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歯骨伝導アクチュエータを用いたコミュニケーションエイド
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あらまし 骨伝導を用いた技術は高騒音下等における新しい音声伝達方法として期待されている．近年では，
音楽再生，音声受聴用としてヘッドホンや携帯電話のヘッドセットに骨伝導技術を用いたものが普及しつつある．
また，聴覚障害者のための補聴システムとして骨伝導アクチュエータを搭載している補聴器もある．通常，骨伝
導アクチュエータは乳様突起，耳珠などの箇所に取り付けられることが多い．これに対し，歯はむき出しの骨で
あり，皮膚を介すことなく効率良く音響信号を伝達することができると考えられる．本研究では，歯を介した骨
導音に着目したコミュニケーションエイドの提案を行う．超磁歪素子を用いて歯骨伝導アクチュエータを作製し，
このアクチュエータを用いて検知限測定及び音像定位測定を行った．その結果，コミュニケーションエイドとし
て有効なデバイスとなり得る可能性を確認することができた．
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1. ま え が き

私たちが普段聞いている気導音は空気振動である音

が耳介から外耳道を通り，鼓膜を振動させる．鼓膜の

奥にある鼓室には耳小骨（ツチ骨，キヌタ骨，アブミ

骨）があり，ツチ骨は鼓膜の内側に接し，アブミ骨の

一端であるアブミ骨底は蝸牛の前庭窓に陥入している．

したがって，鼓膜の振動は小耳骨を介して，蝸牛内の

リンパ液に伝わる [1]．蝸牛はかたつむりの殻のような

形をしていて，蝸牛管と鼓室階を分けている基底膜が

たわみ，その上に並んでいる有毛細胞を刺激し，聴神

経の興奮をもたらす．音は外耳，中耳を通ってきた振

動が電気現象に変換されて，聴神経系への入力信号と

なる．これに対し，骨導音は頭蓋骨を伝わってきた振

動が鼓膜を介さずに直接蝸牛に届くことで知覚される

音である．

聴覚障害者が補聴をする代表的な手段として，補聴
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器，人工内耳が挙げられる．一般に補聴器は耳掛け型，

耳穴型などの種類があり，音情報を音として伝えるも

のであるが，外耳，中耳に障害がある場合，補聴器に

よる音支援は困難となる．また，人工内耳は蝸牛に電

極を埋め込み，音情報を電気信号により伝えるもので

あるが，外科手術が必要であり非侵襲ではなくリスク

を伴うことから埋込手術をためらう患者も少なくない．

骨伝導は頭蓋骨を振動させることで蝸牛に音響信号を

伝達し，外耳及び中耳に障害がある場合でも，内耳が

正常に機能していれば音を受聴することが可能であ

る．一般に，耳珠や乳様突起にアクチュエータを取り

付けるが，皮膚等の生体組織の影響を受けやすい．一

方，歯は皮膚の影響を全く受けずに加振することがで

き，効率良く骨導音を伝送することができると考えら

れる．例えば，難聴を患っていた Beethovenがタクト

をくわえ，ピアノと接触させることでタクトに伝わる

振動で音を知覚していたといわれている．十六世紀に

は，Capivacius が口にくわえさせた鉄棒に音を与え，

そのときの聞こえの状態によって難聴を測定したとい

われている [2]．

本論文では，聴覚障害者のみならず，健常者でも気

軽に使うことのできるサウンドデバイスとして歯骨伝

導アクチュエータを用いたコミュニケーションエイド

を提案する．アクチュエータにより歯を直接加振する
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ことで生じる骨導音を伝達，受聴するものである．む

き出しの骨である歯を加振することにより，効率良く

振動を伝えることが可能である．超磁歪素子を用いた

歯骨伝導アクチュエータを作製し，このアクチュエー

タを用いて歯を介した骨導音の受聴評価を行い，コ

ミュニケーションエイドとして有効なデバイスとなり

得る可能性を確認した．

2. 骨伝導とコミュニケーションエイド

2. 1 骨 伝 導

これまでに骨伝導に関する研究は数多くなされてき

た．古くは Bekesyによって頭蓋骨を振動させ，骨導

音による聞こえの様子が報告されている [3]．また，人

間の気導音の可聴帯域は 20 Hzから 20000 Hzといわ

れているが，骨伝導では超音波刺激を与えることによ

り音色などを知覚することもでき，岡本らにより，超

音波イヤホンと骨伝導イヤホンを併用し，可聴音で振

幅変調した超音波振動を耳珠に提示することで，ほぼ

平たんな受聴特性が得られ，音漏れを抑えることが可

能であるという研究がなされてきた [4], [5]．

骨導音の評価として，宇佐川ら，渡邉らによって骨

導音の検知限の検討について，石橋らによって骨導音

に相当する気導音の音圧レベルを評価する研究がなさ

れている [6]～[8]．しかし，骨導音は定量評価が難し

く，骨導音の厳密な評価方法は未だ確立されていない．

2. 2 歯を介した骨伝導

歯の振動に関する研究はいくつか行われており，そ

の共振周波数等が調べられている [9]．歯を介した骨導

音に関しては，40年前に Dahlinらにより検知限測定

がされているが，250 Hz，500 Hz，1000 Hz，2000 Hz，

4000 Hzの周波数についての報告であり，狭い範囲の

みの報告となっている [10]．また，Stenfelt らにより

骨伝導アクチュエータを乳様突起，歯に設置した場合，

6000 Hzと 8000 Hzにおいて歯を介した骨導音の感度

は乳様突起に比べ 10 dB 小さくなると報告されてい

る [11]．更に，二つの振動子を用いて歯を加振して位

相差を提示し，音像が定位するか実験が行われたが，

位相差と定位の関係は個人により大きく異なると報告

されている [12]．このように，歯の振動を介した骨導

音，その知覚に関する研究がなされている一方，その

応用に関する研究も行われつつある．例えば，池畑ら

により歯に振動ピックアップを取り付け，その記録，

測定した振動から音声信号を抽出できることが報告さ

れている [13]．

近年では，Sonitus Medical社から SoundBiteとい

う歯に装着可能な補聴用デバイスが開発され，歯を介

した骨導音の利用が注目されつつある．しかし，両耳

補聴に相当するデバイスの提案はいまだなく，我々は

歯を介した骨導音に着目したコミュニケーションエイ

ドを提案してきた [14]．

2. 3 コミュニケーションエイド

通常我々は両耳受聴を行っている．両耳受聴を行う

ことで音の方向感や距離感をつかむことができ，自然

に音を聞くことができる．また，日常生活において，

車の接近などの危険を察知することが可能であり，状

態把握や円滑なコミュニケーションの手助けとなる．

障害者のみならず，多くの人にとって円滑なコミュニ

ケーションを実現するためのデバイスの提案は重要で

ある．

音によるコミュニケーションエイドの代表例として

補聴器が挙げられる．一般的に補聴器を用いる場合，

片耳装着であることが多いが，近年では両耳補聴に関

する研究，両耳装着のユーザも増えている．このよう

な観点から，コミュニケーションエイドにおいて両耳

受聴は重要な要素であると考える．本論文で作製した

アクチュエータにおいても，二つ用いることで両耳受

聴と同様の効果が得られるものを目指す．

3. 歯骨伝導アクチュエータ

超磁歪素子を用いた歯骨伝導アクチュエータを作製

し，まずその振動特性を測定した．

3. 1 磁 歪 効 果

磁性体に磁気を与えることで，その外形が変化する

現象を磁歪効果という．通常の磁歪素子（鉄，コバル

ト，ニッケル，フェライトなど）の場合，1から 10 ppm

の寸法変化を起こす．これは，100 mの磁性体の場合，

数mm程度の寸法変化となる．また，外部から磁歪素

子に応力を加えることで透磁率が変化し，磁性体の磁

化状態が変化する現象のことを逆磁歪効果という [15]．

3. 2 超磁歪素子

超磁歪素子（Giant Magnetostrictive Material：

GMM）は一般的に希土類金属と鉄で構成される合

金である．超磁歪素子はトランスデューサとして，パ

ネル型スピーカ，ソナー音源，海洋音響トモグラフィー

音源などで音響振動素子として利用されている [16]．

超磁歪素子の寸法変化は約 1000 ppm であり，1 m

の超磁歪素子の場合，数mmの寸法変化を起こす．本

研究で用いた超磁歪素子は図 1 に示す ETREMA 社
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図 1 超磁歪素子 (ETREMA 社 Terfenol-D)

Fig. 1 Giant Magnetostrictive Material. (ETREMA

Terfenol-D)

図 2 超磁歪歯骨伝導アクチュエータの構造
Fig. 2 Structure of the GMM actuator for teeth.

の Terfenol-Dであり，鉄，テルビウム，ジスプロシウ

ムから構成される合金である．大きさは縦 3 mm，横

3 mm，長さ 10 mmのものを用いた．

3. 3 超磁歪歯骨伝導アクチュエータ

図 2に超磁歪歯骨伝導アクチュエータの構造，図 3

に作製した歯骨伝導アクチュエータを示す．超磁歪素

子の周りには φ1.0 mmのエナメル線を 10回巻いてコ

イルを構成している．コイルに音響信号を入力するこ

とで生じる磁場の変化に応じて，超磁歪素子が外形変

化を起こす．なお，アクチュエータの周りは EVA樹

脂で固定している．

3. 4 周波数特性

Polytec 社のレーザドプラ振動計（センサヘッド：

OFV-505，振動計コントローラ：OFV-5000）を用い

て，歯骨伝導アクチュエータの周波数特性を測定した．

本実験ではホワイトノイズを測定音源として使用し，

入力電圧は 0.5 Vで駆動した．図 4に測定結果を示す．

縦軸は振動速度，横軸は周波数である．14000 Hz付近

で最も振動速度が速くなっていることが確認できる．

図 3 超磁歪歯骨伝導アクチュエータ
Fig. 3 The GMM actuator for teeth.

図 4 超磁歪歯骨伝導アクチュエータの周波数特性
Fig. 4 Frequency character of the GMM actuator for

teeth.

4. 歯を介した骨導音の受聴評価

コミュニケーションエイドとして重要な要素である

と考える両耳受聴の効果を確認するため，作製した超

磁歪歯骨伝導アクチュエータを用いて検知限測定及び

音像定位測定を行った．オージオメータを用いて行わ

れる骨導聴力検査において，骨伝導アクチュエータか

ら発生する音漏れを気導音として知覚してしまうこと

があるので耳栓を装着する場合がある [17]．本論文に

おいても，検知限測定，音像定位測定を行った際，被

験者は気導音の知覚を避けるために耳栓を装着し，そ

の効果は十分なものであった．なお，被験者は健常者

である．

4. 1 検知限測定

気導音の場合，ヘッドセットを用いることで検知限

の測定を行うが，骨導音の場合，乳様突起に装置を取

り付けて測定することが多い．作製した歯骨伝導アク

チュエータを用い，乳様突起装着時の骨導音と歯を介

した骨導音について検知限測定を行った．

4. 1. 1 実 験 条 件

表 1に実験条件を示す．歯装着時は図 5で示す左右
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表 1 実 験 条 件
Table 1 Experimental condition.

図 5 永久歯の並び方
Fig. 5 Arrangement of permanent teeth.

の犬歯（L3, R3），第一小臼歯（L4, R4）にまたがる

ようにアクチュエータを設置した．その様子を図 6に

示す．被験者は以下の操作を行う．

（ 1） 被験者自身が最大電圧 (1 V)から聞こえなく

なるまで音量を調節し，実験者はそのときの

電圧を記録する．

（ 2） 次に最小電圧 (0 V)から聞こえ始めるまで音

量を調節し，実験者はそのときの電圧を記録

する．

（ 3）（ 1），（ 2）の平均を求め，その値を検知限と

する．

400 Hzから 16 kHzまでの 1/3 oct.周波数を提示し，

これらの操作を行った．

4. 1. 2 実 験 結 果

測定結果を図 7，図 8に示す．縦軸は 1 Vを基準と

したときのアクチュエータに入力した電圧値を相対レ

ベルで表したもの，横軸は周波数である．図中には，

実験により得られた検知限をプロットしたもの，それ

を近似したものを示している．乳様突起に装着した場

合，400 Hzから 3000 Hzまで相対電圧値が大きくなっ

図 6 歯にアクチュエータを設置した様子
Fig. 6 The situation of biting GMM actuator.

図 7 検知限（乳様突起装着時）
Fig. 7 Threshold of hearing. (When the actuator is

attached to mastoid)

図 8 検知限（歯装着時）
Fig. 8 Threshold of hearing. (When the actuator is

bitten by teeth)

ていき，4000 Hzより高い周波数帯域では相対電圧値

が小さくなることが確認された．また，歯に装着した

場合，3000 Hz以下の帯域では相対電圧値が比較的小

さく，10000 Hzより高い周波数ではどちらの場合も相

対電圧値が大きくなることが確認された．また，低域

から中域にかけては歯装着時，高域は乳様突起装着時

において聞こえが良いことが分かる．

4. 2 音像定位測定

ILD（Interaural Level Difference：両耳間レベル

差），ITD（Interaural Time Difference：両耳間時間

差），IPhD（Interaural Phase Difference：両耳間位
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図 9 音 像 定 位
Fig. 9 Sound image localization.

相差）などの両耳間で受聴する音の差異を用いて，人

は音像の位置を把握している．本研究では，ILDと同

様に左右のアクチュエータにレベル差をつけ，音像定

位の様子を確認した．

4. 2. 1 実 験 条 件

提示する電圧値は左側を VL，右側を VR とし，

VL =

√
2(6 − x)√

(6 − x)2 + x2

VR =

√
2x√

(6 − x)2 + x2

(1)

で表した．左右の電圧値 VL，VR の二乗和が，(
VL√

2

)2

+

(
VR√

2

)2

= 1 (2)

と示すように，一定になるようにしている [18]．この

とき，図 9が示すように VL が VR に比べて大きいと

き，音像は左に定位すると考えられる．

本実験では，1000 Hz正弦波再生時に中心（表 2の

提示 3）で 1 Vとし，表 2に示す電圧値を被験者に提

示した．被験者には図 10 の番号を用いて定位した方

向を回答してもらった．実験条件は表 3に記載したと

おりである．

使用音源は 500 Hz正弦波，1000 Hz正弦波，2000 Hz

正弦波，音声，ホワイトノイズで，標本化周波数は

44.1 kHzである．なお，使用した音声は女性アナウン

サが「本日は晴天なり」と言ったものを録音した音源

である．実験手順は，

（ 1） アクチュエータを犬歯及び第一小臼歯にまた

がるようにアクチュエータを設置する．

（ 2） 左右同じ音量で聞こえるように被験者自身で

微調整する．

表 2 提示した電圧値（1000Hz 正弦波再生時）
Table 2 Voltage set out to examinee. (To present

sound of 1000Hz sine wave)

図 10 回 答 番 号
Fig. 10 Numbers for answer.

表 3 実 験 条 件
Table 3 Experimental condition.

（ 3） 基準信号となる 3番の信号を提示する．

（ 4） 表 2のある提示番号の音源を提示する．

（ 5） 提示後，被験者が方向定位を解答用紙に記入

する．

（ 6）（ 3）から（ 5）を計 7回繰り返す．

なお，音源はランダムで提示し，実験者，被験者と

もに順番が分からないようになっている．

4. 2. 2 実 験 結 果

図 11に結果を示す．左図は乳様突起装着時，右図は

歯装着時であり，(a)が 500 Hz正弦波，(b)が 1000 Hz

正弦波，(c)が 2000 Hz正弦波，(d)が音声，(e)がホ

ワイトノイズの測定結果である．横軸は提示した音源

の番号，縦軸は被験者が回答した番号であり，図の円

の大きさは回答数に比例している．乳様突起装着時，
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図 11 測定結果（左図：乳様突起装着時，右図：歯装着時）
(a) 500Hz，(b) 1000Hz，(c) 2000Hz，(d) 音声，(e)

ホワイトノイズ
Fig. 11 Data of Sound image localization experiments.

(Left: Mastoid, Right: Teeth) (a) 500Hz, (b)

1000Hz, (c) 2000Hz, (d) Speech, (e) White noise

図 12 各提示音源における分散（乳様突起装着時）
Fig. 12 Variance of each presented sound. (When the

actuator is attached to mastoid)

図 13 各提示音源における分散（歯装着時）
Fig. 13 Variance of each presented sound. (When the

actuator is bitten by teeth)

歯装着時共に全ての音源において，定位を知覚できる

傾向にあることを確認することができるが，歯装着時

では，乳様突起装着時に比べてややばらつきが見られ

る．歯装着時の結果については，1000 Hz正弦波，ホ

ワイトノイズの結果を見ると，比較的定位を知覚でき

たことが確認できる．500 Hz正弦波，2000 Hz正弦波，

音声の結果は，1000 Hz正弦波，ホワイトノイズに比

べてばらつきが見られるが，全体を通して見ると定位

を知覚することができていたと見ることができる．

また，図 12，図 13に各提示音源における分散を示

す．横軸が提示音源の番号，縦軸が分散の値である．

乳様突起装着時に比べ，歯装着時では全体的に分散が

大きい．

5. 考 察

5. 1 被験者実験

検知限測定では，歯を介した場合，3000 Hz以下の

帯域では相対電圧値が小さく，聞こえやすいことが確

認できた．また，10000 Hz 以上の帯域で相対電圧値

が大きくなり，聞こえにくくなることが確認できた．

全ての被験者の検知限特性の傾向が似ていることも

確認できたが，被験者によっては全体的に電圧値が高
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くなっている被験者もいた．被験者には軽く噛むよう

に指示を出していたが，噛む力が被験者ごとに異な

ることが原因であると考えられる．また，6000 Hzか

ら 8000 Hzにおいて，乳様突起装着時に比べ，相対電

圧値が 10 dB程度大きくなっていることから，Stenfelt

らの報告と同じような結果となり，更に 4000 Hz以下

の周波数帯域では歯を介した場合の方が相対電圧値が

10 dBから 15 dB小さくなっていることから，音が聞

こえやすいということも確認することができた．

音像定位測定では，歯を介した骨導音でも ILD に

より定位を知覚できることが確認できた．3種類の純

音の中では 1000 Hz が最も定位を知覚できた．また，

様々な周波数成分が含まれているホワイトノイズを用

いた実験では，純音に比べて方向を知覚しやすいこと

が確認された．

気導音については，秋山らによって ILDを付加した

ときは広帯域の刺激音だと定位感が上昇すると報告さ

れている [19]．歯を介した骨導音についても，複数の

周波数を含むホワイトノイズは純音に比べて定位が得

られやすかったと考えられる．

しかし，乳様突起装着時と歯装着時の分散を見るこ

とで，歯装着時のばらつきの大きさが確認された．歯

型や噛み合わせによる個人差，犬歯，第一小臼歯とい

う比較的前方の歯でアクチュエータを噛んだので，乳

様突起装着時より両耳付近から離れていたことがデー

タにばらつきが見られた原因と考えられる．これら

は，前歯ではなく奥歯の歯型に合わせて装着可能なア

クチュエータ，または埋込型アクチュエータを用いる

ことで改善できると考えられる．

5. 2 デ バ イ ス

噛むという行為に着目し，アクチュエータを作製し

た．現状会話や飲食・咀嚼時には用いることができな

いが，歯の表面に装着するアクチュエータや歯に直接

埋め込むアクチュエータを検討することで日常生活で

も違和感なく使用することができ，更には個人差の少

ない音の受聴が可能であると考えられる．また，発話

による歯の振動，骨導音があっても，それにより歯骨

伝導アクチュエータからの振動，骨導音が打ち消され

ることはないと考えられ，発話による影響は特にない．

信号の伝送に関しては，現状試作段階であるので有

線での伝送を行っているが，無線化も可能であり，補

聴器に内蔵されているテレコイルを用いた無線化を検

討している．テレコイルを装備することで，ヒアリン

グループ内で発生した磁場をピックアップすることが

図 14 ムービングマグネット手法の概略図
Fig. 14 The system of the moving magnet method.

でき，雑音の影響を受けずに音を明瞭に聴くことがで

きる．また，図 14 に示すムービングマグネット手法

では歯に直接磁石を装着し，送信用コイルを近づける

ことで磁場の変化に応じて磁石を可動させることが可

能である．この場合，受信側にアンプや電源が不要で

あり，歯に直接磁石を装着するだけなので，わずかな

スペースしかない口腔内でも装着可能である．

6. む す び

本論文では歯を介した骨導音に着目し，コミュニ

ケーションエイドに応用するための提案と検討を行っ

た．実際に，超磁歪素子を用いた歯骨伝導アクチュ

エータを作製し，検知限測定及び両耳受聴特性の測定

を行うことで歯を介した骨導音の受聴評価をした．そ

の結果，有効なデバイスとなり得る可能性が確認でき

た．しかし，現状のデバイスでは個人差などのばらつ

きが大きいことも確認された．

今後は，装着型や埋込型デバイス，無線型デバイス

を製作し，実用化を目指す．また，聴覚障害者のみな

らず，健常者も使用できる新しい音響情報伝搬経路の

確立を目指し，研究を進めていく所存である．
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