾄﾜｰｸの電気的/電気音響的ﾊﾞ
ｲﾉｰﾗﾙ測定
●ｴｺｰｷｬﾝｾﾗｰのﾘｱﾙﾀｲﾑでの測定、
制御に最適
●非線形ｴｺｰ経路の使用、例として
ｽﾋﾟｰｶｰ歪や住宅の振動のｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝ
●HMS ll.3のﾏｳｽ用ｱﾝﾌﾟ
●ﾊﾞｲﾉｰﾗﾙ･ｲｺﾗｲｻﾞｰ（ｿﾌﾄｳｪｱ･ｵﾌﾟｼ
ｮﾝ）
●ﾓﾊﾞｲﾙ型ﾃﾞｰﾀ収集と分析
●直接ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ測定

活用分野
●研究開発：信号処理設計、設計検証、
設計ﾗﾝｷﾝｸﾞ
●製造：音声品質関連の製造管理、ｼｽ
ﾃﾑ性能及び規格準拠確認
●ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ｷｬﾘｱ：音声品質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、
ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ
●独立ﾃｽﾄ機関：複数ﾒｰｶｰの製品の
客観的比較、ｶｽﾀﾑ仕様の音声品質
ﾃｽﾄ
●販売/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ：ACQUA/MFE Vl.1
でﾃｽﾄ、最適化された製品の優良
品質を訴求

接続可能性
MFE Vl.1は幅広いｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの為に
開発され多種多様な接続が可能です。
全体像については上のﾌﾞﾛｯｸ図をご
参照ください。

デジタル・エコー経路
内蔵のﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｴｺｰ経路によりﾌﾛﾝﾄｴﾝ
ﾄﾞMFE Vl.1はｴｺｰ･ｷｬﾝｾﾗｰのﾘｱﾙﾀｲﾑ
測定に最適です。右図は最大2ﾌﾞﾗﾝﾁ
構成のﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｴｺｰ経路の機能を示し
ています：
●ｴｺｰ経路の入出力の割当てに加え
てｿｰｽ信号を付加できます。
●ITU-T勧告G.168に基づく8種類のﾌｨ
ﾙﾀｰが選択できます。各2種の振
幅率（ﾉｲｽﾞとｽﾋﾟｰﾁ）を備えていま
すので合計16ﾌｨﾙﾀｰ利用可能です。
ｴｺｰ･ﾘﾀｰﾝ･ﾛｽ（ERL：反響波の帰
還波損失） 値は自動的に各ﾌｨﾙﾀｰ
に割当てられ、ﾕｰｻﾞｰによる変更が
可能です。ﾃﾞﾌｫﾙﾄERL値はITU-T
G.168から入手することも可能です。
ﾕｰｻﾞｰ作成のﾌｨﾙﾀｰも使用可能で
す。（ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄ8、16、48kHz）
●ｴｺｰ経路の中で非線形歪(NLD)の
使用が可能です。例としてｽﾋﾟｰｶｰ
歪や住宅の振動のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ。
●ｹﾞｲﾝとﾉｲｽﾞ･ﾚﾍﾞﾙの設定可能。
●最大3つのﾊﾟﾗﾚﾙ遅延線（最大遅延
900m）が定義可能。各遅延線に対
し減衰値を設定可。
ｴｺｰ経路ﾌﾞﾛｯｸ図
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ACQUAのｴｺｰ経路の設定

ｿﾌﾄｳｪｱ･ｵﾌﾟｼｮﾝ BEQ
ｵﾌﾟｼｮﾅﾙのｿﾌﾄｳｪｱ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞによ
りMFE Vl.1はﾊﾞｲﾉｰﾗﾙ･ｲｺﾗｲｻﾞｰに
拡張ができます。その為に特定のﾀﾞ
ﾐｰﾍｯﾄﾞとともに使用する為の固有の
ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ･ﾌｨﾙﾀｰがﾍｯﾄﾞｱｺｰｽﾃｨ
ｸｽにより指定されﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞに保存
されます。これらのﾌｨﾙﾀｰは下記の
ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ･ﾀｲﾌﾟに応じACQUAの
中で入手可能です：
●User ：ﾕｰｻﾞｰが定義するｲｺﾗｲｾﾞ
ｰｼｮﾝ
●Lin：線形（ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ無）
●FF – 自由音場ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ。
このｹｰｽでは無響環境で前方か
ら音が入射される際のﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞ
のﾏｲｸ信号は周波数に依存しな
い線形伝達応答が得られるよう
にｲｺﾗｲｽﾞされます。
●ID - 方向に依存しないｲｺﾗｲｾﾞｰ
ｼｮﾝ
外耳伝達関数は方向に依存する
ものと依存しないものの2つに分
けられます。前者は胸、肩、頭、
外耳、耳甲介腔を含む人体の外
部形状から生じる拡散と反射の
影響を受け、後者は耳甲介腔と
外耳道の入口での共振により生
じます。IDｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝは方向に
依存しない成分によりつくられる
伝達関数の成分のみ

を直線化します。この方向に依存しな
い外耳関数の成分は測定技術では
導出できず、純粋に数学的計算の結
果です。
●DF - 拡散音場ｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ
このｹｰｽではﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞのﾏｲｸが拡
散音場に持ち込まれ周波数に依存
しない線形伝達関数が測定できる
ようにｲｺﾗｲｽﾞがされます。
MFE Vl.1を制御するACQUAｿﾌﾄｳｪｱ･ﾓ
ｼﾞｭｰﾙにおいて望ましいｲｺﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ･
ﾀｲﾌﾟをｺﾝﾃｸｽﾄ･ﾒﾆｭｰで選択します。ﾀﾞ
ﾐｰﾍｯﾄﾞ･ﾏｲｸの校正値をACQUAがMFE

Vl.1から自動的に読み出し「Calibration
Values」ｳｨﾝﾄﾞｳの校正値ﾘｽﾄに両ﾁｬﾝﾈ
ﾙ分移動します。このｳｨﾝﾄﾞｳはACQUA
設定ﾒﾆｭｰの該当するｺﾏﾝﾄﾞを介して呼
び出されます。次に（ACQUA設定ﾒﾆｭｰ
を介して呼び出される）「Calibration As
signment」ｳｨﾝﾄﾞｳの「Acoustic」と「Elect
ric」の列で、ﾚﾌｧﾚﾝｽ測定用と測定用の
ﾏｲｸを選択します。これらの校正値の一
つを使うﾒｼﾞｬﾒﾝﾄ･ﾃﾞｨｽｸﾘﾌﾟﾀｰ（SMDﾊﾟﾗ
ﾒﾀｰ「Calibration & unit」）は「Calibration
Assignment」で選択されたﾏｲｸの値を
自動的に用います。

MFE Vl.1を通信分析ｼｽﾃﾑACQUA及びﾀﾞﾐｰﾍｯﾄﾞHMS ll.3に接続

MFE Vl.1裏側

MFE Vl.1表側
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Technical data – MFE VI.1
Overview Interfaces
Input:

MIC In:
Balanced In:

Line In:

Pulse In:
AES EBU In:
USB In/Out:
Output:
Balanced Out:
Line Out:

AES EBU Out:
Power Amplifier “Speaker”:

Headphones:

Pulse Out:
Channel separation:
Digital unit
Signal processor:
A/D converter:
Sampling rate:

標準納入品目
For all terminated inputs: THD+N > 95 dB (1 kHz ) and nominal level
(-6 dBFS), channel separation > 60 dB, amplification for each channel
adjustable in 10 dB steps from -40 to +20 dB (nominal sensitivity
0 dBV), frequency range 20 Hz – 20 kHz ± 0.3 dB, selectable filters:
highpass 1st order 180 Hz (±10%) passive, highpass 3rd order 22 Hz
active
2 x at front, nominal sensitivity in normal mode 114 dBSPL: 12.5
mVeff/Pa (calibratable), microphone voltage feed 120 V and 200 V
2 x at front, symmetrical, 600 Ohm input impedance, nominal
sensitivity 1 Veff at 0 dB gain, maximum input signal voltage approx.
9 Veff
2 x at front, BNC, asymmetrical, nominal sensitivity 1 Veff at 0 dB
gain, input impedance 50 kOhm, maximum input signal voltage
approx. 9 Veff
2 x at rear via D-Sub socket, limit frequency approx. 20 kHz, input
sensitivity TTL level
1 x at rear, XLR, digital audio input
1 x at rear, universal serial bus 2.0 for control and data exchange
with ACQUA
For all outputs (except “Speaker”): THD + N > 90 dB (1 kHz),
frequency range 20 Hz – 20 kHz ± 0.3 dB
2 x at front, symmetrical, 600 Ohm output impedance, nominal level
1 Veff for all sensitivities, max. level approx. 6V
2 x at front, BNC, nominal level 1 Veff for all sensitivities, output
impedance approx. 10 Ohm, max. level approx. 6V; direct impedance
measurement (approx. 4 – 350 Ohm) possible at Line Out 1
1 x at rear, XLR, digital audio output
Bridge amplifier with max. 14 W sine output power at 4 Ohm at 0.1%
distortion factor, signal-to-noise ratio 73 dB, requires external power
supply via power unit PSH I.1
1x rear panel, 6.3 mm cinch socket, headphone type: dynamic,
nominal level approx. -12dBV/ 250mV (at +10 dB output adjustment
correspondingly higher), not calibratable, maximum current: approx.
30mA, headphones with low impedance (<50Ohm) can lead to
distortions during high levels
2 x at rear via D-Sub socket, TTL level
Typically > 90 dB (without equalization)
Motorola DSP56311 (120 Mips), 24 bit data processing
24 bit resolution
Internal synchronization 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz; alternatively:
external synchronization via AES/EBU with 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Digital echo path filter
Linear (Lin), Independent-of-direction (ID), Free-field (FF),
Diffuse-field (DF), User-specific (USER)

Filter:
Digital equalizations
(requires BEQ option):
Power supply
On-line switching between external and internal supply, “smart charge“ electronics
External power unit - PSH I.1
Input voltage:
100-240 V AC ~ 47-63 Hz
Max. input current:
0.65 A at 90 V AC
Output voltage:
15 V DC
Output current:
4A
DC output:
XLR 4-pin
External DC power supply:
15 V DC nominal voltage (9 V - 18 V, e.g. vehicle circuit or external
power unit PSH I.1)
Internal DC power supply:
NiMH rechargeable battery, 12 V, 2 Ah
Charging procedure:
Fast charge (max. 3 h), conservation charge
Operating time with battery:
Minimum 2 h
Current, power consumption:
Charging and operating (during power amplifier mode): 4 A / 60 W
Operation:
Remote control:
Via ACQUA software (Version 2.5.100 or later)
System check:
Automatic hardware check of digital and analog units as well as A/D
converter at system boot
Display:
2 x 16-digit LCD with LED background lighting for display of active
in-/outputs and sensitivities on both channels
Environmental conditions
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●MFE Vl.1 (Code 6462)：
2ﾁｬﾝﾈﾙ･ｱﾅﾛｸﾞ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ
（含：USBｹｰﾌﾞﾙ、1.5m）
●PSH l.1 (Code 1364)：
外部電源 100-240 V AC -> 15 V DC
●PCC l.9x (Code 997x)：
ﾛｰｶﾙ仕様の電源ｹｰﾌﾞﾙ
●ﾊﾟﾙｽ･ﾌﾞﾚｰｸｱｳﾄ･ｹｰﾌﾞﾙ：
D-Sub 9-pin << 4 x BNC
●ﾕｰｻﾞｰ･ﾏﾆｭｱﾙ

アクセサリー
●ACQUA (Code 6810)*：
高度通信品質分析ｼｽﾃﾑ
●ACQUAｺﾝﾊﾟｸﾄ･ｼｽﾃﾑ (Code 68xx)*
●HMS ll.3-33/ HMS ll.3-34
(Code 1230.1 / 1230.2)：
耳ｼﾐｭﾚｰﾀと人工ﾏｳｽを含む
ﾍｯﾄﾞ&ﾄｰｿｰ･ｼﾐｭﾚｰﾀｰ
●CTD ll (Code 6078)：
ｹｰﾌﾞﾙ･ﾃﾚｺﾑ･ﾌﾟﾗｸﾞ << D-Sub 9-pin
（GSM / 3G用）
或いは：
CTD lll (Code 6081)：
ｹｰﾌﾞﾙ･ﾃﾚｺﾑ･ﾌﾟﾗｸﾞ << D-Sub 9-pin
（CDMA用）

オプション
●ｿﾌﾄｳｪｱ･ｵﾌﾟｼｮﾝ MFE Vl.1-BEQ
(Code 6461）：MFE Vl.1をﾊﾞｲﾉｰﾗﾙ･
ｲｺﾗｲｻﾞｰに拡張
*ACQUAﾊﾞｰｼﾞｮﾝ2.5.100以降が必要

