
概要

有線接続のアナログヘッドホンやヘッドセットの
多くはオーディオ伝送用に汎用の 3.5 mm 
プラグを使用しています。これに対応した 3.5
mm ジャックがスマートフォン等の多くのデジタ
ル モバイル デバイスに搭載されています。この
相互接続性によりユーザーはどのようなアナロ
グヘッドホンやヘッドセットでも電話機やメディア
再生用のデジタル モバイル デバイスと任意に
接続することができます。

互換性確保の為に、ITU-T勧告P.381は
物理的、電気的、音響的要件に加え、この
コネクターを備えた両方のデバイスグループの
為のテストメソッドを規定しています。P.381 
への適合は相互接続性と高い性能の検証
を可能にします。

HEAD acoustics はITU-T 勧告が規定
するすべてのテストを ACQUA の為の自動
テストスイート P.381 として製品化しました。
このテストスイートはデジタル端末メーカーや
有線アナログヘッドホンやヘッドセットメーカーが
相互接続性を検証し電気音響性能テスト
を行う為の最適なツールです。
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解説

一般的にヘッドホンジャックとして知られる
3.5 mm オーディオコネクターは様々な
オーディオや通話デバイスに搭載されてい
る大変人気のあるフィーチャーです。スマー
トフォン等のデジタルモバイル端末は 3.5 
mm プラグ搭載のアナログ有線接続の
ヘッドホンやヘッドセットに接続します。

ヘッドフォンがメディア再生に限定されるの
に対し、ヘッドセットは通話にも対応して
いる為、テレコムに関連する典型的な遅
延、エコー、ダブルトーク等の課題がかか
わってきます。

ユーザー視点では、モバイル端末はすべ
てのヘッドホンやヘッドセットと互換性をも
たなくてはなりません。併せて、送話及び
受話方向で優れた信号品質を確保で
きていなければなりません。そうして初めて
モバイル端末とヘッドフォン/ヘッドセットの
任意の組合わせが可能になり、ユーザー
にとっての利便性が確保でき、電子機器
のムダも排除することが可能となります。

ITU-T勧告P.381 はアナログ (2.5 mm/
3.5 mm) オーディオ接続に関する通話とメ
ディア再生の為のテストメソッドを規定してい
ます。この規定は以下を包含しています：

・ジャックとプラグの物理的要件

・デジタルモバイル端末の電気テスト

・有線ヘッドフォン / ヘッドセットの音響テスト

HEAD acoustics は ITU-T 勧告 P.381
が規定するすべてのテストを高度通話品質
分析システム ACQUA の為のテストスイート
P.381 として製品化しました。端末の電気
テストとヘッドホン / ヘッドセットの音響テスト
それぞれ、測定は通話とメディア再生に分け
られています。ITU-T 勧告 P.381 の現在
有効なバージョンが狭帯域からフルバンドま
ですべての周波数レンジのテストを網羅して
います。これは通話とメディア再生の両方に
共通です。

04.21 D60005jp2  記載内容は変更となる場合があります。

P.381(Code 60005)
ITU-T P.381、モバイル端末のヘッドセット / 
ヘッドホンインターフェイス

主なフィーチャー

アプリケーション

・ITU-T 勧告 P.381 (10/2020) の最新
バージョンを ACQUA 用の自動テストスイー
トとして完全製品化

・2.5 mm / 3.5 mm プラグ搭載のアナログ
ヘッドホン / ヘッドセットに対応

・2.5 mm / 3.5 mm ジャック搭載または、
対応の端末に対応

・NB/WB/SWB/FB の GSM / 3G/ 
VoLTE 測定に対応

・ITU-T 提供のバックグラウンドノイズを含めた
音声録音データ

・ITU-T 勧告 P.381 (10/2020) に基づく
以下のデバイスタイプの自動分析、開発、
最適化：

- デジタルモバイル端末のアナログオーディオ
接続

- 有線アナログヘッドホン、ヘッドセット

データベース改訂と仕様バージョン

データベース
改訂

ベース仕様バージョン
ACQUA

バージョン要件

以降
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ITU-T 勧告は 3.5 mm ほど一般的で
はないが電気的には同等の 2.5 mm
オーディオ接続にも対応します。ヘッドホン
ジャック非搭載の端末も “USB-C –
ヘッドホン” ケーブルのようなアナログヘッド
ホンジャック用アダプターを介してテスト可
能です。テストには、端末とアダプターは
一体として取り扱われます。USB コネク
ターを採用したヘッドセット等、これらいず

れの接続もできないデバイスは ITU-T 
勧告 P.381 のテストの一部ではありませ
ん。

端末テストの為に、ITU-T はバックグラウ
ンドノイズを伴う音声録音データを提供し
ています。P.381 の以前のバージョンで
規定されていた自前による録音データ作
成もこのテストスイートで引き続き可能で
すが、P.381 の一部ではなくなりました。

分析システム ACQUA と他の様々な
HEAD Acoustics のコンポーネンツ（シ
ステム要件を参照）と組合わせることにより、
予め設定済の測定ディスクリプター（下の
表を参照）が実装された P.381 テストス
イートと自動テストシーケンスにより、測定デ
ータの収集、分析、ドキュメンテーションを素
早く簡単に行うことができます。
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ハードウエア & ソフトウエア

このツリーはユースケースにより必要なハードウエアと
ソフトウエアを特定する為のツールとして便利です。
次ページに記した一般要件はいずれのケースでも
共通して必要です。このツリーのすべてのアイテムに
ついて詳細は次ページの表を参照ください。
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一般要件

以下のアイテムはユースケースに拘わらず共通
して必要です。このテストスイートの利用には
さらにコンポーネンツが必要となりますが、前ペ
ージのツリーで確認できます。

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
メインボード

・HIB I (Code 6002)、ヘッドセットインター
フェイスボックス

ソフトウエア

・ACQUA (Code 6810 等)
高度通話分析システム、
バージョン 4.3.100以降

オプション

アプリケーションに合せて必要なハードウエアと
ソフトウエアを前ページのツリーで確認ください。

納入品目

・P.381 (Code 60005)
ACQUAデータベースとして

・V2Cファイル

・マニュアル PDF

1) この測定は ハードウエアプラットフォーム labCORE
ACQUA バージョン 4.3.100 以降が必要です。

2) 必要に応じて、旧世代の HMS モデル (Code 12xx 
と 13xx) の利用も可能です。HMS II.3 LN HEC  
と HMS II.7 は旧世代はありません。


