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現在の研究課題
音声生成と立体音響に関する生物物理学的研究。人間の生物物理学的システムのメカニズムを解明し、音響インタフェース技術を向上させることが目的。具
体的には声門流波形と声道形状や耳介形状のコンピュータモデリングや、音響シミュレーションの計算手法などの研究を行う。
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