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Abstract 

 In future, kinds and purpose of sensor will be various, thus drivers cannot direct their attention all dangerous things if 

visual and auditory warning will be the way it is. In this paper, the cognition and response time on hearing buzzer warning 

(pre-crash warning) and 3D auditory warning was estimated in order to develop the warning on crossing collision. As a result, it 

was found that pre-crash auditory warning was effective when additional noise was large, however, 3D auditory warning was 

effective when additional noise was small. 
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1. はじめに  

 本論では，メロディ調立体音響警報の有効性と車載適用の

可能性について，ノイズ印加時の影響も加味して，ドライバ

の認知反応の観点から検討した結果について述べる。 

 交通事故による死亡事故が増えている中，ドライバに

対して危険対象を的確に伝えることによる事故低減の試

みが進められている。しかし，今後，センサの多種類化，

多様化が進むにつれ，ドライバに伝えるべき情報が増加

する。従って，従来の視覚・聴覚的な情報提示手法では

全ての危険対象に対して対応し切れない懸念が生じる。

例えば，視覚的な情報提示手法では，ドライバに伝えた

い情報が膨大で多岐に渡るため，従来の機械式メータや

表示系では対応ができない (1)という問題があり，聴覚的

な情報提示手法では，危険対象が増えると共に，一対一

対応的に，警報音の種類を増やしていくと，ドライバは，

鳴動した音が何の警報を意味しているかを咄嗟に理解で

きない，等の問題がある (2)。視覚的な情報提示手法にお

いては，メータ自体の改善としてフル液晶メータの採用

や MFD(Multi Function Display)・MID(Multi Information 

Display)(3)，AR(Augmented Reality：拡張現実)内の情報提

示 (4)によって多くの情報を提示できるように工夫してお

り，量産車への搭載も進んでいる。  

 一方，聴覚的な情報提示方法については，近年，立体

映像や立体音響を用いることで，従来メディアで実現し

えなかった臨場感やコミュニケーションサービスの可能

性が期待され (5)(6)，また，立体音響による「音バリアフ

リー」も提案されており，心理面にも配慮したデザイン

の必要性が求められている (7)。その一手段として，立体

音響による聴覚・音声情報に空間的な意味付けを行い，

これを車載情報機器から呈示する手法を提案し，音源数

が増えた場合に情報獲得の向上が見られるという報告が

ある (8)。このことから，ドライバに伝えたい情報が膨大

で多岐に渡ったとしても，どの方向に注意を払うべき対

象があるかが直感的にわかれば，ドライバへの情報提示

という観点において望ましい情報提示となる可能性があ

ると考えられる。実際，ITS 技術への適用として考えた

場合，車々間通信において，視覚による他車位置情報呈

示は注視を必要とするために危険であることから，立体

音響を用いた音像移動による他車位置情報提示の有効性

を検討している報告もある (9)。  

 しかし，視認時間の観点からの有効性は示しているが，

実際のドライバの認知反応の観点から検討されていない。
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また，車内の立体音響の有効性を示しているが，ノイズ

印加時の影響については未検討である報告 (10)もある。こ

のことが原因であるため，立体音響の有効性については

検証されているものの，量産化に至っていない。そこで，

聴覚的な情報提示手法として，ノイズ印加時における立

体音響の有効性について検討し，現在量産車に搭載され

ていない立体音響警報の量産化適用可能性について検討

することが本論の第一の要点である。  

 警報音の設計においてはそのデザインも重要である。

先述した心理面に配慮したデザインについては，警報頻

度が多い警報については，耳障りで嫌悪感を感じるドラ

イバがいる (11)ことより，ドライバの不快感を軽減する警

報音であるデザインにする必要もある。例えば従来のビ

ープ調の警報音ではなく，メロディ調の警報音にするこ

とも一つの警報音デザインのあり方と言えよう。  

 本論では，事故類型別で追突に次いで多い出会い頭衝

突 (12)に特化して，音像定位を変化させることで左右から

の車両の距離感を直感的に把握できるメロディ調立体音

響警報を開発し，スバル  アウトバックのスピーカから提

示した。この警報を用い，音源提示方向の直感的な判別

可否に関し，ニュースを聞いている環境および騒音下を

模擬してホワイトノイズを聞いている環境下において，

どの方向から聞こえてくるか，パソコンのキー押下によ

る実験を通じて認知反応に基づく検証を行った結果につ

いて述べ，ノイズ印加時の影響も加味した上で，メロデ

ィ調の立体音響警報を車載適用する可能性について述べ

る。  

2. 実験環境  

 実験環境の写真を Fig. 1 に，ブロック図を Fig. 2 に示

す。今回の実験は富士重工業 (株 )東京事業所敷地内で行

った。システムは出会い頭衝突警報に特化したものであ

るため，理想的な実験環境としては，実際に見通しの悪

い交差点において，左右から車両が走行してくる環境を

再現した状況が望ましいが，建物の壁面に向かって車両

を停止させた上で，実験協力者にノート PC の画面を注

視し続けさせることで，左右から車両が飛び出す状況を

模擬した。これは，敷地内では見通しの悪い交差点が無

かったことと，走行させた場合，実際に出会い頭衝突が

起こる可能性があるためである。  

 スピーカより提示する警報音は，音響用ノート

PC(ProBook 4320s，ヒューレット・パッカード製 )を用い

て提示し，音響提示用アプリケーションソフトとして

SoundLocus(株式会社アーニス・サウンド・テクノロジー

ズ製)を用いた。この音響用ノート PC には USB2.0 にて

オーディオインターフェイス (Fast Track Ultra 8R，オーデ

ィオテクニカ製)を接続し，更にこのオーディオインター

フェイスに車載用アンプ(MRX-F30，ALPINE 製 )を経由

し，車載スピーカ (スバル  アウトバック純正スピーカ )

に接続した。なお，車載スピーカは，今回用いたスバル  ア

ウトバックには，前席の左右 A ピラー(運転席側，助手

席側のピラー)根本部に 1 個ずつ，前席の左右ドア下部に

1 個ずつ，後席の左右ドア下部に 1 個ずつで，計 6 個搭

載されているが，前席は左右共に同音源を A ピラー部と

ドア部に分岐しているので，実質的に 4ch の音源となっ

ている。また，ニュース音源提示用およびホワイトノイ

ズ提示用として，認知反応時間検出およびアイコン提示

用ノート PC(後述)と USB スピーカを接続している。  

 一方，認知反応時間検出およびアイコン提示用として，

ノート PC(Thinkpad R500，Lenovo 製)を用いた。アイコ

ン提示ソフトとしては，WebTachion(高次視覚データベー

ス，http://www.l.u-tokyo.ac.jp/AandC/HLV/index.shtml)を用

いた。このソフトは javasctipt を用いており，一定時間，

特定の画像 (ここでは左右どちらから車が来ているかを

 

Fig. 1.  Experimental Devices. 

 

Fig. 2.  Block Diagram of Experimental Devices. 
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示すアイコンであり，メータ部ディスプレイ (5.6 インチ，

IOS-056V，インテグラル電子製 )に表示される)を提示し，

正しくキーが押下されるとアイコンが消えるようになっ

ているものである。これらのノート PC は LAN 接続して

同期を取っている。  

 キーボードは上記ノート PC より USB にて接続し，ス

テアリング部下方に接着してある。実験協力者がキーボ

ードのキーを押下し，アイコンが消えた後，オペレータ

が上記ノート PC 本体の”S”キーを押すと次のアイコン

が出るようになっている。実験協力者にはステアリング

を把持し，親指でキーを押下するように教示した。押下

するキーは，キーボード左上部にある”1”キー（「左」と

ラベルしてある）と，キーボード右上部にある ”¥”キー

(「右」とラベルしてある )とした。これらのキーは，ス

テアリングを把持しながら親指で押下できる位置にある

ため，誤入力や迷いが比較的生じにくい。なお，実験協

力者が押下するキーを間違えた場合は，正しいキーを押

してもらい，アイコンが消えたことを確認してもらう。

画像提示からキー押下までの時間は自動的にロギングさ

れる。  

 また，メータバイザ部には視線誘導画像提示用として，

ノート PC(MacBook Air 11 インチ(Late 2010)，Apple 製)

を用いた。この PC に球体を表示，視線を追従させるこ

とで，走行をしていない環境下で，見通しの悪い交差点

における視線挙動を模擬できるものと考えられる。この

PC に表示されている画面の様子を Fig. 3 に示す。Fig. 3

に示した球体が，約 0.3[cm/s]から約 3[cm/s]の間のランダ

ムな速さで真っ直ぐ動く。この球体は，画面の端に到達

すると反射する。このオレンジ色の球体の動きを実験協

力者は注視する。なお，ドライバのアイポイントとノー

ト PC モニタまでの距離は約 750[mm]，ドライバのアイ

ポイントからノート PC 左右端までの角度は約 15[deg]で

ある。このノート PC は，先の 2 台のノート PC とは独立

に動作している。  

 本論では，何らかの情報提示に対し，方向を伴うこと

による認知の違いを検証しており，情報提示内容の認知

について，生理的反応としての要素は考慮していない。  

3. 実験内容  

 まず，実験協力者に対して，今回の実験は，シートに

着座するが，車両を動かさずに行う実験であることと，

音を聞くかアイコンを見て，該当する方向のキーを押す

だけの実験であるということ，身体等の安全性は確実に

担保されていること，実験において取得したデータは解

析以外の用途に用いない旨を伝え，実験内容に承諾を得

た上，自筆署名頂いた。その後，実験協力者に運転席に

座ってもらい，通常運転時のドライビングポジションに

するよう伝えた。  

3.1 使用警報音について  

警報音は，スバル  アウトバックのプリクラッシュシ

ステムの警報音(以下，プリクラッシュ警報音と称す )と，

試作警報音(以下，メロディ警報音と称す)の 2 種類を用

意した。プリクラッシュ警報音は「ピピピ…ピー」とい

うビープ音 (音量一定の断続音 )であり，音の大きさは一

定である。メロディ警報音は，「キンコンキンコン…」と

いうチャイム調のメロディで，時間経過と共に徐々に音

が大きくなるように設計されている。メロディ警報音は

本研究で用いた警報音を含め 5 種類試作し，事前に 10

名に聴取させた結果，「聴いた感じが心地よく，かつ，最

も警報音に相応しい」という評価が最も高かったものを

本実験に使用した。警報音は，プリクラッシュ警報音，

メロディ警報音ともに約 3.0[s]の長さである。  

 なお，プリクラッシュ警報音については，機密上，警

報音の波形および周波数を示すことが不可能であること

をご容赦頂きたい。  

3.2 警報音と音源チャネルのパターン  

 実験は，警報音，音源チャネル数の 2 種類のパラメタ

について，警報音 2 種類，音源チャネル数 2 種類の計 4

パターンを基にして警報音の提示を行った。この組み合

わせを Table 1 に示す。Table 1 において，2 種類の警報音

は，  

 (1) プリクラッシュ警報音  

 (2) メロディ警報音  

 

 

Fig. 3.  Ball movement on note PC screen inducing eye 

movement. 

Table 1.  Kinds of warning and warning information 

channel 

  
Warning information 

channel 

  (a) 2ch (b) 4ch 

Kinds 

of 

warning 

(1) Pre-crash 

warning 
1-a × 

(2) Melody 

sound 

warning 

2-a 2-b 
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とした。また，音源チャネル数は，2ch と 4ch の 2 種類

とし，  

  (a) 2ch: 前席左右方向どちらかから聞こえる方式  

 (b) 4ch: 前席および後席から聞こえる方式  

と定義した。従って，左右何れかの方向から音が聞こえ

るように警報音を提示することができるため，警報音に

よる左右弁別は可能である。特に，音源チャネル数を 4ch

とした場合は，シートに着座した実験協力者が警報音を

立体的に聞こえるような頭部伝達関数を設定し，

SoundLocus を用いてマルチチャネルの音源をデジタル

信号処理によりバイノーラルエンコードし音像定位を行

った。このようにし，左側 (右側 )より徐々に実験協力者

の方向に音が近づいてくるように聞こえることを想定し

て設計した。  

 Table 1 において，1-a，2-a，2-b と記載されている項目

は，警報音種類を意味する番号 ((1)か(2))と，音源チャネ

ル数を意味する英字 ((a)か (b))を組み合わせた警報音提

示方法であることを表している。例えば 1-a は(1)プリク

ラッシュ警報音を (a)2ch で提示する，という意味である。

なお，プリクラッシュ警報音については 2ch のみの評価

とした理由は，予備実験において，2ch にて提示した場

合と，4ch にて提示した場合，聞こえ方に全く差が無い

という，数名の実験協力者からの感想によるためである。 

 これらの警報音については，左側車両に対する警報を

模擬して，運転席左方から警報が鳴動しているような提

示方法 (以下，左側に対する警報と称す )と，右側車両に

対する警報を模擬して，運転席右方から警報が鳴動して

いるような提示方法 (以下，右側に対する警報と称す )と 2

種類を実施した。音源チャネル数，左側 (右側 )に対する

警報について，音響提示の模式図を Fig. 4 に示す。  

 

3.3 アイコン提示について  

  

このとき，実際の車載インターフェイスを意識して，デ

ィスプレイに，左側に対する警報および右側に対する警

報に対応して，左側 (右側 )より車両が来ることを意味し

ているアイコンを提示する。提示アイコンを Fig. 5 に示

す。Fig. 5(a)は，左側に対する警報に対応したアイコン

であり，Fig. 5(b)は，右側に対する警報に対応したアイ

コンである。  

3.4 実験条件について  

 Table 1 に示したパターンに関して，下記 (i)〜(iii)の 4

条件下で実験を行った。なお，ダミーとして，警報音を

鳴動させない場合も設けた。ダミーを設けた理由は，慣

れの影響により，警報音提示タイミングを推測すること

に伴う認知判断への影響を除去するためである。  

(i) 警報音のみ提示  

 警報音以外の音が印加されていない環境で警報音のみ

を提示した。  

(ii) ニュース放送印加＋警報音提示  

 ラジオのニュースを USB スピーカより提示した状況

下で警報音を提示した。使用したラジオのニュースは，

TBS ラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」の 2012 年 5 月  

10 日分の山縣裕一郎氏「トーク・ファイル」の podcast

音源（http://www.tbs.co.jp/radio/stand-by/）である。  

(iii) ホワイトノイズ印加＋警報音提示  

 ホワイトノイズを USB スピーカより提示した状況下

で警報音を提示した。  

  実験は 9 人の実験協力者(20 代〜40 代，全て男性)に対

して実施した。実験回数は，1 人の実験協力者あたり，

警報音を 2 回提示しているため，各実験条件において，

1-a，2-a，2-b の 3 パターン×2 回(左右)×2 回(1 人当たり

同パターン 2 回試行)+ダミー(アイコンのみ提示，警報非

提示)2 回=14 回の実験を実施したため，実験条件 (i)〜(iii)

で，14 回×3=42 回の実験を実施した。  

 

 

 

   

    left       right        left      right 

         2ch                  4ch                

 Fig. 4. Information method of sound warning. 

 

 

 

 

 

  

         (a) left                (b) right 

      Fig. 5. Icons meaning crossing vehicle. 

  

Fig. 6.  Experiment flowchart. 
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3.5 実験手順  

 実験協力者に対し，音が聞こえると同時にメータ部の

ディスプレイに，約 1.5 インチ程度のサイズのアイコン

が提示されるので，直感的にどちらの方向から車両が来

るかがわかった段階で，キーボードの「左」か「右」の

キーを押すように教示した。実験は (i)から (iii)の順番で

行ったが，Table 1 に示した警報音提示パターンは，順序

効果を考慮し，実験協力者毎に変更している。警報音と

アイコンについては，音響用ノート PC と認知反応時間

検出およびアイコン提示用 PC を同期させて動かし，同

時に実験協力者に提示するようにした。また，提示され

る音は，ニュース音源およびホワイトノイズ含め，全て

実験協力者の頭部において 70[dB] になるようにした。 

徐々に音が大きくなるメロディ警報については，最大音

量時において 70[dB] になるようにした。   

 なお，常に実験協力者には視線誘導画像提示用ノート

PC を見て，球体を目で追うように，また，音が聞こえて

きても直感的に方向が弁別出来ない場合のみメータ部デ

ィスプレイでアイコンを確認するように教示した。   

 実験フローを Fig. 6 に示す。  

4. 実験結果および考察  

 Fig. 7 および Fig. 8 に(i)〜(iii)の全実験条件(1-a, 2-a, 

2-b)について，全実験協力者の，全警報音認知反応時間

の平均時間および標準偏差を示す。Fig. 7 は左側に対す

る警報，Fig. 8は右側に対する警報について示している。

音像定位の設計に起因して，左側に対する警報，右側に

対する警報が均等なタイミングで聞こえず，認知反応時

間が左右で若干異なる可能性があるため，左右の平均値

についても検討した。Fig. 9 に，全実験協力者の，全警

報音認知反応時間について，左側に対する警報と右側に

対する警報の平均値および標準偏差を示す。いずれも欠

損データは統計処理より除外している。なお，Fig. 8 に

おいて，*は統計的に 5%有意 (p<0.05)であることを示し

ている。  

4.1 環境と警報について  

 Fig. 7 および Fig. 8 について考える。実験条件(i)にお

いて，Fig. 7 では，プリクラッシュ警報音に比べて，2ch

および 4ch のメロディ警報音は認知反応時間を要してい

るが，Fig. 8 では逆の傾向を示している。このことは，

左側に対する警報と右側に対する警報で，聞こえ方に若

干の差異が生じており，音像定位の設計およびそれに伴

う実験協力者の個人差に起因して，左側に対するメロデ

ィ警報音は若干聞き取りにくかったことを示唆している。 

 実験条件 (i)〜 (iii)全体として，左側に対する警報に比

べて，右側に対する警報の方が，認知反応時間が短い傾

向がみられる。実際，実験協力者への事後アンケートに

て，「左側に対する警報より，右側に対する警報の方が直

感的にわかりやすい」というコメントが 9 名中 7 名あっ

た。これは，音像定位の観点からは左右共に同様に聞き

 

Fig. 7. Comparison of warning (left). 

 

Fig. 8. Comparison of warning (right). 

 

Fig. 9.  Comparison of warning (average).  
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取りやすいように設計されているが，実験協力者の頭部

位置が設計時と異なることにより，右側に対する警報の

方が聞き取りやすくなったことに起因していると考えら

れる。従って，左側に対する警報の音像定位を改善する

ことで，左側に対する警報についても，右側に対する警

報と同様の傾向になるものと考えられる。  

 Fig. 9 より，実験条件(i)では，プリクラッシュ警報音

とメロディ警報音の認知反応時間で統計的有意差は認め

られないものの，プリクラッシュ警報音に比べてメロデ

ィ警報音の方が認知反応時間が短い傾向にある。従って，

静粛な環境では，プリクラッシュ警報音に比べてメロデ

ィ警報音の方が認知判断しやすいことが示唆される。こ

のことは実験協力者への事後アンケートにて，全員が「メ

ロディ警報の方がどの方向から来ているかが直感的に判

断しやすい」というコメントをしたことからも裏付けさ

れている。  

 一方で，Fig.7〜Fig.9 より，左側に対する警報，右側に

対する警報の両方に共通する傾向として，実験条件 (ii)

および (iii)において，メロディ警報音に比べてプリクラ

ッシュ警報音の方が，認知反応時間が短いということが

示唆される。このことから，ニュース放送聴取時や，ノ

イズが印加された状況下では，メロディ警報音に比べて，

プリクラッシュ警報音に対する認知反応時間が短いこと

がわかる。特に，ノイズ印加時には，この傾向が顕著で

あることが示唆される。これは，ホワイトノイズのよう

な騒音下での警報提示の場合，従来の自動車で使われて

いるビープ音 (ピピピ…音 )の方が，警報らしいという実

験協力者の先入観に起因しており，警報音が鳴動して咄

嗟に判断できるためと考えられる。このことは実験協力

者への事後アンケートにて，「(雑音がある時には)メロデ

ィ警報音は音が掻き消されている」「ピピピ…という音の

方が警報音が鳴っているという印象があり，すぐにわか

る」というコメントが 9 名中 6 名あったことからも裏付

けされている。  

 このことから，実験条件 (i)のような静粛な環境下では，

メロディ警報音の方が認知判断しやすい一方で，実験条

件 (ii)および(iii)のような，ニュース放送やノイズなどが

印加されている車室内が騒がしい環境下では，メロディ

調の警報音ではなく，プリクラッシュ警報音のような従

来型のビープ音方式の警報音を提示した方が，警報音に

対するドライバの認知判断時間を短縮できることが示唆

される。  

4.2 静粛な環境下におけるメロディ警報の提示チャネ

ル  

 静粛な環境下におけるメロディ警報の提示チャネルに

ついて考察する。Fig. 9 について考えると，2ch のメロデ

ィ警報音(2-a)と，4ch のメロディ警報音 (2-b)では，認知

反応時間では殆ど差が見られない。ここで，Table 2 に，

2ch のメロディ警報音 (2-a)と，4ch のメロディ警報音 (2-b)

の，認知反応時間の標準偏差を示す。Table 2 より，標準

偏差の観点では，2ch のメロディ警報音 (2-a)に比べて，

4ch のメロディ警報音 (2-b)の方が標準偏差が小さい。従

って，1 個のスピーカより警報音を提示するよりも，4ch

のメロディ警報音のように，複数個のスピーカより警報

音を提示するような，多チャネル型の警報音の方がドラ

イバ間の認知判断のばらつきが抑えられることが示唆さ

れる。以上より，認知反応時間それ自体に加え，認知反

応時間の個人差についても考慮すると，静粛な環境にお

いては，車載スピーカを活用した多チャネル型メロディ

警報音が警報音として適切であると考えられる。  

4.3 メロディ警報のあり方に関する考察  

 日常のシチュエーションを想定すると，車室内が騒が

しい環境は頻繁に生じるとは考えにくい。そのため，認

知反応時間がより短く済み，ドライバ間の認知判断時間

のばらつきを抑えることができる，メロディ調の立体音

響警報のみを設計要件として考慮すれば良いかも知れな

い。しかし，万一を想定し，あらゆる環境もカバーでき

るようにする必要がある。そのため，車室内が騒がしい

環境においても早く認知判断できるように，プリクラッ

シュ警報のようなビープ音警報のエッセンスを取り入れ

たメロディ警報が一つのあり方と考えられる。一例とし

て，本論で開発したメロディ警報の周波数を更に高くす

ることで，車室内が騒がしい環境もカバー可能になる可

能性が示唆される。しかし，この場合，周波数を高くし

過ぎると，3.2 で述べたように，立体音響にした場合も，

通常のプリクラッシュ警報のようなビープ音警報と同様

の聞こえ方となり，方向弁別ができなくなるものと考え

られる。例として挙げた周波数を含め，最適な警報音デ

ザインは今後の検討課題である。  

5. まとめと今後の課題  

 本論では，見通しの悪い交差点における，メロディ調

立体音響警報音の有効性について検証した。その結果，

以下のことがわかった。  

・ 静粛な環境下と，ニュース聴取時やノイズ印加時な

どの騒音下で比較した場合，認知反応時間の観点か

ら，環境に応じて警報音を分ける方が良い。メロデ

ィ警報音はあらゆる環境における最適な警報音では

ない。例えば閑静な住宅地などの静粛な環境下では，

メロディ調の警報の方が良く，ニュース聴取時や，

例えば工事などの外部環境によるノイズ印加時など

Table 2.  Standard Deviation of response time 

(unit: ms) 

2-a 2-b 

341.5 219.8 
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の騒音下では，プリクラッシュ警報音のようなビー

プ音(ピピピ…音)のような音の方が良い。  

・ 静粛な環境下における警報について，2ch のメロデ

ィ警報音と，4chのメロディ警報音を比較した場合，

ドライバ毎の警報に対する認知反応時間のばらつき

(個人差)を抑える意味で，4ch のメロディ警報音の方

が良いことが示唆される。   

・ 実験結果を踏まえると，プリクラッシュ音のような

ビープ音警報のエッセンスを取り入れることが，メ

ロディ警報の一つのあり方として考えられるが，最

適な警報音デザインは今後の課題となる。  

 本論における実験環境は，静止した車内という，実験

室に準じた環境であるため，実際の効果を検証する場合

は，ドライビングシミュレータや実車などの環境にて検

証する必要がある。この場合，ブレーキ挙動やステアリ

ング動作なども見る必要があると考えられるが，これら

の検証についても，今後の課題としたい。  
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