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画像マーカを用いた仮想音環境の構築

Building a virtual sound environment by means of visual marker
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Abstract : We are developing an auditory display method that could expand the variety of well

developed aural expression such as speech and music. Recently we are focusing quantitative in-

formation transmission by means of non-vocal tone. The method can express decimal number up

to about 4 digits in a simple code consists of short and long tone signal. In the man-machine

interaction, the expression is easy to understand because user action and tone are correlated. This

report describes a virtual reality system for evaluating audible marker that informs index number

of station for example which is not always interactive.
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1. はじめに
聴覚に対する表現手法として、音声と音楽がよく発達し

ているが、それ以外の新たな表現手法として筆者らは装置

から人への非音声音による数値表現を開発している。

2. 非音声音による数値情報表現
非音声音を用いた情報提示手法はあまり体系化されてお

らず、また伝送する内容も感覚的なものであったり、ローカ

ルあるいはアドホックな意味づけを与えられた使い方に限

られていた。そこで、学習がほとんど不要な符号体系をも

つ非音声音による数値表現を用いることで、曖昧さを大幅

に軽減した情報伝送ができることを示した [1]。そして、提

案の数値表現を修飾あるいは補足する役割として、広い意

味の音色変化を用いることで表現手法の拡張を試みている。

非音声音による数字表現とは具体的には、1 桁から４桁

程度の十進数を長短２種類の音を簡単な規則により生成す

るものである。その特徴は、音声言語を用いないので世界

共通の表現となり得ると同時に、視覚を用いずに定量的な

情報を伝えることができることにある。

2.1 インターアクティブ性の高い応用

非音声音による数値表現は、例えばエアコンの温度や音

楽プレーヤの再生位置などの数値を提示するのに用いるこ

とできる。特に車の運転中に代表されるような、装置を操

作する場合に視覚の利用が制約を受けている状況において

有効な情報提示である。このような適用例では、ユーザの

操作の結果として音による情報が提示されるので、操作と

音の因果関係が明確であり、音の符号を解読しやすいと考

えられる。

実際、テンキーを模したGUIによって入力した数値を確

認したり、あるいはスライダの位置を聞き取ることは容易

であることが確かめられる。

2.2 インターアクティブ性の低い応用

また非音声音による数値表現は、例えば地下鉄の駅や建

物の非常口などを区別する ID番号を提示するのに用いるこ

とできる。母語が異なる人々や災害時に視覚使えないよう

な状況で有効な手段である。

このような場合には、人の動作と提示あるいは知覚され

た音との因果関係が必ずしも明確ではないので、音の提示

方法に関して前節の応用とは異なる配慮が必要となると考

えられる。

例えば次のようなユースケースが考えられる。

信号機の状態や駅の改札口を知らせる誘導

音はスピーカから定期的に発せられるので、し

ばしの間待てば特別な装置を用いなくとも耳で

聞くことができる。その上で、特別な IDカー

ドを所持している人が信号機や改札口に接近

したときにはより詳細な情報、例えばそれら

の ID番号を示す非音声音がスピーカやヘッド

フォンを通じて再生される。

このようなユースケースにおける音の提示の問題点を調



べる目的で仮想環境を構築した。

3. 仮想音環境の構築
仮想音環境システムは、小型カメラを取り付けたヘッド

フォンと PC(パーソナルコンピュータ)、そして特定の音を

再生する位置を示す画像マーカから構成される。PC 上に

は、Java 言語の環境で動作する Augmented Reality 構築

ツール [3]と 3次元表示ツール、及び独自のオーディオ処理

ツールを用いたソフトウェアで処理・表示を行う

3.1 カメラ付きヘッドフォン

試作したカメラ付きヘッドフォンの外観を図 1に示す。カ

メラはオープンエア型ヘッドフォンの片側のイヤーパッド外

側に、耳穴の法線方向に向けて取り付けられている。これ

はヘッドフォンを装着する人の視野の外側にある画像マー

カを検出したいためである。この目的にはヘッドフォンの

ヘッドバンドの中央、つまり頭の中央付近に視野をはずし

た向きに取り付けてもよい。ただし、イヤーパッドに取り付

けた他の理由は、小さな音を発するものを耳もとに近づけ

て聞く、という動作に対応させたいと考えたからである。
 

 
 
図 1: Camera equipped headphones

3.2 ソフトウェア

ソフトウェアは、JMF(Java Media Framework), JOGL(Java

OpenGL), NyARToolkitと非音声音による数値表現を生成

するツールで構成される。

実験に用いたGUIを図 2に示す。消火栓の付近に取り付

けた画像マーカをカメラに写っている状態で、左側のウィ

ンドーにはカメラの画像が表示されている。右側のウイン

ドーは非音声音による数値表現を生成するツールのコント

ロールパネルと、認識されたマーカを選択する確度の閾値

を設定するスライダーなどで構成されている。
 
 

図 2: Screen shot of a GUI prototype

4. 音の提示方法の検討
以上のような実験環境において、画像マーカの出現を非

音声音で提示する方法について検討を行った。５種類の画

像マーカーを用意し、それぞれに 2桁の非音声音による数

値表現（以下音数字と呼ぶ）10 から 14 を割り当て、映像

のフレームレート 1/30ṡ毎に更新される画像マーカ認識結

果から、ある画像マーカN が存在していると推定される間

は一定の間隔 (repeat interval)で音数字を提示する設定を

試みた [図 3]。
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図 3: Timing of events in experiment 1

この実験では、繰り返される音声音を聞くほどではない

が、ストレスは感じるようであった。そこで繰り返し再生

する音をクリック音に変更して実験を行ない、ストレスが

少なくなる可能性が確認できた。
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図 4: Timing of events in experiment 2

5. まとめ
カメラ付きヘッドフォンと Augmented Reality の画像

マーカ認識機能を用いて、空間に配置された画像マーカに

対応する非音声音による数値表現が提示される仮想音環境

を構築した。これを用いて、インターアクティブ性の低い

場合おける音の提示方法を検討した。画像マーカに対応す

る音をマーカの存在時間に繰り返し提示するより、出現時

点だけに限定し、存在の継続はより抽象度の高いと思われ

るクリック音の繰り返しによる表現のほうがストレスが少

なくなる可能性が確認できた。今後はこの予備実験の結果

を踏まえ、ストレスの少ない音提示環境の構築を進める予

定である。

参考文献

[1] 藤森潤一，及川靖広, 山崎芳男: 非音声音による数値情

報伝送手法の検討, 日本バーチャルリアリティ学会論文

誌, vol.14, No.1, pp.89-96, 2009.

[2] ARToolkit, http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

[3] NyARToolkit, http://sourceforge.jp/projects/nyartoolkit/


