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タクタイルボコーダにおける触感の利用方法の研究

感覚情報研究分野和田親宗

我々は聴覚障害者の読話補助を行う装置，タクタイルボコーダの改良研究を行っている。以前に音声スペク

トルを振動パターンに変倹しそれを電光掲示板のように指腹上を流すというスウィープ呈示方式を考案しその

評価を行ってきた。その際，触覚の疲労や残像感か生じることを経験した。ここでは，残像感などを避けるた

めに点字のような凸点刺激をスウイーブさせて呈示する方式を提案い 簡単な評価を行った。その結果，振動

に比べ凸点は残像感などが少なくなった。また振動と口点を組み合わせることによって音声識別が容易になる

とともわかった。以上より触感を用いることはタクタイルボコーダにとって効果的であると考えた。

1.はじめに

我々の研究室では，以前から重度のi硲JZ障害者のた

めの触覚を利用する読話補助装世(タクタイルボコー

ダ)の開発研究を行っている。我々の装世は 200Hzの

振動刺激を用いて，音声の時間 ・周波数変化ノfターン

(音声スペク トラム)を指腹面上を右から左に移動させ

ることによって呈示している(スウィープ呈示方

式)[1]。この方式で単音節音声の識別率が向上したもの

の，指に簿れるような残像感 ・疲労感が生じることが

わかった[210ところで，点字を読む場合に疲れるという

報告はない。このことから，点字のような振動ではな

い凸点刺激を指腹面上を移動させれば残像感 ・疲労感

はなくなるのではないか，さらに，娠動と凸点をうま

く組み合わせれば触感の違いによって音声の識別が容

易になるのではないかと考えた[活。以下に，振動と凸点

との比較について報告する。

2.実験装置および方法

音声はマイク，8チャンネルのバンドパスフィルタ，

A/Dコンパータを介してコンピュータに取り込む。ソ

フトウエアで子音部および母音のフォルマント部の強

調処理を施した後，音声信号は O/Aコンパータ ・増幅

回路を経て触覚ディ スプレイに伝えられる。触党ディ

スプレイには 4x 8のマトリクス状に点字ピンが並ん

でいる(図 1)。この点字ピンはプラスチック製で一つ

図 1 触感ディスプレイ

のピンが一つのピエゾ素子によって駆動される。右手

人差し指の腹を図 lの様に当てることにより ，音声の

高い周波数成分が指の先の方に呈示され，低い成分が

指の根元のカに呈示されることになる。スウィープ呈

示方式を用いているので，横方向の 4つのピンが連続

して駆動することにより，刺激が指先上を右から左へ

と移動していく。

〈実験1>最初に 200Hzの振動刺激と点字のような

凸点刺激とで指先に残る残像感 ・疲労感がどの程度異

なるかを調べた。まず，指先を疲れさせるために 20dB 

(Sensation LeveJ)の刺激を 4秒間スウィープ呈示す

る(図 2参照)。次にある時間経過後に指先にどの程度，

残像感 ・疲労感が残っているかを数字で答えてもらっ
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振動刺激と凸点刺激が残像感・疲労感に及ぼす

影響の比較

図 2

図 3 異なる触感を用いた単音節音声識別の結果

識別率の平均を図 3に示す。図 2より振動の場合，凸

点に比べ指に残る感じが大きくまた長し~(振動の場合，

5分経過後でも何かの感じが残っている)ことがわか

る。このことから，タクタイノレボコーダを日常で使う

際には凸点を用いた方がよいと考えている。

また，図 3より子音部を振動で，母音部を凸点でス

ウィープした場合，識別率が最も高くなった。さらに，

子音部と母音部とで触感が異なるため子音部に着目し

やすかったという報告もあった。

以上のことから振動刺激だけではなし凸点刺激を

組み合わせた触感で音声情報をスウィープ呈示するこ

とは，タクタイルボコーダでの音声識別を容易にし，

また残像感・疲労感を減少させる点で効果的であると

た。このときの条件は，残っている感じが大きいほど

数字を大きくし，その感じがなくなったときは零を答

えさせた。被験者は擬似的聾状態にした健聴者 3名。

く実験 2>次に，振動刺激と凸点刺激とを組み合せる

ことによる触感によって音声認識率が向上するかを調

べた。組合せ方はく子音部と母音部を振動で呈示>，く共

に凸点>，く子音部を振動で母音部を凸点〉の三通りで

ある(図 3参照)。用いた音声は 7つの単音節音声/

ku/， /su/， /tsuん/nu/，/fu/， /yuん/ru/である O 約 30

分練習を行った後に実験を行い，読話などの視覚情報

を与えず触覚だけで 7つの音声を識別させた。被験者

は実験 lと同じである。

3.実験結果と考察

実験 1の結果では被験者間で傾向が同じであったた

めー名の結果を図 2に示す。実験 2の全ての被験者の 考えている。
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