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第1章 製品音の快音化の時代-その意義と現状と可能性1. 快音化の時代がきた
2. 家電製品に対する不快感
3. 快音がセールスポイントに
4. 騒音制御から快音化へ-ネガティブからポジティブな取り組みへ5. 快音化の必然性-快適な音づくりは,音楽だけの問題ではない6. 快音に対するユーザの意識-オートバイの音を例にとって7. 実態のない音のデザインがもたらす快適化
8. サイン音の快音化
9. 音環境の快適化
10. 快音を所有する喜び
11. 感性にアピールする製品の快音づくり
第2章 聴覚を音に繋ぐための基礎
1節 音の物理・生理・心理学の基礎
1. 音の物理学
2. 音の生理学
3. 音の心理学
2節 騒音の評価
1. 騒音評価の視点
2. 騒音評価の指標
3. 受音側の騒音評価
4. 音源の騒音評価
3節 音の主観評価法
1. 各種の評価尺度
2. マグニチュード推定法
3. 一対比較法
4. セマンティック・ディファレンシャル(Semantic Differential)法
5. 音の類似性判断と多次元尺度構成法
6. 心理物理学的測定法
7. 擬音語を利用した音の主観評価の可能性
4節 音質評価の指標
1. 音の計測
2. 音の物理分析
3. 基本メトリクス(評価技法)
4. ラウドネス
5. シャープネス
6. 変調メトリクス
7. 離散周波数音および環境騒音におけるトナリティ
8. 最近の傾向
第3章 快音と知覚情報の関係
1節 視覚情報が音の印象に及ぼす影響
1. SD法による音の印象の評価
2. 音環境における視覚と聴覚の相互作用
2節 室内環境の快適性評価における音の影響
1. 環境音,温度,色彩の複合環境が温熱的感覚に与える影響
2. 温度と寒暑の感覚の関係に環境音が与える影響
第4章 音の評価技術
1節 感性の多様性を考慮した製品音の定量指標化
1. 感性の個人差:多様性とバラツキの違い
2. 感性の多様性に対応した感性品質の定量化手法
3. ステップ1:官能評価実験
4. ステップ2:クラスタ分析を用いた感性の多様性分析
5. ステップ3:感性クラスタ尺度の定量化
6. ステップ4:感性クラスタ尺度の文脈分析
2節 脳磁界計測を用いた最適音の設計
1. 脳磁界の計測と解析
2. 好ましい音声と脳磁界活動
3. 不快な音と脳磁界活動
4. 好ましい自動車加速音と脳磁界活動
5. 脳磁界計測を用いた最適サイン音の解明
3節 サウンドシミュレータを活用した音質評価
1. サウンドシミュレータとは
2. サウンドシミュレータの利点
3. 自動車業界での活用状況
4. サウンドシミュレータの構成
5. 音の合成方法
6. 音質評価の例
第5章 サウンドデザイン設計技術
1節 製品音デザインの設計と考え方
1. 製品音とその分類
2. 製品音のデザインの目指すところ
3. 製品音のデザインの方法
4. 製品音のデザインの事例
5. 製品音のデザインの課題
6. 製品音のデザインの今後
2節 サイン音デザインの設計と考え方
1. サイン音利用の枠組み -ユーザインタフェースとしてのサイン音
2. サイン音設計の観点
3. 符号音の設計手法
4. サイン音のデザイン -機能的側面に対する意匠的側面
3節 聴覚マスキングに基づく実環境騒音の不快感低減手法
1. はじめに
2. 聴覚マスキング
3. 快音化に関する従来研究
4. 聴覚マスキングに基づく制御音の生成方法の提案
5. 主観評価実験
6. おわりに
4節 自動車の音のタイプ化とコンセプトサウンドデザイン-他の製品音への発展可能性
1. 自動車とブランドイメージ .コンセプトサウンドデザイン
2. 自動車の音のタイプ化とサウンドデザイン
5節 製品音の感性設計における和音性特徴量の効果
1. 感性品質としてのクリーナ音
2. 製品音の感性指標としての和音の可能性
3. 和音の特徴量
4. 製品音の快音性に対する和音性の評価実験
5. 各評価語に対する和音性特徴の効果
6節 自然音を規範とした機械騒音の快音化能動制御技術
1. 秋の虫の鳴き音の発生メカニズムと特徴
2. 音響心理実験による快音パラメータの抽出
3. 秋の虫の鳴き音を規範とした快音化能動騒音制御
4. 快音化能動騒音制御シミュレーションと実験
第6章 サウンドデザイン事例
1節 音の予測を用いたサウンドデザイン
1. 音質を考慮したサウンドデザインの進め方
2. 設計段階における音の予測と提示

快音設計

で検索

2節 自動車エンジン音の要求とサウンドデザイン
1. 自動車エンジン音の要求
2. サウンドデザイン
3節 自動車加速音の要求とサウンドデザイン～自動車加速音に対する心理的好ましさと脳活動の関係から探る～
1. 加速音の自発性脳磁界評価の検討
2. 誘発脳磁界による検討
4節 自動車コンポーネントに求められる音とサウンドデザイン
1. 直噴エンジンの燃料供給システム
2. 直噴エンジンの燃料供給システムの騒音の発生及び伝搬メカニズム
3. 直噴エンジンの燃料供給システムの騒音の改善
5節 スポーツカーの統合運動知覚と動的音響
1. 基本概念
2. 聴覚刺激作用の「量」「方向」「形」
3. 情動の領域
4. 動的音響(Dynastics)の考え方
6節 ディーゼル車に求められる音とサウンドデザイン
1. 自動車用ディーセルエンジンの現状・特徴
2. ディーゼルエンジンの音質評価
3. ディーゼルエンジンの音質解析・改良事例
7節 HV/EV車両用疑似エンジン音のサウンドデザイン
1. ハイブリット・電気自動車の接近音に対する要求
2. HV/EV車両のサウンドデザインのための信号処理
8節 タイヤが関わる騒音とその低減技術
1. タイヤの機能と構造
2. タイヤが関わる騒音
3. ロードノイズとタイヤの振動特性
4. パターンノイズとトレッドパターン
9節 自動車の風切音制御とデザイン
1. 風切音の分類
2. 広帯域風切音
3. 狭帯域風切音
10節 自動車のドア閉まり音の快音化設計
1. 閉まり音評価指標
2. 音質評価尺度の検討
3. 音色の評価指標
4. 海外嗜好調査
5. 閉まり音メカニズム
6. 構造変更による低周波成分コントロール
11節 自動車用サイン音の要求とサウンドデザイン
1. 自動車用サイン音の種別と要求
2. サイン音の設計手順と評価
3. 自動車用サイン音の発展
12節 モータサイクルのサウンドデザイン
1. モータサイクルに求められるサウンドの特徴
2. モデル別の取り組み例
13節 スイッチ音デザイン
1. 信号解析
2. 聴感評価
3. 音の物理量と感覚量の関連
14節 デジタルカメラに求められる音とサウンドデザイン
1. デジタルカメラにおけるサウンドデザイン
2. サウンドデザインの基本的な考え方
3. 試作サイン音の事例
4. 試作サイン音の評価
15節 電子ポスターのサウンドデザイン
1. 提案手法
2. 信号処理アルゴリズム
3. 評価実験結果
4. 実験結果に対する考察
16節 家電製品報知音のサウンドデザイン
1. 報知音デザインの観点
2. 聞き取りやすい報知音
3. わかりやすい報知音
4. 多様な報知音デザインの試み
17節 掃除機に求められる音とサウンドデザイン
1. 掃除機の周波数特性
2. 心理評価
3. 快音化のための実施例
18節 MFPに求められる音とサウンドデザイン
1. MFP動作音の特徴
2. 音質に寄与が高い音部分の特定手法
3. MFP動作音の快音化手法
4. 音質評価をする際の留意点
5. MFP動作音の今後
19節 空調機の静音化とサウンドデザイン
1. “ソフトダクト”消音の原理
2. コンパクト型空調機への組込み検討
3. 音響管の設計と効果測定
4. 音響管の特徴
20節 化粧品ケースに求められる開け閉め音とサウンドデザイン
1. 製品から発せられる音
2. 音評価の流れ
3. ファンデーション容器(コンパクト)の閉音に関する検討
21節 医療機器における不快音低減とサウンドデザイン
1. MRI騒音に対するこれまでの取り組み
2. MRI騒音
3. フィードバック型ANCシステム
4. ヘッドマウント型ANCシステム
5. MRI室における消音実験結果
6. 主観評価実験による有効性の検討
22節 歯科診療室における歯科ドリル音の音質とそのデザイン
1. 歯科用切削ドリル
2. 心理評価実験を用いたドリル音の音質評価
23節 ゴルフクラブの打撃音とサウンドデザイン
1. ゴルフクラブとボール
2. クラブヘッドの振動と音
3. ゴルフ打撃音
第7章 製品において音質がもたらす経済的付加価値
1. 仮想評価法による音質の経済評価
2. コンジョイント分析による音質の経済評価
3. 稼動音を呈示しない経済評価実験
4. 実験間の経済評価値の比較
第8章 音の付加価値に関する日欧の考え方の違い
1. 公共施設でのサイン音
2. フランス国立音楽音響研究所における音のデザインの例
第9章 音の商標に関する動向
1. 音の商標とは
2. 音の商標の登録制度(商標法)の検討状況
3. 外国における音の商標の登録例
4. 外国における音の商標の侵害事例

