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Much research has been done worldwide on support systems for visually impaired persons. There are still
many problems for representing real-time information that changes around a user. In this paper, we intro-
duce a visual support system that presents a three-dimensional visual information using three-dimensional
virtual sound. Three-dimensional information is obtained from analyzing images captured by small stereo
cameras, and objects which interest the user are recognized. The user can hear the three-dimensional virtual
sounds, which correspond to the position and movement of objects using Head Related Transfer Functions
(HRTFs). The user’s auditory sense is not spoiled using a bone conduction headset, which dose not block
environmental sound. The proposed system is useful in places where the infrastructure is incomplete, and
when the situation changes in real-time. We plan to use it, for example, for walking assistance and sports. As
experimental results, we found that there are many back and front recognition mistakes, and active operation
is needed to recognize the sound position more correctly.
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1. ま え が き

日本における視覚障害者の数は約 35万人と言われてお
り，人間が外界から得る情報の多くが視覚によるもので，こ
の機能を失っていると日常生活・社会生活において多くの
不便や不利益を被っている。そのため，視覚支援システム
に関する社会的要望は大きく，研究開発は古くからいろい
ろとなされている (2) (5)～(7)。最近では，歩行ガイドロボッ
ト (11) や，歩行支援システム (13) (16)など，ロボット技術を
応用した研究開発が進んでいる。このような支援システム

は様々な技術を組み合わせた統合システムであり，産業用
ロボットなどで培われてきた技術も必要とされている。
視覚障害者といっても個人によりその障害度は異なり，程
度の差はあるが視覚機能を有している弱視者と，視覚機能
をほとんど失っている全盲者とに分けられる。そして視覚
機能を失った時期により，先天盲と後天盲に分類される。故
に，視覚障害といっても千差万別であり，個人の障害のレ

ベルに合わせたチューニングができるシステムの研究開発
が望まれている。著者は対象者を全盲者とした支援システ
ムの研究開発を行ってきた (8) (10)。
視覚情報支援システムの構築に当たって考慮しなければ

ならないのは，残された感覚でいかに代行するかである。
視覚の代わりとなる代行感覚で利用できるものは，聴覚と
触覚である。聴覚は空間把握に適しており，全方向からの
情報を受け取ることができ，視覚に次ぐ受容情報量がある。
しかし，そのすべての情報を処理しているわけではなく，意
識的に注意を向けることで情報を選択する必要がある。ま
た，音声などによる概念の伝達にも優れた感覚である。一

方，触覚は皮膚が網膜と同様な 2次元的な広がりを有して
いるため，空間配置，物体形状を把握する場合に適してい
るが，対象が近くに存在するもので，触るのに適していな
ければならず，接触できる部分が限られるため，一度には
局所情報しか得ることができない。このように，視覚情報
の聴覚・触覚情報への変換においては，これらの特性を十
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分に考慮する必要がある。
視覚障害者向けの視覚支援システムは主にコミュニケー
ション支援と行動支援に分類できる。現在利用されている
行動支援システムのうち歩行支援に焦点を絞って見てみる
と，白杖と盲導犬が広く普及している。白杖はその手軽さ
から最も普及しており，視覚障害者の行動範囲を広げてい
る。盲導犬はさらに優れた能力を持っている。しかし，白
杖は把握できる範囲が限られており，盲導犬はその数や生
き物であるが故の問題もある。そこで，工学的な支援機器
が開発されてきた。電子白杖は白杖の発展型であり，杖に
超音波センサや近赤外線センサを組み合わせることで，杖
が届く少し先の範囲の障害物を検知し，杖の握り部分が振
動して情報を提示するシステムである。一方盲導犬ロボッ

トに関する研究はいろいろなされているが，システムの複
雑さ，大きさ，価格，信頼性，そしてユーザの要望に応じて
細かくチューニングすることが難しい点などのいろいろな
面で実用化には至っていないのが現状である。ソニックガ
イド，モワットセンサは超音波計測により得た障害物まで
の距離情報を音の高さで表現するシステムであり，ソニッ
クガイドは眼鏡の形状をしている。しかしながら，これら
いずれのデバイスも使用にかなりの訓練を要する。近年は
コンピュータを利用した電子機器の研究開発が多く行われ
ており，行動支援に関しては，GPSなどを利用した歩行支
援システムの研究 (5)～(7) (13)がなされている。
また，視覚障害者が周りの状況を把握しやすいようにイ
ンフラを整備することも重要である (14)。インフラ整備で
実用化されているものとして，点字ブロック，点字パネル，
盲人用信号機，音響案内などが上げられる。点字ブロック

はかなり普及しているが，狭い路地などは対応が遅れてお
り，デザインを優先して機能が生かされていない場合もあ
る。盲人用信号機は普及しているが，まだすべてのものが
対応しているわけではない。地下鉄の出入り口などに設置
されている音響案内の普及率もまだまだ低い。インフラ整
備に関する一番の問題点は，設置／維持費用などの普及さ
せる側の経済的な問題である。
しかしながら，インフラ整備だけでは解決できない問題
も多くあり，デバイスも必要不可欠である。例えば，白杖
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図 1 システム実現例
Fig. 1. Application example: (a) Walking assis-
tance, (b) Sports.

が届かない範囲でのリアルタイムに状況が変化するユーザ
周辺の局所情報を取得する必要がある。そこで我々は，行
動支援システムとして，ユーザの回りの 3次元空間情報を，
空間把握に適していて即応性のある聴覚を利用してユーザ
に伝える支援システムの実現を目指している。
従来の音響を利用した視覚代行システムに関しては，画

像を音の高低，周波数変換などしてユーザに提示する音響
表現システム (3) (15)，スピーカーアレイを利用したシステ
ム (4)，ステレオ効果を利用したもの (12)などがあるが，こ
れらは対象シーンが 2次元であったり，音像定位によって
正面の 2 次元平面における位置認識を試みたものである。
一方，3次元音響は奥行感や前後感を直感的に提示すること
ができるため，より多くの情報を提示できる。コンピュー

タのGUI画面の 3次元音響による提示研究 (1)があるが，2
次元視覚情報の 3次元音響提示であり，また 3次元音響情
報が十分に生かされているとは言えない。
我々は 3次元視覚情報の 3次元音響による表示システム

を研究開発している。本システムは 3次元環境を画像解析
により自動計測，認識し，ユーザが設定したタスクに応じ
てその状況を 3次元音響で提示することを目標としており，
従来の研究とは異なる。小型のステレオカメラから得られ
た画像を解析して空間計測，対象認識を行い，結果を 3次
元音響出力でユーザに伝える。インフラが未整備の場所や
情報提供できない対象に対して有用であり，ユーザの周り
の状況を伝達できるシステムである。また，周辺環境から
の音を塞ぐことなく仮想音を付け足す形で音響情報を提供
する形を取るため，ユーザは使用に関して多大な学習をす
ることなく，今まで養ってきた聴感覚を損なわずに使用で

きる可能性がある。具体的な適用例としては図 1に示すよ
うに，視覚障害者の要望アンケートで上位にあげられる歩
行支援やスポーツなどでの利用を想定している。本システ
ムを実現するためには，3次元視覚情報獲得方法，3次元音
響提示方法，ユーザインタフェース，統合システム構築な
ど解決しなければならない課題が多い。
本論文では，構築したプロトタイプシステムの詳細と 3

次元視覚情報処理技術，および 3次元音響提示に関する被
験者実験について述べ，実験結果に対する考察を行った。

2. システム概要

支援システムを開発するための視覚情報処理，制御，音
響表現に関する実験を行うにあたり，図 2(a)に示すプロト
タイプシステムを構築した。(b) は視覚センサとしてのス
テレオカメラシステムであり，(c)は音響出力部と音声入力
部を備えたへッドセットである。現段階では被験者実験を
主眼としたプロトタイプのため，システムはウェアラブル
な大きさではない。本システム構成は図 3であり，ステレ
オカメラシステム，3次元音響システム，3次元視覚情報処
理，システム制御，および，視覚情報の音響表現に関して
以下に説明する。
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〈2・1〉 ステレオカメラシステム 視覚センサとして超
音波センサなどいろいろなデバイスがあるが，本システム
ではカメラを用い，得られる画像の解析により計測・認識を
行う。この方法の利点は遠距離物体の距離計測，認識が可
能な点（例えば，遠方の信号機の有無や赤／青の識別）や，
リアルタイムに状況が変化する場面での使用に適している。
画像解析法は一般に処理が複雑になりがちであるが，電総
研では長年この問題に取り組んでおり，多分野・多目的に
利用できる汎用な 3次元視覚システムを開発している (18)。
複数台の CCDカメラで得られるステレオ画像を解析する
ことで，対象シーン中の物体の 3次元構造の復元，モデル
との照合による認識，そして，運動追跡などが可能となっ
ている。

視覚情報入力部はユーザが頭部に装着するデバイスであ
るため，小型軽量であることが望ましいが，計測精度など
の問題があり，頑丈である必要もある。今回は，へルメッ
トに 3台の小型カメラをアルミフレームで固定し，装着し
たものを作成した（図 2(b)）。カメラは 1/4インチCCDの
カラーカメラで，直径 7 mm，重さ 68 g（3.5 m長のケー
ブルも含む）と小型軽量のものを使用し，へルメット全体
の重量は約 650 gである。レンズのフォーカスは白杖が届
かない 3 m以上に合うような設定とした。カメラを 3台用
いる理由は，ステレオ画像解析処理における水平線の対応
問題を軽減するためである。

〈2・2〉 3次元音響システム 近年バーチャルリアリティ
技術の発達により，仮想空間における聴かせる技術の進歩

も著しい。3次元音響機器もいくつか市販されており，手軽
に仮想空間における立体音響を生成できる。今回はRoland
製のサウンドスペースプロセッサー RSS-10を中心とした
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図 2 支援システム概観
Fig. 2. Overview of the support system: (a)
Overview, (b) Stereo camera system, (c) Headset.

システムを構築した（図 2(a)左）。
RSS-10 は無響音室で測定された頭部音響伝達関数

(HRTFs)により左右の耳に到達する音の特性をシミュレー
トすることで音の方向感，反射特性や減衰などをパラメー
タとした一次反射音をシミュレートすることで距離感，残
響音で臨場感，ドップラー効果により移動感を表現できる
装置であり，与えたオーディオデータを加工することで，3
次元空間上で 1チャンネルの音像を自由に動かすことがで
きる。本システムではこの装置を最大 4台用いることで，3
次元仮想音響空間に同時に４つの音源を生成させることが
できる。ただし，HRTFsは個人により異なるため，この
装置で使用されている関数と近い特性を持った人にはかな
り正確に仮想音響空間を認識できるが，大きく外れている

いる人は，空間認識率が悪くなりやすい。
出力デバイスにはへッドホンを利用している。へッドホ

ンには密閉型，開放型，イヤホーン型，骨伝導型など様々
なものがあるが，視覚障害者は周りの状況把握の際に大き
く依存している聴覚の入力部である耳を塞ぐものの使用に
は大きな抵抗がある。耳を塞がれることで，音の微妙な変
化を捕らえられないなど，身についている聴感覚が損なわ
れ，不安を感じるからである。しかしながら，若い世代の
視覚障害者は，日常生活でへッドホンステレオの使用に慣
れているため，このような不安感を生じない場合も多いが，
基本的には図 2(c)のような骨伝導タイプのへッドホンを使
用する。これは外耳を塞ぐことがないため，上記の欠点を
和らげることができる。

〈2・3〉 3次元視覚情報処理 カメラから得られたステ
レオ画像の解析により計測・認識を行う。処理手順は図 4
に示すように相関法とセグメントベーストステレオ法を組
み合わせて行っている。

相関法はステレオ画像間で同じ場所を示す部分は輝度の
相関値が高くなることを利用して画像間の対応を求め，視
差を計算する手法であり，対象シーンの距離情報を求める
ことができる。探索範囲に限定条件を設定しないと処理時
間がかかる欠点はあるが，処理アルゴリズム自身は単純で
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図 3 システム構成
Fig. 3. Composition of the system.
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あるためハードウェア化することで実時間処理化が可能で
ある。得られる 3次元情報は，面情報であるが，点の集合
であり，セグメンテーションなど構造化処理が必要となる。
一方，セグメントベースト法 (9)は物体の境界線の対応を求
め，三次元ワイヤーフレームを復元する手法であり，特徴
量抽出，対応探索など処理が複雑になるが，構造復元に優
れており，3次元物体の認識などに適している。しかし，境
界線が検出できない部分の復元はできない。これらの 2つ
の手法の特徴の組み合わせにより面情報を含む構造化され
た 3次元データが得られる。

3次元視覚情報が得られた後，物体の幾何モデルをあら
かじめデータベースに用意しておく幾何モデルベーストな
物体認識処理が行われる (17)。ユーザが設定したタスクに必

要な対象物のモデルと観測データ間で座標変換を求めるこ
とで，対象シーンにおける物体の有無，位置，姿勢，形状
を知ることができる。また，段差や障害物に関しては，距
離情報からその位置と状況を検出することが可能である。
これらの処理により得られた結果が 3次元音響システムに
送信される。

〈2・4〉 システム制御 システム全体の制御を図 3を用
いて説明する。3次元環境入力部であるステレオカメラから
得られた画像はコンピュータに送られ，上記の処理を行う
ことで対象シーンの 3次元構造を復元し，ユーザがあらか
じめ与えたタスクで必要な対象を認識，追跡する。これに
より得られる対象物体の 3次元位置，姿勢と，サンプラー
から対象に割り振った音をサウンドスペースプロセッサに
入力することで，対象に対する音像を 3次元仮想空間にマッ
ピングできる。サンプラーとサウンドスペースプロセッサ
はコンピュータからのMIDI信号で制御している。複数台
の仮想音や環境音（実験時にはMDプレーヤーから出力）
はミキサーで合成され，ユーザのへッドホンに出力される。
現段階では，システムに組み込まれてはいないが，へッド
セットにつけられたマイクで，ユーザは音声指示によりタ
スクの設定を行う。
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図 4 視覚情報処理手順
Fig. 4. Flow chart of the 3D vision algorithm.

〈2・5〉 視覚情報の音響表現 ビジョンシステムによ
り得られた 3次元の視覚情報を 3次元仮想音響として出力
する。ただし，得られる情報すべてを聴覚情報に変換せず，
ユーザが行いたいタスクに必要な対象に関してのみ音響表
現を行う。１つのタスクに関しては検出・認識対象はせい
ぜい 2,3個にとどめる。これはビジョンシステムの処理能
力の問題と，多くの仮想音を加えることで得られる情報量
は増大するが，逆にユーザに混乱を招き，認識率が低下す
るためである。しかしながら，階段，壁，車などの障害物，
危険物に対してはタスクとして設定されていなくても，危
険な対象であるとして，注意を喚起する音，もしくは音声
を出力する。
本システムで使用している〈2・2〉のサウンドスペースプロ

セッサーは，基本的には認識した物体の位置，動き，及び
音源を与えることで，3次元空間上での仮想音源を生成でき
る。対象が現実世界で音を発するものである場合は同じ音
を用い，それ以外の対象に関しては，ユーザが認識しやす
い音を割り当てる。例えば，対象を信号機とした場合，視
覚障害者用信号機で使われている音楽を用い，転がるボー
ルなどを対象にした場合は鈴の音などを利用し，できる限
り実環境と同じ音響空間を作る。
また，物体の認識には，位置情報だけでなく，姿勢，大

きさ，形状，色，表面模様などの属性も有用である。これ
らを一度に音として表現するのは難しいため，認識対象を
定めた後にこれらの属性を個別に聞くモードを設定する。
それぞれの属性に関して出力する音は，ユーザの感性に左
右されるものであり，一概に決めることは難しいが，例え
ば，対象の大きさに関しては，大きさに比例するように再

生する時間を変化させる方法で表現する。これらの設定は，
最初のチューニング段階でユーザの好みに合ったものに変
更できる。

3. 音像定位実験

3次元音響インタフェースの開発にあたり，基礎実験と
して 3次元音響システムを用いた仮想空間における 3次元
音響の音像定位実験を行った。予備実験として，視覚障害
者に音像定位理解度，へッドホンの種類（図 5(a)）による
認識への影響に関する実験を行い，この結果を踏まえ，実
験 1として，音像の位置を被験者の左右の耳を含む水平面
に限定した前後左右の定位実験（図 5(b)）を，実験 2では，
仮想空間の全方位における音像定位実験（図 5(c)）を行っ
た。今回の実験ではジョイスティックを用いて，ユーザの
頭の動きをシミュレートした。

〈3・1〉 予備実験 予備実験として，3次元音響システ
ムで生成されたいくつかの仮想音響空間の認識度，また，使
用するへッドホンの種類による認識度の違いを調べた。被
験者は後天盲の全盲者，21歳の男子大学生である。最初に
仮想空間を移動する音源をいくつか聴き，その軌跡を口頭
で答えてもらった。同様の実験をへッドホンの種類を替え
て行い，種類による認識への影響を調べた。
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軌跡認識に関しては，音源としてシンセサイザーで作成
したジェット機の音，へリコプターの音を用い，頭上を前方
から後方へ通過する音源，上空を旋回する音源，前方を上
下する音源に適用した。実験後の被験者の意見として，左
右感は全く問題ないが，前後感，特に上下感はわかりづら
い点があげられた。たとえジェット機の通過音であっても，
つまり，飛行機が自分の下を飛ぶという状況がないことが
分かっていても，上下の判断に戸惑いが見られた。
また，使用するへッドホンを図 5(a)のような (1)密閉型，

(2) 開放型，(3)イヤホーン型で行った認識具合いの差は，
(3), (2), (1)の順で分かりやすかったという意見であった。
(1) は音の聞えは一番良いが，やはり環境音を遮蔽してし
まうことが最大の欠点であり，(2),(3)はさほど変わらない
使用感だったが，(3)は普段使用しているものと同一タイプ
であるためが一番に選ばれた。今回の一連の実験では，準
備の都合で骨伝導タイプのへッドホン（図 2(c)）に関する
実験は行っていない。
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図 5 実験
Fig. 5. Experiment: (a) Headphones: (1) Close air
type (2) Open air type (3) Earphone type, (b) Vir-
tual sound source layout in experiment 1, (c) Virtu-
al sound source layout in experiment 2, (d) Move-
ment of head.

表 1 実験結果 1: 正答率と認識時間
Table 1. Results of experiment 1: Correct answer
and recognition time.
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〈3・2〉 実 験 1 予備実験から，上下方向の音像定位
は経験に依存しやすい傾向であることが判明していたので，
実験 1ではまず音像の位置を被験者の左右の耳を含む水平
面に限定し，前後左右の定位実験を行った。被験者は視覚
障害をもつ 3名の男性で，うち 2人は日常的に点字を使用
している全盲者である。
実験方法は，図 5(b)に示すように，被験者を中心とする

半径 1.5m の同一円周上に 30度間隔で 12点音源を配置し，
ランダムな順番で計 24回音を提示した。被験者にはあらか
じめ 12方向からのランダムな音像提示実験であることを
伝えておき，認識した音像の方向を時計の針の方向で回答
してもらった。再生音として音像定位がしやすい 10 kHz

を中心としたピンクノイズを用いた。また，音響出力装置

として開放型のヘッドホンを使用した。
実験内容は，前後左右の音像の受動的／能動的な方法に

よる位置認識に関して行った。受動的な認識実験として，単
純に音を鳴らすもの（実験 a），音源を左右に± 10度ずつ
2秒周期で揺らすもの（実験 b）を，能動的な実験として，
図 5(d)-(1)のように頭を左右に± 10度まで動かせるもの
（実験 c）を行った。
結果を表 1，図 6に示す。各実験における正答率，認識時

間は表 1に示されている。図 6は各実験における音像提示
方向と回答方向の関係をプロットしたものである。点が実
線の円周上に存在すれば正解，内（外）側にずれるほど左
（右）方向へのずれが大きいことを示している。点線上では
それぞれ左（右）に 6時分（180度）ずれていることにな
る。正答率は平均すると実験 c, b, aの順で良くなってお
り，認識時間は実験 aが最も短く，実験 b, cはほぼ同じで
実験 aの約 1.8倍である。実験 a, bでは前後方向の誤認識
が見られる。
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図 6 実験結果 1: 回答方向
Fig. 6. Results of experimental 1: Direction.
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〈3・3〉 実 験 2 本実験では全方位の音像定位に関し
て行った。被験者は大学院生 6名で，目隠しをした晴眼者
である。
この実験では，図 5(c)のように，被験者を中心とする半
径 3.0 m の同一球上（床面は中心から 3.2 m に設定）に
上下各 1点，水平面，上下 45度の水平断面それぞれに 45
度間隔で各 8点の計 26点配置し，実験 1と同様にランダ
ムな順番で計 52回音を提示した。各点に番号を割り当て，
被験者が事前に方向と番号の対応を学習した後に実験を行
い，定位した音像の番号で口頭で回答してもらった。再生
音，音響出力装置は実験 1と同じものを使用した。
実験内容は，音像の受動的／能動的な方法による音像定
位であり，受動的な実験 aとして単純に音を鳴らすものと，
能動的な実験 b として頭を± 10°まで動かせるもの（図
5(d)-(1,2,3)）を行った。
実験 a,bに対するそれぞれの正答率，認識時間の結果を
それぞれ表 2，表 3に示す。この表の正答率 1～4の意味は
以下のとおりである。
正答率 1: 回答位置が完全に一致した場合の正答率
正答率 2: 回答が左右に一つずれていても正解とした場合
正答率 3: 回答が上下に一つずれていても正解とした場合
正答率 4: 正答率 2と 3の基準をともに認める場合
一つの音源を定位する認識時間に関しては，実験 aが直
感的に回答するため，平均 9.60秒であったが，実験 b で
は音源を探すという動作が入るため約 2.5倍の 25.28秒平
均でかかっている。図 7は，正答の判断基準を変えたとき

表 2 実験結果 2a: 受動的な認識実験の正答率と
認識時間

Table 2. Results of experiment 2a: Correct answer
and recognition time at passive recognition.
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表 3 実験結果 2b: 能動的な認識実験の正答率と
認識時間

Table 3. Results of experiment 2b: Correct an-
swer and recognition time at active recognition.
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の実験 a,bにおける平均正答率をプロットしたものである。
完全一致の正答率 1で見てみると，実験 aでは 25.96%と
低い正解率であった。これに対し，能動的な行動ができる
実験 bでは 52.58%となり，約 2倍の正答率となっている。
しかしながら，これでも 2回に 1回という正解率である。
これを隣りの音源を答えても正解とする正答率 4で見てみ
ると，それぞれ，64.42%，82.69%となり，能動的な音像定
位では大雑把な方向の認識はできていたと言える。

4. 考 察

予備実験では一人の全盲者に対して 3次元仮想空間での
音像定位基礎実験を行ったが，上下，および，前後の認識
は芳しくなかった。この理由としては，被験者とシステム
の HRTFsがあまり一致していなかったのではないかと考
えられる。また，へッドホンの種類に関しては，日常生活
でイヤホーン型のものを使用しているため，これがベスト
に選ばれた。へッドホンをして仮想音源を鳴しながら廊下
などを歩行する実験も行ったが，この被験者はあまり違和
感なく行動できた。大半の視覚障害者が環境音を直接聴け
ない状況は受け入れがたいとしているが，へッドホンを日
常生活で良く使っている若い世代の視覚障害者（被験者は
実験時は 21 歳。18歳の段階で失明。）は必ずしもこれが
正しいとは言い切れないかもしれない。
実験 1の正答率については，被験者TMを除き，完全受

動的提示の実験 aより受動的提示の実験 b，能動的提示の
実験 cの方が良いが，個人差や実験順序による学習などを
考えると提示方法による有意な差は見られない。認識時間
に関しては，実験 aがどの被験者も短いが，この実験にお
いては被験者が直感的に回答しやすいためだと考えられる。

実験 bでは，静止音源より動いている音源の方が方向を同
定しやすいため，音源を揺らすことで実験 aに比べ認識率
がどう変化するかを調べた。結果として，2人の被験者で認
識率の向上が見られたが，認識時間は実験 cとあまり変わ
ず，直感的に回答はできなかったと言え，あまり適した提
示方法ではなかった。図 6にある提示方向に対する回答方
向の誤りを詳しく見ると，正面提示に対し背面方向と回答
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図 7 実験結果 2: 平均正答率
Fig. 7. Results of experiment 2: Average correct
answer in experiment 2a,b.
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するなど，前後方向で誤認識する場合が実験 a,bであるが，
これは受動的提示は能動的提示よりも音像定位がしづらい
ことを示している。実験 cの図 5(d)-(1)のように自分の首
を動かす動作の場合，音像を能動的に動かせるため，正面
と背面の誤認識はなくなっている。より正確に音像定位す
るためには能動的な動作が必要であることが言える。
実験 2の全方位音像定位認識に関する実験でも受動的な
音像定位より，能動的な行動を伴う実験 bの方の結果が良
かったが，完全正答（正答率 1）は平均 52.58% と約半分
であり，かなり低い認識率である。しかしながら，現実の
世界を考えると，実験で設定したような分解能は必ずしも
必要ではない時が多いので，隣りの位置を答えても正解と
する正答率 4の基準で見てみると 82.69%となり，かなり
の高い認識率であった。一方，実験 bでは認識時間は平均
で 25.28秒とかなりかかっており，状況を直感的に判断し
なければならない場合には問題があると言え，実験 aにお
ける正答率をより高める必要がある。正答率 4の基準でも
64.42%であり，音の出し方や音そのものに何らかの工夫を
加える必要があると言える。
また，実験 2において，6名の被験者のうち平均的な結
果であるTNに関して正答率 4の基準での誤回答を分析し
てみると，表 4のようになった。実験 aでは前後，上下の
誤認識とも同じ程度であるが，能動的な探索が行われる実
験 bでは上下の誤認識はなくなるが，前後の誤認識は多い。
前後方向に関しては周波数と対応関係があることが心理学
で判明しており，使用しているサウンドスペースシステム
でもパラメータに反映されているが，より強調するように
音源の周波数を変える必要がある。

また，実験全体を通して見ると，システムとユーザの
HRTFsの同一性の問題があるが，最初のうちは音像定位が
あまりできない人でも，使い慣れてくると同じ内容の実験
において正答率がかなり向上する。ただし，被験者によっ
てその慣れる時間は一定ではなく，システムを使いこなす
ための効率的な学習方法を考える必要がある。

5. ま と め

視覚障害者のための 3次元音響による 3次元空間の認識
支援システムの実現を目指し，システムの開発と，3次元音
像定位に関する被験者実験を行った。構築したシステムを
使用して行ったいくつかの基礎的な実験結果から，音像定
位は上下方向，前後方向で誤認識を起こしやすい点，頭を
動かすなどの能動的な動作が有効である点などが判明した。

表 4 実験 2における被験者 TNの誤回答の内訳
Table 4. Contents of mis-answer of subject TN in
experiment 2.
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今後はこの結果を踏まえ，単に音と位置情報をサウンド
プロセッサーに入力するだけではなく，誤認識しやすい特
定の位置（方向），移動方向に対して音源に変化を加える
ことで，音源定位率を向上させる表現方法の開発や，音の
種類による認識率の変化，複数音源の定位，仮想音の環境
音把握への影響に関する実験，位置情報だけではなく，物
体の属性を音響で表示し，認識する実験，そして，音声指
示によるタスク設定などのユーザインタフェースの開発を
行う予定である。また，現段階では，視覚情報入力から聴
覚情報出力までの処理はオフラインであり，早急にシステ
ム全体のオンライン処理化に対応する予定である。
（平成 11年 12月 17日受付，同 12年 2月 21日再受付）
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期課程中途退学。同年筑波技術短期大学情報処理

学科助手，現在に至る。計測自動制御学会，電子

情報通信学会，バイオメカニズム学会会員。感覚

障害者コミュニケーション，視覚障害支援装置に

関する研究に従事。

皆 川 洋 喜 （非会員） 1967年生。1992年名古屋大学大学院

博士課程前期課程情報工学専攻修了。1995年名

古屋大学大学院博士課程後期課程情報工学専攻単

位取得満期退学。同年名古屋大学助手。1996年

筑波技術短期大学助手，現在に至る。工学博士。

情報処理学会，日本認知科学会会員。視聴覚情報

保障に関する研究に従事。

宮 川 正 弘 （非会員） 1943年生。1968東京大学大学院相関理

化学専門課程（修士）修了。同年電気試験所（現

電子技術総合研究所）入所。1992年筑波技術短期

大学情報処理学科教授，現在に至る。工学博士。

電子情報通信学会，情報処理学会会員，多値論理

研究会。多値論理代数，視覚障害補償教育に関す

る研究に従事。

富 田 文 明 （非会員） 1950年生。1978年大阪大学大学院博士

課程修了。同年電子技術総合研究所入所。1983～

1984年米国カーネギーメロン大学客員研究員。現

在，知能システム部主任研究官。工学博士。電子

情報通信学会，情報処理学会，日本ロボット学会

会員。
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