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はじめに=ソニ7州イドはr盲児楢)汎如回りのZR境を搭肘るのそ助けるためl'開発された拝助久であら.

棚の中で･自由k:飛びまわれるコウモtJか有ナ-境iq知の脆カを.盲人に授けようとしたのがこの持助穴であ

る･これを装用した盲児く者)が･自分のまt)りにあるものが何であるかを同定するのには.ソ･=7タ〝イドの出す

音色のちかいをffJ肘る･経験-んだソニックガイト･の任用者は･音色をFJ用して自分の井の帥こもる事物を

かfLりの程皮区別Tることができる.

図1札盲の高校生が.ソ二7ク〝イドに上る環境

認知の仕方を十放回訓横したの引亡.ソ.=ブタガイド

で転焦して描いたある夏の外校である.細部を見nJゴ

いろいろと正拝でない邸分も見られるし.広末やフェ

ンスは多分に侠式的な捷り戎しとrlっているが.おお

まかfL夏の構造は比較的正確に把捉されている.

発着が･ソニ1,クガイドを使mTるための別棟を実

施してきた桂験では･形腔的に似ているもの同士は.

ソニ7タdイドをつけて扱察したとさに同じようfl･音

色がTる｡したがって.ソニックdイrをつけて出金

つ[=ものすべてrCついて,音色と物の対応を学習する　　田1盲児がソニック〝イ作カ､けて¥生しfこ芙

必掛ifLく.特徴的fl-音色を先Tるものをいくつかビ

ツタ丁77'Lて虹横的に敬えれば･音色による物妹の弁別か従来よりb幼制叩TWできると伽れ与｡しかし.

ソニフグガイドを装用したときlこ鵬こえてくる昔全休に対して･いくつの代朱昔を運んだら上いのか.また.どの

ようrlLものを遭んで代表としたらよいのかについては･相の旺岐のみからでは決定しきttm､｡そこで. ZE雌fC

存在するさまざれものを･ソニックカ･J r-和凱1こときの音そ-して.分析し.分臥て与ることにLr=.

音色をいくつかのグ′レ-に-Tることができればr P･ル-7･Cとの特故を扱えることで物性の弁別引捕でき

ろ｡棚するためにはまた･音色-･んらかのか/こちで分析して･ 9･ルー7･に分ける榊を決定せL3Fffl･らfLい.

こうして行った音色の分qTrの結果をここに柁告する｡

1･ソニックガイドの壮安

ソ･=ツタガイド(Sonicguido)Lま,ワーマ′レr･.イン

ターナシ,ナ′レ･センソrJ-･エイド(WormAIdln_

tc｢national Sensory Aid lJimiLted; WISAL) FIの

任緑雨tfであるが,もともとIi現nIニュージーランドの

カンタベリー大学の放伐であるケイ(LdioKay) IC

上･7てEm托されたものである.ケイは. L/ニッタ1,･ィr

の原型に当たる蝿T( ( UJtrELSOnic BinAu,Al DtY.Ce

M且rk I)を1969年rC允qllした･ケイIIさらに,これそ

伽､た盲人mの別推7'tJグラムを. WlSAL杜の何々で

あるワー7Jレド･ t='ジランド杜とは伏してJ970ir=ICrFっ

ていろ.現在のソニ7タカ~イドに対応ナろbの(ULtm_

sonlC Binaural DbYicc Mark n)は. 1974咋に朗托

され･ WrSAL比から制作販売されるようにfjっr=のは.

1976fT:のことである｡ (潤. 1982)

ソニックilイドの勅rF原Pllを脱明するためには,コウ



モ')の比鳩を用いるのか分かりやすい｡コウモー)は.井

っ時価の11･かでも物にもぶつからすに安全に刑べるし.

小さな一昆虫を捕まえてこれを何としている.現aでは良

く.知られているように.このようrjことかできるのは,

コウモリが瓜音波をmいて反℡定位(エコt]ケーシIIン

･. echo locELtion)をしているからである.コウモl)め

叫び声は.超音波であるため耽々の耳には蝿こえILL､が.

コウモIJは飛びrlから叫び. i-の叫び声が梓音物や獲物

から反射してくるのを拭いてそれらのありかを正拝に相

知しているのである｡このコウモrJの戊¥定比能力を盲

人に授ける帝をEl的とした銘打が,ソニックガイr'lLの

である.

ソ二･Tクガイドの外枚は.図2に示したように.太め

の史柱のメガネとタ,<コの招くらいの大きさのコント｡

-ルポ7タスから11る.ソニックガイドは盲人mの捕肋

只であるから.当然ノJlネのレンズには政がついていな

い. ′ガネのほが太いのは.そこにいろいろfL屯子回路

が組み込まれているからである.コyfLロールボブクス

には.ソニックuイドを畷赦させる充電池と音Jt羽打ll

t'に関する利和向路が納められている.伝音波は. Jガ

木のふたつのレンズのか､だにある究信正から出され.

反中して戻ってくると発信器のすぐ上にこっ並んだ受信

枚で受けとられる｡左即の受信taにitした血雷枚は,左

肘の電子回巧で人間の可捷域の音波にかえられて,左耳

にいれたイ十ホー-/で閃くことかできる｡同じようにし

て,右の受信軌で受信した也音吐は.右耳で叩かれる.

ソニ7クガイrほ.これを簸川した盲人に.外界にあ

る対象物について4つの†作用を知らせる技能をt)つてい

図2　ソニックカ'イドの外扱

る.先ず.対穀物が百人の左にあるか.右にあるかとい

う方向のちかいについては.左右の耳で聞こえる昔の大

きさの速いで分かるようにrLっている.正恥亡は.対穀

物が正面から左石のどちらか.t l庄Tれると.内耳に州

こえる音の大きさか0.4dB異fLるよう羽生されている.

人r,8に白瓜lCBLlこえる大きさの迷いは.心理来秋の括典
ICは.個人差t)かlLりあるが0.3dB埋皮とされている

ので.ソ二･/タ〝イドでは両耳間の強圧豊はやや牲渇さ

れているといえるであろう(StrOlow et. JL1..1978).

つぎに,対放物とソエフクガイドの定性については,州

こえる音の満さの速いで分かるようにfLっている.大王

.かに甘えは.メートルで村った臣従とヰE'ヘルツで測っ

た昔の高さが-致するようになっている.したがってI

m放れたbのはl kH工の音がする. 3mAIれると3kZh

に的こえる.鮮3に.ものの大きさが.それに対応した

昔の大きさとして示されるようLCILっている.大きfL舛

古物に対しては.大きfL昔で耳告するわけである.点故

に.対監物の材芹や形に帆Ta付根が.音色の違いで純

こえてくる.正砧には.対象物の五両の性質の速いと首

っ1=方が良いかもしれflい.茨面がすラすテしたt)のは.

旭音のようfL音がするし. 〝ラスのようlこ五両が平汁fl

ものは恵んだ音がする｡この音色のちかいは.対象物が何

であるかを同定するのに役に立つ.このことは.前述し

た通りである.

現在ソニックガイドの別技は.主として.内西では日

本ライト-ウスの良美･生活別棟センターが.関東では

tAg毛PqE院の生活訓練センターが.行っている.

2.　先行研究

ソニックガイrほ,本条百人mの歩行描肋具として的

たされた｡その性鮭の押伍や.別技の方法についての研

究は.ソニックガイドがWISAL杜から市販されるまで

の問に.開発者であるケイと.ワー1TJt,ド杜の羊で妓丁

している.ソニックガイrの性能の吐き引ま圧に述べたが,

それが実用の水餅にitしていることは正史的FCにもlBめ

られた4T実である.ソニックガイドから現在までに也音

波を畦った同llの補助具は放多く閑托されてきたが.農

本的/i-点ICi,.いては,紋先のこれらの捕肋只(TTi晦さtt

ているものLまソニックJJIイ　rのはかにLま.モワー/トセン

サーしかrLい) bソエフクカ'ィト`と変わるところはlLい.

/ニ7クガイドを旺mするために必中fl別技のJJ7Llにつ

いては, WJSAい上が.歩行の捕肋只として./二･7ク〝



イドを使うための訓托17ニ>丁ルそ刊行している.ソニ

ック*'イドの虻用法については.渉行別紙士に上ってtB

等されていて.肘⊂研兜の段階から実mの段舟に捗って

いる●

しかし.祝文辞宥成人の辞行を対象とLf=応用の研究

は抵わっていても.盲児を対史とした教育やす乳幼児を

対取とした兜漣hSOtを目的としてソニックガイrを班IT]

する1=めの研究は.抵わっていflかった｡これらの研究

は.ソニックガイドか実m化されてから現れたくCIArk

And ^grost. 1975).この研究に謙治を為さLilこしたの

は.イギリスの見送心理学者,<ウT- (Ailken And

Bower.1982)である. ,<ウT-ほ.盲乳児が.扶用の

正牧の何の別牧もLrLいうちから.･ソニックガイドを環

境ZE知lこ利用できることを示した.現在では.この劇的

とも言える効果も.宵乳幼児のその故の先述にそれほど

創的には作用Lflいことが分かっている(Fcmll,1984)｡

しかし,盲児を対象とした研究は,いろいろrI意味でソ

ニックhrイドにだ廿を与えた.百枚宵の現場や早期故帝

の中で･/ニッタガイドか使われる上うに(1-り,研究や実

践が放多く(i-される上うにILった｡ケイのElを故宵の分

野へ向けさせ.新しい応解放皮の補助具トライセンサー

を.巨児用に開発させた｡そして,ソニ7タh'イドの牡

れた性能が申fLる時古物の探知や歩行柘の発見のみflら

す.斑鳩のiE知を助けるもの(t!nyironmentA1 Sensor )

であるという見方を与えた.

盲人用の非行帥肋具は一般に.かつ必紘的に.盲児(者)

の前方における障害物のTi'無と繰啓物までの拒斤を知ら

せることか出来る.ソニックガイドは,それに加えて,

ソ二･/タガイドの視ffに入ってきた現場についてのI斤和

を. et柴のところで述べたようにかflり人間の知覚を患

放した方法で知らせる性能がある｡このソニ-/タカ'イト`

か提供するIR境lFl相についての先行研兄はあまり多くrl

く.棺に.物休の同定に関与する音色を取り上げて分折

したものは一作しかflい｡それは.ウェルタ(JELrnt'S

Welch, 1977)か行ったもので,木fq告とかfl'り畑似し

た主旨の研究であると言える｡ウ).ルクは_. 28f圭畑の物

休にImの拒瓜で正対したとさのソニックガイドの昔を

サンプルLCしてソナグラフで133放任分析し. 4グJV-7'

tC分和した.郎1〆Jt,-7'は.音色rrtA成するF.q妓放成

夕川(.広い祇凹に分散している｡縫物の鑑の茂った部分

や企約などが.この9'Jt,-ブに尻する｡耶2のグループ

は,ソナタ`ラムに明確lJEl日放杜の蒜が一つかこつ見つか

る｡門柱iJ:のt)の.例えは往i灯や植物の仲がこのクールー

ブに入れられる｡野3のVル-プは.周放牧苗が3本以

上あるt)のである. dラス忍やコンクlJ-トの虫等がこ

れに当たる.那4グループは.ほかの3つのyループの

何れにも月さrLいものだが.ほかのg'Jt,-ブの昔をいく

つか合成して紺られたt.のとAf択できる.盲児(者)が生

活するDllAのflかで遭遇するt)のは.いろいろrL bのが

披蛙にILlみ合わさっているので.その音色も技椎だが,

好1から那3までのデル-ブにJtする基本とrLる音色を

宇野Tることによって,扶推fL昔JE,分解･合成して沌さ

分ける力をつけることができるのでlまrlLlかと.ウ▲^,

クは述べている,

3.研究の方法

研究は先ず.ソニ7クdイドで外界の事物を扱圧した

ときに妬こえる.さまざまな音色のサ-/プルを托兼する

ことから始めた. fJ:るペく多くのサンプルを泉めfLけれ

は.得られた結果の一般性が失われてしまう.ここでは,

人間がソニ7ク*'イドをつけたときにソニック〝イドの

探知の範即⊂入ってくるbのの音色を可能fLかぎり集め

ることにした.丘桂的に集め持たサン7'JL,の政は. 13f手

械と.ウ>ルクの28佳規に比べて1,5倍程度に(i-った.

ただし.あまり多くの巧riJをサ-/ブルの捉姓のみに只や

TことはできfIかったので.荘束は放8札　自助車でtA

須㌍市内のあちこちを拝して.その栢四円で異fLる音色

をu音した.また. ti音と同時にその音色に対応する物

休の7妄rrを娠たした｡

探焦した音色のサンプルは.以下のリストにある対取

物をソニー/ク〝イドで粗茶したときのものである.鼓.q

のストレートの廷/屯は/7'ロック瀕/Tルミニウムフ

∫-/ス2捷畑′稲Hの抽物のしける空き地/ナイt)ンn

のネ7ト/机い-ケ漁りの塀/波.41のトタン塀/ビニー

ルシ-ト/7サ与の生け厄/木片のシ十7ター/モルタ

Jt,併/ツゲの生け垣.タチナシの生け厄/707クモだ

出に扶んだ蜘′いろいろrj碓畑の岨物の斤王ざる生け的′

金銭フェンス2EiZA/大きrlガテス苫/トタンの右転/

姓市の生い茂る土手/サンコ~ソユの末′二七Tカシ十の

梓/プラタナスの僻′カシの幹/ソニフグh'イドの/イ

メ/こけの生えたレンガの併(トンネル) /街灯の任/

金粥/コンクlJ-ト桝/エ軒別切の玖村の防丘望/トン

ネルのコンク.I-ト_qE/トンネルわきの鉄坂穀の妨菅生

/石Lii/カィ./カイブキの生けJii/隙取/のJTり(且)′

交通だnの旺/ススキの扶/T力･7ツの件/ツタ



ソニッタ〝イドの死生する廿を録音するためには,ソ

ニックガイドのイ十ホンにTイクt)ホンを接続して扱者

ナる方法と.別棟用ソエフクガイドに特設されているモ

ニター用の牧子からインライ-/で枚昔する方法のふたつ

が与えられる.ウlJt,クは.打者の方法を用いている.

この方法は.うまくFTけは,ソニック〝イドa)放m者が

突肘⊂耳で拭いている音を良音できるという利点がある

那,且外で位甘する墳合には不必廷rL推音が同時に録音

されてしまうDで.今回は扱者の方法で録音した.録音

に旺用した放丘は.ソニァタ〝イドのほかにTRIO　髭

のCR-50という市二屯他で勅作するステt/オのカセット

テープレコーダーと音楽用のカセットテ-7'であった.

録音に掠しては.上述した対象物に対して.それぞれ

ふた透りの放妖E!皮をとったときの昔を録音した.ひと

つは.ソニックガイドをつけて. lmXEれて対象物にま

っTぐに向いた状岱で立ち止まっているときの菅(n止

中の音).ふたつめは,同じく1m仕れて.対象物を左

に見fLから.これと平行に転抄約1mの速さで好いたと

きの昔である(歩行中の音)｡牧の録音方法は,ウJL^,

クの先行研究には全く11かったところである.ソニブタ

ガイドの開発者であるケイが｢環境の仇丑を斑知する墳

合FC,ソニブタガイド(原文は　BinLur且I S8nZ;Ory

Aid)の相対的fL動きが大きな怠味を持つことが分かっ

た｡ソニックdイドは.そt.そら環境が定状的に変化し

(葦警
JEfA放ttlTか†

/

暮fのJ■広故

bti*正してい

fとしての

乾布モ持つ

山

㌔

■pTと史tt朽モT31=

Izl､

.i;:::.
FのH坂Et

からとγ杖の

リマが出てい

1rti Q:IHl玉出:‡書lこ

*ウトツbtS少Jb

も

*ウトツbl犬●い

ているときに.突如として新しいものか挽Zfの中に入っ

て来た事を知るたかこ作ってある. ････- (中略) --こ

のときは.一方か動いているのでAf反射1よい状か⊂あ

る｡しかし,止まってしまうとBl境知文が急鼓lC悉くfL

り侶号音の尤味が分からflくflる｡ ･･････ (中略) ･･････こ

のセンサーはrI止している状旧でその技推rL信号を太昧

づげろことIiJEしい｣と書いている(RELY.t.&1.,1983)

ことを考えると.ソニ7タガイドをつけた盲人が.立ち

止まっているときだけでfLく.歩いているときk:妬いて

いる上うrL音色についても.分析･分類の対象とTる必

史があると思われる.

この上うにして捉兼した音色のサl/ブrt,そ分規するた

めには.いくつかの方法が考えられる.サン7'Jt,同士を

一対比較して,各サンブJt,の問の心理的担任を求める方

法がある.もっと単純には.正枝サンブJVをカテゴrJ-

に分捕する方法がある.分矧亡いくらかの客扱蛙を与え

るためには,牧丘の押定着に分畑させるべきである｡ S

D法を用いてサン7'Jt,に対する心理的尺度を蛾成し.こ

れを分矧こ艮う方法もある.これらの心漂字的手法は.

人間がソエフ･クdイrの音色を恥､たときの音色の頼政

性を分畑に反映させることができるという五味では幼黒

的な方法である.しかし.これらの方法は.基本的には.

辛苦か自らの抜牧の中で行っている分規と同じことであ

ら.頭の中で行われている道程を外在化して. fl学的に

tfqbf二つ以下で　　　　洗拝させているだけである.そこで.こ

ゎる　　　-IEE　こてIiさらに(>う少し托み込んで.それ

ぞれの音色を特攻づけてい与物理的な性

fIを分析してみることにした.音色の物

lHFbf三つCt上ろ　　　　控的IL特故がはっきり決定できれば.そ

る　　　~ IJaZ rLを基にしてサ-/7･JVを分用することが

回3　rl止【‡】の音の分大月戚qI.

できる｡このためには,音声の分析にお

lfE好　いてt3呼的KfLっている方法を旺印した.

ナfiわら,各サ/プIT,の昏fスペクトル

{ラム(ソナ{ラム)をとって.音色の

周波杜成分とその巧問的変化i･刃べるこ

IYロ　ととし/こ.この方法は,ウ▲^,クのrT-I)

r=方任と結果的に同じICflった.

L/ナグラムは, l)ヨン株式全比較のサ

ウンドスペグトログラフ　SG-07をm

yEZ　いてrF成した｡それぞれの音色について

採取し1こ約20抄控Eq:のサンプルから.汀

yEEl　色の特故が出ていてかつ披音の入ってい

fJい2 4秒r.口の. 85日工からBktiz.の周



故放苗について.ソナg'ラムを描いた.ソニックガイド

は,外界の現状を1秒掛⊂4回走査しているくKLy　&

Do. 1976/77).したがって2.4秒.'JFCは約10回分の走

査が含まれる.また.ソエフク〝イドは.人間の穏力a)

点も良いIq放tt高城. TfLわち放百ZI王から6 kIIzぐら

いまでを旺mしている(Sonicguido MAnlユAI P_22).

これらの稚由で.上述した分析の相和を設定した.しか

し.サンプルの仕方に上っては稲田を変えて.その特故

が良く再現されるようにした.

4,結果と考Jk

抑止中lこする音と捗行中にBdこえる昔は.同じ対飲物

に対しても.ケイが指許したりす述)ようにかIJり操子

か迷っていた.これは,ソナグラム.T見ても明らかであ

った.そこで.両者を一旦別々に分けて分析.分畑して.

その後にそれを合わせて. Pl嘆の!E知にmして考察を比

みる｡ただしその約に.どのようにして音色が異llって

くるかについて若干考庶する.

ソニックガイドは. 250ミ1)抄の問に90kIIrから45k

lTz　まで文化するいbゆるFM瓜音波を発射している.

そして.現状から反射して帰ってきた血音故を,以下に

述べる上うfl一方法で可桂城の音に変えて出力している｡

1 mの拒掛⊂あるものから反射してきた超音波は, l寺戎

約330m音波が往扶2mを柁するのにかかる時間的6ミ

'1秒の後にソニック1/イドに戻ってくる｡このとき.ソ

二･/タ1/イドが出力している血音波は.約89kHr (88920

117･= 90000ZIz,- 6ミI)抄Z(90OOOIIz-15000IiE) / 250

ミリ抄)である｡戻ってきたLE音波のF.q放任から.その

とき発信しているLa音波の周波政を　　8

引いたJq妓放.この場合約1kllEが

ソニックガイドから朋こえる昔のl,g

放牧である｡反射する表面か完全f1-

平面の場合は. LB音波は長粒拒虻を

戻ってくるので,今述べたように.

ソニックガイドから聞こえる音は,

I kIlzの純音を中心としてそのLt,1k音

からflる音色と11-る｡しかし.東面

がざらついていて紐音波を乱反斥け

るようなGt合. LBg一波がINjlってくる

までのufrLロには,<ラつきが生じて.　0

その結果.広いJ日放放笛域に散らは

った成分からflる姫苛のようlL音色

がする｡

立ち止まって斗境を較荘したとさに.ソニックガイド

から阿こえてくる音色は,氏にウJLルタに上って研究さ

れていることは上に述べた通りである〆.ウ1^,クに上れ

ば.音色は基本的には3種メ即⊂分畑される.この3柾に

分村されfLいものb, 3種の音色の虹み合わせで悦明す

ることができろ.しかし.平石が持たは果てIl.捉兼し

た音色はり.LJt,クの分畑の上うに3つの不連続lLグルー

プに分けられる上うrLものではfLく.むしろ周波枚の時

間的変動がほとんどlLL､音色(T型)から白色推音(Ⅵ

型)まで連続していて.とこで境界投を引いたら良いか

容易に決められるj:うrLbのではILかった.これは,ひ

とつにはサンブJt,放のちかいに.もう一つには.ソナg'

ラムを縛る府の特定政のちかいに上ると思われる.ウI

Jt,タは.半音が行ったもの上り時間的に2倍低いAf虫皮

で分析している｡このように.ウL^,タの分用益革は今

回の分矧こlま着用できIjかっ[=ので.成3に示した上う

に多段階a)分地基革を設定して,音色のサン7'^,そZ型

からyr史まで6捷輔に分畑した.そのJ葺!からⅥ里に分

類された音色の代表例を.田4にソナグラムで示した.

代表例のサン7'Jt,それぞれについて.巧ri)的には.ソニ

ブタガイドの1回の走五分250ミr)抄だけを示してある.

好きflから現場を校長する応にBdこえでくる./ニ7ク

ガイドの音は.抑止中の昔の音色がもっぱら対象物の表

面の故栂fl拭it.いわば肌理(I.BXlurtI)に上って決まっ

ていたのに対して.尽塊の少し大きIJ仇造.例えは金的

の文仕や7'｡ 7ク採6)所々に接に走っている溝rJ:とがtZ

辞してくる｡また. ･/ナグラムを見ると.封穀物の五両

の肌理のFul朋的(i-変化があるようfl切合は.それが音色

仰Wr' . ･一･h

I llL i.

Ⅰ型　　日坦　1日坦　【V犯　　V坦　　vr_1_F～

図1　巾止Lt)の音のft茄例(./ナクーラム)
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石下hlりThも-･ ▲丘I

EC反映して.うろこや何日の較棟が

現れている.細かい茄の植物からfL

る生け垣のように.先面が不規ntLに

変化するようfJ場合には.ソナYラ

ムは白色椎晋のようlこILって.辞行

Lllでも抑止状隈でも変わらfrい.こ

のような歩行中の音については.分

析･分畑した先rT研兄ほlllいため,

独自に分析基恥を定め. EE15のよう

IL分畑の手頃k:沿って^P_からt?ll_

までの9確矧こ分村した｡ 9托蛸の

音色の糾亡ついては. EZ]6にソナ〆
く

Fa rJJ田YLK

H耕舟に拝

がわも

ラムのかたちで示してある.　　　　　　Jt月51に挿Zt

13桂根の対色物について.ソニー/　　　がない

クガイドで枚蕉したときに用こえる

mDようrtA

Et符カtJ)ら

tENfbtJェい

く三≡:::二三三
Jこ平である~　　　　B史

石下がt)でみろ- C屯

オこ平でろる　　　　DjE

生体として丘上から古下にZthもような8tEtb叫も-　　　　~ Jf正

生休としてFtリマiKEtでtIも

EZH　歩行中の晋の分畑養革

図6　歩行中に朋こえる音の代表例(ソナグラム)

表l　抑止中の昔の分畑結果

分畑 仞��ﾉZ��特故 �9�ｨﾔ��

Ⅰ要望 丼�9H7h8�5�6�5�,ﾈｫ"�盤面がスペスベした抱い 性状の物は �7(987"ﾒ�ﾒ��

仁王竺 ��ﾘ8�5�6x5�98,ﾉ�鞐(5(984�8ｨ�ｸ6x���東面か平冊で.ある埋Lt �7(987(92粐ﾒ�
工gfm防浬矩どこ-ルシート屯桂 ���8,ﾈ需lｨﾕ�/�鰄,)Z��

Ⅲ昌之 ��隘�xﾆ�5�8ﾂﾘ6yLx8ﾈ984ｹ[ｲ�空く凹凸があり.ある控 �8ｨ��92�波形トタン塀鉄板防音517'ロ-/ク塀 ��ｸ決�8,ﾅGｹlｨｻ�/�鰄,)Z��lJIンJ- 

力シの斡モ/I,タJt,凍 

ⅣB?_ 冏ｹ��5h887X5籀6�488ﾘ986ﾈ6(6xｮ��ｹ�ｸ7H4h985��何状rlL､し格子状の物件 �8ｨ��5h�2�
企向拙い-ケ漁りの撰 冤Jーシ1一一 

V葺! 度5H4ﾈ,ﾉ�h*��5�5�4ﾈ67�,ﾉ�h*���tE生している小さ{}燕か. �5h����
カイヅカイブキクチナシの生け垣ツタ(H月) 俤x*�*(ｫ�,ﾉH���シr十～ 

Ⅵ ��iXH,ﾉ7偃�484蝿,ﾉU)Z��ﾙ]�ym�,ﾉ�h.┬亦�大き{1荘か.奥行きのあ �5ﾈ����
Tカ7ツの荘サンコIジ>ツタf5月) �.友IZ��ソ■十一 



表2　辞行中の音の分村枯果

(溌中の(は昔の高さが徐々に低くILることを.I Hは音符の低下がくり返すことを示す.)

分畑 仞�瓜��特攻 �)L��ｨｬ2�

A型 �=I(ﾈﾏ�,ｩ?ｨ�7ﾈ�ｴ､ﾂﾈ･�9B�柱状の切株 �7(987(97H���

B型 �6x5�98,ﾉtﾈﾞ(8ﾂ���r88(8ｸ5裘ﾉ[ｲ�空く表面が比Jl的平らfJ物休が逆ら fLつている時 ��

Cq7_ 仞��ｨ5(984貽｢ﾘ6y8��2-3m旬に萩があるか凸附こな.,' ��
ナイロンネプト鉄板防音壁 �,H*(.兒�,ﾘ*ｩ��.r��,(,H*(.倬��

D51 �7h8ﾓx4饉ｲ�堅く平らflプロッタが銑み正rLり逆 らfLつている時 �7#�4X7#�4R簫ﾒ�

E互! 儘域�Iw�edｩ¥r�50C■ごとに凸■がある 途rｨ8�7d�8��D����

F~型 僥xﾆ�6x4粨99[ｹ�9F��ｳrﾔﾈ985��表面が波状にILつている物件が連ら �5h8h7H4(92�
波形スレート壁 謀�,(,H*(.�<��シユフィン- 

G �4�8ｸ7�6ｨ4X8��格子状の切株が速らflつている時 唯ﾓ縒�7(8h7H4(�ｲ�

Hg_ ��ﾖfh�m�,ﾉ�h*��4ｨ47B�4ｨ487X4ﾈ,ﾉ�h*���樹木が線状に連らflつている巧 ��

Ⅰ牙と ��隘�7ﾘ5H4ﾈ,ﾉ�h*��� ��
椎草の土手ビニールシート �)��h+X+ﾙD駟h.(ﾉ�*ﾘ,Hｧ(*(勦<ｨ*ｩ�ﾂ�

タチタシの生け垣粗い-ケ塗りの軒 �.vdﾈ,(,H*(.儘��

ツyの生け垣 ��

音色から分和した結果を.抑止中の昔と歩行中の昔に分

けて衷lと表2に示した.そして.抑止中の音色から分

和したグJ1,-7'そ岨軸にし.歩行中の昔を分店して分け

たY/L,-7'そ縦軸にして行列をrFり.そこにサンプルと

した対象物を入れたのか先3である.抑LLlf･の昔と卸子

中の音の音色の分掛⊂あまり歪かILけれは.対象物は行

列の対内線上に此び.放iてふたつのtA音方tL-をとっ/こ

t]J点かflT( flるのだれ結果は対frl線上以外にも対象物

が止んだ.これは.立ち止ま->ていでは区別がつかIlい

芯性とどこ-′レシートも.妨きfJ.･がら松任すればⅨ別で

きるということと.捗行中には通いがはっきりしILL､石

板とモ/tJタル掛ま. _C.ち止まって剛tは豊が分かるとい

うことを示している｡このことは.抑止中の音が対象物

盤面の肌理を.歩行中の苗か対象物の捕広をあらわして

いろからである｡よって. n止中の音色のみfiらす.妨

行中の音色についてb.そのちかいと対穀物の対応u]休

を組拙的には吋する必削.bると皿われろ.また. 1梢

を組み合わせてm鳩にある物休を同定する訓練(,必虫で

あると思われる.

5.桔　　持

分畑の結果から.抑止中の昔巴については6ft軌　妙

行中の音色については9fl放Z)デル-7'そつくって将卒

すれは.ソニ7タJlイドの出丁昔の音色からEt鴫をZB知

Tるための地史的fL宇田が可紀にlJるという示唆がはら

れた.たfiL.この分畑は.あくまでbソナ?'ラムにあ

らわれた古色の糊抜放成分の鴫rt3変動の′<ターンをその

配ftWJfJ加似姓に煩ってひとりの拝定吉が分功したbの

であるから.音色を盲児(者)が実弟に朗いたとさのtt文

的畑以性を十分に反映してい11-い可rk性t)ある.この点

に関しては.改めて心理芋的fll手Ttを旺って〆/レーブ分

けし.分1巧の対石を77ることbできるが.牧師である脈

古としては.実芥の相可の中'T.砧時世正していくこと

にしたい.また.別扱Tる后妃の弁別舵ノJLC上ってほ.

相中にmいる音色を.ここで分以したブル-7'上りt)I)



表3　音色の分Zit縫製の行列

群止中の音の分店法具 

lJE2 剔ﾅ型EⅢ屯 刧TY型 鋲���Ⅵ型 

歩 行 中 の 池 l∃ の 分 類 括 果 ���ポー′レ �=H襴B��� ��

B型 冲ﾈﾞ"� �8$ｧBﾈ5�8ｹ[ｲ� ��l I 

C型 ��コンク1)- ト艶物休 ��ネット状の 物Et �� 

D塁 �� �7h8ﾘ6(5饉ｲ� �� 

E史 ��鉄穀防護虫 �� �� 

F型 �� 佻ﾉ{ﾈ*ｩFxﾆ��,ﾉZ永R� �� 

GE! �� ��丁ルミニウ ムフェンス �� 

H塁 �� �� �4ｨ486H4ｨ42�7X4ﾈ,ﾉ�h*��6��多種樹木 の生け垣 

T型 ��ビニーノレシ ート ��隘��較1い-ケ放 りの塀 傅ﾈ+6ﾄﾉY8*｢�jy�h+X,H*"�.��h*���推耳の土手 

っと政の少fLい.弁別のしやすい〆Jレ-ブIC変えていく

必要もあろう.その上うII場合には.伴JF的KlJってい

る分頬の事項を一段階後戻りして,グループ政を拭らし,

より大きfiLグJ1,-7'を作ることで対応できると思わfl,る｡

長期研低の一打として行っI=ソニックガイドの音色の

分析は.ソニックガイドに粥Tる研究の実態.その音色

のちかいの生じる挑道や,音色と即鬼の物理的属性の対

応朗射こついての知敦と.今晩の相可に役立つ音色の分

頬を結果としてbたらした.これからは.この桔史を牧

宵の現場で芙掛こ活用して.ソニ7クガィドを放って盲

児の馴鹿iS知の力を布めるための実肘こ役立てたい｡
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Sly SLLZtLLI

HokhJ'血Hlgh School for the BLiL)d, 4-21, 4dom亡. Fushhll, Chuo w那d, SappoFtLJaPaLI

Abstract: So血:guide (S.G.) serves the function of "an eye" for blind

persons. To make most effective toe of the SonlCguide, traillerS nlu5t
evdua(e lrainlng methods, This report introduces one way of

mlualing tmining withS.G., through(he handling ofmirLiahreS and

oE schematic dmwlngS.

The FundoJI OE S,伝. 60r the Blind

Persons who are usmg S.GI Ca爪be diyided

in(0 two gzDUPS.亡打ly, CongeTddJy blind

pw md l叫advqIdou5Jy bLiTLded per-

sons. nle type md level oE their imp山･

ment托qulr田diffcrent trairung meth佃

Using S.G., TleVIy blind persons must

l亡m EO JTuLke their yi5uaJ iJtugO COrmト

pond to their expenence when they亡Ould

se亡On the odl亡r hand, CongeTdta止y aJld

eaTLy bun° J-nS must LTIJSt gZWp SPa1111

concq)ts, and get 1 5CnSC Ofwhen dlq aC-

tuluY are. My aim m lnJningbllnd petwru

wi血S.G. is to eTdle them tO iraSP tlleir

enyirorLmmt Whe代they hm 【o walk

Wh亡n I teadl newly blind pe-ru how

EO gnSp血ELr etTYIEOrLm亡nt. I must evaluate

them u:cording to how much lnLormaljon

they undkrstmd. and thcreBore how to deal

wi血th亡爪. EJIly ュnd congenltdy blind

persons must gr35P SPltial concepts by

mClnS Of iJdormation aCqdred by S G･

ne Eyduatioll 0E DeiLhs with
Inbrmユtion Provided by S.G.

pnlere l陀Live basle Ways tO CVduatc how

to teadl band pezsons (o ded with inEor-

maI10n provided by S･G･

1_ ′nユiner obseTWIOn OE how the tJSCf

LKhayes in hisht:r crlVironment,

2 Tbjnee oml reports On their envLrt)n-

m亡n[ tO (heir 【皿nerS.

う･ Thirlee Yrlt(Cn impression of the

亡nVlrOnmCnt.

4 Tb血ee expression ofyisuaHmageS by

rnakingminiatuKS (0 Show spatid conCeptS

vh S_G

5. TralnCC CXprESSJOn OlYisull images by

sclleJmtlC drawlngS-

l wou一d like to dis亡u5S the 4th and 5th

w叩lndicated above-

(4) DealJ'Tlg ZULIEb enzJLTtmmenLaL m/omza-
LJ'on砂Lbe making o/mlnfatureS. nle亡X一

ccuent POint oE makingmi血【uresはthat

tralrleeS Can Show their envi爪)rLment WheI℃

they hav亡Walked. WlthJmPetS attached

h)血亡bonoJTl, th6c miJdhtum m Lx eaSi･

ly pu(帆血l Off, or rearrmged on an

JJDn board. me most useful m触1陀:

表面岳表i-
ぷ照男照準　牢≒=

地軸　q}l

顎圃　q■訂

御　物野

圏J}

虞』 lid

88　-塑　騨

a L･T.I i
F18tlrC l･ ExaJDples ohLLld)JnCnL

A-ERE SJJT/ace 0/1be rod mode ofdSPbGIE,. Bl
IRE s〟I:/0cc ofEbe n〉d made o/gro〟nd., C-

tbe Cur/ace o/ ERE road made a/gTTW,･ D･

conmLe, E-bLocALr, F･wood, GILdEeT 〟-Stone;

/-boL.Td Llke Maws,I J∫nozu, ^'･conEJTFF10uS

poEesI L-wlre nell.rJB, M-a small buLLdlng. N-
a big bLLlldLng7 0-0n elec什IC POLO I SEfeeE･

LamJl.I P- a sLreeE Lrce; Qd gale.l Rd亡Or; SA

EeLepbone box,･ T-a z'endlng macbE'ze. U･a

garden Pk7nE
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FlgtITC9 2-6

'Thine6亡m m止e 1 nmih]rcthJDtJgh

inLIOrmation provjdkd by SAG For ⊂皿TIPle,

by ⊂arTying Zn iFOLl bod, if they pcrleive

the preSaCC OE a telephone tm viュ S.G,.

thy Gm Put lmirLiJAut: oEユtdephone LxⅨ

on the iron bod.

(5) LblLng m'Jb enzll'nnmmkFt l'nJblW-
tion砂Lbe叫or血Lk dTrlZUZ'nsi

Th由meth∝l js ∝Ceuent for newly blbd

pm, 2nd Congenital,亡打Iy bhd pcrsorLS

who α daw･ Figut6 26 reptESent PlCttl昭

dJIWn by 1 blhd man bom in 1961. who

lo5( his slgh( in Septembez･. 1975. To hare
his pkture bc most亡fftdivefor hiJl). he

血ould fouow th亡托guiddines:

I Zk alert Eo his Controlled erzyiFOrLrZTent Yh

S.G,;
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+　Eliminate irLformalion other thmthat

pmvi(kd vll S G;
'DLaW his picture of the JmユgeS acquired

by S,G･ wlth ralSed wri(eE他iners should

not gIYe StJggeSLions, but dlowth亡tnirlCe

to dJIW a Picture of his own images;

'findy, hc should compose sentences

based upon his picttJre.

CoJldtJSion

SG･ may 帆lly ELJnCtion lS ●七皿eye''EorbJind

pe巧0印. N亡Ⅳ1Y, Zdvmnh)tJSly b也nd pw

hlYe maJly YLsull JmlgeS from their ex-

penenl:亡OEseeng inthe past. S.G. w help

glVethem me7Llin辞11 wolds, by血ese im-

ages once dley lean to拍50Cilk with ～.G,

sigrLds. They cm thCn truly "see'● thelE en･

yirormt by undetsurlding Lh6e Words
For匂fly, congenjtdy bun° persons, S.G.

js IW叫●tyE:'benLuethe ab山-

ty to dismitc晦js not as dearly

tJn(kEStDOd･ JIy m仙:hing S･G･ si耶ls with

scheTdatk inugeS; I thinl(- how亡r, tht

mrl tdybhd pm cm lew to Hsce"
by m血止喝Visull血喝eS With S G.

Sjgeo Suzuki lS a lmCher of gymtjcs in
a blind school in SappoqJ叩伽一, tic has also

been teaching orientation and Jl]Ob山q,血r

ybudly jJnPairedpetsons JIOr bn y耶,肌d

is an expcrE in thLS fidd Jn Japan.
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