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HEAD ノイズイベントマネージャー
(Code 4963)
ブレーキノイズイベントのインタラクティブ評価と
文書化の為のソフトウエア

概要
HEAD ノイズイベントマネージャーは HEAD
BrakeOBSERVER システムで録音したブ
レーキノイズイベントの管理、分析、再生、文
書化を簡単かつ柔軟に行えるソフトウエアで
す。
結果一覧により、ブレーキシステムの開発と
初期段階での最適化に効果を発揮します。
結果レポートのデザインは柔軟性に富み、
重要なノイズ生成パラメターをユーザー独自の
方法で組み合わせが可能です。こうして作成
したグラフで卓越したノイズイベントの原因の
可視化が可能です。

フィーチャー
・ブレーキノイズを検知するヘッドアコース
ティクスの測定システムBrake
OBSERVER で収録した測定データの
分析
・ユーザーによる独自設定が可能なツリー
構造とドラッグ&ドロップによる便利なデー
タ管理機能
・検出されたブレーキノイズイベントとそれら
の発生に関連するパラメター情報の一覧

・一覧表やグラフに表示されたブレーキノイズ
イベントとそれらを再生や評価する為の
オーディオデータの相互関連づけ
・車室内ノイズとブレーキ近傍で収集した
加速度信号の再生
・GPSデータに基づいたOpenStreet/Map
による測定ルートとドキュメンテーションの相
互関連づけ
・複数ページに亘るレポートの簡単生成と
印字

・大量データの簡単な管理方法と測定
結果の詳細かつ効率的な評価方法
・ユーザーにとり重要なデータをフィルター処
理する便利なマルチレベルフィルタリング
機能

・様々なレポートテンプレートの保存と読み
出し
・PDF エクスポート

・様々なグラフや統計によるビジュアルな
評価ツール
・Relative Approach アルゴリズムやイン
パルシブネス分析に基づいた分析
・ブレーキノイズの重要なパラメターとの関係
をひとつのグラフで表示可能
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個々のノイズイベントを聴感で確認できるよう
HEAD ノイズイベントマネージャーは便利な
再生機能を備えています。音の分析はヘッド
アコースティクス開発の Relative Approach
アルゴリズムで行われます。これは人の聴覚が
音のパターンを認識する特性をアルゴリズム化
したものです。

データ管理（セッションエクスプローラー）
HEAD ノイズイベントマネージャーの操作コンセ
プトは簡単で便利なデータハンドリングです。
ツリー構造の中でプロジェクトはドラッグ&ドロップ
で編集可能です。これらのプロジェクトは保存し
て再読み出しが可能です。
セッションエクスプローラーでは評価に含める測定
を選択します。
サウンドイベント一覧
一覧は音イベントのすべての重要な属性と時間
に関連したすべてのパラメター値
（BrakeOBSERVER で録音した速度、
ブレーキ圧等）を含みます。

サウンドイベントテーブルは収録したノイズイベントとそれらの属性を表示します。全体グラフで音イベントが
全表示されます。個々のノイズイベントはグラフ上にドット表示されマウスで選択可能です。

便利で包括的な集計フィルターで大量の測定
データをユーザーに重要な情報に絞ることが可能
です。ベーシックなスプレッドシート機能も含まれ
ています。
オーディオ再生
再生機能によりユーザーは自分の耳でノイズイベ
ントを分析して音の印象を確認できます。
同時に再生機能は Relative Approach 分
析の結果を表示します。これを
BrakeOBSERVER ソフトウエアでブレーキ鳴き
の検知にも用いることができます。加えて、インパ
ルシブネス分析が自動適用されインパルスノイズ
が表示されます。
BrakeOBSERVER で収録した信号に基づい
て車室内ノイズのマイク信号やノイズ源に搭載し
た加速度センサーの信号を再生可能です。

HEAD ノイズイベントマネージャーのフィルターエディターはフィルタリング基準の選択をアシストします。
複数のフィルタリング基準を簡単に選択してロジカルに組み合わせ可能です。

選択したノイズイベントはリストに入れて再生画面で再生可能です。

12.2019 D4963jp5

記述内容が変更になることがございます。

レポート生成
HEAD ノイズイベントマネージャーは一枚
または複数ページに亘る柔軟かつインタラ
クティブなレポート生成が可能です。レポー
トエディターによりカスタマイズしたレポートテ
ンプレートの生成、保存が可能です。現在
のテンプレートはサウンドイベントテーブルか
らのデータが入力されます。テンプレートは
ボタンクリックだけで何度でも繰り返し新規
レポート作成に利用可能です。レポートテ
ンプレート作成用にいろいろなエレメンツか
ら選択し自由に組み合わせ可能です。
これらのエレメンツにはインタラクティブグラフ、
ヒストグラム等の統計機能、アクセプタンス
グラフ（アクセプタンスグラフはノイズレベル
の閾値を超えて発生したノイズイベント発
生箇所をプロットします。）、統計チャート、
テキスト等が含まれます。
ユーザーはインタラクティブグラフから興味あ
るイベントを選択できます。すべての詳細が
サウンドイベントテーブル上に即座に表示さ
れ、対応する録音データの分析結果が表
示されます。録音データを再生しながら同
時に試聴も可能です。

レポート生成の例

レポートを用いて測定結果を一貫性を保
ちながら文書化できます。HEAD ノイズイ
ベントマネージャーで作成したレポートは
BrakeOBSERVER の測定データの詳細
分析に用いることができます。例としてイン
タラクティブグラフから特定の音イベントを抽
出し比較試聴することが可能です。

納品アイテム
・HEAD ノイズイベントマネージャー
（Code 4963)
ノイズイベントのインタラクティブ評価と
ドキュメンテーションのソフトウエア
・セットアップ DVD
・ドングル

測定ルートをOpenStreetMap で地図表示し
収録したパラメターチャンネル（温度変化 vs 測定ルー
ト）を用いて色表示が可能です。
選択したデータセットにマッチするカラースケールも表示さ
れます。

システム要件
・Windows 10 (x64 及び x86：Pro、
Enterprise、Education;
バージョン 1809; ブランチ：SAC;
言語：US / Western
European）

・HASP ドングルドライバー

・.NET Framework 3.5

・ヘッドアコースティクスのソフトウエアとドラ
イバーをインストールするにはアドミニスト
レーター権限が必要です。ソフトウエアを
操作するには標準ユーザー権限のみ必
要です。

・Core2Duo プロセサー2 GHz
・２GB RAM;
・DirectX 9.0c
・DirectX 9.0c 適合の 256 MB 描画
カード;
推奨：1 GB
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・HEAD USB ドライバー
（ヘッドアコースティクス製フロントエンドで
の再生用)

BrakeOBSERVER システム
ハードウエアとソフトウエアで構成されるBrake
OBSERVER システムはブレーキイベントの
録音加工に最適です。
フロントエンド MMF III.0（パナソニック
Toughbook CF-33）と TFT タッチ画面
とシステムアップすることにより
BrakeOBSERVER は完全オールインワン
ソリューションとなります。測定データの加工、
評価機能はソフトウエア HEAD ノイズイベン
トマネージャーが柔軟に補完します。

BrakeOBSERVER システムの例

BrakeOBSERVER の中核は通常の動作ノイズから“オフブレーキノイズ”を含む不快な
ブレーキノイズを切り分け可能で優れた検知結果を出力できる検知ソフトウエアです。
すべてのオーディオ信号はヘッドアコースティクスが開発し特許を所有する Relative
Approach メソッドに基づくアルゴリズムにより分析されます。ユーザーは優れた検知結果
を獲得し、“オフブレーキノイズ”を含む実際の分析に必要なブレーキノイズイベントだけに
絞り込んでデータ量を抑えて保存できるメリットがあります。

ソフトウエア BrakeOBSERVER

MMF III.0 はブレーキの調査に必要な信号を収集する多チャンネルフロントエンド で
パナソニック Toughbook CF-33 とドッキングステーションで構成されています。
個別にレベル設定可能な12 Line / ICP センサー、2 つのパルスセンサー、CAN FD /
CAN / OBD-2 / FlexRay や、ブレーキ圧、湿度、車速等の測定用の 6 つの温度セ
ンサーと 6 つの歪ゲージ用にカスタマイズ可能なコネクターを備えています。さらに、HCP
II または HCP、1 GPS レシーバー、 2 つの HEADlab モジュールも接続可能です。

フロントエンド MMF III.0（ドッキングステーション同梱）

HEAD コントロールパネル HCP II と HCP はユーザーが Driver Display の操作や
スケール上でブレーキイベント評価ができる TFT タッチ画面です。
小型の HCP 7” ディスプレイには平らな表面に取付け可能な吸盤マウントが、HCP II
10.4” ディスプレイには凹凸のある表面用に調節機能のある HCP-SM 吸盤マウントが
備わっています。HEAD コントロールパネルはフロントエンド MMF III.0 から電源供給さ
れます。

HCP II (10.4” ディスプレイ）と HCP（7” ディスプレイ）
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