
概要

3PASS lab は様々なﾃｽﾄﾙｰﾑにおいて実
環境のバックグラウンド・ノイズを再現できる
高度再生録音システムです。

3PASS labはスマートフォンやアクティブノイズ
キャンセレーションシステムに近年搭載が
増えている高度なノイズ低減アルゴリズムの
評価に特に最適です。3PASS lab はETSI
標準TS 103 224 に適合しており、この標
準が規定するノイズ・データベースも含まれて
います。

データシート

03.20 D6990jp6 記載内容が変更となる可能性がございます。

3PASS lab (Code 6990)
音響シナリオの３次元再生

非シンメトリック マイクロホン サラウンド アレイ
MSA I 搭載 HMS II.3 フロントビュー

バックグラウンドノイズ ハードウエア プラットフォーム
labBGN
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主なフィーチャー

アプリケーション

・labBGN、HMS II.3、MSA I / MSA II
による自動デジタル システム イコライゼーシ
ョン

・様々なユースケースに最適化

- MSA I によるハンドセット、ハンズフリー、
デスクトップ ハンズフリーデバイスのテスト

- MSA II による (ANC) ヘッドホン / 
ヘッドセット / ヒアリングエイド のテスト

・ETSI TS 103 224 に規定されたノイズ
データベースを含む。

・ETSI TS 103 224に基づいた
空間中の一地点におけるデバイステストの為
の音場再現。

シンメトリック マイクロホン サラウンド アレイ
MSA II 搭載 HMS II.3 トップビュー

解説

3PASS labはバックグラウンドノイズシナリオ
の録音データを重要な空間特性ごと再現し
ます。これにより 3ASS lab は高度なバック
グラウンドノイズ低減アルゴリズムの開発に役
立ちます。特に、最新のスマートフォン、とりわ
け複数のマイクロホンを用いた製品の実環
境での性能評価に重要です。ヘッドホンや
ヘッドセットのアクティブノイズキャンセレーショ
ンの検証評価の為にも信頼性の高いプラッ
トフォームが必要です。

3PASS lab はマイクロホン サラウンドアレイ
MSA I または MSA II を介して自動で
デジタル システム イコライゼーションを行うこ
とが可能です。MSA I は、モバイルフォンの
典型的なマイク位置でベストのイコライゼー
ションを行えるように 8 つのマイクロホン（
左2、前1、右5）を非シンメトリックに配置
しています。MSA II はバイノーラルアプリケ
ーション用に両耳の周囲に 2 x 4 のマイク
ロホンをシンメトリックに配置しています。
3PASS lab は両方のアレイ用に別々の
ノイズデータベースを含んでいます。

labBGN と従来システムの HAE-BGN や
HAE-car をお使いの場合は新たにフロント
エンドを追加することなく簡単に3PASS lab
へのアップグレードを行うことができます。

一般要件

ソフトウエア
・Microsoft Windows 8.1 Pro または
Windows 10 Pro（英語またはドイツ
語版、すべて最新のサービスパックを含む
必要があります。）

ハードウエア

・PC：マルチコア・プロセサー、1.6GHz
以上、4 GB RAM、40 GB空きディスク
容量、3 USB ポート

・labBGN (Code 6486)、
ACQUAlab (8+2) チャンネル バックグ
ラウンドノイズハードウエア プラットフォーム

・マイクロホンアレイ

- MSA I (Code 6487）、ETSI TS
103 224 準拠 8 チャンネル マイク
サラウンド アレイ、非シンメトリック

または

- MSA II (Code 6487.2) 、ETSI 
TS103 224 準拠 8 チャンネル マイ
ク サラウンド アレイ、シンメトリック

・4 x 2 チャンネル パワー アンプ

・8 スピーカー

・2 x CSO I.0 (Code 9822）
スピーカー用ケーブル



赤の太線が典型的な測定室でのテスト対象デバイスのマイクロホンを介して録音した基準、他の 4 つ
の曲線は残響時間がそれぞれ異なる 4 つの異なる測定室において 3PASS lab で録音信号を再現
したものです。基準信号と非常によく対応していることから 3PASS lab の正確性と測定室にかかわら
ない自動デジタルイコライゼーションの効果が歴然です。

MicrosoftⓇと WindowsⓇ は米国およびその他の
国々における Microsoft Corporation の登録商標
または商標です。

他のすべてのブランド及び製品名はそれぞれの所有者の
商標または登録商標です。

03.20 D6990jp6 記載内容が変更となる可能性がございます。

オプション

・3PASS reverb (Code 6996)
残響シナリオのシミュレーション

・CUU I (Code 6085)、3PASS
リモートコントロール用 USB<>USB
アダプター（ACQUA<>3PASS PC
間の接続用）

納入アイテム

・3PASS lab (Code 6990)

音響シナリオの 3 次元再生

ー3PASS lab セットアップDVD 

（含：ETSI TS 103 224 準拠の
ノイズデータベース）

ードングル(USB)

測定セットアップ例：測定室におけるスマートスピーカーのハンズフリー通話品質のテスト
3PASSlab による labBGN と 8 スピーカーを用いたバックグラウンドノイズシミュレーション

3PASS lab の精度


