
概要

PROGNO[I]SE は BTPS（バイノーラル
伝達経路合成）の為のソフトウエアです。
PROGNO[I]SE を用いて伝達経路分析で
測定した加振信号（実稼働の時刻歴信
号）と伝達関数により合成音を作成します。
様々な伝達関数（マウント伝達、見かけ質
量、音響伝達関数）が組み合わされ、それ
ぞれの入力信号に割り当てられます。伝達
経路上の各ノードごとに対応する時刻歴信
号が同定、分析、可聴化されます。

モデル構造は PROGNO[I]SE でカスタム
設定が行えます。エンジンルームや車室内の
BTPS を計算できるだけでなく、フロントワイ
パーノイズの発音源やサスペンションの加振
源の入力を計算するモデルや、冷却装置の
ノイズ伝播モデルも定義することができます。
また、複数の応答点を定義することもできる
為、例としてシートやハンドルの振動を再現し
最適化することが可能です。

実稼働データだけで測定を繰り返すことなく
伝達関数を計算する為に、
PROGNO[I]SE は実稼働伝達経路分析
(OTPA) もサポートしています。また、OTPA 
ウィザードが備わっておりユーザーが使い方に
馴染めるようステップバイステップで誘導しま
す。

ArtemiS SUITE のTPA プロジェクトを用
いて必要な入力データを作成することができ
ます。TPA プロジェクトは マトリックス逆変換
メソッドにより空気伝播経路と構造伝播経
路の分析モデルの作成が可能です。モデル
のセットアップ～測定まで、伝達関数作成～
PROGNO[I]SE プロジェクト完了までユー
ザーをステップバイステップで誘導します。
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データシート

フィーチャー

・伝達関数と刺激信号に基づき 1つ また
は複数の応答点におけるバイノーラルまた
はモノラルの合成音（空気伝播音 /
構造伝播音）の作成

・コンポーネントごとのモデル構築とそれらの
任意の組合わせ、それぞれの伝達経路、
経路グループまたはサウンドスケープ全体
の合成音作成

・実稼働伝達経路分析 (OTPA);
PROGNO[I]SE Tool Pack 01 
が必要です。
ー伝達関数計算の為の使い勝手のいい

OTPA ウイザード

・編集が簡単なモデル構造

・経路やモデルの部分追加や部分削除

・コヒーレント空気伝播信号を補正する為
の伝達関数の自動生成

・PROGNO[I]SE エディターでの伝達関数
のマニュアル編集

・モデルを構成するノードの個別または
すべての計算結果の再生

・正確な位相で音源を同定する為の
Contribution Viewer 

・シミュレーション結果からの合成次数の挿
入と、既存次数と挿入次数とのあいだの
正確な同期

・エンジンマウントをバーチャル交換する為の
Kelvin Voigtモデルによる Quadripole
ウイザード

・モデル中の任意のポイントのオーディオ信号
分析とエクスポート、モデル全体の
ArtemiS Classic へのエクスポート

・PROGNO[I]SE-Tool-Pack 02
ー非同期入力データの同期

・PROGNO[I]SE-Tool-Pack 03
ーマトリックス逆変換による間接的入力
分析と 実効マウント伝達関数分析
ー空気伝播経路のマトリックス逆変換

・ArtemiS Classic分析ソフトウエアや
SoundCar、またはH3Sソフトウエアに
よる実走テスト中の合成音のアドバンスト
処理とインタラクティブ再生

・HDF や UFF58 フォーマットでのデータ
インポート

・インテリジェントかつパワフルな信号処理

PROGNO[I]SE (Code 4914)
バイノーラル伝達経路合成 (BTPS)
ソフトウエア
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実稼働伝達経路分析 (OTPA)

従来型の TPA は伝達関数の分析の為に測定
を繰り返し大きな労力がかかりますが、OTPA 
は測定を繰り返すことなく実稼働データのみで伝
達関数を計算します。OTPA ウイザードを用い
て OTPA モデルを作成し、パラメターを設定す
ると伝達関数が計算されます。この方法で
PROGNO[I]SE モデルを作成すると後は簡単
に業務をすすめられます。ウイザードの設定内容
は保存しておき、測定データを置き換えたりパラ
メターを瞬時に変更したりすることが可能です。
64 ビットオペレーティングシステムにより OTPA 
ウイザードは伝達関数計算の際に大量の入力
データを処理可能です。

OTPA は特にタイヤノイズの分析に最適です。
これに対し、エンジンノイズの分析には測定により
導出した伝達関数を使用することが推奨されま
す。これは強い相関をもつエンジンからの信号は
OTPA 伝達関数の計算でエラーとなりうるから
です。

OTPA ウイザードを使用するには Tool Pack 
01 (Code 4915) が必要です。

伝達経路モデルのコンフィグレーション

数多くの伝達経路で構成される大きなプロジェク
トにも対応する PROGNO[I]SE モデルは
グラフィックインターフェイスにより管理が簡単です。

モデルは個々のバイノーラル（またはモノラル）
伝達経路で構成され、ドラッグ&ドロップやコピー
&ペースト等の慣れ親しんだコマンドを使って簡
単なステップでカスタマイズ可能です。
PROGNO[I]SE はさらに、カスタムテンプレート
の作成もでき、これにより例としてマウスクリックひ
とつで定番の伝達経路を挿入することができます。 OTPA ウィザードでは測定チャンネルからモデルの設定を簡単に行うことができます。
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OTPA ウイザードは例として車両の
タイヤノイズの合成音作成を可能に
する PROGNO[I]SEモデルを作成
します。

大きなモデルも PROGNO[I]SE で簡単に管理できます。 編集用にいろいろなツールが利用できます。
例として伝達関数のスムージングや逆変換ができます。



伝達経路モデルの編集

伝達経路は FIR、IIR フィルター、或いは因
数等数多くの信号処理コンポーネンツにより
表わし無制限に組み合わせることが可能です。

伝達経路はグループ化でき、グループごとの
信号追加や平均化が可能です。ひとつのグ
ループに他のグループを含めることもでき、複
数アプリケーションの階層表示が可能です。
Selector ツールで伝達経路をマウスクリック
ひとつで入れ替えて（例として別の排気管で
置き換えて）全体のサウンドスケーブを計算
することにより結果確認が可能です。このよう
に複数のサブシステムの音が簡単に比較でき
ます。

オーディオ信号の計算と再生

計算処理はサブノードを含むモデル中のどの
ノードからでも開始可能です。こうしてサウンド
スケープ全体や個々の伝達経路ごとの音を
シミュレーションできます。計算ボタンをクリック
すると PROGNO[I]SE は選択したノードの
オーディオ信号を生成しディスク保存します。

PROGNO[I]SE は個々のノードまたは全体
の計算を行って音再生し、再生中は時間同
期によるクロスフェイディングが機能します。

信号分析

ユーザーインターフェイスには信号アナライザー
が統合されており、モデル中の各ノードにおけ
るオーディオ信号をFFT スペクトグラムで表示
可能です。

さらに伝達関数を画面の別エリアに表示可
能です。

計算結果のオーディオ信号をモデル階層内の
中間ノードの信号と比較することによりノイズ
現象の発生源にまでトレースが可能です。

心理音響分析等で詳細分析やインタラク
ティブ再生を行う場合は、オーディオ信号を保
存先から分析ソフトウエア ArtemiS
Classic、HEAD 3D シミュレーションシステ
ム等に読み込むことができます。

非同期の入力データが重なることによりモーターの2次成分の増幅やキャンセルが発生しないよう
次数合成で同期を行うことができます。

Contribution Viewer は全体とすべての構成エレメントを次数スペクトルで表示（上のグラフ）します。
特定次数だけを抽出して表示（下のグラフ）すると卓越するノイズ源を一目で把握が可能です。
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Contribution Analyzer

Contribution Analyzer は卓越したノイズ
成分を素早く検出し可視化します。次数スペ
クトルが全体のサウンドスケープを構成する
個々のサブエレメントの寄与度を 3D 表示し
ます。インテリジェント閾値アルゴリズムが表示
する伝達経路のダイナミックレンジを自動で計
算し設定します。

さらに、Contribution Analyzer はすべて
のサブエレメントについて正確な位相で次数
成分を可視化します。これによりどの経路が
全体のノイズに悪影響しているか、どの経路
が影響していないかがわかります。すべての結
果はエクスポート可能です。

次数合成

ターゲットとする合成音は可能な限りリアルな
ものにつくり込む必要がありますが、次数合成
ウイザード を用いると、算出した次数曲線を
現存の入力測定データに適用しさらに処理
を行うことができます。

次数合成により、他の測定データやシミュレー
ションデータからの音成分を現在の
PROGNO[I]SE モデルにリアルに統合でき
る為、時間をかけて測定を重ねる必要がなく、
大幅に業務時間を節約できます。

ベース信号と新規の音成分を正確に同期さ
せる為にカスタマー専用のプラグインを使用可
能です。



入力測定データの同期

Tool Pack 02 により BTPA/BTPS モデル
の非同期入力データを遡って同期させること
ができます。

例として、新規のエンジンタイプを開発する場
合、録音を複数の異なるテストベンチで行っ
たり、一部のコンポーネントだけ変更した為に
測定が後で行われたり、センサーや測定の
チャンネル数が不足していた等の理由で、録
音が別々に行われると録音データが互いに同
期していません。特に測定を複数回行うと、
複数の回転速度曲線が正確に一致せず、
フィルター処理した加振信号が互いに重なっ
た結果、ビート周波数やキャンセレーションや
増幅のような不具合現象が生じてしまいます。

このような不具合を回避する為には Tool 
Pack 02 を用いて遡及同期を行うことが必
要です。この Tool Pack は操作が簡単で
直感的です。Event Viewer の設定内容
の検証とエラー検出を行い、問題を簡単に検
出し修正することができます。

入力データの同期だけがこのメソッドを適用す
る目的ではありません。エンジンのランアップも
遡及的に減速や加速が可能です。回転速
度曲線を反転させることも可能です。

同一ギアボックス内の異なるギアのように複数
の似通った測定データは新規プロジェクトを立
ち上げなくても録音データ同士の同期が可能
です。（マルチプル計算）

Kelvin-Voigt モデルによる
Quadripole ウイザード

Quadripole ウイザードによりユーザーは例と
してエンジンマウントの動剛性を測定すること
ができます。必要な Z パラメターは測定で取
得するかまたは Kelvin-Voigt モデルに基づ
く Quadripole ウイザードを用いてパラメター
調整を行って計算することができです。
こうして、バーチャルエンジンマウントを現有の
エンジンモデルに取り込むことができます。
Quadripole ウイザードによりバーチャルで置
き換えを行い、動剛性の値を計算します。こ
れらの値はフィルターとしてエンジンモデルの一
部となります。
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Tool Pack 02 を用いるとデータ量にかかわら
ず複数入力データの同期が簡単に行えます。

ArtemiS Classic による
エクスポートとさらなる処理

サブエレメンツの信号や同期された全体サウ
ンドスケープはヘッドアコースティクスの
ArtemiS Classic 分析ソフトウエアでさらに
処理を行うことができます。PROGNO[I]SE 
のエクスポート機能が合成結果から自動で
ArtemiS Classic プロジェクトを作成し
ArtemiS Classic の Source Pool 内で
合成モデルを再構築します。

HEAD 3D サウンドシミュレーショ
ンシステム H3S でのエクスポートと
再生

HEAD 3D サウンドシミュレーションシステム
(H3S) には PROGNO[I]SE インターフェイ
スが備わっており PROGNO[I]SE の合成
音を H3S ソフトウエアに転送し、再生、イン
タラクティブ評価が可能です。H3S ソフトウエ
アでの再生は デスクトップ PCや HEAD 
SoundCar または 実車による H3S のモバ
イルバージョンで行うことが可能です。

H3S を用いて再生する為に
PROGNO[I]SE はリンクグループの作成が
可能です。これにより特定の経路や経路グ
ループをスイッチオフ、フィルター処理、増幅、
減衰させることが可能となります。
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ArtemiS SUITE の TPA プロジェクト作成に便利なツリー構造によりプロシージャーを効率よく進められます。
ドラッグ&ドロップでテンプレートを左側から任意の場所に移動させることができます。

バー表示と各種グラフによりインパクト測定のプロパティのチェックをビジュアルで即座に行うことができます。

伝達経路分析（ArtemiS SUITE の
TPA プロジェクト）

ArtemiS SUITE の TPAプロジェクにおいて
Tool Pack 03（マトリックス逆変換）を用
いて PROGNO[I]SE の為の入力測定デー
タを作成することができます。

TPA プロジェクトは “マトリックス逆変換による
間接的入力同定” と “実効マウント伝達関
数” をサポートします。空気伝播経路分析に
マトリックス逆変換メソッドを適用する場合、
発音源の入力値は音圧測定により間接的
に同定されます。

TPAプロジェクトはモデルの設定プロセスをス
テップごとにガイドします。先ず応答点、加振
点及び加速度センサーの位置を決めます。わ
かりやすいツリー構造の中でTPAモデルの設
定を行います。空気伝播伝達経路分析には
マイクロホンと発音源の位置を決めます。イン
パクト測定に使うチャンネル名はTPAモデルに
より自動で生成されます。こうして測定チャン
ネルから測定ポジションまで明確に割り付けを
行います。

HEAD Recorder （ArtemiS SUITE 
データ収集モジュール – ASM 04）のリモー
トコントロールが伝達関数測定をサポートしま
す。構造伝播経路のインパクト測定と発音
源の体積加速度を使った空気伝播経路の
測定です。測定が正常に完了するとツリー構
造の中で伝達関数が自動で可視化されます。
また、測定の裏付けデータとして伝達関数と
コヒーレンスが表示されます。

間接的に加振源または発音源の同定を行う
場合は必要に応じて（サブシステムごとに
別々に計算し）経路やセンサーの一部だけ
を選択して柔軟に設定することが可能です。
また、仮にインパクト測定におけるS/N 比が
不十分な場合、経路間のクロストークは意図
的に考慮に入れません。
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IFDマトリックスを用いて TPA プロジェクトの逆入力同定のすべての重要なクロストーク経路を特定することができます。

空気伝播経路の発音源の測定、マイクロホンの測定ポイント、発音源の位置、応答点がわかりやすく表示されます。

すべての必要な伝達関数（構造伝播：イ
ナータンス、振動音響/音響伝達関数；
空気伝播：音響インピーダンスと音響伝達
関数）がソフトウエアにより計算されます。
その後イナータンスや音響インピーダンスの逆
変換マトリクスが計算されます。

マトリックスの逆変換において条件設定の不
備により起こりうる入力源の特性（加振源や
発音源）の過大評価を避ける為に数学的
な一般化が可能です。結果の精度向上の
為に、入力源の特性よりも多くのレファレンス
信号を使った重層的同定が可能です。実稼
働測定による加速度センサーからの加振入
力と逆変換されたイナータンスマトリクスの合
成が時間領域で行われます。同じことが発音
源の信号についても行われます。

マウントが TPA モデルで定義づけられ、加振
側の加速度が実稼働測定されれば、実効マ
ウント伝達関数を計算することができます。こ
れにより間接的に同定した入力値と実稼働
測定で得た加速度とのあいだの相関が評価
可能になります。

エキスパート用には PROGNO[I]SE プロ
ジェクトがすべての伝達関数と入力データによ
り作成されます。これにより PROGNO[I]SE 
で構造伝播経路や空気伝播経路のコンポー
ネンツと個々の経路の寄与度を時間領域で
加工することにより合成音の作成が可能にな
ります。
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ネットワークライセンス

PROGNO[I]SE は単独ライセンスとしても
ネットワークライセンスとしても購入が可能です。
単独ライセンスの場合、ライセンスはドングル
に保存され PROGNO[I]SE ソフトウエアが
インストールされている PC にドングルを挿入
することにより利用可能になります。
ネットワークライセンスの場合はライセンスが
ネットワークドングルに保存されます。ネット
ワークと権限付与され PROGNO[I]SE  ソ
フトウエアがインストールされた PC によりユー
ザーはひとつまたは複数のライセンスを選択し
使用後は返却します。

ネットワークライセンス
（オプショナル）

・PROGNO[I]SE-N (Code 4914N)

・PTP 01-N:
PROGNO[I]SE Tool Pack 01-N
(Code 4915N)

・PTP 02-N:
PROGNO[I]SE Tool Pack 02-N
(Code 4916N)

・PTP 03-N:
PROGNO[I]SE Tool Pack 03-N
(Code 4917N)

納品アイテム

・PROGNO[I]SE (Code 4914)
バイノーラル伝達経路合成 (BTPS)
ソフトウエア

オプション

・RTP 01:
PROGNO[I]SE Tool Pack 01
(Code 4915)
実稼働伝達経路分析

・PTP 02:
PROGNO[I]SE Tool Pack 02
(Code 4916)
同期化

・PTP 03:
PROGNO[I]SE Tool Pack 03
(Code 4917)
マトリックス逆変換

Tool Pack 03 を実行するには下記の
追加 ArtemiS SUITE モジュールが
必要です。

ーASM 00 (Code 5000)
ベーシックフレームワーク

ーASM 04 (Code 5004)
データ収集モジュール
(HEAD Recorder)

システム要件

・Windows 10 (x64): Pro、Enterprise
Education;言語：米 / 西欧

・最低要件：Core2Duo プロセサー
2 GHz;

推奨 ：Intel i7 Quad.

・最低要件：4 GB RAM;
推奨 ：8 GB

ArtemiS SUITE のシステム要件は
ArtemiS SUITE ベーシックフレームワーク
(Code 5000) を参照

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。ソフトウエアの操作だけであれ
ば標準ユーザー権限のみ必要です。

ハードウエア（オプショナル）

伝達関数測定を行う為の様々なフロントエン
ドが利用可能です。

・HEADlab (Code 3700ff)
モバイルデータ収集の為のモジュラー
多チャンネル 24ビットフロントエンドシステム

・labCOMPACT12 (Code 3708)
12 アナログ/ ICP センサー（24 センサー
に拡張可）の為のコンパクト HEADlab
モジュール（シングルモジュールシステム）

・labCOMPACT24 (Code 3709)
24 アナログ/ ICP センサー（36 センサー
に拡張可）の為のコンパクト HEADlab
モジュール（シングルモジュールシステム）

・SQuadriga II (Code 3709)
モバイル録音再生システム - スタンドアロー
ンシステムやUSB フロントエンドに最適
（最大6センサーまで）

・空気伝播経路のマトリックス逆変換を行うに
は校正された発音源が必要になります。


