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データシート
SQobold (Code 3302)
モバイル 4チャンネル録音再生システム
心理音響分析、音圧レベル測定、
GPS等豊富な機能搭載。

概要
SQobold は外出先で多目的にデータ収集が
できる高機能モバイル測定システムです。
コンパクトで上着のポケットにも収まります。
約６時間動作可能な大容量バッテリーを
搭載しておりスタンドアローンで使用可能です。
また、ArtemiS SUITE データ収集モジュール
(HEAD Recorder) と接続しフロントエンド
モードでも利用可能です。
バイノーラル BHS II ヘッドセットと組み合わせ
ノイズイベントを素早く正確に録音、分析、
再生することができます。

フィーチャー
・4 アナログチャンネル、16 bit / 24 bit
（2 チャンネル再生）

小型・コンパクト

・ダイナミックレンジ：最大97dB(A)

・重量：485 g

・サンプリングレート：32、44.1、48、
51.2kHz

タッチパネル

・ハイパスフィルター：2Hz/22Hz(BNC)、
2Hz / 36Hz (BHS ヘッドセット)、
チャンネルごとに切替え可能

・寸法：14.3 x 7.8 x 3.4 cm

・高品質静電容量 10.9cm (4.3”)
ディスプレイ (9.8 x 5.6 cm)

SQobold は騒音レベルメーターとしても利用
でき、標準規格に基づいた心理音響分析
（ラウドネス、シャｰﾌﾟネス）や、音圧レベル
等のコンベンショナルな分析も可能です。
ヘッドセット接続の他に、2つの BNC 入力、
パルス入力、GPSのインターフェイスをもち、
データ収集と同期して動画を録る為の USB
カメラの接続や PCAN-USB FD アダプターの
接続も可能です。収録データは内蔵メモリー
(64GB) に保存されます。USB スティックに
保存することも可能です。

・内蔵 GPS レシーバー

BHS II ヘッドセットを用いた
バイノーラル録音再生

・充電用バッテリー
スタンドアローン動作で最長6時間

・録音イコライゼーション：ID
再生イコライゼーション ID、FF、DF、LIN

・PC 接続用 USB インターフェイス

フィルタリングによるリアルタイム分析
(SQP 01)

以上のように SQobold はモバイル性に優れ、
移動しながら騒音振動測定できる理想的な
デバイスです。ノイズマッピング、風力タービン、
サウンドスケープ、テスト走行による NVH の
課題解決等、多用途に活躍します。

・FFT / FFT vs 時間 / オクターブ /
3rd オクターブ / 時刻歴信号
/ level vs 時間 / 明瞭度指数 / …

SQobold のオプションパッケージ (SQP) を
用いて豊富な選択肢の中からタスクに応じた
機能設定が可能です。

・内蔵メモリー：64 GB
コネクター
・1 ヘッドセット・コネクター(LEMO)：
バイノーラル・ヘッドセットBHS II
・2 アナログ入力(BNC)、
オプショナル ICP 電源供給 (AC or
DCカップリング）、別々に切替え可能
・1 パルス入力(SMB)
・1 GPS アンテナコネクター(SMA)
・1 USB ホストコネクター(ﾀｲﾌﾟA)
ーUSB ﾋﾞﾃﾞｵ (SQP 03) カメラ
ーUSB 大容量記憶装置
ーPCAN-USB FD アダプター：
OBD-2、WWH-OBD-2、CAN、
CAN FD (SQP 04)
・1 USB クライアント (micro)：
PC または大容量記憶装置への接続
（録音データダウンロード）
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・ラウドネス vs 時間 /
スペシフィックラウドネス / シャープネス vs
時間
・次数スペクトル / vs 時間
・伝達関数 / インパルス応答 / コヒーレンス;
トリガー機能によるインパクト測定
・リアルタイムフィルター
騒音レベルメーター機能
・1 または 2 チャンネル測定
（バイノーラルの場合は 2 チャンネル）
・A、C、Z 特性 重み付け
・等価騒音レベル L

eq

・時間重みづけによる瞬時音圧と最大音圧、
騒音暴露レベル / レベル vs 時間
記載内容が変更となることがあります。

・SQP 02 : ラウドネス (ISO 532-1 /
DIN 45631 / A1)、シャープネス (DIN
45692)、オクターブスペクトル、
3rd オクターブスペクトル、パーセンタイル /
FFT スペクトル / …

機能
多種多様なセンサーの接続
SQobold は ヘッドアコースティクスの高精度録音、分析、
再生技術を踏襲しながらもさらにワンステップ進化させた製品
です。バイノーラル録音用に BHS II ヘッドセット、BHM III.3
ヘッドマイクロホン、または HSU III.2 ダミーヘッド型マイクロホ
ンが使用できます。
さらに、2 つの BNC 入力端子でマイクロホン、加速度セン
サー、 圧力センサー等を利用でき、ビデオカメラの USB 接続
も可能です。SQobold はパルスデータや GPS 信号も収録し
騒音レベルメーターとしても活用できます。
動作モード
コンパクトかつ軽量、大容量内部メモリー、パワフルなバッテリー
により SQobold はモビリティーに優れ、スタンドアローンのアプリ
ケーションに最適な測定デバイスです。
フロントエンドモードの場合はノートブック PC、タブレット PC
(Windows)、或いはデスクトップ PC に USB 接続し、
ArtemiS SUITE のデータ収集モジュール (HEAD
Recorder) を用います。優れた実績を誇る HEAD
Recorder の 便利なフィーチャーを活用することができます。
例として、録音データを Pool Project や Automation
Project でさらに処理したり、ArtemiS SUITE のプレーヤー
機能で再生が可能です。
ディスプレイ
大型のタッチディスプレイで素早くメニューにアクセスでき、測定、
分析、音圧レベルモニタリング、動画撮影、ドキュエンテーション
を手軽に行える為、特にモバイル用途に便利です。

BHS II ヘッドセットによるバイノーラル録音再生
バイノーラル録音再生
高精度高信頼性の音響分析を行うには SQobold にバイ
ノーラルヘッドセット BHS II を接続して使用します。この完全
なハードウエアのマッチングにより音イベントを録音、保存し人間
の聴覚印象そのままに再生を行うことができます。
環境ノイズの録音データの分析はオンサイトでもテストベンチで
も車室内でも簡単に行えます。
SQobold は人の聴覚印象が音評価の重要ファクターである
限りすべての測定において理想的なデバイスです。
軽量かつ快適な装着感により BHS II は長時間の使用に
最適です。イヤーピースとヘッドバンドは調整でき頭部に完全に
フィットします。

12.2019 D3302jp8

記載内容が変更となることがあります。

測定マイクによる録音データとの比較が可能
SQobold によるバイノーラル録音データを分析し、測定マイク
による録音データと比較する為にバイノーラル録音データを
SQobold がフィルタリング / イコライゼーション処理します。
この目的の為に、SQobold はヘッドアコースティクスが開発し
た ID イコライゼーション（Independent of Direction)
を用います。ID イコライゼーションは拡散音場 (DF) や自由
音場 (FF) イコライゼーションと異なり殆どの実環境の音場に
フィットします。拡散音場と自由音場は実環境では殆ど使用さ
れません。
SQobold と BHS II で再生を行う際は、リスナーがオリジナル
の音場に実際にいる場合と同じ音響印象を持つようにイコライ
ゼーション処理が行われます。
便利 ー 速い ー 効率的
バイノーラル技術、心理音響分析オプション、優れたモバイル
性、これらの SQobold のメリットはサウンドスケープ調査にお
いて特に発揮されます。
サウンドウォークの準備と実施がとてもシンプルに行えます。
電源を入れると、SQobold は静電容量のタッチディスプレイに
より素早く設定を行えます。あとは BHS II を頭に装着するだ
けです。録音はタッチ画面かデバイス上のボタンで開始します。
大容量内部メモリーには十分なキャパシティがあり、パワフルな
内蔵バッテリーにより長時間使用が可能です。
録音はディスプレイ上で常時モニタリング可能で、分析やフィル
タリングも必要な機能を選択し簡単に行うことができます。
BHS II を用いたバイノーラル再生
測定マイクロホンを用いたステレオ録音と異なりバイノーラルヘッ
ドセット BHS II を用いた SQobold の録音はオリジナル音
源の音色や音量だけでなく音像定位も完全に再現します。
複数の異なる音源が重なり合うバイノーラル録音データは（典
型的な例として道路交通）は人間の耳で個々の音源を聞き
分けることができるように再生時にすべての情報が保持され再
現されます。
個別にペアでハードウエアを最適化
マイクロホンと再生デバイスが高品質であっても製品のバラツキ
に起因する伝達特性のバラツキを免れず、録音再生の精度に
影響してしまいます。SQobold とペアで購入されるヘッドセット
BHS II は出荷前に個別に校正とイコライゼーションが行われ
ます。製品のバラツキはこの方法によってのみ補正され正確な
再生が可能になります。
もちろん、イコライゼーションフィルターを個別に後からユーザーが
インストールすることも可能です。ユーザーによる BHS II の校
正は随時可能です。
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記載内容が変更となることがあります。

その他の機能
騒音レベルメーター機能
2 チャンネル騒音レベルメーターとして、SQobold は様々な物
理量、心理音響評価量（Leq、ラウドネス、瞬時音圧と最大
音圧等）を測定し時刻歴信号を録音することができます。
これにより例としてラウドネスや音圧レベルが測定中に簡単にモ
ニタリングでき、その後の評価用に保存しておくことができます。

リアルタイム分析
FFT やオクターブ分析のような従来からある分析機能の他に、
SQobold は心理音響のラウドネスとシャープネスが利用可能
です。
心理音響は人間の聴覚が測定機器とは異なる方法により音
イベントをとらえるという事実を考慮に入れ聴覚特性に合った
分析機能を備えています。
SQobold の分析ツールはモニタリング時や再生時に適用され、
ユーザーが音や音シナリオの弱点を検出し音質向上の切り口
を見つけることを可能にします。
さらに、SQobold はリアルタイムフィルターを備えており、分析
グラフ上で周波数、品質、アテニュエーションをインタラクティブに
変更可能です。
SQobold は構造物の特性や振動特性の測定も可能です。
測定対象物をインパクトハンマーで加振し振動（構造伝播
音）を別のセンサーで収録します。SQobold は伝達関数、
インパルス応答、コヒーレンスと連動させてトリガーをかけることも
可能です。

動画機能
USB ビデオカメラ（MJPEG フォーマット）を SQobold に直
づけ可能です。これにより例として測定の状況を撮影して画像
や動画データとして文書化が可能です。
動画は対応する測定と同期したかたちで再生されます。

GPS
位置の特定とドキュメンテーションに GPS 機能は極めて有用
です。 車速のような GPS 測位データが操作中に表示され、
録音データと一緒に保存され、例として分析用の制御チャンネ
ルとして利用できます。
GPS 測位データは ArtemiS SUITE でデコードすることができ
ます。これは例として グーグルアースマップ等による経路表示を
可能にします。
SQobold tools の録音データのマージ機能をを利用すると複
数のデバイスで録音した非同期のデータ同士を後から同期す
ることが可能です。録音データの頭出しを高精度でマージ可能
です。
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記載内容が変更となることがあります。

リアルタイム CAN FD データ

納品アイテム

PEAK-System Technik のアダプター PCAN-USB FD
を用いて SQobold は CAN FD、CAN、或いは OBD-2
(WWWH-OBD-2 を含む）データを受信します。

・SQobold (Code 3302)
モバイル 4 チャンネル録音再生システム
ベーシックバージョン

録音時はデータストリーム全体を保存します。ArtemiS
SUITE の Data Preparation Module (ASM 24) の
Decoder Project によりユーザーは CAN FD または
CAN データを分析等の為にデコードすることができます。

・電源アダプター 5V、15W、コアキシャル
5.5/2.1 mm

また、最大 4 つの任意のデータをデコード
しリアルタイムで同時に表示しトリガーとして
も用いることができます。CAN FD または
CAN データをデコードする為には対応する
DBC ファイルが必要になります。

・CSB VII.0 (Code 3350)
ケーブルパルス SMB⇔SMB
（BNC アダプター付）、15 cm
・CUSB III.1 (Code 5479-1)
ケーブル USB (type A) ⇔
USB (micro)、1 m

ドキュメンテーション

・HSC V.2 (Code 3332)
キャリイングケース

ドキュメンテーション機能を用いてコメント入
力をダイレクトに行うことができます。

・DPF (Code 9857)
ディスプレイ保護フィルム、透明

ドキュメンテーション機能のなかでも予め設
定されたテンプレートは特に便利な機能で
す。ArtemiS SUITE で作成し SQobold
に転送すれば後は簡単に記入できます。

・HEAD Tools CD（SQobold Tools、
SQobold シミュレーター）

SQobold ベーシックバージョン
・SQobold ベーシックバージョン
(Code 3302)
ー4 チャンネル測定
ーインターフェイス：
・ヘッドセット入力（2 チャンネル）
・2 x BNC アナログ入力
（アダプター CLB I.3 を用いると
4 x BNC 入力）
・1 x パルス入力
・GPS
・USB
ーバイノーラル録音
・ヘッドセット BHS II 接続
（オプショナル）
・ヘッドマイクロホン BHM III.3
（オプション）/ ダミーヘッドマイクロホン
HSU III.2（オプショナル）接続
・イコライゼーション：ID
（HSU III.2：ID / FF / DF）
・BHS II/ BHM / HSU のイコライ
ゼーションは SQobold から個別に
行うことができます。
ー分析（録音データ）時刻歴信号
ーバイノーラル再生

・2 チャンネル再生、チャンネルごとに調整
可能。
・BHS II を用いた再生イコライゼーション
LIN、FF、ID、DF
・ヘッドアコースティクス推奨ヘッドホンと
アダプター CLJ I を用いたイコライゼー
ション / レベル校正された再生：
HD IV.2 / HD IV.1（オプショナル）
ートリガー
・プリトリガー / ポストトリガー / マニュアル、
パルス、GPS、クロック / モード（ファース
ト、スロー）：振幅、L(lin)、L(A) /
スロープ：上昇、下降
ーGPS
・モード：ポータブル、静止、歩行者、
自動車、海上、飛行等
・GPS 測位値のリアルタイム表示
・録音データのタイムスタンプ（高精度）
・アクティブ GPS アンテナ (CGA) が必要。
（オプショナル：CGA I.0 / CGA I.1)

ーパルス
・単位：rpm / km/h / mph / Hz
ードキュメンテーション
・ドキュメンテーションテンプレート
・録音前 / 後のマニュアル編集
ー音圧レベル測定
・1 または 2 チャンネル測定
・A、C、Z (LA…、LC…、LZ…）
・時間重みづけによる瞬時音圧と最大
音圧レベル、単一値の騒音暴露レベル
・時間平均によるレベル vs 時間
（時間重み付けによる現在レベルと
等価騒音レベル）

ICP は PCB Group, Inc.の登録商標です。LEMO は LEMO SA の登録商標です。Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
Google 及び Google Earth は Google Inc.の登録商標です。
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記載内容が変更となることがあります。

SQobold オプショナルパッケージ
・SQobold パッケージ SQP 01
FFT オンライン分析（Code 3303）
ー1 または 2 チャンネル（追加レファレン
スチャンネル / システム分析）
ーリアルタイム分析
・FFT / オクターブ / 3rd オクターブ /
レベル vs 時間 / FFT vs 時間 /
時刻歴信号 / 明瞭度指数 vs 時間
/ 次数スペクトル / 次数スペクトル vs
時間
・FFT ベース：ラウドネス vs 時間 /
スペシフィックラウドネス / シャープネス
vs 時間
・システム分析：伝達関数 / インパルス
応答 / コヒーレンス
・FFT サイズ（1024、2048、4096、
8192、16384 サンプル）/ 窓関数
（ハニング / 矩形 / フラットトップ）/
周波数表示 / 周波数重み付け
(Z(lin)、A、C) / 次数解像度：0、1、
… 1次 / AI / 拡張 AI / 音場
（FF/DF) / 時刻歴信号録音（全アク
ティブチャンネルの平均化）/
A/V/D変換 (加速度、速度、変位）
・表示： dB または リニア (rms)
・平均化機能、結果をHDF形式で保存
可能。
ー公差スキーム（ArtemiS SUITE 公差
スキームエディターを使用）
ー再生アナライザー：録音データの分析
ーオンラインモニタリングまたはリアルタイム
フィルタリングによる再生：フィルター処
理または非処理信号の分析
・バンドストップ / バンドパス / パラメトリッ
クバンドパス
・品質 / 周波数 / アテニュエーション /
振幅の調節が可能
・SQobold パッケージ SQP 02
アドバンストレベルメーター
(Code 3304)
ー1 または 2 チャンネル測定
ーラウドネス (ISO 532-1、
DIN45631 / A1)、シャープネス
(DIN 45692) N、Nmax、N5、S、
Smax、S5 …
ー自由音場 / 拡散音場
ーオクターブスペクトル / 3rd オクターブ
スペクトル / FFT スペクトル
・パラレル周波数重みづけによる
平均スペクトル、最大スペクトル、
現在スペクトル（モニタリングのみ）
・インターバル調整が可能な
平均スペクトル vs 時間のパラレル計算
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ータクト最大メソッド / レベル vs 時間、
LAFT、LAFTeq、…。
ーパーセンタイル
・SQobold パッケージ SQP 03
ビデオ (Code 3305)
ーUSB ビデオカメラ (Code H0004)
接続 MJPEG 形式
・AVI 生成 / 2 チャンネルオーディオ
トラック
・オーディオ再生と並行してSQobold
再生
・ｽﾞｰﾑ機能
・最大 30 fps
・最大 1280 x 720 ピクセル
・SQobold パッケージ SQP 04
CAN BUS サポート（Code 3306)
ーCAN FD、CAN、OBD-2 データを
CAN FD アダプター PCAN-USB FD
で収録。
ーCAN FD データをリアルタイムでデコード、
表示

SQobold アクセサリー
（オプショナル）
・ハードウエア
ーバイノーラル録音再生
・BHS II (Code 3322)
録音再生バイノーラルヘッドセット
ーバイノーラル録音
・BHM III.3 (Code 1303)
ヘッドマイクロホン
・HSU III.2 (Code 1391)
ICP マイクロホン搭載の
ダミーヘッドマイクロホン
ーCGA I.0 (Code 9855)
アクティブ GPS プローブアンテナ
ーDPF-V1 (Code 9857-V1)
ディスプレイ保護フィルム、フロスト
ービデオカメラ（Code H0004)
(ヘッドアコースティクス製品）
解像度：HD 720; フレームレート：
30 fps; オートフォーカス 10 cm ～
10 m
ーPCAN-USB FD アダプター (Code
H0030) PEAK-System Technik
ーRC X.1 (Code 9850)(バージョンB）
リモコン
ーRC X.2 (Code 9851)
RC X.1 制御用ワイヤレスモジュール
ーCLB I.3 (Code 9848)
アダプター LEMO 14 ピン⇔ 2 x BNC、
メス、20 cm
[HSU III.2 / BHM III.3 等のバイノー
ラルセンサーやマイクロホン接続用]

記載内容が変更となることがあります。

ーCLB IV.1 (Code 9826)
ブレークアウトケーブル LEMO 14 ピン
⇔ 2 x BNC、40 cm
[アナログ出力]
CLJ I (Code 9858)
アダプター LEMO 14 ピン⇔ 3.5 mm
ジャックプラグ
[ヘッドホン接続用 HD IV.2 (Code
2481) / HD IV.1 (Code 2380)]
ーCLB I.2 (Code 9847)
アダプター LEMO 14 ピン⇔ 2 x BNC、
オス
[BNC を介したBHS II 録音]
ーSCA II.2 (Code 3345)
電源用カーアダプター
追加で、
CLO VII.9 (Code 3359)アダプター
SCA II.2 ⇔車載電源
または、
CXO I.1 (Code 5176)
XLR 4 ピン⇔ケーブルラグ (2 m) と
CLX III.xx (Code 3676-xx)、
XLR 4 ピン⇔ SCA II.2

・ソフトウエア
ーArtemiS SUITE (Code 5000ff)
音響振動分析用ソフトウエア
・Data Preparation モジュール
(Code 5024)、HEAD
Recorder を用いたフロントエンド
モードによる録音
・公差スキーム作成 / センサーライブ
ラリー (SENX)/ ベーシックフレーム
ワーク (Code 5000) を用いた
ドキュメンテーションテンプレート
・レポーティング、例：騒音レベルメー
ター測定結果、Basic Report
モジュール (Code 5002) 使用
・SQobold ビデオ（音声付）と
GPS データ（OpenStreetMap)
の同期再生、Advanced
Playback モジュール (Code
5011) を使用。

SQobold Tools /
SQobold Simulator
（製品に含まれます。）
・SQobold Tools
ーイコライゼーションフィルターと校正データ
を SQobold に転送
ーGPS 同期データと非同期データを
同期
ーGPS チャンネルのデコーディング
ーバーチャル設定を行った後に
SQobold に転送

技術データ
一般

BHS 入力

BNC 入力
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記載内容が変更となることがあります。

BNC 入力

パルス入力

BHS 出力 (BHS II ヘッドセット使用)

アナログ出力 (BHS インターフェイス)

USB クライアント (Micro USB)

USB ホスト
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記載内容が変更となることがあります。

