スマートホーム・テスト
優れた測定技術をお知り頂く為に。
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テスト・ソリューションの内容：
3PASS flex及び3PASS labは高性能
バックグラウンドノイズ・シミュレーション・システムです。
スマートスピーカーやその他のスマートホームデバイス
のテストに重要不可欠なリアルな環境下での性能
評価を可能にします。3PASS reverbは部屋の
反響を高精度にシミュレーションする為の新しい
オプションです。

VoCAS (Voice Control Analysis System)は
スマートスピーカーやその他のスマートホームデバイスを
リアルな環境でかつ再現性を伴ったテスト条件で
客観的かつ簡単に品質評価する為のターンキー・
ソリューションです。

分析ソフトウエアACQUAは音声・オーディオ品質
テストと最適化を行う為の高度なツールです。
スマートスピーカーのようなスマートホームデバイスの
音声通信テスト用に周波数特性、ラウドネス・レー
ティング、歪等、すべての重要な測定内容が含まれ
ています。
バックグラウンドノイズ環境下での音声品質のテスト
に必要な3QUESTやスマートホームデバイスのエコー
性能テストに必要なEQUESTも拡張モジュール
がご利用可能です。

HQS-SmartHome
スマートスピーカーのテストの為の
ヘッドアコースティクスの品質標準規格
14ページ

HQS-SmartHomeは音声操作によるスマート
スピーカーやその他のスマートホームデバイスの通信
品質評価用に特にカスタマイズされています。
分析ソフトウエア ACQUA に実装して利用する
データベースとして製品化されています。
主なフィーチャー：
・指向性測定
・エコーキャンセリング性能テスト
・ダブルトーク時の性能テスト

HQS-AudioBasic
スピーカーテストの為の
ヘッドアコースティクスの品質標準規格
17ページ

HQS-AudioBasicはスマートスピーカーのような
スピーカーの電気音響パラメターを分析ソフトウエア
ACQUAでテスト・分析する為のデータベースとして
製品化されました。
主なフィーチャー：
・指向性テスト
・Thiele/Smallパラメター分析
・Relative Approach分析

ACQUAシステム構成例

VoCAS システム構成例

スマートホームデバイスのスマートなテスト方法：
自動テストと重要ファクターを考慮した現実環境のシミュレーション

音声で操作・制御するスマートホームやIoT
デバイスには様々な機能が搭載されています。
例えば、様々な機能のコントロール、音声や
映像の再生、電話会議機能のコントロールを
音声で行うことが想定されます。宅内でデバイス
が置かれる場所は様々で、話者とデバイスの間
の距離も様々です。さらに、話者は部屋の中を
動き回るかも知れませんし、複数の話者がいて
発話が妨害されるかも知れません。様々な
バックグラウンドノイズや反響でシステムの性能が
劣化することもあり得ます。音声認識モードでは
システムが音声認識機能を起動した話者にだ
けフォーカスして他の話者には反応しないように
する必要がありますし、音声通話モードではすべ
ての話者の音声信号が伝達されるべきです。
スマートホームデバイスはアプリケーションやその
場の環境に応じて信号処理能力を適応させな
ければなりません。以上をまとめるとテストを行う
うえで考慮すべきことは次の３つです：
・異なる動作モード（アプリケーション）
・異なる環境条件
・異なるユーザー期待値

実験室の設定

スマートホームのテスト・スイート

デバイスが利用されるシナリオや場所や状況は
千差万別である為、現実的でかつ再現性を
備えたテスト・システムを構成することが必要に
なります。ヘッドアコースティクスが選択した最も
効果的な方法は実験室に居ながらにしてユー
ザーの実際の使用環境を再現することです。
その為に必要となるのは：

部屋とバックグラウンドノイズのシミュレーション
はスマートホームやIoT環境にかかわるすべて
の音声・オーディオ・アプリケーションのテストに
用いられる基本的要件です：

・リアルなバックグラウンドノイズ・シミュレーション。
予め録音したバックグラウンドノイズ・シナリオ
を用いるのが理想です。
・複数の異なる部屋の様々な位置で収録し
た部屋の反響と反射パターンをリアルに再現
できること。
・音響を再現する部屋が複数異なっても再現
性に優れていること。
ヘッドアコースティクスのテスト・ソリューションに
はETSI標準規格TS 103 224（6ページ
参照）で規定されているバックグラウンドノイ
ズ・シミュレーション・ソフトウエア3PASS labと
3PASS flexがあります。
反響シミュレーション 3PASS reverbは
ESTI TS 103 557で規定されており、使用
するハードウエアは3PASS labや
3PASS flexと同じです。

・音声認識テスト
・音声通話テスト
・オーディオ品質テスト
動き回る話者、動き回るリスナー、妨害する
話者、複数話者のシナリオはすべてのアプリ
ケーション用にシミュレーション可能です。1台
以上のHATS（測定ダミーヘッド）、ターン
テーブルHRT I及び必要なテスト・スイートで
テストシステムを構築すると実験室に居ながら
にして様々な使用条件をシミュレーションする
ことが可能になります：
・ACQUA：テスト標準規格のデータベースを
用いてすべての通信・オーディオテストが可能
なソフトウエア（→10ページ）
・HQS-SmartHome （→14ページ）
・HQS-AudioBasic （17ページ）
・VoCAS：すべてのタイプの音声認識テスト
（→8ページ）

3PASS lab (Code 6990)
3PASS flex (Code 6995)
音響シナリオの３次元再生

概要
3PASS lab / 3PASS flex は様々なテストルームや
車室内における実際のバックグラウンド・ノイズ・シナリオ
を保存・再現できる再生・録音システムです。
3PASS labは３次元アプローチにより、最新のスマー
トホンによく用いられている複雑なノイズ低減アルゴリズ
ムの評価に最適です。3PASS labはETSI標準規格
TS 103 224に適合しており、この標準が指定する
ノイズ・データベースが含まれています。
3PASS flexは複数のマイクロホンが搭載された車載
ハンズフリーシステムのテストに必要なマルチ・ポイントの
ノイズ・シミュレーション(MPNS)に最適です。3PASS
flexはITU-Tの標準規格P.1100 / P.1110 /
P.1120 (Annex F)及びP.1140 (Annex B)に
適合しています。
3PASS lab / 3PASS flex はWindows®ソフトウ
エアであり、フロントエンドlabBGNやヘッドアコースティ
クスの他のコンポーネンツと組合せて使用します。

HMS ll.3、MSA l、8スピーカーを用いた無響室における 3PASS lab テスト・システム

解説
3PASS labはバックグラウンド・ノイズの空間
特性の保存と再生を可能にします。複雑な
バックグラウンド・ノイズ低減アルゴリズムの
開発の為に重要な役割を果たします。特に
複数のマイクロホンを搭載した最新のスマート
ホンの性能評価を実使用環境を考慮に入れ
て行うことは重要です。
3PASS flexはフレキシブル・マイクロホンや
スピーカー・アレイを用いたマルチ・ポイントのノイ
ズ・シミュレーション(MPNS)が必要な現実の
環境下でマルチマイクロホンシステムやマイクロ
ホン・アレイやビームフォーミング・マイクロホンを
テストするのに最適です。
車載ハンズフリーシステムやIn-Car通信
(ICC)システムからテレビ、電話会議システム、
IoTデバイス、ホームオートメーションシステムま
でますます多くのアプリケーションでマルチ・マイク
ロホン・ソリューションが採用されるようになって
きました。そうしたシステムのテスト・ソリューショ
ンとして3PASS flexは理想的です。
3PASSlabも3PASSflexも自動デジタル・
システム・イコライゼーションが可能です。
（「フィーチャー」の記述ご参照。）
従来システムのHAE-BGNやHAE-Carを
お持ちでlabBGNをご利用のユーザーは
新たにフロントエンドを追加することなく簡単
に3PASS lab / 3PASS flexへのアップグレ
ードが可能です。（「オプション」の記述をご
参照。）

システムを構成する主なコンポーネンツ：
・3PASS labソフトウエア（実験室用）
或いは3PASS flex（車室内用等）
・測定フロントエンドlabBGN（バックグラウンド・
ノイズ再生及びマイク接続用）
・マイクロホン・アレイMSA l 及びHMS II.3
（3PASS labを用いた録音及びシステム・
イコライゼーション用）
・フレキシブル・マイクロホン・アレイと
SQuadriga II（3PASS flexを用いた
録音及びシステム・イコライゼーション用）
8スピーカー・セットアップ（3PASS lab用）
或いはフレキシブル・スピーカー・システム
（3PASS flex用）、アンプ及びケーブルを
用いるとシステムが完成します。

フィーチャー
・3PASS lab：3つのケース（ハンドセット、
ハンズフリー、デスクトップ・ハンズフリー）特に、
HMSとHHPを用いるユースケースに最適です。
・3PASS flex：マイクロホン及びスピーカーの
数量と搭載場所は自由に選択可。
・labBGNを介して自動デジタル・システム
イコライゼーションが可能。
・3PASSlabの場合はHMS II.3 と MSA Iと
組合わせ、3PASS flexの場合はフレキシブル・
マイクロホン・アレイとSQuadriga IIを組合わせ
ます。
・ETSI TS 103 224に規定されたノイズ・データ
ベースを含む（上記3つのユースケース用）
・使い勝手のよさ

アプリケーション
・3PASS lab：TS 103 224で規定される
空間の一点における端末テストの為の音場
再現。
・3PASS flex：空間の多地点での端末テスト
の為の音場再現。（ITU-TのP.1100 /
P.1110/ P.1120のAnnex F と P.1140
Annex Bで規定されるMPNS）

納品アイテム
3PASS lab (Code 6990) /
3PASS flex (Code 6995)
は下記のコンポーネンツで構成されます：
-

セットアップDVD 3PASS lab / 3PASS flex
ETSI TS 103 224が規定するノイズ・データ
ベース
・ドングル (USB)

ｼｽﾃﾑ要件
3PASSlab及び3PASSflex いずれにも必要：
・PC：マルチコア・プロセッサー搭載、1.6 GHz以上、
4GB RAM、40GBの空きﾃﾞｨｽｸ容量、
4 x USBﾎﾟｰﾄ（ﾄﾞﾝｸﾞﾙ用、CUU l用、
labBGN用、SQuadriga II用）、
Microsoft®Windows®7 Professional、
Windows®8/8.1 Pro、Windows® 10 Pro
（英語或いはドイツ語バージョン、
全てのサービスパックが最新であること。）
・labBGN (Code 6486)：
ACQUAlab (8+2 チャンネル）バックグラウンド
ノイズ・フロントエンド

バックグラウンドノイズ・フロントエンド labBGN

3PASS lab用に追加で必要なアイテム：
・HMS ll.3-33 （Code 1230.1）：
ダミーヘッド測定システム、外耳道カプラー、
Pinnaタイプ3.3、疑似マウス搭載の
ベーシック・バージョン
※ハンドセットのユースケースのみに必要。
代わりにB&K HATS を使用する場合は
取付用アダプター MA MSA l が必要と
なります。）
・MSA l (Code 6487)：
ETSI TS 103 224が規定する 8チャンネル
マイクロホン・サラウンド・アレイ

HMS II.3 に搭載したマイクロホン・サラウンド・アレイ MSA I

・2 x 4 チャンネル・パワーアンプ
・8 スピーカー
・2 x CSO l.0 (Code 9822)：
スピーカーケーブル一式
3PASS flex用に追加で必要なアイテム：
・SQuadriga II (Code 3320)：
モバイル録音･再生システム、
車載用アダプターSCA II.2 (Code 3345)、
HEADlabアダプターCLD VII.6 (Code 3356)、
HEADlinkケーブルCLL X.xx
(Code 3780-xx)。
※MSA I もご利用頂けます。詳細については
別途お問い合わせ下さい。
・スピーカーとマイクロホンのフレキシブル・アレイ
（含：パワーアンプ、ケーブル一式）

DUTのマイクロホン入力ポイントで録音したバックグラウンドノイズの再現精度
濃い赤：オリジナル信号 – レファレンス・ルームにて複数台のスピーカーで再生した車室内ノイズ、
他の色：反響時間がそれぞれ異なる4 つの部屋で自動イコライゼーションを実施した上でのテスト結果

3PASS lab のシステム構成例

関連製品
・ACQUA 通信分析ｼｽﾃﾑ
下記の2種類のいずれかひとつ（バージョン 4.0.62 以降）
-フル・ライセンス版 (Code 6810)
-Compact System (Code 6810.xx）
※ACQUA用にもう一台別のPCが必要になります。
・labCORE (Code 7700)：
- coreBUS (Code 7700)
- coreOUT-Amp2 (Code 7720)
- coreIN-MIC4 (Code 7730)
- coreBEQ (Code 7740)
・HHP IV (Code 1406)：HMS II用ﾓｰﾀｰ駆動の
ハンドセット・ポジショナーMotoMount 6軸バージョン
或いは、
・HHP lll.1 (Code 1403)：HMS ll.3用ハンドセット
ポジショナー、VariMount バージョン

ACQUA、3PASS lab、HSM II.3、labCORE、labBGN、8 スピーカー、
パワーアンプを用いたハンズフリー電話用のシステム構成

アクセサリー
・MA MSA l (Code 6488) : B&K HATS用
MSA l 搭載アダプター
・HD lV.1 (Code 2380)：ダイナミック・ヘッドホン
・HMT III (Code 1961) ：HMS用高さ調整可能なトライポッド
（ハンズフリーのユースケース用）

3PASS flex のシステム構成例

・SB MSA l (Code 6489) ：MSA l スタンドベース
（デスクトップ・ハンズフリー・イコライゼーション用）
・CUU l (Code 6085) ：アダプターUSB <>USB
3PASSリモートコントロール用（ACQUA PC<>3PA
SS PC接続）
・RMB lV.3 (Code 9852)：labBGN用19”ラックマウント・
ブラケット（2個）
・RC X.1-V2 (Code 9850-V2)：SQuadriga II用
リモートコントロール
・RC X.2 (Code 9851)：RC X.1-V2の無線操作用
ワイヤレス・モジュール
オプション
・UG HAE-BGN -> 3PASS lab (Code 6991)：
アップグレード HAE-BGN -> 3PASS lab
（HAE-BGN バージョン 2.1現在）
・UG HAE-car -> 3PASS flex (Code 6992)：
アップグレード HAE-car -> 3PASS flex
（HAE-car バージョン 2.1現在）

ACQUA、3PASS flex、HSM II.3、labCORE、labBGN、SQuadriga II、
6 マイクロホン、8 スピーカー、1 サブウーファー、パワーアンプを用いた
車室内測定のシステム構成

・UG-3PASS lab -> 3PASS flex (Code 6993)：
アップグレード 3PASS lab -> 3PASS flex
（3PASS バージョン 2.0現在）
・UG 3PASS flex -> 3PASS lab (Code 6994)：
アップグレード 3PASS flex -> 3PASS lab
（3PASS バージョン 2.0現在）

VoCAS (Code 6985)

概要
自動音声認識 (ASR) システムは電話の自動応対、
車載マルチメディア・システム、或いはモバイルホン、
タブレット、ラップトップ、テレビ、或いはスマートスピー
カーのような IoTデバイス等の端末の制御等、様々
な場面で利用されています。

音声認識分析システム

自動音声認識 (ASR) システムの性能は主に次の
要素に依存します：
・バックグラウンド・ノイズ
・様々な話者
・様々な言語
その為、多くのバリエーションを用いてテストする必要が
ありますし、テストするときの条件は再現性がなければ
なりません。

VoCAS のテスト・シーケンスの設定例。現実的で再現性のあるテスト環境で音声認識システムの品質評価を客観的
かつ迅速に行うことができる効率的かつ柔軟なソフトウエアです。

概略
VoCASは自動音声認識 (ASR) システムの
品質評価を再現性のある環境で行います。
下記の機能備えています。
・再現性を伴ったテスト・シーケンスの実行
・オーディオ・ファイルのデータベースの準備
-内蔵レコーダーでデータを収録
-インポート・ウィザードで既存ファイルを
簡単インポート
-オーディオデータに属性入力メタデータをに
統合
・テスト・シーケンスの柔軟設定：
－テンプレートの設定
－バリエーションの為のパラメター設定
（例：複数のバックグラウンドノイズ）
テスト・シーケンスのパラメター設定で下記の
変数を設定できます。
・再生の設定
－MRP（マウス基準ポイント）における
音圧レベル
－ロンバード効果（例：ITU-T P.1100）
・バックグラウンドノイズの設定
－ノイズ信号（3PASS flex、3PASS lab
で設定）
－ノイズ・レベル
・メタデータの値変更し異なるオーディオデータ
を出力
－例：「目的地」に対し、
「パリ・エッフェル塔」、「ケルン空港」

・ヘッドアコースティクス製品のエコ・システム
への統合：
-labCORE或いはMFE VI.1
（マウスイコライゼーション、再生、モニタ
リングを含む。）
-3PASS lab、3PASS flex、HAE-BGN
或いはHAE-carのリモート制御
アプリケーション
・柔軟、客観的かつ再現性を伴った自動
音声認識 (ASR) システムの性能評価
・自動音声認識 (ASR) システムやASR
ソフトウエア・バージョンのベンチマーキング
フィーチャー
音源のデータベース：
・ファイル名/フォルダー構造による自動タグ
付け、HDF Header の情報、或いは
スクリプトを用いた *.dat、*.wav、
*.raw、*.mp3等のオーディオ・ファイル
のインポートアシスト機能。

自動音声認識 (ASR) システムの品質を現実的で
かつ再現性のある条件で評価する為の柔軟かつ
効率的なツールへのニーズに応え、ヘッドアコースティク
スは音声制御分析システム(VoCAS) を開発しまし
た。
ハードウエア・フィーチャー：
・labCORE或いはMFE VI.1の制御
含：マウス・イコライゼーション、再生、モニタリング
・3PASS lab、3PASS flex、HAE-BGN、
或いは HAE-carのリモート制御
テスト・シーケンス・フィーチャー：
・音圧レベルとロンバード効果の再生条件の設定
・環境ノイズのタイプや音圧レベルの条件設定
・変数部分にプレースホルダーを用いたテスト・
シーケンスの自動変更
・テストを更に自動化する為の簡易APIを
伴った Python スクリプト
・再現性のあるシーケンス再生
・テスト結果分析、プレゼンテーション作成、
MicrosoftⓇExcelへのエクスポート

・手動によるタグ付けも可能
・属性のコラムや入力値にタグ付けした
オーディオファイルのを伴った一覧表
・インポート或いは収録したオーディオ・ファイル
の処理（レベル調整 RMS、或いは ASL、
トリミング、分割、FIR/IIRフィルター処理）
・SQLiteデータベールへのファイル保存
標準納入アイテム
VoCAS (Code 6985)は下記のアイテムで
構成されています：
・セットアップ DVD、含：デモ・プロジェクトと
デモ・オーディオ・データベース
・ドングル (USB)

システム要件
VoCASをｲﾝｽﾄｰﾙするPC（納品アイテムには含まれて
いません）はWindows®7 Professional、Windows®
8/8.1 Pro、或いはWindows®10 Pro（英語或いは
ドイツ語バージョンでかつサービスパックが最新であること）
のMicrosoft®のOS仕様要件を満たしている必要があり
ます。

VoCASテストシステム構成例

ハードウエア
ダミーヘッド測定システム(HMS)による信号再生と疑似耳
マイクを用いた測定対象デバイスのバイノーラル・データ収集
に必要なアイテム：
・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。必要なモジュール：
-coreBUS (Code 7710)、I/O BUSメイン基板
-coreOUT-Amp2 (Code 7720)、出力モジュール、
パワーアンプ(2チャンネル)
-coreIN-Mic4 (Code 7730)、入力モジュール、
マイクロホン (4チャンネル)
・或いは、MFE VI.1 (Code 6462) アナログUSB測定
フロントエンド
・HMS II.3-33/-34 (Code 1230.1/2)
或いはHMS II.6 (Code 1389)、疑似耳搭載の
ダミーヘッド測定システム
車載音声認識システム向けにVoCAS、3PASS flex、labCORE、labBGNで
テスト・システムを構成

音圧レベル測定及びマウス・イコライゼーション用に、
・レファレンス・マイクロホンが必要になります。
リアルな環境音シナリオのシミュレーションには測定対象
デバイスにより下記いずれかのバックグラウンドノイズ・
シミュレーション・システムが必要です：
-3PASS lab (Code 6990)：マイク位置を固定
してテスト（例：モバイルホン）必要なシステム・
コンポーネンツが含まれます。（データシート参照）
-3PASS flex (Code 6995)：マルチ・マイクロホン・
システム、マイクロホン・アレイ、ビームフォーミング・
マイクロホンのテスト用。必要なシステム・コンポーネンツ
が含まれます。（データシート参照）
-HAE-BGN (Code 6970)：実験室での環境音の
シミュレーション用に自動でイコライゼーションを行い
ます。必要なシステム・コンポーネンツが含まれます。
（データシート参照）
-HAE-car (Code 6971)：車室内の環境音の
シミュレーション用に自動でイコライゼーションを行い
ます。必要なコンポーネンツが含まれます。
（データシート参照）
-リモートコントロール CUU I ： TCP/IP或いは
USB アダプターを介して制御します。

モバイルホンやスマートスピーカー等のIoTデバイス向けに
VoCAS、3PASS flex、labCORE、labBGNで
音声認識テスト・システムを構成

同一PC上で3PASS lab、3PASS flex と
ACQUA或いはVoCASを同時に使用
する為の最低要件は：

・プロセッサー：Quad-Core Processor
（2017以降）3 GHz以上
（例：Intel Xeon E5、Intel i5
或いはIntel i7）
・RAM：8 GB以上
・ドライブ：最適性能の為 SSD ドライブを
推奨します。
・ディスク・スペース：40 GB以上

ACQUA
(Code 6810)

概要
ACQUAは音声・オーディオ品質評価・測定の為の
ソフトウエアです。 192 kHz までの音響及び電気
伝送経路診断の為の多チャンネル分析機能が含ま
れています。測定条件を予め設定、或いは変更し、
データベースに反映させるだけで測定データの収集と
分析を素早く簡単に行うことができます。すべてのテレ
コム関連の分析はETSI、ITU、TIA、3GP、GCF、
PTCRB、GSMA、CTIA等の国際標準規格に適合
しています。

高度通信品質分析

ACQUA には多チャンネル Signal Generator と
多チャンネルアナライザーが含まれます。多チャンネル・
ハードウエア・プラットフォーム labCOREと組み合わせ
ると、様々なコンポーネンツ、端末完成品、伝送ネット
ワークをデジタル入出力を完全に同期させた状態で
分析可能です。
豊富なACQUAオプション（ACOPT）を用いて、
様々なアプリケーションに合わせて、周波数特性、
心理音響分析、音声品質分析等、ソフトウエアを
カスタマイズすることができます。

labCOREハードウエア・プラットフォームと組み合わせることにより、ACQUAは様々な
コンポーネンツ、端末完成品、伝送ネットワークの分析を行うことができます。

解説
ACQUA はVoLTE、UMTS、DECT、
BluetoothⓇ、ハンズフリー（モバイル、
オフィス、車載）、ヘッドセット、緊急通報、
In-Car通信等、様々なシナリオの音響
及びネットワーク・アクセスを測定・分析する
為の拡張性あるシステムソリューションです。
測定シーケンスの作成、変更、実行及び
測定データの時間領域・周波数領域での
測定データの分析、レポート作成、記録
保存が可能です。
ACQUA はユーザー独自の標準規格や
国ごとの或いは国際的なテレコム団体の
標準規格に則ったテストを行うことができます。
これらの標準規格はACQUAに実装する為
のデータベースとして製品化されています。
データベースは Single Measurement
Descriptors (SMD’s) により構成されて
います。SMD’s は測定シーケンスを構成し
時間・周波数領域でのデータ収集方法と
データ分析方法を定義づけています。
Measurement Descriptors の設定は
見易く分かり易く表示されます。ユーザーは
Measurement Descriptors を変更したり
逆に、変更できないように保護することも可能
です。

ハードウエア構成は大変分かり易く、
ACQUA ～ フロントエンド（例：lab
CORE）～ ダミーヘッド測定システム
～ 他社の機器 ～ 測定対象デバイス
までの測定の全体の流れを形成してい
ます。
ACQUA には使い勝手のいいレポート
作成機能が含まれます。例として、複数
の測定対象デバイス間の A/B比較、
ベンチマーキング、品質パイチャート等の
ドキュメンテーション機能があります。
MicrosoftⓇOffice（或いは、Open
Office、Libre Office）によるレポート
編集が可能です。
データベースはローカルのSQLサーバーや
ネットワークSQLサーバーにインストール
され、すべての測定シーケンス、測定結果、
レポートの自動記録保存が可能です。
自動化や、優れた使い勝手により、複雑
なテストでも人の介在の必要性を最小限
に抑えてテスト時間の短縮化を実現して
います。

納品アイテム
ACQUA “フル・ライセンス版” (Code 6810)
には下記の納品アイテムが含まれています。
・ACQUAセットアップ媒体（ダウンロード或いは
DVD）
・ローカル・ドングル（USBポートに挿入）
・一年間の無償ソフトウエア保守 & アップデート
（2年目以降は毎年有償で更新可）
ACQUA “Workplace” バージョン (Code
6830) には信号解析の為のACQUA オプション
ACOPT 02 が含まれます。ご要望があれば
オプションとして、有償でローカル・ドングルを
ネットワーク・ドングルに変更することも可能です。
ACQUA Compact System (Code 6860）
は Compact ソフトウエアと labCORE メイン・
ハードウエア・プラットフォーム (Code 7700)の
セットです。

フィーチャー
・時間領域分析：音圧レベル、Level vs Time、
遅延等
・周波数領域分析：伝達関数、ラウドネス・
レーティング、エコーロス、歪、バックグラウンドノイズ、
帯域外信号等
・データベースによるテスト・シーケンス及び
フロントエンドの設定とコントロール
・様々な国際標準規格（含：法令による必須アイ
テム）に準拠し、予め設定を行うことにより素早く、
自動かつガイダンス付で測定が可能。
・如何なる疑似マウスでもデジタルでリアル・タイムの
イコライゼーションが可能。
・個別デフォルト設定が可能

ACQUAlyzer画面

・Measurement Descriptorの変更可能

アプリケーション

製品バージョン

・自動測定シーケンス

・音声・オーディオ品質・テストと最適化
（アルゴリズム、デバイス、システム）

ACQUA フル・ライセンス版 (Code 6810)
フル・フィーチャー・バージョン
（フィーチャーリスト参照）

・公差スキームの作成と自動合否判定
・デジタル・インターフェイスにより如何なる信号の録音
も可能（フルライセンス版とコンパクトシステム
のみ）
・非線形非定常システムに特に重要となる
測定対象デバイスの聴感評価
・分析をサポートするリアルタイム音響再生
（ヘッドホンを使用）
・測定シーケンスと測定結果のSQLデータ
ベースへの記録保存によりデータの信頼性
と再現性を確保。
・測定システムの校正（例：dBV、dBPa）
・すべてのテレコム関連の測定メソッドが利用可能で
す。ACQUAに実装されている分析メソッドが準拠
している規格には例として下記の規格があります：
-ITU-T G.122 / P.64 / P.79 / P.340 /
P.502 (Appendix III) / O.131 / O.132
-IEEE 269
・オプションとして、さらに下記のメソッドが利用
可能です：
-3QUEST (ETSI EG 202 396-3、
TS 103 106、TS 103 281 (Model A))
-EQUEST
-TOSQA
-PESQ (ITU-T P.862)
-POLQA (ITU-T P.863)
-Relative Approach
-GCF / PTCRB
-SNRi & TNLR (ITU-T G.160)
-3GPP TS 26.132 (ANR-Tests、
リアル音声信号によるダブルトークテスト）
-音声伝達指標（STITEL、STIPA、RASTI）
-SII (音声明瞭度指標）

・適合テスト
・品質管理
・研究開発
測定信号
Measurement Descriptorsが用いる
測定信号には下記が含まれます。
（標準規格により異なります。）
・正弦波
・サイン・ステップト・スイープ
・マルチサイン
・疑似ノイズ
・人工音声 (P.50)

ACQUA Workplace (Code 6830)
事後解析、測定準備、レポート作成用。
測定には対応していません。すべてのSMD
タイプは通常ACOPT 追加が必要となるもの
でも作成、表示、編集ができます。
オプションとして、ACQUA Workplace を
フル・ライセンス版にアップグレードすることも
可能です。その場合”UG ACQUA
Workplace” (Code 6862)が必要となり
ます。
・主なアプリケーション：
-Measurement Descriptorsを作成
する為の専用システム
-事後解析、レポート作成、測定データ評価
の為のシステム（測定室の開放が可能）
-カスタマーとサプライヤー間の検証用、
特に測定はせずにテスト結果の検証のみ
に特化したいカスタマー向け。

・ピンクノイズ、ホワイトノイズ、ホスノイズ
・プログラム・シミュレーティング・オイズ

ACQUA Compact (Code 6860)

・M系列 (MLS)

ACQUA Compact ソフトウエア、labCORE
メイン・ハードウエア・プラットフォームを含みます。
さらに、labCOREハードウエア・モジュール及び
ACQUAデータベースをアプリケーション、ニーズ
に合わせ追加可能です。

・音声信号
・ITU-T 勧告P.501により規定される
テスト信号（例：コンポジットソース
信号 (CSS)
・如何なるテスト信号も作成・編集可
・テスト信号のインポート可

ネットワーク・ライセンス
ACQUA Workplace 及び殆どの ACQUA
オプション（ACOPT）のネットワーク・ライセンス
が利用可能です。既に保有のローカル・ライセンス
はネットワーク・ライセンスにアップグレード可能です。
ACQUA フルライセンス、ACQOA Compact、
すべてのACQUA データベース、ACOPT の一部
はローカル・ライセンスのみ利用可能です。
システム要件
ACQUA をインストールする PC は下記の最低
仕様要件を満たしている必要があります：
・Core i5
ACQUA上の画面：ハードウエア構成とフロントエンドの接続状態

・4 GB RAM 以上
・NTFS ファイル・システム
・コンポーネンツすべてのインストールに必要な
ハードディスクの空き容量：1.5 GB
・ACQUA データベース用に必要なハードディスク
の空き容量はデータベースの数量とサイズにより
異なります。
・USB ポートの空きが最低 2 つ必要
（3 つ以上を推奨）
・MicrosoftⓇWindowsⓇ7 Professional /
Ultimate、WindowsⓇ8/8.1 Pro、
WindowsⓇ10 Pro、英語或いはドイツ語
バージョン、サービスパックはすべて最新である
必要があります。

ACQUA上の画面：Quick Start メニューのユーザー・インターフェイス

・MicrosoftⓇOffice（2007以降）、英語
或いはドイツ語バージョン、すべての最新サービス
パック、※OEMバージョン”MicrosoftⓇOffice
Starter”は COMインターフェイスに対応して
いない為 ACQUAには適していません。
-代わりに Open Office、Libre Office も
ご利用頂けます。
オプション
様々な ACOPT を活用頂きアプリケーションに
合わせて個別にカスタマイズ可能です。利用可能
なオプションの詳細についてはデータシート参照を
参照ください。
アクセサリー
測定ニーズにより、データ収集と測定用に
labCOREモジュール或いは測定フロントエンド
（MFE’s）を組み合わせる必要があります。
さらに、テスト標準規格、ダミーヘッド測定
システム、ハンドセット・ポジショナー、その他の
コンポーネンツが必要になります。

ACQUA上の画面：測定データベース

フィーチャー一覧表
ACQUA の 3 つのバージョン；フル・ライセンス版（Code 6810）、Workplace (Code 6830 & 6830N）、Compact (Code 6860）の
フィーチャー及び対応する ACOPT の一覧。 ACOPT ごとのネットワーク・ライセンスの対応状況も確認頂けます。

１）時刻歴データの記録保存が可能な SMD タイプ：Time Response、3QUEST、EQUEST、MOS (TOSQA、PESQ、POLQA）
２）変換可能なフォーマット：ASCIII、Wave、MS Excel (*.xls)、Matlab、PCMからの、或いはこれらのフォーマットへの変換が可能です。
３）Microsoft Word、Open Office、Libre Office のいずれかが必要です。
４）Automated Double Talk (ITU-T P.502 Appendix III)、絶対値分析、相関と伝達関数、遅延（2 Frequency メソッド、相互相関）、歪（Noise [ITU-T O.131、IEEE 269-2010]、
Sinusoidal、Fast Sinusoidal）、エコーロス、周波数特性、音圧レベル、Level vs Time、ラウドネス・レーティング、ノイズ、帯域外ノイズ、ファイル再生、反射ロスと縦方向変換ロス、スクリプト、
側音マスキング・レーティング、テキスト（Info）、タイム・ディスタンス、時間応答、音圧レベル変動、ラウドネス・レーティング変動
５）3QUEST、EQUEST、PESQ、POLQA、SNRI、Speech-based Double Talk、TOSQAにはそれぞれ ACOPT 21、29、16、30、28、32、10が追加で必要となります。
Automated Double Talk には ACOPT の追加は必要ありません。

HQS-SmartHome
(Code 60054)

概要

ヘッドアコースティクスの
スマートホームデバイス向け品質標準規格

ヘッドアコースティクスの品質標準規格 HQS-Smart
Home は音声で操作するスマートホームデバイスの
通信品質テスト用に特にカスタマイズされています。
HQS-SmartHome の主なフィーチャー：
・エコーキャンセル性能テスト
・ダブルトーク性能テスト
・指向性測定
・バックグラウンドノイズ環境下の音声及び伝送品質
テスト
・反響シミュレーションを伴う音声及び伝送品質テスト
話者が一人の場合と複数の場合の測定が可能です。
分析ソフトウエア ACQUAはオーディオ信号の録音
データを処理・分析し、レポートを生成します。
ヘッドアコースティクスは測定用のハードウエアとソフト
ウエア一式を提供します。

複数話者向け測定システム

解説

測定プロジェクト

ソフトウエア一般要件

HQS-SmartHome は音声で操作する
スマートホームデバイスの通信品質の測定を
行います。測定はこのアプリケーション向けに
カスタマイズされており、ヘッドアコースティクス
のターンテーブル HRT I を用いた指向性
測定や日常の様々なシーンを考慮したバック
グラウンドノイズや環境シミュレーションが含ま
れます。分析ソフトウエア ACQUA は測定
結果を自動で処理、計算、分析し、結果を
分かり易く表示します。

単独話者のケース
単独話者向けの測定には HATS を 1 台
使用します。測定は送話方向と受話方向に
疑似信号やリアル音声信号を出力して行い
ます。音声品質はバックグラウンドノイズや
反響条件がシミュレーションされた環境でも
行われます。測定内容は多岐に亘り、
エコーキャンセル、ダブルトーク、指向性も
考慮に入れられています。

・ACQUA (Code 6810)、
高度通信品質分析、バージョン 4.0.60
以降

アプリケーション
下記製品の通信性能テスト：
・スマートホームデバイス
・スピーカーホン

複数話者のケース
複数話者向けの測定には HATSを 2 台
使用します。測定プロセスを簡単にする為に
最初に予備的な測定と各種設定を行います。
本測定は ITU-T 勧告 P.340 Annex Bに
適合し、リアル音声信号によるテストも含まれ
ます。音声品質測定にはバックグラウンドノイズ
や他の話者による妨害のシナリオも含まれます。

・3PASS lab (Code 6990)
バックグラウンドノイズ・シミュレーション・
システム
或いは 3PASS flex (Code 6995)
バックグラウンドノイズ・シミュレーション・
システム
・ACOPT 09 (Code 6819)、オプション
音声レベル・ボルトメーター
・ACOPT 20 (Code 6843)、オプション
品質パイチャート
・ACOPT 21 (Code 6844)、オプション
3QUEST

・電話会議デバイス
・ACOPT 35 (Code 6866)、オプション
3QUEST-SWB/FB

納品アイテム
・HQS-SmartHome (Code 60054)
ACQUA のデータベース
・V2C ファイル
・マニュアル （PDF）

HQS-SmartHomeのテスト・システム例

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
・coreBUS (Code 7710)、I/O BUSメイン
基板
・coreOUT-Amp2 (Code 7720)、パワー
アンプ出力モジュール（2 チャンネル）
アナログ出力モジュール
・coreIN-Mic4 (Code 7730)、マイクロホン
入力モジュール（4 チャンネル）
・HMS II.3 (Code 1230）、ダミーヘッド測定
システム、
疑似耳、Pinnaタイプ 3.3 或いは3.4 搭載
・HRT I (Code 6498）、
ヘッドアコースティクスの
リモート操作ターンテーブル

HATS 1 台、ACQUA、3PASS flex、labCORE、labBGN、ターンテーブル HRT I

HQS-SmartHomeのテスト・システム例

プロジェクト要件
単独話者のケース
・3PASS reverb (Code 6996)、オプション
反響シナリオのシミュレーション
・ACOPT 25 (Code 6852)、オプション
心理音響
・ACOPT 26 (Code 6853)、オプション
室内音響
・ACOPT 29 (Code 6856)、オプション
EQUEST
・ACOPT 30 (Code 6857)、オプション
POLQA
・ACOPT 32 (Code 6859)、オプション
リアル音声信号によるダブルトーク
・coreBEQ (Code 7740)、バイノーラル・
イコライゼーション
・HIS L (Code 1231)、インピーダンス・
シミュレーター、左耳
複数話者のケース

HATS 2 台、ACQUA、3PASS flex、labCORE、labBGN、ターンテーブル HRT I

・coreIP (Code 7770)、labCORE
I/Oモジュール、VoIPレファレンス・ゲート
ウエイ
・coreIP-IMP (Code 7771)、labCORE
VoIP障害オプション
・coreBT (Code 7780)、labCORE
I/Oモジュール、Bluetoothレファレンス・
アクセス・ポイント
・coreBT-EXT (Code 7781)、labCORE
Bluetooth拡張コーデック・オプション

測定
HQS-SmartHomeに含まれる測定一覧

・歪
・アイドル・チャンネル・ノイズ

送話方向の測定
（複数話者）
・アテニュエーション・レンジ（送話・受話)

受話方向の測定（単独話者）
・遅延

・帯域外信号

・エコー成分検出

・ラウドネス・レーティング

・アクティベーション感度

・話者アテニュエーション適応時間
（コンポジットソース信号）

・ラウドネス・レーティング変動

・マイクロホン・ミュート・テスト

・アクティブ・スピーチ・レベル (ASL)

・指向性測定

・話者アテニュエーション適応時間
（リアル音声信号）

・周波数特性

・バックグラウンドノイズ環境下
の伝送性能

・完全重複バーストのレベル
（コンポジットソース信号）

・反響音声性能

・完全重複バーストのレベル
（リアル音声信号）

・リスニング音声品質 (POLQA)
・歪
・アイドル・チャンネル・ノイズ

エコー測定
（単独話者）
・ターミナル・カップリング・ロス

・ダイナミック話者切替え特性
（リアル音声信号）

・帯域外信号
・エコーレベル vs Time
・アクティベーション性能
・スペクトル・エコー減衰

・AM-FM信号による同時発話
（コンポジットソースによる
アクティベーション信号）

・指向性測定
・ネットワーク障害測定
送話方向の測定（単独話者）
・遅延

・非定常エコーパスにおける
エコー性能

・AM-FM信号による同時発話
（リアル音声による
アクティベーション信号）

・聴感エコー評価
・スタビリティ・ロス

・バックグラウンドノイズ環境下の
音声品質測定

・ラウドネス・レーティング
・アクティブ・スピーチ・レベル (ASL)

ダブルトーク測定
（単独話者）
・アテニュエーション・レンジ（送話・受話)

・周波数特性
・エコー成分検出
・リスニング音声品質 (POLQA)

・妨害話者に対するロバストネス

HQS-AudioBasic
(Code 60052)

概要
スピーカーの電気音響パラメター分析の為に
ヘッドアコースティクスは品質標準規格 HQSAudioBasic を開発しました。

ヘッドアコースティクス品質標準規格
スピーカー向けベーシック電気音響テスト

測定の主なフィーチャー：
・スピーカーのエンクロージャー、ドライバーの為の
自動測定シーケンス
・スピーカーの指向性テスト
・スピーカー・ドライバーのThiele/Smallパラメター分析
・すべてのアプリケーションの為のRelative Approach
分析
HQS-AudioBasicは高度通信品質分析ソフトウエア
ACQUAのデータベースとして用います。

ACQUA上に表示された指向性パターンの例（極座標図）

解説

測定プロジェクト

HQS-AudioBasic はスピーカーの電気音響
パラメターのテストと分析の為にヘッドアコーステ
ィクスが専用開発したテスト規格です。スピーカ
ーのドライバーとエンクロージャー用に 2 つの
プロジェクトを実装しています。これらのプロジェク
トはベーシック測定とアドバンスト測定に分かれ
ています。便利で役立つインストラクションが
測定シーケンスに沿ってユーザーをガイドします。
スクリプトとグラフィック・ユーザー・インターフェイスに
より設定入力やレポート作成をシンプルに行う
ことができます。

同一パターンで 2 種類の測定プロジェクト
があります。いずれのプロジェクトにも、
予備測定、ベーシック測定、アドバンスト
測定が含まれています。ベーシック測定
のうちいくつかの項目はアドバンスト測定
用の必須項目を兼ねています。

分析ソフトウエア ACQUAで測定の実行、
コントロール、設定を行います。ハードウエア・
プラットフォーム labCORE は信号伝送の為の
様々なインターフェイスを備えています。
ヘッドアコースティクスはいろいろなアプリケーション
に対応した測定機器を提供します。
アプリケーション
・スピーカードライバー・テスト
・エンクロージャー付スピーカードライバー・テスト
・スマートスピーカー・テスト

スピーカードライバー用プロジェクト
このプロジェクトはエンクロージャーなしの
スピーカードライバー単体のテストです。
スピーカードライバーの開発初期段階の
テストに適しています。（ウーファー、
ミッドレンジ・ドライバー、ツイーター、
フルレンジ・スピーカー）Thiele/Small
パラメターのような標準的なスピーカー
ドライバーの測定も含まれています。

Relative Approachの3Dグラフ ー ビリつき音の分析例

エンクロージャー付スピーカー用プロジェクト
このプロジェクトはエンクロージャーに搭載
されたスピーカーを評価する為の測定
シーケンスで構成されています。パッシブ・
スピーカー、アクティブ・モノラル・スピーカー、
アクティブ・ステレオ・スピーカーを対象として
います。特に、指向性テストはACQUAと
ターンテーブル HRT I が自動で連動する
為素早く便利です。BluetoothⓇを介した
ワイヤレス測定は該当するlabCORE
モジュールを介して簡単に実行できます。
納品アイテム
・HQS-AudioBasic (Code 60052)
ACQUAのデータベースとして
・V2C ファイル
・マニュアル (PDF)

HQS-AudioBasic のシステム構成例

エンクロージャー付スピーカー、labCORE、ACQUA、ターンテーブル HRT I によるシステム構成

一般要件

プロジェクト要件

ソフトウエア
・ACQUA (Code 6810)、高度通信
品質分析、バージョン 4.0.62以降

スピーカードライバー
機器の追加なし

・ACOPT 17 (Code 6839)、オプション
Relative Approach
・ACOPT 26 (Code 6853)、オプション
室内音響
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
・coreBUS (Code 7710)、I/O BUS
メイン基板
・coreIN-Mic4 (Code 7730)、
マイクロホン入力モジュール（4 チャンネル）
・coreIN-A2 (Code 7760)、
アナログ入力モジュール
・オーディオ出力：
-coreOUT-Amp2 (Code 7720)、
パワーアンプ出力モジュール（2 チャンネル）
或いは、
-coreOUT-A2 (Code 7750)、
アナログ出力モジュール
・自由音場マイクロホン

エンクロージャー付スピーカー
・HRT I (Code 6498)、
リモート操作ターンテーブル
オプション
・coreBT (Code 7780)、
labCORE I/O モジュール、
Bluetooth レファレンス・アクセス・ポイント
・coreBT-EXT (Code 7781)、
labCORE Bluetooth コーデック拡張

測定
HQS-AudioBasicの測定項目一覧

ヘッドアコースティクスジャパン株式会社
〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー15F
info@head-acoustics.co.jp
www.head-acoustics.com
Tel : +81 (0) 45-340-2236
Fax: +81 (0) 45-340-2237
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Microsoft Ⓡ とWindows Ⓡ は米国或いはその他の国々の
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POLQA Ⓡ はOPTICOM GmbHの登録商標です。
PESQ Ⓡ はOPTIOM GmbHとPsytechnics Ltd.の登録商標です。
その他全てのブランド及び製品名はそれぞれの所有者の商標或いは
登録商標です。

Bluetooth®の文字標章及びロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
ヘッドアコースティクスはこれらの商標をライセンス契約の上で使用しています。
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