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1 はじめに 
近年のタッチパネルディスプレイの普及は目覚

しく，身の周りの様々な場面で目にするようにな

っている．しかし，視覚に障がいを有する人にと

っては，タッチパネルディスプレイの操作が本質

的に難しいという問題が生じている．我々はこの

問題を解決するために，ディスプレイの 4 隅に設

置したスピーカ群の音量設定と人間による定位

位置の関係をモデル化し，そのモデルに基づいて

指定位置に定位させるための音量設定を推定す

る手法を提案した[1 , 2]． 
しかし，音像の定位位置には個人差があり，そ

れにより音量設定の推定精度が低下してしまう

という問題がある．我々はこの問題を解決するた

めに，MAP 推定法及び移動ベクトル場平滑化法を

用いて，モデルに対して個人適応を行う手法を提

案している[3]． 
本稿では，上記の提案手法により個人適応を行

い，適応後のモデルを用いてスピーカ群の音量設

定を推定する．そして被験者実験により定位精度

に対する提案手法の有効性を検証する． 

2 提案手法 
2.1 システムの概要 

本研究で用いているシステムの概要を Fig.1
に示す．本システムは，PC，オーディオインタ

フェース，アンプ，タッチパネル及び画面の 4

隅に設置された小型スピーカで構成されてい

る．以上の機器と音像定位技術を用い，画面上

の指定位置に音像を生成することにより，ユー

ザにタッチすべき位置を知らせる． 

ここで，画面の大きさは横 438mm×縦 372mm 

(19 インチ)である．またタッチできる範囲の解

像度は横 1024pixel×縦 690pixel である．なお，

以降の記述において，画面上部のスピーカ a，b
を『上方音源』，画面左部のスピーカ a，c を『左

方音源』などと表現する．本システムでは各ス

ピーカ間の音量差を用いて，音像の位置を制御

する．なお，音量の調節は次のような方針によ 

り行う． 

 

Fig.1: System overview 

・ 垂直方向の位置の制御：上方音源，下方音源

のいずれかの音量を減らす． 
・ 水平方向の位置の制御：右方音源，左方音源

のいずれかの音量を減らす． 

2.2 音量設定と定位位置の関係のモデル化 
音量設定と人間による定位位置の関係を被験者

実験により測定し，モデル化を行なった[1]． 
実験条件を Table 1 に示す．使用する音源は，男

性による単語音声である．画面からユーザまでの

距離は約 45cm であり，音量設定は画面を満遍な

くタッチできるような 72 パターンを用いた．ま

た，被験者は 10 名であり，各音量設定に対して 5
回ずつ定位位置をタッチする．なお，音像の提示

に用いる音量設定の順番はランダムとした． 
測定結果を Fig.2 に，その測定結果から構築し

たモデルの一部をTable 2に示す． Fig.2において，

縦軸と横軸は各々垂直方向と水平方向の定位位

置をピクセルにより示している．なお，各点は 72
通りの音量設定の 1 つに対して被験者 10 名が定

位した位置の平均値であり，エラーバーは 95%信

頼区間である．また Table 2 は，各音量設定に対す

る定位位置の平均値を示している．このような音

量設定と定位位置のペアからなるデータの集合

をモデルと称している． 
次に，Fig.3 に定位位置の被験者間のばらつきの

例を示す．図中の被験者 10 名の平均値は，Fig.2
の丸で囲った 1 点に対応する．被験者 A の平均値

は，被験者 B の平均値と比べ，被験者 10 名の平

均値から大きく離れていることが見て取れる．こ

のことから，定位位置には顕著な個人差があるこ 
とが確認できる．提案手法では構築したモデルを 
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Table 1: Experimental conditions 
音源 単語音声（男性） 

画面からユーザまでの距離 約 45 cm 

音量設定のパターン数 72 パターン 

試行回数 各音量設定に対し 5 回 

被験者数 10 人 

回答方法 定位位置をタッチ 
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Fig.2: Positions localized for each volume setting 

Table 2: Model of the relationship between 
localized positions and volume settings 

音量設定(dB) 
左上，右下 
左下，右下 

定位位置(pixel) 
水平方向，垂直方向 

50 , 44 
41 , 35 130 , 140 

50 , 44 
44 , 38 147 , 131 

50 , 44 
47 , 41 188 , 146 

  

  

被験者Bの平均値

被験者Aの平均値

被験者Bの平均値

被験者Aの平均値

 
Fig.3: Individual variation for the localized position 

用いて指定位置に定位させるための音量設定を

推定することから，定位位置の個人差を考慮しな

いと，指定位置に定位させることが困難になると

考えられる．そこで，構築したモデルに対して個

人適応を行い，個人差の軽減を図る． 

2.3 不特定モデルに対する個人適応 
我々は，システムを利用する前のキャリブレー

ションに相当するオフライン個人適応手法を提

案している[3]．まず，不特定モデル(2.2 において

構築したモデル)中の数点の定位位置における音

量設定を用いて音像を生成し，それぞれの音像に

対する利用者の定位位置を適応データとして取

得する．その適応データを用いて，上記の数点の

定位位置については MAP（Maximum A Posteriori）
推定法，それ以外の全ての定位位置については

MAP-VFS（VFS: Vector Field Smoothing）を適用す

ることにより，個人適応を行う．  

以下において，個人適応の流れを説明する． 

まず，適応データの取得対象である不特定モデル

中の定位位置に対して，次式により MAP 推定に

よる個人適応を行う． 

ii μmμ
τ

τ
τ +

+
+

=
nn
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iμ̂ は個人適応後の定位位置を示している． m は

適応データにおける定位位置の平均値であり， iμ
は不特定モデル中の定位位置である．また， nは

適応データのサンプル数であり，τ は不特定モデ

ル中の定位位置の確からしさを示すパラメータ

である．個人適応後の定位位置は，τ の値が大き

い場合は不特定モデル中の定位位置に近い位置

に設定され，τ の値が小さい場合は逆に適応デー

タにおける定位位置に近い位置に設定される． 

次に，適応データの取得対象ではない不特定モ

デル中の定位位置に対して，MAP-VFS による個

人適応を行う．なお，本稿では Fig.4 に示すよう

に，不特定モデル中の適応データの取得対象でな

い定位位置を jμ とした場合を例に挙げ，説明する．

不特定モデル中の適応データの取得対象である

定位位置 iμ （Fig.4 中では 1μ , 2μ に相当）の移動

方向と移動量を示す移動ベクトル iv （Fig.4 中で

は 1v , 2v に相当）は次式により求めることができ

る． 

iii μμν −= ˆ              (2) 

このとき， jμ の移動ベクトルの推定値 jv̂ は以下

の式により求められる． 
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k は，適応データの取得対象となる定位位置の個

数を示しており， iv は，式(2)によって求められた

移動ベクトルである． ijw は ， jµ から iµ までの

距離によって決まる重み係数である．ここで，重

み係数は次式により決定している． 

- 896 -日本音響学会講演論文集 2012年3月



1μ

2μ

1v

2v

jμ
jjj vμμ ˆˆ +=

1μ̂

2μ̂

jv̂
jd1

jd 2

1μ

2μ

1v

2v

jμ
jjj vμμ ˆˆ +=

1μ̂

2μ̂

jv̂
jd1

jd 2

 
Fig.4: Personal adaptation 

)/exp( sdw ijij −=                      (4) 

ijd （Fig.4 中では jd1 , jd2 に相当）は iµ と jµ の間

の距離であり， s は平滑化の度合を制御する係数

である[4]． 

以上によって推定した移動ベクトル jv̂ を jµ に

足し合わせることにより，個人適応後の定位位置

jμ̂ を取得することができる． 

2.4 指定位置における音量設定の推定 
提案手法では，モデル中の各音量設定の重み付

け和によって，指定位置における音量設定を決定

する．例えば，Fig.5 に示すように丸い点を指定位

置とした場合，指定位置の音量設定V̂ は以下の式

によって推定される． 

( )iii
wVV ×∑=

=

72

1

ˆ             (5) 

iV はモデル中の各定位位置に対する音量設定

（Fig.5 中では 1V , 2V , 3V に相当）を示している。

iw はモデル中の各定位位置 iμ （全 72 パターン）

から指定位置 μ までの距離 id （Fig.5 中では

1d , 2d , 3d に相当）に応じた重みを示しており、

以下の式によって決定される。なお、距離が近い

ほど重みは大きくなる。 
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3 提案手法の有効性検証 
3.1 実験方法 
本稿では，提案手法を用いて不特定モデルに対

して個人適応を行う．そして，不特定モデル，個

人適応後の不特定モデル（適応モデル），及び個

人による音量設定と定位位置の関係のモデル（個

人モデル）を用いて指定位置に対する音量設定を

それぞれ推定する．それら推定した音量設定を用

いて被験者実験を行い，定位精度を比較すること

によって提案手法の有効性を検証する． 
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Fig.5: Estimation of a volume setting 
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Fig.6: Localized positions for 10 desired positions 

まず，不特定モデル構築の際とは異なる 10 名を 
被験者とし，10 点の指定位置に対する定位位置を

測定した．その測定結果より，指定位置から定位

位置までの距離の平均値が特に大きい 3 名を個人

適応の必要性が大きいと判断した．例として 3 名

中 1 名の定位位置の測定結果を Fig.6 に示す．菱

形の点は指定位置，四角形の点は，その被験者に

よる定位位置の平均値を示している．定位位置が

指定位置から大きく離れてしまっていることが

見て取れることから，個人適応の必要性が大きい

ことがわかる． 

次に，不特定モデル中の 5 点(4 隅の点＋中央付

近の 1 点)の定位位置における音量設定を用いて，

音像を生成する．そして，それぞれの音像に対す 
る各被験者の定位位置を取得する．それを適応デ

ータとして用い，不特定モデルに対して個人適応

を行う． 

不特定モデル，個人適応により取得した適応モ

デル，及び各被験者による個人モデルを用いて，

Fig.7 に示す 12 点の指定位置の音量設定をそれぞ

れ推定する．その後，推定した音量設定を用いて，

Table 1 と同様の条件下（但し，被験者は適応デー

タ取得の際と同じ 3 名）で被験者実験を行う．  
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Fig.7: Twelve desired positions 

3.2 実験結果 
 まず，不特定モデルを用いた場合と適応モデル

を用いた場合の実験結果（3 名中 1 名）を Fig.8，
Fig.9 にそれぞれ示す．菱形の点は指定位置を，四

角形の点は，その被験者による定位位置の平均値

を示している．Fig.8 より，不特定モデルを用いた

場合は，定位位置が全体的に右上の方向に寄って

おり，特に画面左側の指定位置に対する定位精度

が低くなっていることが見て取れる．一方，適応

モデルを用いた場合には，Fig.9 に示すように画面

左側の指定位置に対する定位精度が改善できて

いることが見て取れる． 
次に，指定位置と定位位置の距離の平均値を，

被験者別に Table 3 に示す．なお，音量設定の推定

に用いたモデル別に値を示しており，値が小さい

ほど，定位精度が高いということになる．いずれ

の被験者においても，不特定モデルより適応モデ

ルを用いた場合の方が，値が小さくなっているこ

とが見て取れる．さらに，適応モデルを用いた場

合，個人モデルを用いた場合とほぼ同等の値を得

られていることから，定位位置の個人差を軽減で

きていることがわかる． 

4 まとめ 
本稿では，定位位置の個人差を軽減するために

提案した個人適応手法の有効性を示した．      

今後は更なる定位精度の向上を図るため，本シス

テムの利用中にオンライン個人適応を行なう手

法について検討する． 
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Fig.8: Localization result (independent model) 
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Fig.9: Localization result (adaptation model) 

Table 3: Comparison of localization accuracy 
  被験者 1 被験者 2 被験者 3 

不特定モデル 97.7 pixel 145.1 pixel 90.3 pixel 
適応モデル 75.5 pixel 103.3 pixel 76.7 pixel 
個人モデル 74.4 pixel 98.1 pixel 61.2 pixel 
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