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２．研究の概要（背景・目的・研究計画・内容および成果 和文 1000 字程度、英文 100word 程度） 

（和文） 

研究背景と目的： 

近年，音質向上への期待が高くなり，人間の認知に基づいた音のデザインが必要とされて

いる．また，人間の聴覚は常に外部刺激にさらされているが，いつも同じ感覚で音を聞いて

いるわけではなく，時間の経過によって印象が変わる場合があり，聞き慣れて気にならなく

なることがある．このように，音慣れや聞き落とし等は製品の音創りに考慮すべき事項であ

る． 

そこで本研究では，音の認知特性が時間の経過により変化するか生体情報を利用して把握

し，それに対して認知特性モデルを構築することを目的とする．実際，暴露時間による印象

の変化や音慣れは無意識に発生するため，被検者が能動的に参加する設問調査で把握するこ

とは難しい．そのため，本研究では生体情報を利用した方法を検討すると同時に，評価方法

の信頼性の向上も試みる． 

 

研究計画と内容： 

（1）音刺激による生体情報の収集方法の検討 

  A．生体情報取得方法の検討：様々な音に対して多様な生体情報を測定し，その変化より評

価方法の検討を行う．それに加えて，長時間の測定による疲労やストレスの影響を定量

的に確認し，その影響の低減，もしくは音刺激の影響との区分法を検討する． 

  B．実験シナリオ作成：暴露時間経過による認知特性変化を観察するための具体的な実験シ

ナリオを検討する． 

（2）音刺激の暴露時間経過による認知特性モデリング 

  A．実験による生体情報の収集：作成された実験シナリオに基づき，音刺激の変化に伴う生

体情報の変化を確認する． 

  B．時間領域音反応モデル作成：周波数領域応答，マスキング，一過性閾値変化，蝸牛殻応

答の合成により，時間領域聴覚モデルを作成する． 

 

研究成果： 

（1）生体情報取得方法の検討：音刺激に対する，アミラーゼ濃度，心電図，脳波の変化を観察

しながら測定方の検討を行った．（参考文献：B5） 

（2）実験シナリオの検討：音が知的生産性に及ぼす影響を把握するための評価実験を実施した．

また，自動車車室内での音の影響を把握するためのドライビングシミュレータや音サンプ

ル作成法を検討した．（参考文献：B4） 

（3）音環境制御システムの構成：音環境を効率的にモニタリングできるセンサーアレーシステ

ムと音環境を制御するための音源アレーシステムの設計法を提案した．（参考文献：A1，

B1，B2，B3） 
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（英文） 

- Background and objective 

Recently, according to increase the social expectation on product sound quality, the sound 

design reflecting the subjective perception characteristics has been considered as an 

important topic. Although, the auditory system always receives the external stimuli, the 

subjective impression under long-time exposure is varied as time goes by. This kind of 

time-varying characteristic such as adaptation also should be considered in sound design of 

product. In this study, the perception characteristics under long-time exposure are 

investigated and the prediction model is constructed. The physiological information is 

observed for this purpose not the approach based on the subjective evaluation by 

questionnaire, because the change of impression such as adaptation is occurred in 

unconscious. From this reason, the evaluation by physiological information is conducted 

and the measurement method of physiological information is also investigated. 

- Research plan and contents 

(1) Investigating the collection method of information on physiological reaction induced by 

acoustical stimuli 

   A. Checking the collection method: By performing measurements of several types of 

physiological information under various sound conditions, the proper measuring 

method is investigated. Moreover, the effect of long-time measurement is also 

observed and the method to suppress the effect on the measurement data is 

considered. 

   B. Constructing test scenario: The measurement condition and sequence to observe the 

change of perception characteristic due to long-time exposure under acoustical 

stimuli is conducted.  

(2) Modeling the perception model to acoustic stimuli under long time exposure 

   A. Collecting data by actual measurements: Based on the constructed scenario, the 

measurement is carried out with observation on the change of physiological reaction 

under variation of acoustic stimuli. 

   B. Constructing the reaction model: A time domain reaction model is constructed 

reflecting the time-domain response, masking, instantaneous shift of perception 

threshold, and cochlear response.  

- Research result and achievement 

(1) Checking the collection method: The proper method to obtain the physiological 

information was investigated by observing the change of saliva amylase, ECG, EEG. 

(Reference: B5) 

(2) Constructing test scenario: A measurement to observe effect of sound on the performance 

to given task was conducted. Also, the driving simulator and sound sample design 

method were constructed to test the effect of sound to driver in running 

vehicle.( Reference : B4) 

(3) Construction of sound environment control system: The method to control the acoustic 

array system to monitor and control the sound field condition was suggested. 

(Reference : A1, B1, B2, B3) 
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