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データシート
UG CTIA SPTP-WB/SWB
(Code 60062)
CTIA 音声性能テストプラン
広帯域、スーパーワイドバンドへの拡張

概要
UG CTIA SPTP-WB/SWB は自動テスト
スイート CTIA SPTP-NB (Code
60060) 用ソフトウエア拡張オプションです。
CTIA 音声性能テストプランのバージョン
2.1.1 に規定した狭帯域 (NB) のすべての
音声品質テストを網羅しているテストスイート
にこの拡張オプションを加えることにより、広帯
域 (WB) 及びスーパーワイドバンド (SWB)
の LTE 端末の測定も併せて可能になります。
CTIA SPTP-NB と UG CTIA SPTPWB/SWB があれば LTE、GSM / UMTS、
CDMA 端末デバイスメーカーは自社の狭帯
域 / 広帯域 / スーパーワイドバンド製品が
CTIAの技術要件に適合するか否かをテスト
し確認することができます。

解説
CTIA は米国の無線通信の事業者団体
です。CTIA の音声性能テストプランはモ
バイル端末の電気音響性能テストを規定
しており、以下のテストをベースとしていま
す：
・3GPP TS 26.132 v14.1.0 (201706) (LTE、GSM / UMTS向け）
・3GPP2 C.S0056-A v1.0 (201303) (CDMA向け）
・ITU-T P.381 (2017-03)（アナログ
ヘッドセットインターフェイステスト）
UG CTIA-SPTP-WB/SWB は以下の
デバイスに対応しています：
・ハンドセット
・ハンドヘルドハンズフリー / スピーカーホン
・ヘッドセット
・ヘッドセット・インターフェイス
・リストタイプのウエアラブル（スマートウオッ
チ等）
CTIA 音声性能テストプランの最新バー
ジョンは2019年4月リリースの2.1.1 です。

音声品質を評価する為のメトリクスとして
下記が含まれています：
・ラウドネスレーティング
・ノイズ
・周波数特性
・遅延
・音声品質
・バックグラウンドノイズの影響
・歪
ヘッドアコースティクスは高度通信品質分
析ソフトウエア ACQUA の自動テストス
イート CTIA SPTP-NB としてこの狭帯域
テストを製品化しました。UG CTIASPTP WB/SWB (Code 60062) によ
りこのテストスイートが拡張され、広帯域
(WB) とスーパーワイドバンド (SWB) の
LTE 端末デバイステストも可能です。
テストスイートに含まれるテストは加工や拡
張し追加のテストや新たなテストシーケンス
が作成可能です。しかしながら、CTIA 音
声性能テストプランの適合テストは変更な
しで行わなければなりません。

ベース仕様バージョン

ACQUA バージョン

CTIA 音声性能テストプラン
バージョン 2.1.1（2019年4月）
広帯域、スーパーワイドバンド
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・簡単で便利な自動テストスイート
・CTIA 音声性能テストプランに広帯域及び
スーパーワイドバンドテストを追加
・詳細テストの為の加工や拡張が可能

アプリケーション
・CTIA 音声性能テストプランが規定する
LTE、GSM / UMTS、CDMA モバイル端
末の適合テスト、自動品質分析、開発、最
適化

測定ディスクリプターと自動測定シーケンスがデ
フォルト設定されたテストスイート CTIA
SPTP-NB と拡張オプション UG CTIA
SPTP-WB/SWB により素早く簡単にデータ
収集、分析、測定データの文書化が可能です。

データベース改訂と仕様バージョン
データベース改訂

主なフィーチャー

以降

記述内容が変更となる可能性があります。

UG CTIA SPTP-WB/SWB テストの SMD と要件
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記述内容が変更となる可能性があります。

一般要件
下記のソフトウエアとハードウエアのアイテム
はすべてのユースケースで必要となります。
一覧表を参照し個々のユースケースに対し
追加で必要となるソフトウエアとハードウエア
を確認ください。
ソフトウエア
・ACQUA (Code 6810等）
高度通信分析システム
・CTIA SPTP-NB
(Code 60060) CTIA 音声性能
テストプラン、狭帯域
ハードウエア
・labCORE (Code 7700)
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
ーcoreBUS (Code 7710)
I/O BUS メインボード
ーcoreOUT-Amp2 (Code 7720)
パワーアンプボード、送話方向

ーcoreIN-Mic4 (Code 7730)
マイクロホン入力ボード、受話方向
ーcoreIP (Code 7770) labCORE
I/O モジュール、VoIP レファレンス
ゲートウエイ
ーcoreIP-IMP (Code 7771)
labCORE VoIP 障害オプション
ーcoreIP-AMR (Code 7772)
labCORE VoIP AMR コーデック
オプション
・HEAD 測定システム（下記いずれか）
ーHMS II.3-33 (Code 1230.1)
ベーシックバージョン、3.3型 Pinna、
右疑似耳、疑似マウス
または、
ーHMS II.3-LN (Code 1230.3)
低ノイズバージョン、3.3型 Pinna、
右疑似耳、疑似マウス
（IEC 60318-4、低ノイズ、
広ダイナミクス）

・無線通信テスター
LTE / UMTS / GSM / CDMA対応
（ヘッドアコースティクスでは取り扱ってい
ません。）

オプション
・BT-Vol HHP IV (Code 1415)
HHP IV のテスト対象デバイスの
BluetoothⓇボリュームコントロール
・ACOPT 32 (Code 6859)
オプション
リアル音声によるダブルトーク分析
（ハンドセット、ハンドヘルドハンズフリー
デバイスのテストに便利です。）

納品アイテム
・UG CTIA SPTP-WB/SWB
(Code 60062)
ACQUAデータベースとして納入
・V2C ファイル
・PDFドキュメンテーション
1)
2)

UG CTIA SPTP-WB/SWB を用いたハンドセット
テストの為のテストシステム例です。テスト対象デバイ
スはハンドヘルドハンズフリーモードの広帯域スマート
フォンです。
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無線通信テスターが 電話機との無線接続を確立
すると HMS II.3（または低ノイズバージョン HMS
II.3-LN）がユーザーをシミュレーションします。

記述内容が変更となる可能性があります。

ハンドヘルドハンズフリーテストはバックグラウンドノイズシミュレー
ションの為にHAE-BGN か 3PASS lab のいずれかを使用す
ることができます。3PASS lab が推奨です。
代替としてHHP III.1 (Code 1403) を使用できます。

バックグラウンドノイズは 3PASS lab1 でシミュレー
ションします。
labCORE とACQUA が信号を生成、送信、受信
し、高精度で同期されたバックグラウンドノイズの再生
に自動でトリガーをかけます。

