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BrakeOBSERVER (Code 4960)

走行中のブレーキノイズ
録音、検出、評価用ソフトウエア
BrakeOBSERVERコンフィグアプリケーション
(Code 4961)

概要
ヘッドアコースティクスはブレーキを放す際に発
生するノイズを含む不快なブレーキノイズを正
常動作時のノイズと区別することが可能なソ
フトウエアソリューション BrakeOBSERVER
を開発しました。
BrakeOBSERVERの中核はヘッドアコース
ティクスが開発したヒアリングモデルアルゴリズ
ムです。これはパターンを認識する人の聴覚
の特性をベースにしており、ブレーキのノイズ
源を検知する優れた能力を備えています。
瞬間的なノイズを検知する為のインパルシブ
分析も利用できます。

フィーチャー

オプション
（別売）

・ブレーキシステムの開発、最適化、承認
の為のソフトウエア
・ヘッドアコースティクス開発によるヒアリング
モデルアルゴリズムとインパルシブネス分析
に基づいたブレーキノイズの検出
・ブレーキオフ時のノイズ等重要なブレーキ
ノイズのみに絞り検出しデータ量を減らし
て保存
・優れた柔軟性：ユーザーインターフェイス
のカスタマイズが可能
・様々なトリガーオプション：ブレーキ
オフノイズをトリガーにすることも可能
・簡単で便利な操作
・2画面サポート（2 x HCP または
1 x HCP + ノートブック表示）
・測定中のブレーキ状態の判定
・個々のブレーキイベントに対応するGPS
データとパラメターの収録
・様々なエクスポートオプション
例：VDA 305 (EKB 3008) / Wav
/ CSV
・フロントエンドのオフライン設定
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・MMF III.0、BrakeOBSERVER シス
テム用多チャンネルフロントエンドエンド
（必須）以下を同時接続：
ー12 ライン / ICP センサー
ー6 歪ゲージ
ー6 温度センサー
ー2 パルスセンサー
ー2 CAN FD / CAN / OBD-2 または
1 FlexRay
ーHEAD コントロールパネル
(HCP II または HCP）
ーGPS レシーバー
ー2 HEADlab モジュール：
labT6、labSG6、labDX、labHMS、
labM6、labV12（デュアルリンクなし)、
lab6HD、
labCF6 (BOTP 01が必要）
・パナソニック Toughbook CF-33
・TFT タッチスクリーン HCP II または HCP
スケール上のブレーキイベント評価用
・ソフトウエア HEAD ノイズイベント
マネージャー：BrakeOBSERVER の
測定データの加工と評価用

記述内容が変更になることがございます。

BrakeOBSERVER の使用に必要となるフ
ロントエンドMMF III.0（別売）とシステム
を組み BrakeOBSERVER はブレーキノイ
ズ、温度、ブレーキ圧、湿度、車速等を測定
する為の様々なセンサーを簡単に接続できる
入力端子が搭載されています。加えて、2 つ
の分離型パルス入力、2 つのCAN FD /
CAN、OBD-2、FlexRay入力、GPS イン
ターフェイスも備えています。HEADlab
モジュールも 2 つ接続可能です。
テスト走行中、BrakeOBSERVER はブ
レーキノイズの統計データや音イベントの情
報を即座にフィードバックします。HEAD コン
トロールパネル（HCP II または HCP）の
TFT タッチ画面により BrakeOBSERVER
システムのドライバー画面を操作し、個々の
測定チャンネルの情報にアクセスします。
ソフトウエア HEAD ノイズイベントマネー
ジャーは高度な評価用です。例としてデータ
を重要情報だけに絞り込むことが可能です。
ノイズ生成に重要なパラメターはカスタマイズ
可能なレポートにまとめられ、表示上のブレー
キイベントは対応するオーディオデータにリンク
づけされます。

BrakeOBSERVER
ソフトウエアとハードウエアで構成される
BrakeOBSERVER システムの中核はインテリ
ジェント検出ソフトウエアです。すべてのオーディオ
信号はヘッドアコースティクスが開発したヒアリング
モデルメソッドをベースにしたアルゴリズムにより分
析されます。即ち、卓越したパターンを認識する
人の聴覚特性と同様に、信号中の時間構造や
スペクトル構造が瞬間的に変化すると反応しま
す。ユーザーはこうした優れた検知結果を取得
することができます。さらにインパルシブネスノイズ
検知にはインパルシブネス分析が利用可能です。
ブレーキオフノイズを含んだ重要なブレーキイベン
トだけを保存することにより分析データ量を著しく
低減でき評価にかける時間も節約ができます。

オフラインのフロントエンドにより測定プロジェクトの為の必要なすべての設定を予め設定しておくことが可能です。
実際に MMF III.0 を接続後、オフラインフロントエンドのすべての設定を転送できます。

BrakeOBSERVER はパワフルで柔軟なシステ
ムです。トリガーをかける方法も様々です。マニュ
アルの他にブレーキ圧やペダル位置等の外部信
号をトリガーに用いることも可能です。ブレーキオ
フノイズトリガーも利用可能です。ブレーキノイズ
のオーディオ入力信号を常時モニターします。
測定中に TFT タッチ画面 HEAD コントロール
パネル或いはノートブック画面に表示されるユー
ザーインターフェイスは自由にカスタマイズ可能で
マウスクリックによりいろいろな要件に合わせること
ができます。BrakeOBSERVER はインターフェ
イスをカスタマイズする為の多くのテンプレートを
備えています。ユーザーは情報画面の数、サイズ、
位置、タイプ、レイアウトを任意に決められます。
さらに、テスト走行中に利用可能なブレーキイベ
ントの広範な情報表示の設定も可能です。

Driver Display は測定アプリケーションの情報を表示します。
設定を行った測定チャンネルを直接、直感的にチェックすることが可能です。

BrakeOBSERVER はオーディオチャンネルを時
刻歴信号、インスタント FFT スペクトル、FFT
vs 時間、或いはピークホールドレベルとしてオン
ライン表示させることにより簡単な機能テストを
可能にします。
ブレーキイベントの直後にドライバーは判定を入
力します。この為に HEAD コントロールパネルは
カテゴリカルレーティングスケールを1～2ステップで
表示します。これによりドライバーは個々のブレー
キの状況を判定します。複数のブレーキイベント
をひとつのグループにまとめてレーティングすること
も可能です。
BrakeOBSERVER はテスト車両のポジション
をOpenStreetMap を用いてマップ上にマー
カーでグラフィカルに表示することが可能です。
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Signal Overview はすべてのオーディオとパラメターチャンネルの利用可能な信号の一覧です。

記述内容が変更になることがございます。

また、走行ルートが表示され、パラメター
チャンネルはカラーコーディングされます。
必要な情報は接続した GPS デバイス
CDG I.1 のGPS 信号から抽出されます。
測定時インターネット接続がない条件で
地図表示する場合は、コンフィグアプリ
ケーションや測定アプリケーションで必要な
データを予めOpenStreetMapからダウ
ンロードしプロジェクトに保存しておく必要
があります。

納品アイテム
・BrakeOBSERVER (Code 4960)
走行中のブレーキノイズ録音、検出、
評価ソフトウエア
・セットアップ DVD
・BrakeOBSERVER コンフィグアプリ
ケーション (Code 4961)

走行中 車両の現在位置が GPS により地図表示されます。さらにロケーションマーカーが印されます。例としてドライバー
を記憶して特定のロケーションで特定のテストシナリオを実行した後測定イベントをカテゴリー分けするのに用いられます。

必要なフロントエンド
（別売）
・MMF III.0 (Code 3313)
多チャンネルフロントエンドとドッキング
ステーション
または
MMF III.0-V1 (Code 3313-V1)
多チャンネルフロントエンド
（ドッキングステーションなし）

推奨ハードウエア
・パナソニック Toughbook CF-33
・HCP II (Code 1981)
HEAD コントロールパネル
10.4” TFT タッチ画面
・HCP (Code 1980)
HEAD コントロールパネル
7” TFT タッチ画面
BrakeOBSERVER Tool Packs
(BOTP)
・BOTP 01 (Code 4965)
MMF チャンネル拡張
HEADlab モジュールの MMF III.0 /
MMF III.0-V1 への接続

推奨ソフトウエア
・HEAD ノイズイベントマネージャー
（Code 4963)
ノイズイベントのインタラクティブ評価と
ドキュメンテーション用ソフトウエア
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他のエクスポートオプションに加え、VDA (EKB 3008) フォーマットが利用安濃です。エクスポートは自動またはマニュアル
でコンフィグ可能です。

システム要件
・Windows 10 (32 ビットまたは64
ビット：Pro、Enterprise、
Education;
言語：US / Western
European）

・最低：Core2Duo プロセサー2 GHz;
推奨：Intel i7 Quad.
・最低： 4 GB RAM;
推奨：8 GB
・DirectX 9.0c 適合の 256 MB 描画
カード;
推奨：1 GB

記述内容が変更になることがございます。

・DirectX 9.0c
・.NET Framework 3.5 / 4.0
・HASP ドングルドライバー
・HCP ドライバー (HCP用)
・HEAD USB ドライバー
（MMF III.0用)
最低 256 MB 専用メモリーの描画カー
ドとDirectX 9.0c対応のドライバーが推
奨；高解像度の外部スクリーン使用時
はさらに大きいメモリー容量が必要。
ヘッドアコースティクスのソフトウエアとドライ
バーをインストールするにはアドミニストレー
ター権限が必要です。ソフトウエアを操作
するには標準ユーザー権限のみ必要です。

BrakeOBSERVER システム
ハードウエアとソフトウエアで構成されるBrake
OBSERVER システムはブレーキイベントの
録音加工に最適です。
フロントエンド MMF III.0（パナソニック
Toughbook CF-33）と TFT タッチ画面
HCP II またはHCP とシステムアップすること
により BrakeOBSERVER は完全オールイ
ンワンソリューションとなります。測定データの
加工機能はソフトウエア HEAD ノイズイベン
トマネージャーが柔軟に補完します。

BrakeOBSERVER システムの例

MMF III.0 はブレーキの調査に必要な信号を収集する多チャンネルフロントエンド で
パナソニック Toughbook CF-33 とドッキングステーションで構成されています。
個別にレベル設定可能な12 Line / ICP センサー、2 つのパルスセンサー、CAN FD /
CAN / OBD-2 / FlexRay や、ブレーキ圧、湿度、車速等の測定用の 6 つの温度セ
ンサーと 6 つの歪ゲージ用にカスタマイズ可能なコネクターを備えています。さらに、HCP
II または HCP、1 GPS レシーバー、 2 つの HEADlab モジュールも接続可能です。

フロントエンド MMF III.0（ドッキングステーション同梱）

HEAD コントロールパネル HCP II と HCP はユーザーが Driver Display の操作や
スケール上でブレーキイベント評価ができる TFT タッチ画面です。
小型の HCP 7” ディスプレイには平らな表面に取付け可能な吸盤マウントが、HCP II
10.4” ディスプレイには凹凸のある表面用に調節機能のある HCP-SM 吸盤マウントが
備わっています。HEAD コントロールパネルはフロントエンド MMF III.0 から電源供給さ
れます。

HCP II (10.4” ディスプレイ）と HCP（7” ディスプレイ）

HEAD ノイズイベントマネージャーは検知されたブレーキノイズイベントとこれらのパラメター
情報についての重要な詳細を表示します。データ管理はコンフィグ可能で便利なツリー構
造のなかで行います。
ノイズイベントとそれらの発生時の関連パラメターの値が一覧表示されます。複数ステージ
に亘るテーブルフィルターが表示データを重要な情報だけに絞り込みます。ノイズ生成に重
要なパラメターはカスタマイズ可能なレポートに出力されます。表示されるブレーキイベント
はそれぞれ対応するオーディオデータとリンクしています。
ソフトウエア HEAD ノイズイベントマネージャー
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記述内容が変更になることがございます。

