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術を紹介している。さらに，事例では自動車，事

はじめに

務機，家電や操作系インターフェイスに関する快
音設計が紹介されている。本稿では，五感の 1 つ

日本の機械製品は，高性能・高機能と小型化・

である聴覚に着目し，一歩進んだ振動・騒音対策

軽量化が両立できるようになったが，素材の変化

である快音設計の基本から，感性価値や空間価値

や剛性の低下，高速化などによる新たな振動・騒

を高める快音設計の応用について紹介する。

音問題が発生するケースは少なくない。その対策
として，マイナス要因である振動・騒音を抑える
静粛設計

改善して心地良く感じる
設計

快音の定義

のみでなく，それらをプラス要因に
快音

を目指す

1．音環境の変化

快音

が推進されている1 3）。また，快適な音環境

松尾芭蕉の発句に「古池や蛙飛び込む水の音」

の創生のみばかりでなく，音を機能的に活用して

など日本人は環境の音を風情として味わう文化が

製品の質感を向上させることや人を活動支援する

ある。また，鹿威しのように音により静寂を感じ

スマートサウンドデザインに注目が集まってい

させることもあり，無音の環境と静けさを感じる

る4 6）。本特集では，本稿にて快音設計の基本を整

環境は異なる。製品などの動作音は，騒音と捉え

理し，技術トレンドについて事例を交えて紹介す

られることが多いが，必ずしも低騒音化が適切な

る。また，解説にて振動・騒音対策の基本となる

対策でないことは多い。

発生メカニズムと防振・制振・遮音・吸音の具体

音には，人を快適にする快音と，不快にする騒

例，および人の聴感特性を反映した指標や解析技

音がある。快音は製品や環境にふさわしい音と定
義でき，快音であると快適性や製品の質感を向上
させることができる。従来の

大きな騒音

はま

ず削減することが一般的であり，図 1 に示す
ぐら叩き

も

が効果的な手段であった。しかし，住

宅，オフィスや自動車車室内などは，外部からの
遮音性が向上し，また内部の低騒音化により図 1
の地面で示す環境音が低下して静粛な環境が実現
従来の低騒音化
空間全体の暗騒音低下
（大きな騒音のもぐら叩き状態） （小さい騒音の顕在化）
→音バランスが考慮されない
→サウンドデザイン
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する一方， 従来は気にならなかった
音

小さな騒

が顕在化している。
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2．人の聴感特性
音は人にどのように聞こえているのであろうか。
図 2 は人の聴感特性を示す等ラウドネス曲線であ
り，横軸の音の高さを表す周波数に対して，縦軸
の音の大きさを表す音圧レベルが変化し，たとえ
ば星印で示す1000 Hzで60 dBと20 Hzで100 dBは，
音圧レベル差 40 dB あっても同じ音の大きさに感
じる。それぞれの曲線上は等しい音の大きさを意
味しており，低周波音や高周波音で感度が低く，

洗浄音や配管を流れる水
の音は，小川のせせらぎ
をイメージ

図4

低騒音化だけでなく洗濯
が楽しくなる快音設計

住空間の音環境

4000 Hz 前後で最も感度が高いことを示す。また，

い，縦軸の周波数成分が上昇する多数の細い筋状

最小可聴音に近い小さな音ほど曲線の勾配が急激

の成分が現れる。ヴァイオリンは弦振動，エンジ

であり， 大きな騒音 より 小さな騒音 の方が

ンはクランクの回転に起因した基音と高次倍音で

周波数の変化に敏感である。したがって，静粛な

あり，明瞭にバランス良く現れる類似した特徴は，

環境になるほど，快音と体感される

快音の一要因と推察される。価格帯が異なる中品

音創り

が

ますます重要となる。
では，耳障りに聞こえる騒音と快適に聞こえる
快音は何が異なるのであろうか。モータやファン

質ヴァイオリンでは，高次倍音がやや太い筋状で
不明瞭となり，低周波数から高周波数までバラン
ス良く含まれない7）。

などは回転数や羽枚数に依存した特定の次数成分

3．快適な音環境の実現

が顕著となり，不快で耳障りな騒音と認識される

図 4 は住空間の様子であり，エアコン，掃除機，

ことが多い。

トイレ，洗濯機などさまざまな動作音がある。こ

一方，心地良い音色の代表は，イタリアの最高

れらを独立に騒音低減したのでは，失われた音情

品質ヴァイオリンのストラディバリウスがある。

報により使用感の低下や，特定の音が存在するこ

自動車加速時を模擬して演奏した楽器音と走行音

とで，ほかの音が聞こえにくいマスキングされて

に定評があるイタリアの高級車の加速音を比較し

いた音の顕在化により，空間全体の音のバランス

たのが図 3 である。どちらも横軸の時間経過に従

が崩れる静粛化の弊害が生じることがある。
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高機能

数申請され，すでに 270 種程が登録されている10）。

快音設計
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騒音

現在の登録は CM の商品名など識別力が優先され

大
大
大
大

ているが，今後，音商標の創作や製品のサウンド
デザインを含め，企業のブランド発信手段として
快音
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小
小
小
小

快音設計の理念

低機能

図5

音の活用が期待される。

日本のモノづくりでは，高性能は必須要件であ
るが，それ以上に模倣が難しく高い質感を有する

快音設計の効果

ことが求められる。快音設計は，図 5 に示すよう
動作音は製品のオン・オフや強・弱運転など動

に付加価値を高め，快適性や高級感を向上させ，

作状態を示す重要な情報を含み，快音として存在

インターネットの口コミに記載されやすい使用者

させることが望まれる。エアコンでは夏に涼しい

の満足度を高める。このため，設計の初期段階で

音，冬に暖かい音，掃除機では爽やかな動作音で

音質を設計仕様として取り込む快音設計が必要で

吸引力が実感できる，トイレの洗浄音は小川のせ

ある。

せらぎをイメージする綺麗で高級感を醸し出すこ

1．快音設計の手順

とが期待される。各騒音源を楽器と捉え，適切な

快音設計では，製品完成後に騒音対策による手

バランスとすることで，生活に馴染ませることが

戻りがないように，設計仕様として音質を設定す

必要である。

る。物理的な指標である音圧に対して聴感特性を

さて，快音は人により，または状況に応じて変

考慮した A 特性音圧レベルや，音の時間特性や周

わることがあり，同じ動作状況であっても変更が

波数特性を加味した心理音響評価尺度がある。心

必要な場合がある。製品の動作により発生する機

理音響評価尺度は，マスキング効果を考慮した音

械音のみでなく，報知音や警報音などの電子的に

の大きさを示すラウドネス，高周波数の含まれる

生成するサイン音を含めて，音質の統制が望まれ

割合により変化する甲高さを示すシャープネス，

る。製品の等級やシリーズに応じた快適性・高級

70 Hz 付近の振幅または周波数変調の割合で変化

感が求められる製品群では，ばらつきが小さく音

する粗さを示すラフネス，4 Hz 付近のゆっくりし

質を統制することで，製品の質感や識別性を高め， た変動感を示す変動強度，ピークの割合を示すト
新たな価値が見出される。

ナリティや尖度を示すクルトシスなど多数ある。

一方，快音は 1 つに定まらず，普遍的な固定要

これらの物理的な指標で重回帰分析することで，

素と，料理の塩コショウと同様に個人の嗜好など

音質の傾向は把握できるが，音質を数値のみで完

に応じてサウンドオプションとなる変動要素を組

全に表現することは難しい場合が多い。

み合せた音創りが重要である。構造に起因して発

そこで，図 6 に示す音響シミュレーションが利

生する機械音に，音質評価に基づき推定された過

用され，まず既存の製品音またはサウンドデザイ

不足分を内蔵スピーカーからの電子音で調整する

ンされた初期の音に対して，持続時間や減衰など

ことで，歯切れの良いカメラシャッター音8）や，

時間的な編集（Editing），およびローパス（LP）
，

迫力ある自動車の加速音が実現している 。これ

ハイパス（HP），バンドパス（BS）など各種フィル

らの手段を用いて，システム全体で統制すること

タリングによる周波数的な音質変更を信号処理で

でサウンド・ブランディングが実現する。

実施する。次に，設計者や想定される使用者など

9）

さて，欧米などに遅れて日本では 2015 年 4 月か

適切な母集団が，設問調査に基づく主観的な音質

ら音や色彩など新しいタイプの商標の登録が可能

評価，または生体情報に基づく客観的な音質評価

となった。音商標は諸外国と比較して短期間に多

を実施する。この音響シミュレーションは信号処
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理のみで実施可能であり，音質変更の自

音測定

由度が高く，適切な目標音質が設定でき

音質変更

音圧

る。

を考案する。すでに，目標音質の設定段

9000

いるので，具現化の道筋は推定しやすい。
これら一連のプロセスを経ると，機能や

加速度

階で時間特性や周波数特性が規定されて
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性能などの基本仕様と目標音質が両立し，
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音響シミュレーション

経験，音質評価の際の心理状態などで個人差が生

質感の高い製品が実現する。

2．主観的および客観的な音質評価

じる場合が多い。日本語と英語で擬声語が異なる

ここで，目標音質を設定するための音質評価は，
低い−高い

再生

LP/HP/BP/BS
ノッチ

メータを関連付けて具現化する設計手法

るさい

音質評価

編集
フィルタリング

最後に，設定した目標音質と設計パラ

設問調査に基づく主観的な方法として

特集

静か−う

などいくつかの形容詞対

を用いた SD
（Semantic Differential）
法や，2 つの音
を交互に聞いて判断する一対比較法などがよく用
いられる11），12）。

ように，母国語の周波数特性や生活環境なども影
響すると考えられる。

音創りの技術トレンド
1．聴覚と他感覚の複合刺激を考慮した音創り

一方，生体情報に基づく客観的な方法として，

生活空間は常に音が存在し，その音を五感の 1

生体を傷つけない非侵襲な情報として心電，脳血

つである聴覚で感じている。視覚の第一印象は大

流，皮膚温度， 唾液アミラーゼなどが用いられ

きいと言われるが，視覚の有無に依らず持続的な

る13），14）。たとえば，心電計測による心拍変動より

刺激を受ける聴覚の影響は大きい。音声や音楽な

交感神経活動と副交感神経活動のバランスを示す

ど意識的に発せられる音のみならず，環境に存在

LF/HF よりストレス負荷が評価できる。平常時の

するさまざまな音から各種の情報を得ている。

心拍数を 0％で基準化し，オフィス事務機の連続

また，聴覚は単独で感性に働きかけるわけでは

印刷時に発生する動作音を−10％程遅くした場合

なく，図 7 に示すように視覚や触覚など他感覚と

に快適なリズム感，少し速くした場合に効率的な

の相乗作用がある。たとえば，海の映像に明るく

行動が誘発できる 。

テンポの良い音楽が流れると夏の暑い太平洋，同

15）

このように，ある状態での生体情報を基準にし

じ映像に演歌など落ち着いた音楽が流れると冬の

て音環境を変化させた際との差異を調べることで， 寒い日本海と連想することがある。聴覚が視覚に
音による影響が把握できる。必ずしも無音を基準

影響するマルチモーダル現象を考慮した感性モデ

にする必要はなく，実験が非日常的な空間となり

ルが構築されている。

緊張など悪影響を生じさせない注意が必要である。

一方，空間価値を高めるために，音により人を

客観的な方法では用語解釈の差異が現れず，設

活動支援する効果的な機能音の生成が必要である。

問調査が難しい幼児や高齢者などにも適用でき，

人または空間の各領域で独立した音環境を創生す

音質評価を意識せずに実施できる。また，エアコ

る多領域音場制御により，快適かつ機能的な音環

ンなど長時間暴露の動作音の聞き慣れは，生体情

境， スマートサウンドスペース

報に基づく音質評価が有効である。

が実現する。

2．ボディ色から期待される音

主観的および客観的な音質評価は，常に同様な

自動車や家電の扉が閉まる際の音は，その製品

傾向が得られるわけではなく，適切な統制が必要

の剛性感や重厚感，またはガタのないつくりの良

である。また，加齢などを含めた聴力差や過去の

さなどを連想させる。製品にはさまざまなボディ
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