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まえがき

本書は，物理現象としての音や，ヒトの生理や心理としての音，社会の中での音の問題や役割，

音楽，また，音声認識をはじめとする音に関する最新の技術，信号処理，聞こえない音である超音

波，動物と音など，音のさまざまな側面についてのキーワードを厳選し，日本音響学会が編集した

解説集です。どのキーワードも見開き 2ページでまとめ，内容をつかみやすいように工夫していま

す。事典のような使い方もできますし，気の向くままにページをめくって，音の世界の広がりや面

白さを感じていただくこともできます。例えば，大学でこれから音に関する卒業論文のテーマを探

そうとしている学生などにもお薦めの一冊となることを，本書の目的の一つにしています。

音は，私たちの暮らしの至るところで，大切な役割を果たしています。音楽の形で私たちの生活

を豊かにし，音声の形で私たちのコミュニケーションを支えています。その一方，騒音として厄介

なものになることもあります。

音はピタゴラスの時代，あるいはさらに古くから，人々の興味を集め，そして学問の対象となって

きました。しかし，17世紀になるまで，音は物理現象として捉えられてはいませんでした。17世紀

以降の物理学の発展とともに，音は空気中を伝わる波動であることが明らかになり，音への理解が

進みました。そして，18～19世紀には，数学の進歩ともあいまって，弦を伝搬する波動，振動体の

運動法則，弾性体の理論などが体系化され，物理学としての音響学が次第に確立されていきました。

その後，物理現象としての音のみならず，音や音声が伝える意味内容という観点からの研究も発

展していきました。20世紀半ばになると，情報学が確固たる学術分野として確立し，その中で音が

情報を伝える媒体（メディア）であることが意識され，音響学は工学と情報学の融合領域としてさら

に発展しました。その結果，音声の知覚や生成，さらには工学的な自動音声認識や音声合成などの

技術が，音響学の重要な分野を占めるようになってきました。また，1960年代以降，コンピュータ

の発達により，音信号をディジタル化して取り扱う技術が急速に発展しました。いまや，音のディ

ジタル信号処理は，音響学のどの分野にも欠かせない基盤技術となっています。

現在では，音響学は，医学，生理学，心理学など，さまざまな学問と関わりを持つ，たいへん広

い領域に学際的な学問として発展しています。例えば，通信や電子，機械，建築，化学などの工学，

情報学，耳鼻科などの医学や生理学，心理学，音楽学，教育学など，いろいろな分野で研究されて

います。また，これらの分野を横断した形の音響学の研究も盛んになっています。現代の音響学は

実に多様であるといえます。

このような音響学を担う学会である日本音響学会は，1936年（昭和 11年）4月 15日に創立され

ました。創立から 80年を経た現在，日本音響学会は 4 500名の会員で構成される，米国音響学会に

ついで世界で2番目に大きい音響に関する学会となっています。
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ii まえがき

日本音響学会では，学際的な音響学をカバーするように，音響学各分野の研究を促進し成果の普

及と発展に寄与するための八つの研究委員会（音声，聴覚，電気音響，音楽音響，騒音・振動，建築

音響，超音波，アコースティックイメージング）を設けています。さらに，分野を横断した特定の

課題や委託による課題について調査研究を行うための時限の八つの調査研究委員会（音響教育，音

バリアフリー，道路交通騒音，熱音響技術，音のデザイン，災害等非常時屋外拡声システムのあり

方に関する技術，軟骨伝導，生物音響）を設置しています。

本書では，これらの広範な音に関する研究分野のさまざまなキーワードから 200以上の項目を選

び，解説しました。各項目は50音順に並べ，ページ上部に，どの研究分野に関連したトピックであ

るかを表示しています。

日本音響学会の発行図書には，すでに『音響用語辞典』があり，これはまさに「辞典」として音

に関する用語を網羅し，それぞれに簡潔な説明を与えています。一方，本書では辞典のように用語

を漏れなく拾うのではなく，基礎項目に加えて，おもしろい技術，有望な技術（現在そしてこれか

ら10年間話題となる研究テーマ）という観点から，より魅力ある項目を選ぶことをねらいました。

各キーワードは，その研究をけん引する研究者に執筆を依頼しており，日本音響学会や関連学会

を舞台に音に関してアクティブに研究を行っている 200名を超える研究者の名鑑と見ることもでき

ると思います。そのため，音の技術などに関する研究者を探すのにも利用できます。本書を手掛か

りに音の世界に興味を持たれた読者は，日本音響学会編の豊富な図書群，「音響入門シリーズ」，「音

響サイエンスシリーズ」，「音響テクノロジーシリーズ」，「音響工学講座」を参照し，音に関する知

識をより深めていただければと思います。

本書をまとめるために，日本音響学会の各研究分野から分野担当幹事を選び，項目や執筆者の選

定，内容の吟味などの作業を行いました。総括は，中村健太郎（主査），赤木正人，坂本慎一，苣木

禎史の 4名による編集幹事会が行いました。各項目の執筆者にこの場を借りて改めてお礼を申し上

げます。日本音響学会が発足してから80年目の節目に本書を発刊できることを喜びたく思います。

2016年 1月
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編集委員会

役　職 分　野 氏　名 所　属

編集幹事（主査） 中村健太郎 東京工業大学

編集幹事 赤木正人 北陸先端科学技術大学院大学

編集幹事 坂本慎一 東京大学

編集幹事 苣木禎史 熊本大学

分野幹事 共通・基礎 中村健太郎 東京工業大学

分野幹事 音声 北岡教英 徳島大学

分野幹事 音声 鈴木基之 大阪工業大学

分野幹事 音声 戸田智基 名古屋大学

分野幹事 音声 河井　恒 情報通信研究機構

分野幹事 聴覚 蘆原　郁 産業技術総合研究所

分野幹事 騒音・振動 岡田恭明 名城大学

分野幹事 建築音響 佐藤史明 千葉工業大学

分野幹事 電気音響 岩谷幸雄 東北学院大学

分野幹事 音楽音響 西村　明 東京情報大学

分野幹事 超音波 崔　博坤 明治大学

分野幹事 超音波 松川真美 同志社大学

分野幹事 アコースティック

イメージング

及川靖広 早稲田大学

分野幹事 音響教育 佐藤史明 千葉工業大学

分野幹事 音バリアフリー 上田麻理 航空環境研究センター

分野幹事 音のデザイン 岩宮眞一郎 九州大学

2016年 1月現在
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執筆者一覧

青木亜美 赤尾慎吾 秋田祐哉 秋葉友良 秋山いわき

阿久津真理子 朝倉　巧 浅田隆昭 阿瀨見典昭 荒井隆行

荒川元孝 有本泰子 安藤珠希 池田雄介 石河睦生

石渡智秋 伊藤一仁 岩瀬昭雄 岩宮眞一郎 岩谷幸雄

上田和夫 上田麻理 上野佳奈子 鵜木祐史 江村伯夫

及川靖広 大石康智 大内康裕 大浦圭一郎 大久保寛

大隅　歩 大田健紘 太田達也 大谷　真 大谷大和

大富浩一 大庭隆伸 大屋正晴 岡田恭明 小川哲司

荻　博次 小野一穂 小野順貴 尾本　章 垣尾省司

梶川嘉延 柏野牧夫 勝本道哲 加藤充美 鎌本　優

亀岡弘和 亀川　徹 川上　央 川瀬康彰 河原一彦

木谷俊介 北原鉄朗 木下慶介 金　基弘 桐山伸也

久保陽太郎 古賀貴士 小塚晃透 後藤真孝 小林知尋

小林まおり 小森智康 小山大介 近藤和弘 近藤　淳

西條献児 齋藤大輔 阪上公博 坂本修一 坂本慎一

坂本眞一 佐久間哲哉 佐藤逸人 佐藤　洋 佐藤史明

佐野泰之 鮫島俊哉 猿渡　洋 篠﨑隆宏 司馬義英

島内末廣 清水　寧 白石君男 菅野禎盛 杉江　聡

杉本俊二 杉本岳大 須田直樹 須田宇宙 高田正幸

瀧　宏文 武岡成人 竹島久志 武田真樹 立入　哉

橘　　誠 田中　哲 田中雄介 田原麻梨江 田村哲嗣

田村英樹 苣木禎史 辻　俊宏 土田義郎 土屋隆生

土屋健伸 角田直隆 戸井武司 土肥哲也 陶　　良

徳弘一路 戸田智基 富来礼次 冨田隆太 豊田政弘

中市健志 中川　博 中澤真司 中臺一博 長谷芳樹

中村健太郎 南條浩輝 西口磯春 西田　究 西田昌史

西野隆典 西村　明 西村竜一 能勢　隆 野村俊之
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執筆者一覧 v

野村英之 蓮尾絵美 長谷川英之 畑中信一 蜂屋弘之

羽入敏樹 濱田幸雄 坂野秀樹 平栗靖浩 平田慎之介

平野太一 平原達也 平松友孝 飛龍志津子 廣江正明

廣谷定男 深山　覚 福島昭則 藤崎和香 藤本雅清

船場ひさお 古本淳一 古家賢一 星　和磨 星芝貴行

細川　篤 程島奈緒 堀　貴明 堀　智織 本地由和

本多明生 牧　勝弘 増田　潔 増田斐那子 松川真美

松田　理 松谷晃宏 松本さゆり 松本じゅん子 松本敏雄

松本泰尚 丸井淳史 三浦雅展 水野勝紀 水町光徳

美谷周二朗 宮内良太 宮川雅充 宮崎秀生 麦谷綾子

持田岳美 森　太郎 森　大毅 森川大輔 森勢将雅

森原　崇 森本隆司 森本洋太 安　啓一 安井久一

安井希子 安田洋介 矢田部浩平 柳澤秀吉 柳田益造

柳谷隆彦 藪謙一郎 山内勝也 山川　誠 山口　匡

山崎　徹 山本　健 横田考俊 横山　栄 横山博史

吉井和佳 吉澤　晋 吉田憲司 李　晃伸 若槻尚斗

和田有司 渡部晋治 Graham Neubig
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grasp of sound spatial information /
sound source information

A.

2

∆x

M1 M2

θ

d

音

1

d m

θ c m/s

∆t θ

∆t =
∆x

c
=

d

c
sin θ

2

4

p.170

MEMS

p.194

p.426

B.

p.386

p.400

…

音

M1 M2 Mn−1 Mn

4

C.

1.2m

192 16× 12

2

音源

音源
音響撮像面

パラボラ反射板

1
.2

m

項目内でのキーワード。
本文中または見出しでの強調語句。

重要語句は索引から検索することも可能。

項目名と
その英語表記

この項目が属する分野
（複数分野の場合もあります）

参照ページに
関連した内容が
記述されている
ことを示す 
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付録DVD に
関連コンテンツが
あることを示す 

より深く知りたい
読者のための
文献
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付録DVDについて

1．はじめに

付録DVDには，本書で紹介された静止画（カラー），動画，音源，PDFなどが収められていま

す。本書の内容を読みながら，視聴していただくことにより，解説をより良く理解できます。

音の再生には，十分に優れた特性を持つスピーカをお使いください。特にノートパソコンの内蔵

スピーカや，ディスプレイの内蔵スピーカでは，再生可能な周波数範囲が不足していることが多く，

デモンストレーションの一部が聴き取れない場合があるので（低い周波数の音が十分に再生されな

いことがあります），ステレオ用のヘッドフォンまたはイヤホンをお使いになることをお勧めします。

本書中では，DVD内のファイル名を簡略化して表しています。例えば，DVDにある「p.046-

1.mp4」というファイルは，本書p.46（～p.47）において「 1」と表記しています。ファイル名

は項目内での連番となっています。

2．使い方

(1) 付録DVDをコンピュータにセットします。DVDドライブのAKB dvdをダブルクリックし

て開きます。

(2) AKB dvdの中の，index(.html)というファイルをダブルクリックすると，ブラウザが開き，

付録一覧を見ることができます。

(3) ブラウザが開かないときは，適当なブラウザを立ち上げてから，このDVDの index(.html)

を読み込んでください。

3．再生時の音量に関する注意

音量を上げすぎると，耳や再生装置に悪影響を与えるおそれがあります。最初は音量を小さくし，

試し聞きをしながら徐々に適切な音量に調節してください。

4．著作権に関する注意

付録DVDに収録されたすべての内容の著作権は，日本音響学会および執筆者に帰属します。こ

れらの内容は著作権法によって保護され，その利用は個人の範囲に限られます。特に，このDVDに

収録された動画・画像・音声ファイルのネットワークへのアップロードや他人への譲渡，販売，コ

ピー，改変などを行うことは一切禁じます。

5．収録内容を使用した結果に関する責任

このDVDに収録された内容を使用した結果に対して，コロナ社，日本音響学会，執筆者は一切

の責任を負いません。

コ
ロ

ナ
社



索 引

コ
ロ

ナ
社



462 索引

【あ】
　

アクティブインテンシティ〔active sound

intensity〕 84

アクティブ聴覚〔active audition〕 432

アクティブノイズコントロール〔active noise

control〕 2

アクティブリスニング〔active listening〕 50

アコースティックイメージング〔acoustic

imaging〕 4, 289

圧電効果〔piezoelectric effect〕 298

圧電コンポジット〔piezoelectric composite〕 257

圧電材料〔piezoelectric material〕 6, 298

圧電セラミックス〔piezoelectric ceramics〕 243

圧電体センサ〔piezoelectric sensor〕 378

圧電定数〔piezoelectric constant〕 6

圧電トランス〔piezoelectric transformer〕 8

圧迫感・振動感〔oppressive/vibratory

sensation〕 328

アニメーション〔animation〕 405

アノイアンス〔annoyance〕 270

アフィン射影アルゴリズム〔affine projection

algorithm〕 27

アムステルダム・コンセルトヘボウ〔Amsterdam

Concertgebouw〕 206

アリーナ〔arena〕 206

アルゴリズミック作編曲〔algorithmic

composition〕 10

暗騒音〔background noise〕 154, 178

安定性〔stability〕 445

アンブシュア〔embouchure〕 388

【い】
　

異音や不思議音〔abnormal noise, strange sound〕

12

育児語〔baby talk〕 282

位相固定〔phase locking〕 266

位相差〔phase difference〕 242

板〔board〕 145

板（膜）振動型吸音材料〔panel (membrane)

sound absorber〕 164

1ビット〔1 bit〕 194

1ビットオーディオ〔1bit audio〕 14

移転補償〔compensation for removal〕 181

異方性〔anisotropy〕 396

意味的調和〔semantic congruency〕 23

イヤコン〔earcon〕 274

イリアック組曲〔Illiac Suite〕 11

移流方程式〔advection equation〕 442

因果関係〔causality〕 231

印象的側面〔impression point of view〕 55

印象の等価性〔equivalence of impression〕 209

インハーモニシティ〔inharmonicity〕 162, 375

インパルス応答〔impulse response〕

16, 26, 87, 153, 170, 254, 386

インフラサウンド〔infrasound〕 218

韻律〔prosody〕 282, 367

韻律的特徴量〔prosodic feature〕 158

【う】
　

ヴァイオリン〔violin〕 18

ウィーン・ムジークフェラインザール〔Vienna,

Grosser Musikvereinssaal〕 206

ヴィニヤード〔vineyard〕 206

歌声合成〔singing voice synthesis〕 20, 123

埋め込むデータの量〔amount of embedded data〕

56

【え】
　

映像メディアにおける音〔sound in audiovisual

media〕 22, 58

液体センサ〔liquid sensor〕 287

液体表面の振動〔oscillation of liquid surface〕24

エコーキャンセラ〔echo canceller〕 26, 150

エコー経路〔echo path〕 26

エコーロケーション〔echo location〕 28, 370

エネルギー変換〔energy conversion〕 354

エネルギー輸送〔energy transfer〕 354

エバネッセント〔evanescent〕 95

エフェクター〔effector〕 77

エフェクト〔effect〕 86

エラストグラフィ〔elastography〕 272

項目名となっている語句のページは太字で示している。
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索引 463

エルミート補間〔Hermite interpolation〕 442

エレクトレットコンデンサマイクロホン〔electret

condenser microphone; ECM〕 198

円軌跡〔circular locus〕 242

エンジン系騒音〔engine noise〕 346

演奏・操作情報〔performance and operation

information〕 452

エントロピー符号化〔entropy coding〕 430

【お】
　

オイラーの公式〔Euler’s formula〕 84, 383

欧州の環境騒音事情〔environmental noise

situation in Europe〕 30

応力緩和現象〔stress relaxation phenomenon〕

428

オーケストラピット〔orchestra pit〕 68

オーディオ圧縮〔audio compression〕 454

オーディフィケーション〔audification〕 274

オーバードライブ〔overdrive〕 87

オープンソースソフトウェア〔open source

software〕 114

オープンプラン型〔open plan type〕 149

屋外拡声システム〔open-air / outdoor

loudspeaker broadcasting system〕 40

屋外伝搬〔outdoor sound propagation〕 17

屋外の伝搬と気象〔meteorological effect on

outdoor sound propagation〕 32

屋外の伝搬と空気の音響吸収〔effect of

atmospheric absorption on outdoor sound

propagation〕 34

屋外の伝搬と遮音壁〔outdoor sound propagation

over barrier〕 36

屋外の伝搬と地表面〔outdoor sound propagation

along ground surface〕 38

屋外防災拡声〔outdoor mass notification system

to cope with disaster〕 40

オクターブ伸長現象〔octave enlargement

phenomenon〕 266

オクターブ等価〔octave equivalence〕 266

音環境〔sound environment〕 42, 62, 152

音環境デザイン〔sound environmental design〕

42, 58

音環境デザインコーディネーター〔coordinator of

sound environmental design〕 43

音環境理解〔computational auditory scene

analysis〕 44, 432

音空間情報/音源情報の把握〔grasp of sound

spatial information / sound source

information〕 46

音空間センシング〔sound space sensing〕 48

音空間ディスプレイ〔sound space display〕

50, 343

音空間レンダリング〔sound field rendering〕 52

音支援〔acoustic barrier-free〕 64

音づくり〔sound production〕 80

音に包まれた感じ〔listener envelopment; LEV〕

221

音によるシーン理解〔sound scene analysis〕 82

音の大きさ〔loudness〕 54, 320, 344

音の3属性〔three attributes of sound〕 54

音の透かし〔audio watermark〕 56

音の高さ〔pitch〕 54, 320

音のデザイン〔sound design〕 42, 58

音の伝搬〔sound propagation〕 140

音の到来方向〔direction of arriving sound〕 152

音の名所〔famous place of sound / sound mark〕

60

音のユニバーサルデザイン〔universal design of

sound〕 62

音バリアフリー〔barrier-free of acoustic〕 64

音風景〔soundscape〕 61

音粒子〔sound particle〕 160

オノマトペ〔onomatopoeia〕 55, 66

オプティカルレバー法〔optical lever method〕25

オペラハウス〔opera house〕 68

重み付き有限状態トランスデューサ〔weighted

finite-state transducer; WFST〕 117, 330

親局〔master station〕 40

音圧スペクトル〔sound pressure spectrum〕 422

音圧レベル〔sound pressure level〕158, 169, 320

音韻〔phoneme〕 108

音韻バランス〔phonemic balance〕 109

音韻ループ〔phonological loop〕 411

音階と音律〔musical scale and temperament〕70

音楽芸術〔artistic expression of music〕 81
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音楽検索〔music retrieval〕 151

音楽情報検索〔music information retrieval〕 72

音楽情報処理〔music information processing〕72

音楽信号解析〔music signal processing〕 74

音楽推薦〔music recommendation〕 73

音楽スタイル〔music style〕 138

音楽制作〔music production〕 76, 138, 338

音楽聴取行動と気分〔music listening behavior

and mood〕 78

音楽における音のデザイン〔sound design in

music〕 80

音楽の感情的性格〔emotional characters of

music〕 78

音楽理論〔music theory〕 138

音響アドミッタンス〔acoustic admittance〕

38, 438

音響イベント〔acoustic event〕 82

音響イベント検出〔acoustic event detection〕 82

音響インテンシティ〔sound intensity〕 84

音響インピーダンス〔acoustic impedance〕

38, 438

音響インピーダンス管〔impedance tube〕 166

音響管〔acoustic tube〕 262

音響機器・楽器〔instruments〕 361

音響教育〔education in acoustics〕 404

音響効果〔sound effect〕 86, 150, 338

音響光学効果〔acousto-optic effect〕 88, 234

音響光学周波数シフタ〔acousto-optic frequency

shifter〕 88

音響光学デバイス〔acousto-optic devices〕 88

音響光学波長可変フィルタ〔acousto-optic

tunable filter〕 89

音響光学変調素子〔acousto-optic modulator〕 88

音響校正器〔sound calibrator〕 269

音響障害〔acoustic defect〕 60

音響情報伝達〔transmission of sound

information〕 178

音響信号処理〔acoustics signal processing〕 44

音響心理学〔psychoacoustics〕 265

音響設計〔acoustical design〕 69, 415

音響テレビ〔acoustic television〕 46

音響透過〔sound transmission〕 317

音響透過損失〔sound reduction index〕 228, 252

音響特異現象〔acoustic peculiar phenomena〕60

音響トモグラフィ〔acoustic tomography〕

90, 288

音響ビデオカメラ〔acoustic video camera〕 248

音響フィルタ〔acoustic filter〕 111

音響符号化〔audio coding〕 430

音響放射圧〔acoustic radiation pressure〕 302

音響放射力〔acoustic radiation force〕

92, 169, 193, 272

音響放射力利用デバイス〔applied ultrasonic

devices using acoustic radiation force〕

92, 300

音響ホログラフィ〔acoustic holography〕 94

音響モデル〔acoustic model〕 96, 117, 224

音響流〔acoustic streaming〕 169

音響レンズ〔acoustic lens〕 98, 294

音源〔sound source〕 150

音源位置推定〔estimation of sound source

position〕 186

音源探査（定位）〔sound source localization〕

332, 390

音源特徴量〔voice source feature〕 260

音源フィルタモデル〔source-filter model〕

111, 122, 143, 263, 450

音源分離〔sound source separation〕 186, 390

音源方式〔synthesis types〕 339

音高同定課題〔pitch identification task〕 266

音質指標〔sound quality index〕 264

音質評価〔sound quality assessment〕

58, 100, 132, 265

音質評価指標〔sound quality evaluation index〕

58

音質劣化〔sound quality degradation〕 56

音象徴〔sound symbolism〕 66

音声学的特徴〔phonological feature〕 66

音声記号〔phonetic symbol〕 20

音声区間〔voice section〕 102, 224

音声区間検出〔voice activity detection〕 102

音声言語獲得〔spoken language acquisition〕104

音声合成〔speech synthesis〕 115, 284

音声合成技術〔speech synthesis technology〕150

音声合成におけるモデル適応〔model adaptation

for speech synthesis〕 106
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音声信号処理〔speech signal processing〕 115

音声親密度〔speech familiarity〕 108

音声生成〔speech production〕 110, 262, 312

音声素片〔speech element / voice element〕 21

音声対話〔speech dialogue〕 115

音声知覚〔speech perception〕 280

音声ドキュメント〔spoken document〕 112

音声ドキュメント検索〔spoken document

retrieval〕 112

音声特徴量〔speech feature〕 124, 260

音声におけるオープンソース〔open-source

software for speech processing〕 114

音声認識〔speech recognition〕 284

音声認識システム〔speech recognition system〕

116, 123, 138, 224, 386

音声の構造的表象〔structural representation of

speech〕 118

音声の明瞭性とその評価〔speech clarity and its

evaluation〕 120

音声符号化〔speech coding〕 430

音声分析合成〔speech analysis and synthesis〕

122, 124, 260

音声モーフィング〔voice morphing / speech

morphing〕 123, 124

音声要約〔speech summarization〕 126

音線〔sound ray〕 160

音線法〔sound ray tracing method〕 160

音像〔sound image〕 308, 340

音像定位〔sound localization〕 340, 357

音像分離〔perceptual segregation of sound

images〕 308

音速と気温〔speed of sound and temperature〕

456

音速の高度分布〔vertical variation of sound

speed〕 32

音速プロファイル〔sound speed profile〕 32

音素修復〔phonemic restoration〕 128, 137

音程〔musical interval〕 70, 205

温度〔temperature〕 34

温度勾配〔temperature gradient〕 354

音場再現〔sound field reproduction〕 439

音場制御〔sound field control〕 439

音場増幅〔sound field amplification〕 233

音波伝搬〔sound propagation〕 238

音場の空間情報〔spatial information in sound

fields〕 170

音脈〔auditory stream〕 129, 308

音脈分凝〔auditory stream segregation〕

44, 130, 136, 308, 411

【か】
　

快音〔comfortable sound〕 132

快音化〔comfortable sounding〕 132

快音設計〔design of comfortable sound〕 132

外国語〔foreign language〕 440

外耳道内放射〔sound radiation into external

ear canal〕 203

回収率〔response rate〕 230

回折〔diffraction〕 317, 392

回折トモグラフィ〔diffraction tomography〕 90

回折波〔diffracted waves〕 372

階層的凝集型クラスタリング〔hierarchical

agglomerative clustering〕 434

回転粘度計〔rotational viscometer〕 429

海綿骨〔cancellous bone〕 396

外有毛細胞〔outer hair cell〕 214

海洋音響トモグラフィ〔ocean acoustic

tomography〕 91

科学教室〔science program〕 361

蝸牛〔cochlea〕 202

下丘外側核〔external nucleus of inferior

colliculus〕 307

拡散音場〔diffuse sound field〕 134, 167

拡散体〔diffuser〕 134

拡散と散乱〔diffusion and scattering〕 134

学習〔learning〕 440

学習同定法〔learning identification method〕 27

学習プログラム〔learning program〕 149

拡大代替コミュニケーション〔augmentative and

alternative communication〕 363

カクテルパーティ効果〔cocktail party effect〕136

角度スペクトル〔angular spectrum〕 94

楽譜追跡〔musical score tracking〕 75

確率的勾配降下法〔stochastic gradient descent

method〕 326
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確率的手法による自動作曲〔automatic

composition with probabilistic methods〕

138

確率的潜在意味解析〔probabilistic latent

semantic analysis〕 175

隠れ基準付3刺激2重盲検法〔triple-stimulus

hidden-reference double-blind approach〕

353

隠れマルコフモデル〔hidden Markov model;

HMM〕 96, 330

加算合成〔additive synthesis〕 144

可視化〔visualization〕 140, 186, 361, 404

可視化教材〔visualization of sound and

vibration on education in acoustics〕 140

仮想音源〔virtual sound source〕 161, 368

仮想音源分布〔virtual sound source

distribution〕 170

仮想聴覚ディスプレイ〔virtual auditory display〕

310

画像特徴量〔image feature〕 406

加速度〔acceleration〕 246

可塑性〔plasticity〕 349

可聴閾〔hearing threshold〕 335

可聴音〔audible sound〕 182

可聴化〔auralization〕 39, 310, 404

楽器音分離〔separation of musical instrument

sounds〕 142

楽器の物理モデル〔physical model for musical

instruments〕 144

楽器の分類〔classification of musical

instruments〕 146

楽曲構造解析〔music structure analysis〕 75

学校〔school〕 148

学校の音響設計〔acoustic design of spaces for

children〕 148

カデンツ〔cadence〕 10

可動部〔movable parts〕 252

カバーエリア〔cover area〕 41

カラオケの周辺技術〔peripheral technology of

karaoke〕 150

管〔tube〕 145

感覚閾〔sensory threshold〕 246

環境音の集音と再生〔recording/reproduction of

environmental sounds〕 152

環境騒音〔environmental noise〕 154

乾式二重床〔dry double floor〕

416

感情〔emotion〕 366

感情音声の認識と合成〔emotional speech

recognition/synthesis〕 156

感情音声の分析〔analysis of emotional speech〕

158

干渉管〔interference tube〕 216

感情表現〔emotion expression〕 156, 261, 285

感性語〔sensitivity word / kansei word〕 138

官能指標〔sensory evaluation index〕 265

官能評価法〔sensory evaluation〕 100

【き】
　

気圧〔atmospheric pressure〕 34

擬音語〔onomatopoeia (sound-onomatopoeia /

giongo)〕 12, 66

機械音〔machinery sound〕 380

機械学習〔machine learning〕 82

機械翻訳〔machine translation〕 115, 284

幾何音響シミュレーション〔geometrical acoustics

based simulation〕 160

疑似エコー〔pseudo echo〕 26

擬情語〔onomatopoeia (mimetic word /

gijyougo)〕 66

擬声語〔onomatopoeia (sound-onomatopoeia /

giseigo)〕 66

擬塑性流体〔pseudoplastic fluid〕 428

ギター〔guitar〕 162

擬態語〔onomatopoeia (mimetic word /

gitaigo)〕 66

期待値最大化アルゴリズム

〔expectation-maximization algorithm; EM

algorithm〕 97

気導〔air conduction〕 202

機能和声〔functional harmony〕 318

基盤地図情報〔fundamental geospatial data〕323

気分〔mood〕 78

気分調整理論〔mood management theory〕 79

気泡ダイナミクス〔bubble dynamics〕 278
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基本解〔basic solution〕 365

基本周波数（F0）〔fundamental frequency〕

21, 110, 122, 124, 158, 450

気鳴楽器〔aerophone〕 146

逆2乗則〔inverse square law〕 36

逆フィルタ〔inverse filter〕 16, 213

逆向性マスキング〔backward masking〕 402

キャビテーション気泡〔cavitation bubble〕

278, 325

吸音〔sound absorption〕 148, 178

吸音材料〔sound absorption material〕 164

吸音処理〔sound absorption treatment〕 253

吸音率測定法〔measurement methods of sound

absorption coefficient〕 166

吸収断面積〔absorption cross section〕 297

球状マイクロホンアレイ〔spherical microphone

array〕 49

球面調和関数〔spherical harmonics〕 48

教育〔education〕 440

境界積分方程式〔boundary integral equation〕

365

境界要素法〔boundary element method; BEM〕

384

共振周波数〔resonance frequency〕 243

共振スイッチング〔resonant switching〕 9

競争型ワークショップ〔competition workshop〕

82

鏡像法〔method of mirror images〕 161

協調フィルタリング〔collaborative filtering〕 73

共変調マスキング解除〔co-modulation masking

release〕 403

共鳴〔resonance〕 18, 140, 252, 263

共鳴器型吸音材料〔resonance type

sound-absorbing material〕 164

共鳴透過〔resonance transmission〕 245

強力空中超音波〔high-intensity airborne

ultrasonic wave〕 168

強力集束超音波〔high-intensity focused

ultrasound; HIFU〕 324

虚音源〔image sound source〕 161

虚像法〔image source method〕 161

近距離場音波浮揚〔near-field acoustic levitation〕

92

近接4点法〔closely located four point

microphone method〕 170

近接4点法マイクロホン〔closely located four

point microphone〕 170

【く】
　

グイード・ダレッツォ〔Guido d’Arezzo〕 10

グイードの手〔Guidonian hand〕 10

空間印象〔spatial impression〕 152

空間的エイリアシング〔spatial aliasing〕 401

空間の標本化定理〔spatial sampling theory〕194

空間微分値〔spatial differential value〕 443

空間分解能〔spatial resolution〕 192

空気音〔airborne sound〕 176, 200

空気吸収〔air absorption〕 414

空気中〔in the air〕 303

偶然性〔uncertainty〕 10

空中超音波計測〔airborne ultrasonic

measurement〕 172

空力音〔aerodynamic sound〕 380

空力音響学的フィードバック〔aeroacoustical

feedback〕 422

屈折現象〔diffraction phenomenon〕 32

屈折率〔refractive index〕 426

クラス言語モデル〔class linguistic model〕 174

グランドピアノ〔grand piano〕 374

クリープ現象〔creep phenomenon〕 429

グルーピング〔grouping〕 226

クロマ〔chroma〕 266

群化〔grouping〕 226

【け】
　

計算高速化〔acceleration of a calculation speed〕

448

計算断層撮影法〔computed tomography〕 427

計算論的聴覚情景分析〔computational auditory

scene analysis〕 226

経時的グルーピング〔temporal grouping〕 227

系列再生課題〔serial-recall task〕 410

ゲシタルト心理学〔Gestalt psychology〕 308

結晶核生成〔crystal nucleation〕 277

弦〔string〕 145

言語〔language〕 174
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健康〔health〕 271

言語横断声質変換〔cross-language voice

conversion〕 285

言語情報〔linguistic information〕 260, 366

言語モデル〔language model〕

117, 138, 174, 224, 284

減衰係数〔attenuation coefficient〕 34

減衰振動系〔damped vibration system〕 375

喧噪〔noisiness〕 178

現代音楽〔contemporary music〕 80

建築設備騒音〔noise generated by machinery

and equipment in building〕 176

弦鳴楽器〔chordophone〕 146

【こ】
　

語彙爆発〔vocabulary spurt〕 104

コインシデンス効果〔coincidence effect〕 228

公共空間〔public space〕 178

公共空間の音響設計〔acoustic design of public

space〕 178

航空機騒音〔aircraft noise〕 180

攻撃耐性〔attack resistance〕 57

交差・反発錯覚〔stream-bounce illusion〕 408

高周波音〔high-frequency sound〕 182

高周波音と高周波可聴閾〔high-frequency noise

and hearing threshold〕 182

高周波超音波による組織診断〔tissue

characterization by high-frequency

ultrasound〕 184

剛性〔stiffness〕 416

構造的調和〔formal congruency〕 23

構造的表象〔structural representation〕 118

高速度カメラ〔high-speed camera〕 186

高速度カメラによる音・振動情報の可視化

〔visualization of sound and vibration using

high-speed camera〕 186

高速波〔fast wave〕 397

高速標本化1 bit信号処理〔high speed sampling

1bit signal processing〕 14

高速フーリエ変換〔fast Fourier transform; FFT〕

27, 188, 292

交通振動〔traffic vibration〕 190

交通振動の対策〔countermeasure for traffic

vibration〕 191

行動観察〔behavior observation〕 104

高バイパス化〔high-bypass〕 180

高フレームレート超音波計測法〔high frame rate

ultrasound measurement〕 273

高フレームレート超音波診断〔high frame rate

diagnostic ultrasound〕 192

高分子圧電材料〔polymer piezoelectric material〕

398

興奮パターン〔excitation pattern〕 314

高密度MEMSマイクロホンアレイ〔high-density

MEMS microphone array〕 194

高齢者〔elderly person〕 196, 336

高齢者支援〔assistance for elderly person〕 64

高齢者・障害者の音環境〔auditory environment

for the elderly and disabled people〕 196

語学〔language〕 440

小型音響機器〔compact acoustic system〕 198

小型スピーカ〔small loudspeaker〕 199

子局〔slave station〕 40

国際規格〔international standard〕 454

固体音〔solid-borne sound〕 176, 200

固体伝搬音〔solid-borne sound〕 416

固体伝搬音と防振技術〔structure-borne sound,

vibration isolation〕 200

骨導〔bone conduction〕 202

骨導補聴器〔bone conduction hearing aid〕 202

骨梁〔trabecular bone〕 396

5.1サラウンド〔5.1 surround〕 210

箏（こと）〔(Japanese) koto〕 204

子どもの可聴閾値〔hearing threshold of

children〕 183

固有音響特性〔intrinsic acoustic impedance〕185

固有角振動数〔natural angular frequency〕 240

固有声〔eigen voice〕 106

固有周波数〔eigenfrequency〕 446

固有振動モード〔normal mode of vibration〕305

固有値問題〔eigenvalue problem〕 446

固有モード〔eigen mode〕 3, 240, 364

コリメートビーム〔collimated beam〕 392

コロケート格子〔collocated grid〕 442

混合ガウス分布〔Gaussian mixture model〕 97
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コンサートホール〔concert hall〕 206

コンポニウム〔componium〕 10

【さ】
　

細管粘度計〔capillary viscometer〕 429

最小可聴値〔threshold of hearing〕 344

ザイデル収差〔Seidel aberrations〕 98

サイドスキャンソーナー〔side scan sonar〕 251

サイドローブ〔side lobe〕 372

最尤線形回帰〔maximum likelihood linear

regression〕 106

在来鉄道騒音〔conventional railway noise〕 333

サイレント映画〔silent film〕 22

サイン音〔sign sound / auditory signal /

auditory display〕 58, 208, 274

サウンドスケープ〔soundscape〕 42, 58, 61

サウンドスケープデザイン〔soundscape design〕

42

サウンドスペクトログラム〔sound spectrogram〕

334

サウンドデザイン〔sound design〕 132, 359

サウンドトラック〔sound track〕 22

サウンドブリッジ〔sound bridge〕 229

サウンドマスキング〔sound masking〕 259

サウンドレベルメータ〔sound level meter〕 268

差音〔difference tone〕 368

ささやきの回廊〔whispering gallery〕 60

雑音抑圧処理〔noise reduction processing〕 394

錯覚〔illusion〕 131

擦弦楽器〔bowed string instrument〕 18

サブワード〔sub word〕 113

サラウンド再生〔surround sound reproduction〕

50, 210

残響時間〔reverberation time〕 134, 220, 222

残響室〔reverberation room〕 167

残響除去〔dereverberation〕 212

3次元音響画像〔three dimensional acoustic

image〕 249

3次元音場再現システム〔three dimensional

sound reproduction system〕 255

3次元ビデオソーナー〔three dimensional video

sonar〕 251

散乱体〔scatterer〕 184

散乱断面積〔scattering cross section〕 296

残留騒音〔residual noise〕 154, 380

【し】
　

地〔ground〕 131

子音〔consonant〕 263

支援〔aid〕 440

耳音響放射〔otoacoustic emission〕 214

視覚障害者〔visually impaired person〕 196, 358

死角制御アレイ〔null beamforming array〕 400

時間重み付け〔time weighting〕 247, 269

時間間隔〔inter-onset interval〕 418

時間重心〔center time〕 220

時間縮小錯覚〔time-shrinking illusion〕 419

時間同期ビタビビーム探索〔time synchronous

Viterbi beam search〕 330

時間分解2次元イメージング〔time-resolved

two-dimensional imaging〕 425

時間分解能〔temporal resolution〕 192

識別的側面〔identification point of view〕 55

磁気誘導〔magnetic induction〕 232

時系列〔time series〕 274

指向性集音・再現〔directional recording and

representation〕 216

指向性処理〔directional processing〕 394

指向性制御〔directivity control〕 390

指向性パターン〔directivity pattern〕 170

自己復調〔self-demodulation〕 369

耳小骨〔ossicles〕 202

地震波〔seismic wave〕 218, 288

地震波・インフラサウンド〔seismic wave and

infrasound〕 218

システム統合〔system integration〕 433

自然知能〔natural intelligence〕 104

持続音〔continuant〕 350

視聴覚統合〔audiovisual integration〕 307

実環境・実時間処理〔real environment and

real-time processing〕 433

実体波〔body wave〕 191, 218

室伝達関数〔room transfer function〕 51

室内音響指標〔room acoustic parameters〕

87, 220, 255

室内音場制御〔sound filed control〕 222
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失リズム症〔arrhythmia〕 421

質量則〔mass law〕 228

自動議事録システム〔automatic transcription

system for meetings〕 224

自動採譜〔automatic music transcription〕

143, 226

自動作曲〔automatic composition〕 138

自発耳音響放射〔spontaneous otoacoustic

emissions〕 214

自発的テンポ〔spontaneous tempo〕 420

地盤振動伝搬〔propagation of ground vibration〕

191

時不変性〔time invariance〕 16

シミュレータ教材〔simulator based teaching

material〕 404

シャープネス〔sharpness〕 100

遮音〔sound insulation〕 228

遮音壁〔noise barrier〕 36

社会調査〔social survey〕 230, 270

社会調査の手法と事例〔methods and examples

for social survey〕 230

尺度〔scale〕 352

遮蔽〔screen〕 178

重回帰隠れセミマルコフモデル〔multiple

regression hidden semi-Markov model;

MRHSMM〕 157

自由再生課題〔free-recall task〕 410

充実時間錯覚〔filled duration illusion〕 419

集束〔focusing〕 392

集束音場〔focused sound field〕 99

住宅防音工事〔soundproofing works for

residents〕 181

集団補聴設備（集団補聴器）〔group hearing aid〕

232

重度障害者用意思伝達装置〔augmentative and

alternative communication〕 363

周波数〔frequency〕 34, 320

周波数重み付け〔frequency weighting〕

247, 268

周波数時間受容野〔spectro-temporal receptive

field; STRF〕 349

周波数特性〔frequency characteristics〕 153, 154

シューボックス〔shoebox〕 206

重要文抽出〔important sentence extraction〕127

主観評価〔subjective evaluation〕 352

縮尺模型〔scale model〕 414

縮退〔degeneracy〕 305

縮退モード〔degenerate mode〕 243

シュリーレン〔schlieren〕 302

シュリーレン法〔schlieren method〕 234

シュレーダー周波数〔Shroeder frequency〕 223

手腕振動〔hand-transmitted vibration〕 246

純音成分〔pure tone component〕 177

純音聴覚閾値測定〔measurement of hearing

threshold using pure tone〕 182

順向性マスキング〔forward masking〕 402

瞬時音圧〔instantaneous sound pressure〕 274

消音施設〔soundproofing facility〕 180

障害者支援〔assistance for disability person〕 64

障害調整生存年〔disability-adjusted life year〕

271

上丘〔superior colliculus〕 307

条件付き確率場〔conditional random field〕 175

乗算性ひずみ〔multiplicative distortion〕 118

蒸着重合法〔vapor deposition polymerization

method〕 398

焦点距離〔focal length〕 98

情動性〔emotionality〕 283

情報障害者〔information illiterate〕 196

情報ハイディング〔information hiding〕 56

初期反射音〔early reflection〕 207

食道発声〔esophageal speech〕 362

シリコンオーディオ〔silicon audio〕 236

シリコンコンサートホール〔silicon concert hall〕

53

磁歪〔magnetostriction〕 379

新幹線鉄道騒音〔Shinkansen railway noise〕 332

シングルバブル・ソノルミネセンス〔single-bubble

sonoluminescence; SBSL〕 278

シングルビームソーナー〔single beam sonar〕251

信号強調〔signal enhancement〕 47

人工内耳〔cochlear implant〕 395

進行波〔traveling wave〕 202

新生児聴覚スクリーニング検査〔newborn hearing

screening test〕 215
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深層ニューラルネットワーク〔deep neural

network〕 326

人体〔human body〕 238

身体動作〔body motion〕 389

人体の音響モデル〔acoustic model of human

body〕 238

振動〔vibration〕 200

振動インテンシティ〔structural intensity /

vibration intensity〕 240

振動おもちゃ─ギリギリガリガリ〔scientific toy

— “giri-giri, gari-gari”〕 242

振動加速度レベル〔vibration acceleration level〕

200

振動苦情〔complaint against vibration〕 190

振動数〔frequency〕 246

振動数特性〔frequency characteristics of

vibration〕 190

振動絶縁〔vibration isolation〕 200

振動伝達率〔transmissibility〕 201

振動と音響の連成〔vibroacoustic coupling〕 244

振動と人体反応〔vibration and human

responses〕 246

振動モード〔mode of vibration〕 141

振動レベル〔vibration level〕 247

振幅パンニング〔amplitude panning〕 210

振幅変調音〔amplitude modulation sound〕

351, 380

親密度〔familiarity〕 108

心理音響指標〔psychoacoustical index〕 100

【す】
　

図〔figure〕 131

水中音〔sound in water〕 176

水中音響〔underwater acoustics〕 248

水中環境〔underwater environment〕 248

水中環境計測〔measurement of underwater

environment〕 248

水中超音波イメージング〔underwater acoustic

imaging〕 250

数値散逸〔numerical diffusion〕 443

数値分散〔numerical dispersion〕 443

スーパーカーディオイド〔super cardioid〕 216

隙間〔gap/aperture〕 252

隙間の音響学〔sound transmission through

gap/aperture〕 252

スタガードグリッド〔staggered grid〕 444

スタック〔stack〕 354

すだれ状電極〔interdigital electrodes〕 392

スティック－スリップ運動〔sticking slip motion〕

18

ステージ音響〔stage acoustics〕 254

ステガノグラフィ〔steganography〕 56

ストリーム重み〔stream-weight〕 407

ストレングス〔strength〕 220

スネルの法則〔Snell’s law〕 98

スパース性〔sparseness〕 142

スピーカ〔loudspeaker〕 152

スピーカの新技術〔new technologies for

loudspeaker〕 256

スピーチプライバシー〔speech privacy〕 258

スペクトル〔spectrum〕 320, 450

スペクトル傾斜〔spectral tilt〕 158

スペクトル包絡〔spectral envelope〕21, 122, 124

スペックルパターン〔speckle pattern〕 184

スマートサウンドスペース〔smart sound space〕

133

【せ】
　

制御理論〔control theory〕 2

正弦波モデル〔sinusoidal model〕 122

声質〔voice quality〕 366

声質変換〔voice conversion〕 21, 106, 123, 260

声道〔vocal tract〕 262

声道特徴量〔vocal tract feature〕 260

声道模型〔vocal-tract model〕 262

製品音〔product sound〕 58, 264

生物ソーナー〔bio sonar〕 28

赤外線〔infrared〕 233

積層一体焼結構造〔co-fired multilayer structure〕

8

節〔node〕 163

絶対音感〔absolute pitch / perfect pitch〕 266

線形周期変調（LPM）信号

〔linear-period-modulated signal〕 370

線形周波数変調（LFM）信号〔linearly frequency

modulated signal〕 370
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線形変換性ひずみ〔linear transformational

distortion〕 118

線形予測分析〔linear predictive analysis〕 430

センサネットワーク〔sensor network〕 390

全身振動〔whole-body vibration〕 246

線スペクトル〔line spectrum〕 383

選択的聴取〔selective listening〕 137

せん断弾性係数〔shear modulus〕 272

せん断波〔shear wave〕 272

旋律的調性〔melodic tonality〕 318

戦略的騒音マップ〔strategic noise map〕 30

【そ】
　

騒音計〔sound level meter〕 54, 268

騒音軽減運航方式〔noise abatement operation〕

180

騒音低減対策〔noise mitigating measure〕 332

騒音による心理的影響〔psychological effects of

noise〕 270

騒音暴露人口〔noise exposure population〕 323

騒音予測モデル〔noise prediction model〕 333

総合騒音〔total noise〕 154

相互作用〔interaction〕 244

相互相関〔cross-correlation〕 170, 293

相互相関処理〔cross-correlation function〕 370

相似則〔similarity rule〕 414

相対湿度〔relative humidity〕 34

測位〔positioning〕 248

組織弾性計測〔tissue elasticity measurement〕

272

ソーナー〔sonar〕 5, 28

ソニフィケーション〔sonification〕209, 274, 310

ソノケミストリー〔sonochemistry〕 276

ソノケミルミネセンス〔sonochemiluminescence;

SCL〕 279

ソノルミネセンス〔sonoluminescence〕 278

ソマトトピー〔somatotopy〕 348

【た】
　

大気屈折率の変動〔change in refractive index of

air〕 456

大気レーダ〔air radar〕 456

大語彙連続音声認識〔large vocabulary

continuous speech recognition; LVCSR〕330

対象指向エピソード記録モデル〔object-oriented

episodic record model; OOER model〕 411

対処療法仮説〔symptomatic therapy hypothesis〕

78

大スパン〔long-span〕 416

態度〔behavior〕 366

第二言語習得〔second language acquisition〕280

対乳児発話〔infant-directed speech〕 282

タイムストレッチ処理〔time strech processing〕

151

体鳴楽器〔idiophone〕 146

タイヤ/路面騒音〔tire/road noise〕 346

ダイラタント流体〔dilatant fluid〕 428

多感覚研究〔multi sensory research〕 408

多言語音声翻訳〔multi-lingual speech

translation〕 284

多孔質型吸音材料〔porous sound-absorbing

material〕 164, 253

多重音解析〔multipitch analysis〕 74

多自由度モータ〔multi-degree-of-freedom motor〕

305

多重モード振動子〔multi-mode vibrator〕 305

多層パーセプトロン〔multi-layer perceptron〕326

畳み込み積分〔convolution integral〕 16

建具のがたつき〔rattling of windows/doors〕328

ダブルトーク〔double talk〕 26

ダブルフラッシュ錯覚〔double-flash illusion〕408

多様性〔diversity〕 101

たわみ振動〔bending vibration〕 168

短期記憶〔short-term memory〕 410

単語親密度〔word familiarity〕 120

単語抽出〔word extraction〕 126

単語了解度〔word intelligibility〕 109

探査〔probe〕 13

弾性波動〔elastic wave〕 238

弾性表面波〔surface acoustic wave; SAW〕

286, 392

弾性表面波センサ〔surface acoustic wave (SAW)

sensor〕 286

弾性表面波フィルタ〔surface acoustic wave

(SAW) filter; SAW filter〕 7

コ
ロ

ナ
社



索引 473

【ち】
　

遅延聴覚フィードバック〔delayed auditory

feedback; DAF〕 312

遅延和〔delay and sum〕 195

遅延和アレイ〔delay and sum beamforming

array〕 400

知覚閾〔sensory threshold〕 246

知覚化〔perceptualization〕 275

知覚的体制化〔perceptual organization〕 420

地中音響映像〔underground acoustical imaging〕

288

注意〔attention〕 130, 137

注意資源〔attentional resource〕 410

中心差分近似〔central difference approximation〕

444

中全音律〔meantone temperament〕 71

調音結合〔coarticulation〕 129

超音波〔ultrasonic wave / ultrasound〕

28, 290, 302

超音波イメージング〔ultrasonic imaging〕

298, 324

超音波エレクトロニクス〔ultrasonic electronics〕

290

超音波計測の信号処理〔signal processing in

ultrasound measurement〕 292

超音波顕微鏡〔ultrasonic microscopy〕

5, 272, 294

超音波式可変焦点レンズ〔ultrasonic

variable-focus lens〕 93

超音波診断装置〔ultrasonic diagnostic

equipment〕 4

超音波診断用造影剤〔ultrasound contrast agent〕

296

超音波断層像〔ultrasonic tomogram〕 192

超音波トモグラフィ〔ultrasonic tomography〕 90

超音波トランスデューサ〔ultrasonic transducer〕

298, 324

超音波非接触アクチュエータ〔ultrasonic

noncontact actuator〕 92

超音波浮揚のシミュレーション〔simulation on

ultrasonic levitation〕 300

超音波マニピュレーション〔ultrasonic

manipulation〕 93, 300, 302

超音波モータ〔ultrasonic motor〕 243, 304

超音波CT〔ultrasonic computerized

tomography〕 272

聴覚アイコン〔auditory icon / earcon〕 274

聴覚空間地図〔auditory space map〕 306

聴覚障害者〔audibly impaired person〕 196

聴覚情景分析〔auditory scene analysis〕

44, 130, 136, 226, 308, 411

聴覚ディスプレイ〔auditory display〕 310, 343

聴覚的注意〔auditory attention〕 309

聴覚皮質〔auditory cortex〕 348

聴覚フィードバック〔auditory feedback〕 312

聴覚フィルタ〔auditory filter〕 314, 348

聴覚抑制〔auditory suppression〕 313

超過減衰〔excess attenuation〕 328

調絃〔tuning〕 205

超高層建物閉鎖型解体工法〔enclosed demolition

method for a high-rise building〕 316

調査手法〔survey method〕 230

調子〔Choushi〕 205

調推定〔key estimation〕 74

調性音楽〔tonal music〕 318

調性と和声〔tonality and harmony〕 318

超低周波音〔infrasound〕 328

聴能形成〔technical listening training〕 320

調波性〔harmonicity〕 226

調波打楽器音分離〔harmonic and percussive

sound separation〕 75

超並列計算〔massively parallel computing〕 448

直接計算〔direct calculation〕 422

直接波〔direct waves〕 372

直線軌跡〔linear locus〕 242

直線集束ビーム〔line-focus beam〕 294

直交検波〔quadrature detection〕 173

地理情報システムと騒音〔geographic information

system and noise〕 322

地理情報標準プロファイル〔profile for geographic

information standards〕 323

治療用超音波〔therapeutic ultrasound〕 324
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【つ】
　

通気性膜材料〔breathable membrane material〕

165

ツーファイブ〔two five〕 11

【て】
　

低域共鳴透過〔mass-air-mass resonance〕 229

ディープラーニング〔deep learning〕 285, 326

ディザ〔dither〕 14

定在波音場〔standing wave field〕 302

ディジタル録音技術〔digital recording

technology〕 76

低周波音〔low frequency sound / infrasound〕

328

定常音場〔steady sound field〕 438

ディストーション〔distortion〕 87

低速波〔slow wave〕 397

低ランク性〔rank deficiency〕 142

ディレイ〔delay〕 86

データベース〔database〕 114

適応アレイ〔adaptive array〕 400

適応フィルタ〔adaptive filter〕 26

テキスト要約〔text summarization〕 126

デコーダ〔decoder〕 225, 330

デコーディンググラフ〔decoding graph〕 330

鉄道騒音〔railway noise〕 332, 334

鉄道における高周波音〔high-frequency sounds

radiated from railway〕 334

∆Σ変調〔delta sigma modulation〕 14

テレビ受信機〔television receiver〕 337

テレビ番組の話速変換〔speech rate conversion

system for TV program sounds〕 336

電気機械結合係数〔electromechanical coupling

coefficient〕 6, 298

電気式人工喉頭〔electrolarynx〕 362

電気的展示〔display aided by electrical device〕

360

電子楽器〔electro musical instrument〕338, 452

電子透かし〔digital watermark〕 56

電磁超音波センサ〔electromagnetic acoustic

transducer〕 379

点集束ビーム〔point-focus beam〕 294

伝達関数〔transfer function〕 39

伝達関数法〔transfer function method〕 166

伝達パワー〔transmission power〕 240

伝搬子〔propagator〕 94

伝搬波〔propagating wave〕 95

電鳴楽器〔electrophone〕 146

【と】
　

統一性〔uniformity〕 209

頭外定位〔sound localization / out-of-head

localization〕 340

頭外定位感〔out of head sound image

localization〕 342

等価回路〔equivalent circuit〕 299

等価騒音レベル〔equivalent continuous

A-weighted sound pressure level〕 346

透過損失〔transmission loss〕 36

同期加算〔synchronous overlap〕 16

統計信号処理〔statistical signal processing〕 44

同時音声翻訳〔simultaneous speech translation〕

285

同時周波数耳音響放射〔stimulus frequency

otoacoustic emission〕 214

同質性仮説〔homogeneity hypothesis〕 78

同質の原理〔iso-principle〕 79

同時的グルーピング〔simultaneous grouping〕226

同時マスキング〔simultaneous masking〕 402

動電形〔electrodynamic〕 256

動電形スピーカ〔electrodynamic loudspeaker〕

198

動電形変換器〔electrodynamic transducer〕 199

頭内定位〔lateralization / inside-head

localization〕 341

頭内定位と頭外定位〔lateralization / inside-head

localization and sound localization /

out-of-head localization〕 340

頭部伝達関数〔head related transfer function;

HRTF〕 48, 50, 311, 340, 342

等ラウドネスレベル曲線〔equal loudness level

contour〕 54, 344

道路交通振動〔road traffic vibration〕 190

道路交通騒音〔road traffic noise〕 346, 359

トーキー映画〔talkie〕 22
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特性曲線法〔method of characteristics〕 442

特性法〔method of characteristics〕 442

特徴周波数〔characteristic frequency〕 349

特徴量〔feature value〕 102

特定騒音〔specific noise〕 154

独立成分分析〔independent components

analysis〕 386

トノトピー〔tonotopy〕 348

トノトピシティ〔tonotopicity〕 348

トピック〔topic〕 174

ドプラ効果〔Doppler effect〕 28, 172, 456

ドプラシフト補償〔Doppler shift compensation〕

29

トレモロ奏法〔tremolo〕 350

ドロップボイシング〔drop voicing〕 11

【な】
　

内装材料の吸音特性〔absorption characteristics

of interior finishing materials〕 414

内部気体〔internal gas〕 296

内容に基づくフィルタリング〔content-based

filtering〕 73

鳴き竜〔fluttering echo〕 60

難聴〔hearing disorder〕 232, 394

【に】
　

においセンサ〔smell sensor / odor sensor〕 287

にぎわい〔activity〕 178

2次音圧傾度〔secondary pressure gradient〕 216

22.2マルチチャネル音響〔22.2 multi channel

sound system〕 211

2段減衰〔two step damping〕 375

日本測地系2000〔Japan geodetic system 2000〕

322

2マイクロホン法〔2 microphone method〕 84

ニューラルネットワーク〔neural network〕

97, 115, 117

【ね】
　

音色〔timbre / sound quality〕

19, 55, 87, 162, 204, 320, 352

音色因子〔attributes of timbre〕 101

音色と音質の評価〔evaluation of timbre and

sound quality〕 352

熱音〔sound caused by heat〕 12

熱音響〔thermoacoustic〕 354

熱音響効果〔thermoacoustic effect〕 257

【の】
　

ノイズシェーピング〔noise shaping〕 14

能動的音楽鑑賞インタフェース〔active music

listening interface〕 73

ノッチ雑音法〔notched-noise method〕 315

伸ばし音〔sustained voice〕 21

【は】
　

バーチャルリアリティ〔virtual reality〕 413

バイオセンサ〔biosensor〕 287

倍音〔harmonics〕 162

倍音構造〔harmonic structure〕 388

排水性舗装〔drainage asphalt pavement〕 39

ハイト〔height〕 266

バイノーラル〔binaural〕 341

バイノーラル再生〔binaural reproduction〕 311

バイノーラルシステム〔binaural system〕50, 356

バイノーラル信号〔binaural signal〕 356

バイノーラル録音〔binaural recording〕 413

パイプサイレンサ〔pipe scilencer〕 176

ハイブリッド車などの静音性問題〔new noise

problem on hybrid or electric vehicles〕358

ハイレゾリューションオーディオ〔high-resolution

audio〕 14

バイロイト祝祭劇場〔Bayreuther festspielhaus /

Bayreuth festival theatre〕 68

ハウリング抑制処理〔howling suppression

processing〕 394

拍節構造〔metrical structure〕 420

博物館や科学館における展示〔exhibitions in

science or musical museums〕 360

薄膜〔thin film〕 296

暴露－反応関係〔dose response relationship〕231

波形ひずみ〔waveform distortion〕 368

波数空間〔wave number space〕 94

バタフライ演算〔butterfly computation〕 189

発音源〔sound source〕 146
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発光スペクトル〔emission spectrum〕 279

発達〔development〕 282

発話〔utterance〕 281

発話障害者のための支援機器〔assistive device for

speech-impaired〕 362

発話速度〔speech rate〕 158

発話の意図〔speech intension〕 366

発話様式〔speaking style〕 157, 261, 451

馬蹄形劇場〔horse-shoe shaped theatre〕 68

波動場解析〔wave field analysis〕 364

波動方程式〔wave equation〕 364, 384

バネ上〔spring〕 191

バネ下〔unspring〕 190

ハミング検索〔humming search〕 72

波面〔surface wavefront〕 140

パラ言語情報〔paralinguistic information〕

260, 285, 366

パラメータマッピング〔parameter mapping〕275

パラメトリックアレイ〔parametric array〕 368

パラメトリック効果〔parametric effect〕 368

パラメトリックスピーカ〔parametric

loudspeaker〕 368

バリアフリー〔barrier-free / accessibility〕62, 64

パルス圧縮〔pulse compression〕 172, 288

パルス圧縮による超解像手法〔super resolution by

pulse compression〕 370

パルスエコー法〔pulse-echo method〕 4, 192

パルス音場と連続波音場〔acoustic fields of pulse

wave and continuous waves〕 372

パルスグライド図形〔pulsed glide display〕 223

パルスドプラ法〔pulsed Doppler

ultrasonography〕 5

パルスレーザー光〔pulsed laser〕 424

反射〔reflection〕 317

反射音〔reflected sound〕 212

反射波〔reflection wave〕 134

反復〔repetition〕 350

【ひ】
　

ピアノ〔piano〕 374

ピアノの物理モデル〔physical model of a piano〕

375

ビート解析〔beat analysis〕 75

ヒートポンプ〔heat pump〕 354

ビームステアリング〔beam steering〕 5

ビームフォーマ〔beamformer〕 386

ビームフォーミング〔beamforming〕 4, 293

非音声区間〔non-voice section〕 102

光弾性〔photoelasticity〕 19

光弾性効果〔photoelastic effect〕 376

光てこ法〔optical lever method〕 25

光ファイバ干渉計〔optical fiber interferometer〕

376

光ファイバハイドロホン〔fiber-optic

hydrophone〕 376

非球面レンズ〔aspheric lens〕 98

非言語情報〔nonlinguistic information〕

260, 285, 366

非言語的特徴〔nonlinguistic feature〕 118

ピコ秒レーザー超音波法〔picosecond laser

ultrasonics〕 424

微細穿孔板〔micro perforated panel; MPP〕 165

皮質骨〔cortical bone〕 396

微小気泡〔micro bubble〕 296

ピストン振動面〔piston vibrating surface〕 372

ひずみ〔strain〕 272

ひずみ成分耳音響放射〔distortion product of

otoacoustic emissions〕 214

非線形現象〔nonlinear phenomenon〕 169

非線形振動方程式〔nonlinear vibration equation〕

163

非騒音性〔non-noisality〕 209

ビッグデータ〔big data〕 413

ピッチ〔pitch〕 336

ピッチ変換処理〔pitch conversion processing〕

151

非定常音場〔non-steady sound field〕 438

非同期〔asynncronous〕 390

非同時マスキング〔nonsimultaneous masking〕

402

非破壊検査〔nondestructive inspection〕 378

響き〔reverberance〕 207

非負値行列分解〔nonnegative matrix

factorization; NMF〕 142

評価構造〔evaluation structure〕 254
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表情豊かな音声合成〔expressive speech

synthesis〕 157

表面張力〔surface tension〕 24

表面張力波〔capillary wave〕 24

表面波〔surface wave〕 191, 218

非連成解析〔non-coupling analysis〕 244

ビンガム流体〔Bingham fluid〕 428

【ふ】
　

ファイバブラッググレーティング〔fiber Bragg

grating〕 376

ファズ〔fuzz〕 87

フィードバックシステム〔feedback system〕 254

フィードバック制御〔feedback control〕 2, 312

フィードフォワード制御〔feedforward control〕

2, 312

フィルタ〔filter〕 292

風車騒音〔wind turbine noise〕 380

フーリエ級数〔Fourier series〕 382

フーリエ係数〔Fourier coefficient〕 382

フーリエ切断定理〔Fourier slice theorem〕 90

フーリエ変換〔Fourier transform〕

16, 39, 173, 382, 384

風力発電〔wind turbine generator〕 380

フォルマント〔formant〕 110, 124

フォルマント周波数〔formant frequency〕 158

不均質性〔heterogeneous property〕 396

複素音響インテンシティ〔complex sound

intensity〕 84

複素フーリエ級数〔complex Fourier series〕 383

腹話術効果〔ventriloquism effect〕 408

不思議音の発生原因〔cause of occurance of

strange sound〕 12

藤崎モデル〔Fujisaki model〕 158

物理指標〔physical index〕 265

物理的展示〔display of physical device〕 360

物理モデル〔physical model〕 144

物理モデルを用いた音場復元〔PDE-based sound

field reconstruction〕 384

不等分音律〔unequal temperament〕 71

プライムムーバー〔prime mover〕 354

ブラインド音源分離〔blind source separation〕

386

ブラインド残響除去〔blind dereverberation〕212

ブラッグ回折〔Bragg diffraction〕 88

ブラッグ波長〔Bragg wavelength〕 377

ブラッグ反射〔Bragg reflection〕 234

フルートの音色と演奏〔timbre and performance

of flute〕 388

フレネルゾーン〔Fresnel zone〕 36

プローブ光〔probe light〕 424

分散型マイクロホンアレイ〔distributed

microphone array〕 51, 390

分散性〔dispersiveness〕 445

文短縮〔sentence compression〕 126

文抽出〔sentence extraction〕 127

分布間距離〔distance between distributions〕118

分離計算〔separate calculation〕 422

【へ】
　

平均吸音率〔average sound absorption

coefficient〕 222

平均声モデル〔average voice model〕 107

平均律〔equal temperament〕 70, 205

平面直角座標系〔Japan plane rectangular

coordinate system 〕 322

並列処理〔parallel processing〕 448

ヘルムホルツ〔Helmholtz〕 18

ヘルムホルツ方程式〔Helmholtz equation〕

365, 384, 438

ベルリンフィルハーモニーホール〔Berlin

philharmony hall〕 206

変化パターンの調和〔congruence between

changing patterns〕 23

変形聴覚フィードバック〔transformed auditory

feedback; TAF〕 313

偏心〔eccentricity〕 388

変数分離法〔separation of variables〕 364

変動強度〔fluctuation strength〕 100

【ほ】
　

保育空間〔nursery space〕 149

ホイヘンスの原理〔Huygens’ principle〕 36

母音〔vowel〕 262

妨害〔disturbance〕 259

防振材料〔vibration isolation material〕 201
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報知音〔alarm signal〕 208

包絡変調方式〔envelope modulation〕 369

ボーカルキャンセル〔vocal cancel〕 151

ホール〔hall〕 415

ボールSAWセンサ〔ball SAW (surface acoustic

wave) sensor〕 392

母語干渉〔mother-language (L1) interference〕

280

母子相互作用〔mother-infant interaction〕 104

ボストン・シンフォニーホール〔Boston

symphony hall〕 206

補聴器〔hearing aid〕 232, 394

補聴装置〔hearing aid device〕 394

骨の音響特性〔acoustic properties in bone〕396

ポピュラー音楽〔popular music〕 80

ポリ尿素圧電膜〔polyurea piezoelectric film〕398

ポリフッ化ビニリデン〔polyvinylidene fluoride;

PVDF〕 256

ポンプ光〔pump light〕 424

【ま】
　

マイクロホン〔microphone〕 152, 268

マイクロホンアレイ〔microphone array〕

46, 48, 400

マイクロホン指向性制御〔microphone array

beamforming〕 400

前川チャート〔Maekawa’s chart〕 37

マガーク効果〔McGurk effect〕 408

膜〔membrane〕 145

膜鳴楽器〔membranophone〕 146

マスキング〔masking〕 402

マスキング可能性の法則〔masking potential rule〕

129

マスキングのパワースペクトルモデル〔power

spectrum model of masking〕 314

窓関数〔window function〕 189

マニピュレーション〔manipulation〕 303

マルチストリームHMM〔multi-stream HMM〕

407

マルチチャネルオーディオインタフェース

〔multi-channel audio interface〕 49

マルチチャネルコンプレッション処理

〔multi-channel compression processing〕394

マルチトラック録音〔multitrack recording〕 77

マルチバブル・ソノルミネセンス〔multi-bubble

sonoluminescence; MBSL〕 278

マルチビームソーナー〔multibeam sonar〕 251

マルチメディア教材〔multimedia teaching

materials〕 404

マルチモーダル〔multimodal〕 137

マルチモーダル音声認識〔multimodal speech

recognition〕 406

マルチモーダル/クロスモーダル知覚

〔multimodal/cross-modal perception〕 408

マルチモーダル情報統合〔multimodal

information integration〕 433

マルチGPU〔multi-graphics processing unit〕

449

マンドリン〔mandolin〕 350

【み】
　

見かけの音源の幅〔auditory source width;

ASW〕 221

ミッシングファンダメンタル〔missing

fundamental〕 267

【む】
　

無関連音効果〔irrelevant sound effect; ISE〕410

【め】
　

明瞭性評価〔evaluation of speech clarity〕 411

明瞭度〔articulation〕 108, 120, 178, 258

メディアアートにおける音〔sound in media art〕

412

メニーコアアーキテクチャ〔many-core

architecture〕 448

メルケプストラム〔Mel cepstrum〕 450

面積効果〔area effect〕 167

【も】
　

モード〔mode〕 223

モード解析〔mode analysis〕 446

モード結合〔mode coupling〕 305

模型実験〔scale model experiment〕 414

モデルベース〔model-based〕 275
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【や】
　

ヤング率〔Young’s modulus〕 272

【ゆ】
　

有限振幅音波〔finite-amplitude acoustic wave〕

368

有限要素法〔finite element method; FEM〕3, 384

誘電体エラストマー〔dielectric elastomers〕 256

誘発耳音響放射〔evoked otoacoustic emissions〕

214

床衝撃音〔floor impact sound〕 416

ユニバーサルデザイン〔universal design〕

43, 62, 64, 208

【よ】
　

幼児語〔baby talk〕 282

【ら】
　

ライセンス〔license〕 114

ライトヒル方程式〔Lighthill equation〕 422

ラインアレイスピーカ〔line array loudspeaker〕

217

ラウドネス〔loudness〕 54, 100, 344, 359

ラバーハンド錯覚〔rubber hand illusion〕 409

ラフネス〔roughness〕 101

ラプラス圧〔Laplace pressure〕 24

ラマン－ナス回折〔Raman-Nath diffraction〕

88, 234

乱反射率〔scattering ratio〕 134

【り】
　

リアクティブインテンシティ〔reactive sound

intensity〕 84

リアルタイム可視化〔real-time visualization〕449

リープフロッグアルゴリズム〔leap frog

algorithm〕 445

離散化運動方程式〔discrete equations of motion〕

446

離散フーリエ変換〔discrete Fourier transform〕

188

リズム〔rhythm〕 205, 418

リズム解析〔rhythm analysis〕 74

リズム感〔rhythmic sense〕 421

リズムと時間知覚〔rhythm and time perception〕

418

リズムとテンポ〔rhythm and tempo〕 420

リセグメンテーション〔re-segmentation〕 434

離調聴取〔off-frequency listening〕 315

立体音〔spatial sound〕 357

立体音響〔stereophonic sound / 3-dimensional

(3D) sound〕 310, 384

リバーブ〔reverberation〕 86

リプロン〔ripllon〕 25

粒子速度〔particle velocity〕 141, 186

流速〔flow velocity〕 388

流体騒音〔aerodynamic noise〕 422

了解性（度）〔intelligibility〕 120, 129, 209

量子化雑音〔quantization noise〕 14

両耳間時間差〔interaural time difference〕

136, 306

両耳間相関度〔interaural cross correlation;

IACC〕 221

両耳間レベル差〔interaural level difference〕

136, 306

両耳室伝達関数〔binaural room transfer

function〕 51

臨界期〔critical period〕 266

臨界期仮説〔critical period hypothesis〕 281

臨界帯域〔critical band〕 314

【る】
　

類推性〔analogy〕 209

ループ〔loop〕 232

ループゲイン〔loop gain〕 222

【れ】
　

レイリー収縮〔Rayleigh collapse〕 276

レイリー分布〔Rayleigh distribution〕 185

レーザー干渉計〔laser interferometer〕 426

レーザー超音波〔laser ultrasonics〕 424

レーザー超音波センサ〔laser ultrasonic sensor〕

379

レーザードプラ振動計〔laser Doppler

vibrometer〕 385, 426
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レーザードプラ振動計による音場計測〔sound field

measurement using a laser Doppler

vibrometer〕 426

レオロジー計測と音響振動〔rheology and

acoustic oscillation〕 428

レチノトピー〔retinotopy〕 348

劣決定〔underdetermined〕 142

連成解析〔coupling analysis〕 244

連続スペクトル〔continuous spectrum〕 383

連続聴効果〔continuity effect / illusory

continuity of tones〕 129

連立1次方程式〔simultaneous linear equations〕

446

【ろ】
　

漏洩〔leak〕 258

ローカルリアクティブ〔locally reactive〕 38

ローゼン型圧電トランス〔Rosen-type

piezoelectric transformer〕 8

ローレンツ力〔Lorentz force〕 379

6チャネル集音・再生システム〔6 channel sound

recording/reproduction system〕 152

ロジスティック回帰分析〔analysis of logistic

regression〕 270

ロスレス符号化〔lossless speech/audio coding〕

430

ロバスト主成分分析〔robust principal component

analysis; RPCA〕 143

ロボット聴覚〔robot audition〕 343, 432

ロングパスエコー〔long-path echo〕 41, 255

ロンバード効果（反射）〔Lombard effect (reflex)〕

312

【わ】
　

ワイヤレスSAWセンサ〔wireless SAW sensor〕

286

和音〔chord〕 318

和音推定〔chord estimation〕 74

話者クラスタリング〔speaker clustering〕 434

話者識別〔speaker identification〕 436

話者照合〔speaker verification〕 436

話者正規化学習〔speaker adaptive training〕 107

話者セグメンテーション〔speaker segmentation〕

434

話者ダイアライゼーション〔speaker diarization〕

434

話者認識〔speaker recognition〕 436

話者の自動判別〔automatic speaker

identification〕 225

和声〔harmony〕 318

和声的調性〔harmonic tonality〕 318

ワンポイント録音〔one-point recording〕 76

【A】
　

A特性〔A-frequency weighting〕 268

AAC〔advanced audio coding〕 454

ADコンバータ〔analogue to digital converter〕

237

AM音〔amplitude modulation sound〕 380

ASJ RTN-Model 2013 346

【B】
　

BEM〔boundary element method〕

300, 438, 447

【C】
　

CALLシステム〔CALL system〕 440

CIP法〔constrained interpolation profile

method〕 300, 442

CNOSSOS-EU 31

【D】
　

DAコンバータ〔digital to analogue converter〕

237

DAW〔digital audio workstation〕 77, 453

Dolby Atmos　 211

DTM〔desktop music〕 453

DTW〔dynamic time warping〕 113

【E】
　

EDT 220

END〔environmental noise directive〕 30

ERB〔equivalent rectangular bandwidth〕 314

コ
ロ

ナ
社



索引 481

【F】
　

FDTD法〔finite-difference time-domain

method〕 33, 52, 238, 300, 439, 444, 447

FEM〔finite element method〕 300, 439, 446

FFT分析〔fast Fourier transform analysis〕334

FM〔frequency modulation〕 232

FM音源〔FM sound synthesis〕 144

FPGA〔field-programmable gate array〕53, 194

F0パターン生成過程モデル〔F0 contour

generating process model〕 158

【G】
　

GIS〔geographic information system〕 322

Gladstone-Daleの法則〔Gladstone-Dale

relation〕 426

GMM〔Gaussian mixture model〕 436

GPGPU〔general-purpose computation on

graphics processing units〕 448

GPU〔graphics processing unit〕 53, 180

GPUクラスタ〔graphics processing unit

cluster〕 53

GPUを利用した高速計算〔general-purpose

computation on graphics processing units〕

448

【H】
　

HITU〔high-intensity therapeutic ultrasound〕

325

HMM音声合成〔HMM-based speech synthesis〕

21, 106, 123, 125, 157, 450

HTML5 458

【I】
　

ILD〔interaural level difference〕 357

ISO 17534 31

ISO 226 344

ITD〔interaural time difference〕 357

IVA〔independent vector analysis〕 387

i-vector 435, 437

【L】
　

LF 221

LG 221

Line Gradient 216

【M】
　

M系列〔maximum length sequence

(M-sequence)〕 371

M系列信号〔maximum length sequence

(M-sequence) signal〕 17

MEMS技術〔micro electro mechanical systems

microphone technology〕 198

MEMSセンサ〔micro electro mechanical

systems sensor〕 399

MEMSマイクロホン〔micro electro mechanical

systems microphone〕 194

METAR 35

MIDI〔musical instrument digital interface〕

138, 150, 338, 452

MLS法〔MLS method〕 17

MM-MOC法〔multi-moment method of

characteristics〕 442

MPEGオーディオ〔moving picture experts

group audio〕 454

MPEGオーディオ圧縮〔MPEG audio

compression〕 454

【N】
　

NLMSアルゴリズム〔normalized least mean

square algorithm〕 27

NMF〔nonnegative matrix factorization〕 387

N -gram 330

N -gram言語モデル〔N -gram linguistic model〕

174

【O】
　

OHラジカル〔hydroxyl radical〕 276

【P】
　

PCM方式〔pulse code modulation〕 144

PE法〔PE method〕 33

PIV法〔particle image velocimetry〕 186

PTV法〔particle tracking velocimetry〕 186
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482 索引

【Q】
　

Q値〔quality factor〕 6

【R】
　

RASS〔radio acoustic sounding system〕 456

Rayleigh-Plesset方程式〔Rayleigh-Plesset

equation〕 296

【S】
　

SAW化学センサ〔SAW chemical sensor〕 286

SAW物理センサ〔SAW physical sensor〕 286

SCR〔spoken content retrieval〕 112

SD法〔semantic differential method〕

101, 335, 352

SLA〔second language acquisition〕 280

SRT〔speech recognition threshold〕 109

ST（support） 255

STD〔spoken term detection〕 112

STI〔speech transmission index〕 121

Swept-Sine法〔swept-sine method〕 17

【T】
　

TRECVID〔text retrieval conference video

retrieval evaluation〕 83

T-Eシャント法〔T-E shunt〕 362

【U】
　

U値〔U value〕 121

UBM〔universal background model〕 436

Unidirectional 216

【V】
　

VAH〔virtual artificial head〕 48

VBAP〔vector base amplitude panning〕 211

VOCA 363

Vocoder〔voice coder〕 122

V(z)曲線〔V(z) curve〕 295

【W】
　

Web音声インタフェース〔Web speech interface〕

458

WebRTC 458

Web Audio API 458

WFST〔weighted finite-state transducer〕 330

word2vec 175

World Wide Web 458
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