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概要

HMS II.3 LN HEC は疑似マウスとヒューマ
ンライクな外耳道を模した低ノイズ右耳シミュ
レーター搭載のダミーヘッド測定システムです。
このシステムはハンドセット、ヘッドセット、ヘッド
ホン、イヤホン、ヒアリングプロテクター、ヒアリン
グエイドの耳の近傍で利用されるトランス
デューサーに最適です。外耳道の音に関係す
る重要な構造をリアルに再現することにより、
HMS II.3 LN HEC はカナル型イヤホンやイ
ンイヤータイプのようなイントラコンチャ やイン
サートタイプのデバイス や ヒアリングエイドの測
定に最適です。

イヤーシミュレーターとヒューマンライクな外耳道
をもつアナトミカルな耳介は ITU-T 勧告
P.57 (06/2021) が規定する Type 4.4 
イヤーシミュレーターに適合しています。低固
体ノイズ (16 dBSPL(A)) により最小可聴値
かそれを下回る測定が可能です。上限の
148 dBSPL と併せて、この HMS システムは
市場で他に類をみないダミーヘッド測定システ
ムの新たなスタンダードです。

イヤーシミュレーターは付け替えが可能な為、
バイノーラル測定や Type 3.3/3.4 のイヤー
シミュレーターが必要なテスト規格への対応等、
システムのアダプテーションや拡張が柔軟にで
きます。

P.58 に適合する HMS II.3 LN HEC の疑
似マウスは 2 ウェイスピーカー設計により歪が
最低限の人の音声のフルスペクトルを再現し
ます。その為、スーパーワイドバンドとフルバンド
における高品質測定が可能です。

解説

HMS II.3 LN HEC はリアルな環境条件
でのすべての通話品質測定に最適です。
疑似耳と疑似マウスで構成され送話受話
両方向の測定をサポートします。ITU-T 
勧告 P.58 の形状と音響特性に適合し、
HMS II.3 LN HEC は耳の近傍及び
ファーフィールドの測定シナリオに最適です。
様々なトランスデューサーのテストに用いる
ことができます。

・ハンドセット

・ヘッドセット

・ヘッドホン

・イヤホン

・ハンズフリーデバイス

・音声操作デバイス

・ヒアリングエイド

・ヒアリングプロテクター

イヤーシミュレーター、耳介、マウス

HMS II.3 LN HEC の耳介とイヤーシミュ
レーターは測定技術を妥協することなく、人
の外耳道のアナトミーを正確に再現してい
ます。
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HMS II.3 LN HEC
(Code 1703.2)
HEAD 測定システム、低ノイズ
ヒューマンライク外耳道シミュレーター（右）・
疑似マウス

HMS II.3 LN HEC のイヤーシミュレー
ターのマイクロホンカプセルは16 dB 
SPL(A) と固体ノイズフロアが極めて低く
なっています。従って、人の可聴最小値を
下回る信号レベルのある測定シナリオでも
適用可能です。例として、オーディオ機器
の固体ノイズや高次数成分の歪の測定や
静寂な音響環境のバックグラウンドノイズレ
ベルの測定等にも利用可能です。

主なフィーチャー

・ITU-T P.58 に基づいた形状及び音響特性

・互換性のある HMS コンポーネンツの後付けが簡単なモジュール設計

イヤーシミュレーター：

・イントラコンチャとインサート型デバイスの
測定の為のヒューマンライクな外耳道を伴った
アナトミカルな耳介

・ITU-T P.57 (06/2021) が規定する
Type 4.4 イヤーシミュレーターに完全
適合

・固体ノイズフロアが低く SPL 上限が高い
高感度マイクロホン

疑似マウス：

・スーパーワイドバンドとフルバンド向けに周波
数レンジが広い低歪 2 ウェイ設計

・ITU-T P. 58 適合の音響特性

・ACQUA がサポートするデジタルイコライ
ゼーション

・coreOUT-Amp2 によるノイズフリー操作



アプリケーション

・高精度測定：

- ハンドセット

- ヘッドセット

- ヘッドホン

- イヤホン（イントラコンチャ、インサート型）

- ハンズフリーデバイス

- 音声操作機器

- ヒアリングエイド（イントラコンチャ、インサート型）

- アクティブ & パッシブヒアリングプロテクター（イントラコンチャ、インサート型）

・ANC デバイスのアイドルノイズ測定（ヘッドホン、ヘッドセット等）

・静寂な音響環境におけるバックグラウンドノイズレベル評価
（最適化したオフィスの居室、半無響室等）

・低音圧レベルでのオーディオデバイスの測定：

- オーディオデバイスの固有ノイズ

- 高次数歪

07.21 D1703.2jp0      記述内容が変更となる可能性があります。

トルソーボックス HTB VI にマウントした
HMS II.3 LN HEC

音圧レベルの上限が 148 dBSPL と高
く中～高レベルの測定にも HMS II.3 
LN HEC がフルに活用できます。典型的
な低ノイズシステムが最大音圧レベルに
制約があることが多いのに対し、この疑似
耳はダイナミックレンジと周波数帯域にお
いて人の耳に完全にマッチしています。
HMS II.3 LN HEC はITU-T 勧告
P.57 (06/2021) が規定する Type 
4.4 イヤーシミュレーターに適合する 2 つ
のアナトミカルな耳介が同梱されています。
この耳介タイプは 外部形状は Type 
3.3 耳介に基づいていますが、ヒューマン
ライクな外耳道につながる部分を模して
おり、イントラコンチャ、インサート型デバイ
スの測定が可能です。HMS II.3 LN 
HEC の外耳道は ITU-T 勧告 P.57

(06/2021) が規定する基準面を物
理的に再現しています。基準面より先
は、HMS II.3 LN HEC のインピーダ
ンスシミュレーターが ITU-T P.57 
(06/2021) が規定する人の外耳道の
内部部分の音響特性をシミュレーション
しています。耳介、外耳道、そしてインピ
ーダンスシミュレーターは人の耳を正確に
音響的にシミュレーションします。耳介の
色がユースケースによっては重要となるこ
とから、グレーもオプションとして利用可能
です。HMS II.3 LN HEC の疑似マウ
スは音場特性に関して ITU-T 勧告P.
58 に適合しています。肩とトルソーでの
拡散と反射と併せ、話者の音響特性を
リアルに再現しています。マウス部の 2 
ウェイスピーカー設計はソフトウエアイコラ

イゼーションなしでも優れた周波数特性を
実現しています。広い周波数レンジは市場
の既存の 1 ウェイ設計のものより優れてお
り、スーパーワイドバンドとフルバンドの測定
に最適です。マウスは labCORE
ハードウエア拡張ボード coreOUT-
Amp2 との利用に最適です。このボードは
1 つまたは 2 つの疑似マウス用に 2 つの
クラス D アンプチャンネルを搭載しています。
HMS II.6 の疑似マウスは固体ノイズの干
渉なく高い性能を実現しています。



In-Car通信（ICC）評価
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HMS II.3 LN HEC のフィーチャー

HMS II.3 LN HEC の耳介は
標準規格化された基準面に至
るまでの部分を人の外耳道の形
状に模しています。そこから先は
インピーダンスシミュレーター
HIS R LN HEC が耳の音響
特性を正確に再現しています。
HMS II.3 LN HEC のモジュー
ル設計によりイヤ
ーシミュレーター
や耳介の後付け
も可能です。（
次ページ参照）

HMS の頭上では中央にネジ
穴が用意されておりレーザー
ポインター TLP やマイクロホン
アレイ MSA I や MSA II 等
のアクセサリーをマウントできま
す。ヘッドの後部の 2 つのネジ
穴はトップマウントで回転する
アクセサリーを使用する際の傾
き防止用です。

4 つの頸部のボルトはマニュアル
式ハンドセットポジショナーHHP
III.1 または自動ハンドセットポ
ジショナー HHP IV 用の固定
マウントポイント用です。

HMS II.3 LN HEC のフェース上の
クロスヘア部のネジ穴はオプションの
疑似鼻 AN-HMS 専用です。

疑似マウスの 2 ウェイスピーカーは
広周波数レンジに対応しています。

底板は疑似マウス用の Speakon
端子と左右のイヤーシミュレーター
用の 2 つの 7 ピン LEMO 端子が
用意されています。
クイッククランプ機構により HMS を
トルソーボックス HTB VI に簡単
かつ素早く接続できます。その下の
ネジ穴は HMS のトルソーボックス
への締め付け用です。

HMS II.3 LN HEC の喉部の
フランジはマウス校正用のマイク
ロホンを固定する為のものです。
マウントはマイクロホンを高耐久
性のラバーリングのあいだに挿入
させて固定します。異なるサイズ
のマイクロホンに対応しています。



07.21 D1703.2jp0      記述内容が変更となる可能性があります。

イヤーシミュレーター & 耳介オプション

HMS システムは（HMS II.5/6/7 以外）左右両方の耳介とモノラル測定用の右側のイヤーシミュ
レーターが搭載されています。バイノーラル測定用に左イヤーシミュレーターを追加することも可能です。
HMS システム最新シリーズのモジュール方式により特定の目的に最も合うように様々な構成に仕立
て上げることが可能です。HMS II.3 LN HEC はヒューマンライクな外耳道を伴った 2 つのアナトミカ
ル型の耳介 Type 4.4 と併せ、ヒューマンライクな外耳道を伴った右耳インピーダンスシミュレーターが
同梱されています。耳介はライトグレー色のバージョンを選択することもできます。
その他すべての右耳用の HMS 用オプションは以下にリストアップされています。左耳用についても同
様に搭載可能です。

ヒューマンライクな外耳道を伴った
低ノイズインピーダンスシミュレーター

ヒューマンライクな外耳道を伴った
アナトミカル型の耳介 Type 4.4

本製品：

ストレート外耳道を伴った
低ノイズインピーダンスシミュレーター ＋

ストレート外耳道を伴った
アナトミカル型の耳介 Type 3.3

ストレート外耳道を伴った
インピーダンスシミュレーター

ストレート外耳道を伴った
アナトミカル型の耳介 Type 3.3

ストレート外耳道を伴った
シンプル耳介 Type 3.4

他の HMS モデル

・右イヤーシミュレーター

・疑似マウス非搭載

・イヤーシミュレーター非搭載
(後付け可能）

・疑似マウス搭載

・疑似マウス + 自由音場
疑似耳搭載（II.7 は
ICPⓇマイクロホン搭載）
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測定 - 疑似マウス

2 ウェイマウスの典型的な周波数特性 – イコライゼーション非適用

2 ウェイマウスの典型的な周波数特性 – イコライゼーション適用

イコライゼーション適用 2 ウェイマウスの 0 dBPa での高調波歪

モジュール方式

疑似耳のモジュールコンセプトによりイヤーシ
ミュレーターと耳介の簡単な追加や付け替え
が可能です。HMS II.3 LN HEC に左側の
低ノイズイヤーシミュレーターを付加してバイ
ノーラル測定を行うことが可能です。または、
通常の HMS II.3 （耳介 Type 3.3 また
は 3.4) のイヤーシミュレーターか低ノイズバー
ジョン HMS II.3 LN（耳介 Type 3.3 搭
載）を搭載することも可能です。耳介やイ
ヤーシミュレーターの付け替えには同梱の 2.5 
mm Allen key のみが必要です。
HMS II.3 LN HEC には TEDS技術
（Transducer Electronic Data 
Sheet) が採用されており、ACQUA がイン
ピーダンスシミュレーター (HIS) のタイプ及び
シリアル番号や HATS 自身を特定するこ
とができます。

録音再生

測定の際は HMS II.3 LN HEC を通話分
析システム ACQUA にハードウエアプラット
フォーム labCORE を介して接続します。
labCORE にはオプショナルハードウエアボード
coreIN-Mic4 が搭載されている必要があり
ます。coreBEQ を含む必要なハードウエアモ
ジュールと組み合わせるとバイノーラルの音響
信号のイコライゼーションが可能です。
ITU-T 勧告 P.581 が規定する様々なイコ
ラーゼーションをサポートします。
HMS II.3 LN HEC の疑似マウスは
labCORE のオプショナルハードウエアボード
coreOUT-Amp2 から電源をとります。
ACQUA によりマウスのイコライゼーションを快
適にかつ正確に行うことが可能です。
すべての接続は HMS II.3 LN HEC の底
板から行います。labCORE と同じコネクター
（疑似マウス用 4 ピン Speakon 端子と疑
似耳用の 2 つの 7 ピンLEMO 端子）が採
用されています。
同梱のマイクホン固定治具は使い勝手よく設
計されています。HMS II.3 LN HEC の喉
部の専用フランジに挿入します。ラバーバンド
によりマウスの手前に任意の測定マイクの固
定ができイコライゼーションを素早く行え便利
です。

アクセサリー

電話機のハンドセットの測定用には HMS 
II.3 LN HEC にオプショナルハンドセットポジ
ショナー HHP IV か HHP III.1 を搭載しま
す。搭載用の頸部のボルトは標準仕様の一
部としてプリインストールされています。HHP 
IV は完全モーター駆動でリモート操作が可
能な為 ACQUA が完全自動操作を行いま
す。HHP III.1 はマニュアルで位置決めを行
います。いずれの場合もハンドセットの種類に
拘わらず正確に位置決めができ、耳介への押
しつけ力の調整も正確に行うことができます。
その為、有意義かつリピート可能な測定結果
を出力することが可能です。
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ヒューマンライクな外耳道を伴った低ノイズ疑似耳

HMS イヤーシミュレーターの典型的な固体ノイズ vs 人間の可聴域1                         

HMS II.3 LN HEC イヤーシミュレーターの典型的な伝達インピーダンス2

HMS II.3 LN HEC 用オプションナルライトグレー耳介
とインイヤーヘッドセット

HMS II.3 のもうひとつのアクセサリーは疑似
鼻 AN HMS です。AR / VR 用の眼鏡や
ヘッドセット等の鼻で支えるデバイスの測定の
為のセットアップをより正確に便利にします。
バックグラウンドノイズの録音やバックグラウンド
ノイズシミュレーションシステム（3PASS lab
/ flex) のイコライゼーションを行う為にはマイ
クロホンサラウンドアレイ MSA I または MSA 
II をダミーヘッドの頭部にマウントすることがで
きます。HMS の正確な配置の為に、3 方向
レーザーポインター TLP をここにマウントするこ
ともできます。
トルソーボックス HTB VI は人間のトルソーを
音響的にシミュレーションします。デザインがコ
ンパクトな為、ハンドリングや移動用途の為の
システムの運搬も簡単で便利です。HMS 
II.3 LN HEC の底板には HTB VI へのマ
ウントが便利なクイッククランプ機構を用いてい
ます。HMS とトルソーボックスを接続したまま
で使用する場合はネジ穴を用いて固定します。
オプションの labCORE 用パワーボックス
labPWR I.2 と共に用いると HMS II.3 
LN HEC を用いたクルマ等での移動用途に
も対応できます。

HMS II.3 LN HEC の P.57 に適合した右側のイヤーシミュレーターの内部構造を断面図で
表しています。

外耳道と音響カプラー（青色の部分）がITU-T 勧告 P.57 に規定された基準面
で接します。耳介の方向へは外耳道が物理的に模されています。これによりイントラコ
ンチャ / インサートタイプのデバイスの測定が可能です。内耳方向へはカプラーが外耳
道の残りの部分の音響特性を特殊形状により正確にシミュレーションしています。この
ように、HMS II.3 LN の高感度マイクロホンカプセルをこの高度イヤーシミュレーター
に、測定能力も人間の外耳道のリアルな再現のいずれも損なうことなく統合していま
す。

HMS II.3 LN HEC は外耳道と高感度低ノイズマイクロホンを用いて、人間の耳の
音響特性やアナトミー特性を非常に正確にエミュレーションした、初のイヤーシミュレー
ターを搭載しています。
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一般要件

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

- coreOUT-Amp2 (Code 7720)
パワーアンプボード、送話方向

- coreIN-Mic4 (Code 7730)
マイクロホン入力ボード、受話方向

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

または

・VoCAS (Code 6985)
音声認識分析システム

オプション

・HIS L LN HEC (Code 1701.2)
インピーダンスシミュレーター、左、低ノイズ、
HMS II.3/4/5 用、ヒューマンライクな
外耳道バージョン（1721-3、ケーブル
LEMO I 7 ピンオス⇔LEMO I 7 ピンオ
ス、ブラック、2.95 m (Code 1721-3)
同梱)

・coreBEQ (Code 7740)、
labCORE バイノーラルイコライゼーション、
ダミーヘッド 1 台分のフィルターセットを含
む）

・coreBEQ-Add (Code 7741)
labCORE バイノーラルイコライゼーション、
ダミーヘッド 1 台分の追加フィルターセッ
ト（coreBEQ が必要となります。）

・AN HMS (Code 1418)、ダミーヘッ
ド測定システム HMS 拡張用：疑似鼻

・HSM V (Code 1520)、シートマウン
トアダプター、ダミーヘッド測定システム
HMS / HSU 用

・HSC IV-V5 (Code 1524-V5) 
HMS II.x 用キャリイングケース

・HMT III (Code 1961)、HMS 用
高さ調整可能トライポッド

・TLP (Code 1967) HMS/HSU 位
置決め用3 軸レーザーポインター、2x
バッテリー、キャリイングケース付

・MSA I (Code 6487) 8 チャンネル
マイクロホンサラウンドアレイ、ETSI TS 
103 224 に基づく、左右非対称

・MSA II (Code 6487.2) 8 チャンネ
ル マイクロホンサラウンドアレイ、ETSI 
TS 103 224 に基づく、左右対称

後付け用イヤーシミュレーター

・HIS L (Code 1701) インピーダンス
シミュレーター、左、HMS II.3/4/5 用

・HIS L LN (Code 1701.1) 
インピーダンスシミュレーター、左、低ノイズ
バージョン、HMS II.3/4/5 用

設定例：第 2 話者を含む “True-wireless in-ears” BluetoothⓇ測定

このシナリオは “True-wireless (TWS) in-
ear” BluetoothⓇイヤホンの HMS II.3 LN 
HEC によるテスト例です。HMS II.5 が第 2 話
者をシミュレーションし、外部音声でイヤホンの性
能をテストします。

labCORE が coreBT を介してイヤホンに接続
されます。バックグラウンドノイズは 3PASS lab
によりシミュレーションされます。測定を完全にリ
ピートできるように、バックグラウンドノイズ再生は
ハードウエアプラットフォーム labBGN へのパルス

接続を介して labCORE により同期されます。
ACQUA は信号の生成、受信、分析を行う
為の中心的なソフトウエアツールとして機能しま
す。
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・HIS R (Code 1702) インピーダンス
シミュレーター、右、HMS II.3/4/5 用

・HIS R LN (Code 1702.1) インピー
ダンスシミュレーター、右、低ノイズバージョ
ン、HMS II.3/4/5 用

後付け用耳介

・HEL 3.3 (Code 1711) HMS 
II.3/4/5 用フレキシブル耳介、左耳、
ITU-T P.57 Type 3.3 準拠

・HER 3.3 (Code 1712) HMS 
II.3/4/5 用フレキシブル耳介、右耳、
ITU-T P.57 Type 3.3 準拠

・HEL 3.4 (Code 1713) HMS 
II.3/4 用フレキシブル耳介、左耳、
ITU-T P.57 Type 3.4 準拠

・HER 3.4 (Code 1714) HMS 
II.3/4 用フレキシブル耳介、右耳、
ITU-T P.57 Type 3.4 準拠

・HEL HEC-V1 (Code 1715-V1)
HMS II.3/4/5 用フレキシブル耳介、
左耳、ヒューマンライクな外耳道バージョン
グレー

・HER HEC-V1 (Code 1716-V1)
HMS II.3/4/5 用フレキシブル耳介、
右耳、ヒューマンライクな外耳道バージョン
グレー

納品アイテム

・HMS II.3 LN HEC (Code 1703.2)
ダミーヘッド測定システム、低ノイズバージョ
ン、ヒューマンライクな外耳道シミュレーター
右 & 疑似マウス

・HIS R LN HEC (Code 1702.2)
HMS II.3/4/5 用インピーダンスシミュレー
ター、右、低ノイズ、ヒューマンライクな外耳
道バージョン

・HEL HEC (Code 1715) HMS 
II.3/4/5 用フレキシブル耳介、左耳、
ヒューマンライクな外耳道バージョン、
ITU-T P.57 Type 4.4 準拠

・HER HEC (Code 1716) HMS 
II.3/4/5 用フレキシブル耳介、右耳、
ヒューマンライクな外耳道バージョン、
ITU-T P.57 Type 4.4 準拠

・CLL-R I.3 (Code 1722-3) ケーブル
LEMO I 7 ピンオス⇔LEMO I 7 ピンオス
赤、2.95 m

・CSS V.3 (Code 1723-3) ケーブル
Speakon プラグ ⇔ Speakon プラグ
2.95 m

・CSB II (Code 9849) アダプター
Speakon オス⇔ Banana プラグ

・HTB VI (Code 1574) 
HMS II/III/IV & HSU 用 トルソーボックス

・HCC-HMS (Code 1741) 
HMS II.x アクセサリーパーツ用キャリイング
ケース、以下を含む：

- マイクロホンホルダー

- リップリング & MRP ポインター

- 校正アダプター

- 2.5 mm Allen key

- マニュアル

1) すべての曲線は拡散音場イコライゼーションを適用しています。HMS II.3 
と HMS II.3 LN HEC は 4096 FFT で測定されています。平均ヒアリン
グ閾値は ISO 389-7 に準拠しています。

2) 曲線と公差は 500 Hz にノーマライズしてあります。

BluetoothⓇの文字商標及びロゴは Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録
商標です。HEAD acoustics によるこれらの使用はすべてライセンス契約に基づ
いています。他の商標名及び商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

ICPⓇはPCB Group, Inc.の登録商標です。


