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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を撮像する撮像部と、
　接触を検出する接触検出部と、
　前記接触検出部に接触する対象に触感を呈示する触感呈示部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置と前記接触検出
部における位置とを対応させる制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、当該接触検出部が前記視覚障害者誘導用ブロックに対応する位置で接触
を検出した場合と、前記視覚障害者誘導用ブロックに対応しない位置で接触を検出した場
合とで、異なる触感を呈示するように前記触感呈示部を制御し、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置
に所定の障害物が存在すると判定した場合、前記接触検出部が当該所定の障害物が存在す
る位置に対応する位置における接触を検出したら呈示する触感と、前記接触検出部が当該
所定の障害物が存在する位置以外の位置における接触を検出したら呈示する触感とを異な
らせるように、前記触感呈示部を制御することを特徴とする触感呈示装置。
【請求項２】
　画像を撮像する撮像部と、
　接触を検出する接触検出部と、
　前記接触検出部に接触する対象に触感を呈示する触感呈示部と、
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　前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置と前記接触検出
部における位置とを対応させる制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、当該接触検出部が前記視覚障害者誘導用ブロックに対応する位置で接触
を検出した場合と、前記視覚障害者誘導用ブロックに対応しない位置で接触を検出した場
合とで、異なる触感を呈示するように前記触感呈示部を制御し、
　前記制御部は、前記接触検出部が視覚障害者誘導用ブロックの位置のうち前記撮像部が
画像を撮像している位置に対応する所定位置における接触を検出したら呈示する触感と、
前記接触検出部が当該所定位置以外の位置における接触を検出したら呈示する触感とを異
ならせるように、前記触感呈示部を制御することを特徴とする触感呈示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる障害物に対応する位置が前記所定
位置に所定の距離まで接近した場合、前記接触検出部が前記所定位置における接触を検出
したら、所定の触感を前記接触検出部に接触する対象に呈示するように前記触感呈示部を
制御する、請求項２に記載の触感呈示装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる障害物に対応する位置が前記所定
位置に接近する距離に応じて、前記所定の触感を変化させて呈示するように前記触感呈示
部を制御する、請求項３に記載の触感呈示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの進行
方向が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に所定の距離まで接近した場合、前
記接触検出部が前記所定位置における接触を検出したら、所定の触感を前記接触検出部に
接触する対象に呈示するように前記触感呈示部を制御する、請求項２に記載の触感呈示装
置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの進行
方向が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に接近する距離に応じて、前記所定
の触感を変化させて呈示するように前記触感呈示部を制御する、請求項５に記載の触感呈
示装置。
【請求項７】
　前記所定位置は前記接触検出部の中央下部の位置である、請求項２乃至６に記載の触感
呈示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接触に応じて触感を呈示する装置に関するものであり、特に、タッチセンサ
などに対する接触に応じて、視覚障害者などを誘導するための触感を呈示する装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　視覚障害者が道を歩く際、安全面を考慮して、盲導犬や同行者と共に行動することがあ
る。しかしながら、視覚障害者が盲導犬や同行者を伴わずに自力で道を歩く際は、白杖を
携えて行動することがよくある。白杖とは、視覚障害者が歩行の際に前方の路面を触擦し
て使用する白い杖である。視覚障害者が白杖を携えて自ら歩行する際、通り道を判別する
補助となるものとして、視覚障害者誘導用ブロックがある。視覚障害者誘導用ブロック（
以下、適宜「誘導用ブロック」と略記する）とは、視覚障害者を安全に誘導するために地
面や床面に敷設されているブロック（プレート）である。
【０００３】
　この誘導用ブロックの表面には、凹凸などの加工が施されている。視覚障害者は、この
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凹凸を、自らの足の裏による感触や、白杖を用いて路面を触擦した際の感触から識別する
ことにより、進むべき道をある程度把握することができる。
【０００４】
　しかしながら、誘導用ブロックに沿って歩行する際、例えば誘導用ブロックの上に自転
車が駐輪されている場合もある。このような場合でも、視覚障害者は、白杖の届く範囲の
状況しか把握することができない場合が多い。また、視覚障害者は、白杖を使用すること
により、自分のごく周辺の障害や段差などの存在を把握することはできるが、白杖による
捜索範囲には限界があるため、直前までその存在を知ることができない。したがって、視
覚障害者は、白杖を携えて行動していたとしても、その安全性が確保されているとは言い
難い。
【０００５】
　このような問題に対処し得るものとして、誘導用ブロックにＲＦＩＤチップを埋め込む
発明が提案されている（例えば特許文献１参照）。この特許文献１に記載の発明は、誘導
用ブロックに埋め込まれたＲＦＩＤチップから位置情報データを受信し、当該受信した位
置情報データを音声データにして視覚障害者に伝えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－０７８６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載の発明によれば、視覚障害者は、誘導用ブロック位置などを、音
声により把握することができる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明においては、誘導用ブロックに予めＲＦＩＤチ
ップが埋設されていない状況に対処することはできない。また、音声による案内では、例
えば騒音下で聴き取ることが困難な状況も想定される。さらに、音声による案内は、聴覚
障害者にとって意味を成さないこともある。
【０００９】
　以上のように、視覚障害者にとっては、周囲の状況、特に進行方向の先の状況を把握す
るための情報が、より利便性の高い形態で伝達されるようにすることが求められている。
【００１０】
　したがって、かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、操作者の周囲の状況、特に
進行方向の先の状況を把握するための情報を、利便性の高い形態で伝達することができる
触感呈示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成する第１の観点に係る触感呈示装置の発明は、
　画像を撮像する撮像部と、
　接触を検出する接触検出部と、
　前記接触検出部に接触する対象に触感を呈示する触感呈示部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置と前記接触検出
部における位置とを対応させる制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、当該接触検出部が前記視覚障害者誘導用ブロックに対応する位置で接触
を検出した場合と、前記視覚障害者誘導用ブロックに対応しない位置で接触を検出した場
合とで、異なる触感を呈示するように前記触感呈示部を制御し、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置
に所定の障害物が存在すると判定した場合、前記接触検出部が当該所定の障害物が存在す
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る位置に対応する位置における接触を検出したら呈示する触感と、前記接触検出部が当該
所定の障害物が存在する位置以外の位置における接触を検出したら呈示する触感とを異な
らせるように、前記触感呈示部を制御することを特徴とするものである。
【００１３】
　第２の観点に係る発明は、
　画像を撮像する撮像部と、
　接触を検出する接触検出部と、
　前記接触検出部に接触する対象に触感を呈示する触感呈示部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの位置と前記接触検出
部における位置とを対応させる制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、当該接触検出部が前記視覚障害者誘導用ブロックに対応する位置で接触
を検出した場合と、前記視覚障害者誘導用ブロックに対応しない位置で接触を検出した場
合とで、異なる触感を呈示するように前記触感呈示部を制御し、
　前記制御部は、前記接触検出部が視覚障害者誘導用ブロックの位置のうち前記撮像部が
画像を撮像している位置に対応する所定位置における接触を検出したら呈示する触感と、
前記接触検出部が当該所定位置以外の位置における接触を検出したら呈示する触感とを異
ならせるように、前記触感呈示部を制御することを特徴とするものである。
【００１４】
　第３の観点に係る発明は、第２の観点に係る触感呈示装置において、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる障害物に対応する位置が前記所定
位置に所定の距離まで接近した場合、前記接触検出部が前記所定位置における接触を検出
したら、所定の触感を前記接触検出部に接触する対象に呈示するように前記触感呈示部を
制御するものである。
【００１５】
　第４の観点に係る発明は、第３の観点に係る触感呈示装置において、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる障害物に対応する位置が前記所定
位置に接近する距離に応じて、前記所定の触感を変化させて呈示するように前記触感呈示
部を制御するものである。
【００１６】
　第５の観点に係る発明は、第２の観点に係る触感呈示装置において、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの進行
方向が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に所定の距離まで接近した場合、前
記接触検出部が前記所定位置における接触を検出したら、所定の触感を前記接触検出部に
接触する対象に呈示するように前記触感呈示部を制御するものである。
【００１７】
　第６の観点に係る発明は、第５の観点に係る触感呈示装置において、
　前記制御部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの進行
方向が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に接近する距離に応じて、前記所定
の触感を変化させて呈示するように前記触感呈示部を制御するものである。
【００１８】
　第７の観点に係る発明は、第２乃至第６の観点に係る触感呈示装置において、
　前記所定位置は前記接触検出部の中央下部の位置とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、操作者の周囲の状況、特に進行方向の先の状況を把握するための情報
を、利便性の高い形態で伝達することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の外観の例を示す図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の概略構成を示す機能ブロック図である
。
【図３】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の触感設定動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】視覚障害者誘導用ブロックを説明する図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置による画像の撮像から２次元化処理まで
の具体例を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の触感呈示動作を説明するフローチャー
トである。
【図７】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の食感設定動作の具体例を説明する図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置による画像の撮像から２次元化処理まで
の他の具体例を説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の動作のさらに他の具体例を説明する図
である。
【図１０】本発明の変形例に係る触感呈示装置の動作の具体例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。まず、本発明の実施の
形態に係る触感呈示装置の機器構成について説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の実施の形態に係る触感呈示装置の外観の例を示す図である。
【００２４】
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る触感呈示装置１は、例えば携帯電話など
の携帯端末とすることができる。また、図１に示すように、本実施の形態に係る触感呈示
装置１は、外観上、少なくとも、ＣＣＤカメラなどにより構成される撮像部２０と、操作
者の指などによる接触を検出するタッチセンサ等で構成される接触検出部４０と、を備え
ている。
【００２５】
　図１（Ａ）および（Ｂ）は、触感呈示装置１の一例を表面から見た外観斜視図と、裏面
から見た外観斜視図とを表している。図１（Ａ）および（Ｂ）に示す触感呈示装置１にお
いては、接触検出部４０を有する面が操作者側を向く面とし、撮像部２０を有する面が操
作者側とは逆を向く面であって操作者の進行方向を向く面とする。
【００２６】
　図１（Ｃ）は、図１（Ａ）および（Ｂ）に示した例とは異なる構成の触感呈示装置１の
例を示す図である。図１（Ｃ）に示す触感呈示装置１は、接触検出部４０と、撮像部２０
とを別の要素として構成している。この触感呈示装置１においては、操作者が手元で操作
する端末本体部が接触検出部４０を備えるようにし、これとは別個の要素である杖やステ
ッキなどが撮像部２０を備えるようにしてある。これら双方の機能部は、有線または無線
の通信により、互いに接続することきができるようにする。
【００２７】
　なお、図１（Ｃ）に示す例においては、撮像部２０は杖やステッキなどに備えられるよ
うにしたが、本発明はこのような構成に限定されるものではなく、例えば操作者の帽子や
衣服などにクリップ機構などにより撮像部２０が装着できるようにしてもよい。要するに
、本発明による触感呈示装置１は、操作者が手元で操作する端末が接触検出部４０を備え
るとともに、撮像部２０が操作者の移動による進行方向前方の画像を撮像することができ
るような構成であれば、任意の構成とすることができる。
【００２８】
　図２は、触感呈示装置１の概略構成を示す機能ブロック図である。
【００２９】
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　図２に示すように、本実施の形態に係る触感呈示装置１は、制御部１０、撮像部２０、
接触検出部４０、触感呈示部５０、記憶部８０、および無線通信部９０を備えている。制
御部１０は、触感呈示装置１の各機能部を制御することにより、触感呈示装置１全体を制
御および管理する。
【００３０】
　撮像部２０は、上述したように、少なくとも１つのＣＣＤカメラなどにより構成され、
触感呈示装置１を操作する操作者の前方の画像を撮像する。なお、撮像部２０により撮像
した画像は、後述するように、２次元化処理が施されるため、当該撮像された画像に含ま
れる物体についての立体的な（３次元的な）情報を含めた態様で取得するのが好適である
。撮像した画像に含まれる物体について３次元的な情報を把握することにより、当該物体
までの距離に基づいて、画像に正確な２次元化処理を施すことができるためである。
【００３１】
　具体的には、撮像部２０は、例えば赤外線を利用したＡＦ（オートフォーカス）機能を
備えることにより、撮像部２０が撮像する物体までの距離の情報とともに、当該物体の画
像を撮像するようにすることができる。あるいは、例えば撮像部２０が複数のカメラを有
するようにして、同一対象物を複数視点から撮像することにより、撮像する物体までの距
離の情報が取得できるようにしてもよい。
【００３２】
　接触検出部４０は、操作者の指やスタイラス等（接触する対象）による接触を、当該接
触検出部４０の接触面において検出する。すなわち、接触検出部４０は、接触する対象に
よる接触を検出する。また、接触検出部４０は、検出した接触の位置を、制御部１０に通
知する。この接触検出部４０は、例えば抵抗膜方式、静電容量方式、光学式等の公知の方
式のタッチセンサなどで構成する。
【００３３】
　なお、接触検出部４０が接触物による接触を検出する上で、接触物が接触検出部４０に
物理的に触れることは必須ではない。例えば、接触検出部４０が光学式である場合は、接
触検出部４０は接触検出部４０上の赤外線が接触物で遮られた位置を検出するため、接触
物が接触検出部４０に触れることは不要である。
【００３４】
　また、触感呈示装置１がタッチパネルを備えた端末である場合、接触検出部４０の裏面
に、図示しない表示部を有するようにもできる。この場合、触感呈示装置１は、当該表示
部に表示したオブジェクトに対する接触を、当該オブジェクトの領域に対応する位置にお
いて、接触検出部４０が接触する対象による接触を検出することができる。しかしながら
、本発明においては、視覚障害者などを想定した操作者に、触感の呈示によって情報を伝
達するため、表示部は必須の構成要素ではない。
【００３５】
　触感呈示部５０は、例えば圧電振動子等を用いて構成し、接触検出部４０を振動させる
。この触感呈示部５０は、所定の振動パターンによる振動を発生させることにより、接触
検出部４０の接触面に接触する対象に触感を呈示する。
【００３６】
　記憶部８０は、公知技術によるメモリなどで構成することができ、各種アプリケーショ
ンおよび入力された各種情報などを記憶するとともに、ワークメモリなどとしても機能す
る。本実施の形態において、記憶部８０は、触感呈示装置１において実行する各種のアプ
リケーションを記憶（インストール）しておくことができる。
【００３７】
　無線通信部９０は、外部の基地局などの通信装置と無線通信を行うことにより、例えば
ネットワークを介するなどして、触感呈示装置１の外部と種々の情報を送受信することが
できる。無線通信部９０は、従来の携帯電話などに用いられている通信技術を用いて構成
することができる。
【００３８】
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　次に、本実施の形態に係る触感呈示装置１の動作の流れについて説明する。
【００３９】
　本実施の形態に係る触感呈示装置１は、まず、撮像部２０が撮像した画像に含まれる誘
導用ブロックの位置を認識し、その位置を２次元的に接触検出部４０に対応させた上で、
各位置に応じて触感を設定する。以下、ここまでの動作にかかる処理の流れについて説明
する。
【００４０】
　図３は、触感呈示装置１の上述した動作を説明するフローチャートである。図３に示す
動作が開始すると、制御部１０は、撮像部２０が触感呈示装置１を操作する操作者の移動
による進行方向前方の画像を撮像するように制御する（ステップＳ１１）。図５（Ａ）は
、このようにして撮像部２０が撮像した、触感呈示装置１を操作する操作者の移動による
進行方向前方の画像の具体例を示す図である。図５（Ａ）においては、触感呈示装置１を
操作する操作者の移動による進行方向の前方の画像の床面に、誘導用ブロックが含まれて
いる。
【００４１】
　ステップＳ１１において操作者の進行方向前方の画像が撮像されたら、制御部１０は、
当該画像に含まれる誘導用ブロックの位置を認識するように制御する（ステップＳ１２）
。ここで、制御部１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロッ
クの位置を、画像解析により認識するように制御する。
【００４２】
　一般的に、視覚障害者誘導用ブロックは、図４（Ａ）および（Ｂ）に示すように、当該
ブロックの大きさ、または凹凸の形状および大きさともに、規格により定められている。
したがって、例えばテンプレートマッチングなど種々の画像解析技術を用いることにより
、視覚障害者誘導用ブロックを認識することができる。なお、図４（Ａ）に示す誘導用ブ
ロックは「線状ブロック（誘導ブロック）」と呼ばれ、移動の方向を示す線状の突起が設
けられている。また、図４（Ｂ）に示す誘導用ブロックは「警告ブロック（点状ブロック
）」と呼ばれ、注意喚起または警告を促す点状の突起が設けられている。図５（Ｂ）は、
このようにして制御部１０が画像に含まれる誘導用ブロックの位置を認識する様子を概念
的に示す図である。図５（Ｂ）においては、撮像された画像のうち、位置が認識された誘
導用ブロックを太線で囲むことにより示してある。
【００４３】
　さらに、ステップＳ１２において画像に含まれる誘導用ブロックの位置を認識する際に
、当該誘導用ブロックをふさぐように所定の障害物が画像に写り込んでいた場合、制御部
１０は、当該所定の障害物の位置も認識する。ここで、所定の障害物とは、例えば誘導用
ブロックの上を歩いている人間、誘導用ブロックの上に駐輪してある自転車やオートバイ
などを意味し、上述したテンプレートマッチングなど種々の画像解析技術を用いることに
より認識できるものとする。
【００４４】
　ステップＳ１２において画像に含まれる誘導用ブロックの位置が認識されたら、制御部
１０は、当該画像を２次元化する処理を施すように制御する（ステップＳ１３）。ステッ
プＳ１３においては、上述したように、当該画像に含まれる物体についての立体的な（３
次元的な）情報を含めた態様で取得されている場合、当該情報に基づいて画像を２次元化
する処理を施すのが好適である。上述したように、撮像した画像に含まれる物体について
３次元的な情報に基づいて画像を２次元化する処理を施せば、当該物体までの距離に基づ
いて、画像に正確な２次元化処理を施すことができる。
【００４５】
　ステップＳ１３において画像を２次元化する処理を施したら、制御部１０は、当該２次
元化した画像に含まれる誘導用ブロックの位置を、接触検出部４０における位置に対応さ
せるように制御する（ステップＳ１４）。具体的には、例えば、制御部１０は、ステップ
Ｓ１３において２次元化処理を施した画像の大きさを、接触検出部４０の接触面の大きさ
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とほぼ同じになるように拡大または縮小するように制御する。そして、制御部１０は、当
該画像において誘導用ブロックの位置に対応する接触検出部４０の位置を、記憶部８０に
記憶させるように制御する。
【００４６】
　したがって、制御部１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブ
ロックの位置と、接触検出部４０における位置とを対応させる。また、この際、制御部１
０は、撮像部２０が撮像した画像を２次元化する処理を施すことにより、当該画像に含ま
れる視覚障害者誘導用ブロックの位置を接触検出部４０における位置に対応させるように
制御する。
【００４７】
　図５（Ｃ）は、このようにして制御部１０が画像に含まれる誘導用ブロックの位置を接
触検出部４０における位置に対応させた様子を概念的に示す図である。図５（Ｃ）におい
ては、撮像した画像を２次元化する処理を施した後、当該画像における誘導用ブロックの
位置を、当該処理した画像よりも少し小さな位置検出部４０に対応させている。なお、図
５（Ｃ）においては、２次元化処理を施した誘導用ブロックの位置を示す画像を画面上に
表示しているように記載しているが、上述したように、本発明においては、表示部は必須
の構成要素ではない。図５（Ｃ）は、制御部１０が、２次元化処理を施した誘導用ブロッ
クの位置を、接触検出部４０において仮想的に対応させた様子を表すものである。
【００４８】
　ステップＳ１４において誘導用ブロックの位置を接触検出部４０における位置に対応さ
せたら、制御部１０は、接触検出部４０における各位置に応じて、触感呈示部５０が呈示
する異なる触覚を設定する（ステップＳ１５）。例えば、制御部１０は、接触検出部４０
が視覚障害者誘導用ブロックの位置に対応する位置における接触を検出したら触感呈示部
５０が呈示する触感を設定する。また、制御部１０は、接触検出部４０が視覚障害者誘導
用ブロックの位置に対応しない位置における接触を検出したら触感呈示部５０が呈示する
触感を設定する。なお、これら２つの触感は、呈示された操作者が区別することができる
ように、異なる触感を設定する。
【００４９】
　さらに、制御部１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロッ
クの位置に所定の障害物が存在すると判定した場合、当該所定の障害物の有無についても
、触感呈示部５０が呈示する触感を設定する。すなわち、この場合、制御部１０は、接触
検出部４０が当該所定の障害物が存在する位置に対応する位置における接触を検出したら
触感呈示部５０が呈示する触感を設定する。また、制御部１０は、接触検出部４０が当該
所定の障害物が存在する位置以外の位置における接触を検出したら触感呈示部５０が呈示
する触感を設定する。なお、これら２つの触感も、呈示された操作者が区別することがで
きるように、異なる触感を設定する。
【００５０】
　なお、触感呈示装置１を所持している操作者が移動することにより、撮像される画像は
時々刻々と変化するため、それに伴って設定される触感も更新する必要がある。ここで、
撮像部２０が画像を撮像する頻度、および制御部１０が接触検出部４０に対する位置に応
じて異なる触感を設定する頻度は、画像を撮像する態様機器構成、操作者が移動する速度
など、種々のパラメータに応じて適切に設定するのが好適である。
【００５１】
　例えば、リアルタイムで撮像される画像に応じて触感の設定もリアルタイムで行うと、
触感呈示装置１の操作者が移動することにより撮像部２０が撮像する画像に発生するブレ
が、設定される触感に対してリアルタイムに影響を与えてしまう。このように、画像を撮
像する頻度および触感を設定する頻度については、極端に高くせずに、例えば１秒から数
秒の間隔で更新するのが好適である。しかしながら、撮像された画像に基づいてすぐに触
感を設定するのではなく、バッファ処理を設けることにより経時的な変化をある程度加味
してから触感の設定に反映する場合には、画像を撮像する頻度および触感を設定する頻度
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をある程度高くすることもできる。
【００５２】
　次に、本実施の形態に係る触感呈示装置１においては、接触検出部４０が接触を検出す
ると、当該接触の位置に応じて、触感呈示部５０により異なる触感を呈示する。以下、こ
れらの動作にかかる処理の流れについて例を挙げて説明する。
【００５３】
　図６は、触感呈示装置１の上述した動作を説明するフローチャートである。なお、図６
に示す動作は、図３において説明した動作とは別個に進行させる処理とする。図６に示す
動作が開始すると、制御部１０は、接触検出部４０が操作者の指などによる接触を検出し
たか否かを判定する（ステップＳ２１）。ステップＳ２１において接触が検出されたら、
制御部１０は、当該接触の位置が誘導用ブロックの位置に対応するか否かを判定する（ス
テップＳ２２）。
【００５４】
　ステップＳ２２において接触の位置が誘導用ブロックの位置に対応しない場合、制御部
１０は、所定の触感を呈示するように触感呈示部５０を制御する（ステップＳ２３）。こ
こで、「所定の触感」とは、接触検出部４０において接触が検出された位置に誘導用ブロ
ックは存在しないことを表す触感であり、以下、触感γと記す。この触感γは、例えば何
も振動が発生しない触感としたり、あるいは接触検出部４０上で操作者が指などをなぞっ
た際に（スライド操作）、滑らかな触感として呈示することなどが想定できる。
【００５５】
　このように制御することで、触感呈示装置１の操作者は、接触検出部４０の様々な位置
を接触することにより、誘導用ブロックが存在しない位置を容易かつ確実に把握すること
ができる。
【００５６】
　一方、ステップＳ２２において接触の位置が誘導用ブロックの位置に対応する場合、制
御部１０は、当該位置が所定位置に対応するか否かを判定する（ステップＳ２４）。ここ
で、「所定位置」とは、接触検出部４０において触感呈示装置１を操作する操作者の位置
に対応する位置を表し、すなわち、視覚障害者誘導用ブロックの位置のうち撮像部２０が
画像を撮像している位置を表す。この所定位置は、例えば、接触検出部４０の中央下部の
位置とすることができ、以下、「ホームポジション」と記す。なお、このホームホジショ
ンは、常に接触検出部４０の中央下部の位置として不動の位置であるようにし、接触検出
部４０において触感が設定される位置が変化することにより、触感呈示装置１を操作する
操作者の移動を表現する。
【００５７】
　ステップＳ２４において接触位置がホームポジションである場合、制御部１０は、所定
の触感を呈示するように触感呈示部５０を制御する（ステップＳ２５）。ここで、「所定
の触感」とは、接触検出部４０において接触が検出された位置がホームポジションすなわ
ち触感呈示装置１を操作する操作者の位置に対応する位置であることを表す触感であり、
以下、触感αと記す。触感αは、操作者が接触検出部４０において相対的な位置を把握す
ることができるように、制御部１０は、周期的に触感αを呈示するように触感呈示部５０
を制御するのが好適である。すなわち、ステップＳ２５においては、制御部１０は、周期
的に触感αを呈示すべきタイミングである場合に、触感αを呈示するように触感呈示部５
０を制御するのが好適である。
【００５８】
　ステップＳ２５の後、制御部１０は、所定の障害物の位置または誘導用ブロックの進行
方向が変更される位置がホームポジションに近付いたか否かを判定する（ステップＳ２６
）。ここで、それぞれの位置がホームポジションに近付いたか否かは、接触検出部４０に
おいて、それぞれの位置とホームポジションとの間隔が所定の距離まで接近したか否かに
基づいて判定することができる。
【００５９】



(10) JP 5755874 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

　ステップＳ２６において前記それぞれの位置がホームポジションに近付いたと判定され
た場合、制御部１０は、前記所定の距離に応じて触感αを変化させて呈示するように触感
呈示部５０を制御する（ステップＳ２７）。すなわち、制御部１０は、撮像部２０が撮像
した画像に含まれる所定の障害物に対応する位置が前記所定位置に所定の距離まで接近し
た場合、接触検出部４０が前記所定位置における接触を検出したら、所定の触感を接触検
出部４０に接触する対象に呈示するように触感呈示部５０を制御する。この場合、制御部
１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる所定の障害物に対応する位置が前記所定位
置に接近する距離に応じて、前記所定の触感を変化させて呈示するように触感呈示部５０
を制御する。
【００６０】
　また、ここで、制御部１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用
ブロックの進行方向が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に所定の距離まで接
近した場合、接触検出部４０が前記所定位置における接触を検出したら、所定の触感を接
触検出部４０に接触する対象に呈示するように触感呈示部５０を制御する。この場合、制
御部１０は、撮像部２０が撮像した画像に含まれる視覚障害者誘導用ブロックの進行方向
が変更される位置に対応する位置が前記所定位置に接近する距離に応じて、前記所定の触
感を変化させて呈示するように触感呈示部５０を制御する。
【００６１】
　このように制御することで、触感呈示装置１の操作者は、誘導用ブロック上を移動して
いる際に、障害物が接近してきた場合、その旨を、ホームポジションの触感が変化するこ
とにより把握することができる。また、触感呈示装置１の操作者は、誘導用ブロック上を
移動している際に、当該誘導用ブロックの方向が変化する位置が近付いた場合も、その旨
を、ホームポジションの触感が変化することにより把握することができる。この場合に呈
示される触感としては、触感αが呈示される周期が早くなったり、または触感αが呈示さ
れる強さが強くなったりする、といった態様が想定できる。また、これらの位置がホーム
ポジションに近付くについて、だんだんと触感αが呈示される周期が早くなったり、また
は触感αが呈示される強さが強くなったりする、といった触感の態様が想定できる。
【００６２】
　一方、ステップＳ２４において接触位置がホームポジションではない場合、制御部１０
は、当該接触の位置が障害物などの位置に対応するか否かを判定する（ステップＳ２８）
。ステップＳ２８において接触の位置が障害物などの位置に対応する場合、制御部１０は
、所定の触感を呈示するように触感呈示部５０を制御する（ステップＳ２９）。ここで、
「所定の触感」とは、接触検出部４０において接触が検出された位置に障害物などが存在
することを表す触感であり、以下、触感δと記す。この触感δは、例えば強い振動による
触感としたり、振動の時間が比較的長めの触感として呈示することなどが想定できる。
【００６３】
　このように制御することで、触感呈示装置１の操作者は、接触検出部４０の様々な位置
を接触することにより、障害物などが存在する位置を容易かつ確実に把握することができ
る。
【００６４】
　一方、ステップＳ２８において接触の位置が障害物などの位置に対応しない場合、制御
部１０は、所定の触感を呈示するように触感呈示部５０を制御する（ステップＳ３０）。
ここで、「所定の触感」とは、接触検出部４０において接触が検出された位置に誘導用ブ
ロックが存在することを表す触感であり、以下、触感βと記す。この触感βは、例えば弱
い振動が発生する触感としたり、あるいは接触検出部４０上で操作者が指などをなぞった
際に（スライド操作）、ザラザラした触感として呈示することなどが想定できる。
【００６５】
　このように制御することで、触感呈示装置１の操作者は、接触検出部４０の様々な位置
を接触することにより、誘導用ブロックが存在する位置を容易かつ確実に把握することが
できる。なお、操作者による接触に応じて絶えず触感を呈示するためには、触感呈示装置
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１は、図６に示すフローチャートにおいて説明した動作が終了したら、再び当該動作を開
始するようにする。
【００６６】
　このように、制御部１０は、接触検出部４０が視覚障害者誘導用ブロックの位置のうち
撮像部２０が画像を撮像している位置に対応するホームポジションにおける接触を検出し
たら、所定の触感を呈示するように触感呈示部５０を制御する。また、制御部１０は、接
触検出部４０がホームポジション以外の位置における接触を検出したら、所定の触感を呈
示するように触感呈示部５０を制御する。なお、これら２つの所定の触感は、呈示された
操作者が区別することができるように、異なる触感とする。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態に係る触感呈示装置１において、制御部１０は、接触検出
部４０が接触を検出する位置に応じて、接触検出部４０に接触する対象に異なる触感を呈
示するように触感呈示部５０を制御する。すなわち、制御部１０は、接触検出部４０が視
覚障害者誘導用ブロックに対応する位置で接触を検出した場合と、視覚障害者誘導用ブロ
ックに対応しない位置で接触を検出した場合とで、異なる触感を呈示するように触感呈示
部５０を制御する。
【００６８】
　次に、本実施の形態に係る触感呈示装置１による動作の例を具体的に説明する。
【００６９】
　図７は、触感呈示装置１によって、撮像部２０が撮像した画像に含まれる誘導用ブロッ
クの位置を認識し、その位置を２次元的に接触検出部４０に対応させた上で、各位置に応
じて触感を設定した例を示す図である。図７に示す誘導用ブロックの位置は、図５（Ｃ）
において説明した２次元化処理を施した誘導用ブロックの位置を、接触検出部４０におい
て仮想的に対応させた様子を表したものと同じである。
【００７０】
　図７に示すように、接触選出部４０において、誘導用ブロックの存在しない位置に操作
者が指などで接触すると、触感γが呈示される。すなわち、何も振動が発生しない触感が
呈示されたり、あるいは接触検出部４０上で操作者が指などをなぞった際に（スライド操
作）滑らかな触感が呈示されたりすることにより、操作者は、当該位置には誘導用ブロッ
クが存在しないことを把握できる。
【００７１】
　また、図７に示すように、接触選出部４０において、誘導用ブロックの存在する位置に
操作者が指などで接触すると、触感βが呈示される。すなわち、弱い振動による触感が呈
示されたり、あるいは接触検出部４０上で操作者が指などをなぞった際に（スライド操作
）ザラザラした触感が呈されたりすることにより、操作者は、当該位置に誘導用ブロック
が存在することを把握できる。
【００７２】
　さらに、図７に示すように、接触選出部４０において、ホームポジションに操作者が指
などで接触すると、触感αが呈示される。触感αは、ホームポジションに操作者が指など
で接触している間、周期的に触感が呈示される。このように、誘導用ブロックの存在する
位置のうちホームポジションにおける触感が呈示されるため、操作者は、誘導用ブロック
の存在する位置おいて自らの位置を相対的に把握することができる。
【００７３】
　また、この触感αは、ホームポジションに障害物や誘導用ブロックの進行方向の変更点
が近付くと変化するため、操作者は、ホームポジションの位置を確認したまま、注意すべ
き対象が接近したことを把握することができる。さらに、この触感αは、ホームポジショ
ンに障害物や誘導用ブロックの進行方向の変更点が近付くにつれて徐々に変化するため、
操作者は、ホームポジションの位置を確認したまま、注意すべき対象が操作者に徐々に接
近する様子も把握することができる。図７においては、誘導用ブロックの進行方向が変更
になる点がホームポジションの位置に近いため、触感αは徐々に変化する。
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【００７４】
　図８は、触感呈示装置１によって、撮像部２０が撮像した画像に含まれる誘導用ブロッ
クの位置を認識し、その位置を２次元的に接触検出部４０に対応させた上で、各位置に応
じて触感を設定した他の例を示す図である。
【００７５】
　図８（Ａ）に示すように、本例においては、触感呈示装置１を操作する操作者の移動に
よる進行方向の前方の画像の床面に誘導用ブロックが含まれているが、その途中に、誘導
用ブロックを遮るようにオートバイが駐車してある。このような場合、図８（Ｂ）に示す
ように、制御部１０が画像に含まれる誘導用ブロックの位置を認識する際に、誘導用ブロ
ックの位置とともに、障害物であるオートバイの位置も認識する。図８（Ｂ）においては
、撮像された画像のうち、位置が認識された誘導用ブロックを太線で囲むことにより示し
、位置が認識された障害物を塗りつぶすことにより示してある。
【００７６】
　図８（Ｃ）は、以上のような状況において、制御部１０が画像に含まれる誘導用ブロッ
クおよび障害物の位置を接触検出部４０における位置に対応させた様子を概念的に示す図
である。このような対応関係に基づいて、触感呈示装置１は、接触検出部４０における各
位置に応じて、触感呈示部５０が呈示する異なる触覚を設定する。
【００７７】
　図８（Ｃ）に示すように、接触選出部４０において、誘導用ブロックの存在しない位置
に操作者が指などで接触すると、振動が発生しない触感な滑らかなスライド触感等とする
ことができる触感γが呈示される。また、図８（Ｃ）に示すように、接触選出部４０にお
いて、誘導用ブロックの存在する位置に操作者が指などで接触すると、弱い振動による触
感やザラザラしたスライド触感等とすることができる触感βが呈示される。さらに、図８
（Ｃ）に示すように、接触選出部４０において、ホームポジションに操作者が指などで接
触すると、図７において説明したのと同様の触感αが呈示される。
【００７８】
　さらに、図８（Ｃ）に示す例においては、接触選出部４０において、障害物の存在する
位置に操作者が指などで接触すると、上記の触感とは異なる触感δが呈示される。したが
って、操作者は、障害物が接近する前段階で、当該障害物の存在を把握することができる
。また、操作者がホームポジションにおいて自らの位置を確認している最中であっても、
障害物たるオートバイの位置がオームポジションに近付くと、触感αが変化して呈示され
ることにより、当該障害物が接近してきた旨を把握することができる。
【００７９】
　なお、図８に示す例においては、床面に設置されたマンホールが誘導用ブロックを少し
遮っている。このような場合、例えば触感呈示装置１の警戒レベルを高く設定する場合に
は、当該マンホールの位置も障害物が存在するものと判定して、触感δを呈示したり、当
該位置がホームポジションに近付くと、触感αを変化させて呈示するのが好適である。
【００８０】
　図９は、触感呈示装置１によって、撮像部２０が撮像した画像に含まれる誘導用ブロッ
クの位置を認識し、その位置を２次元的に接触検出部４０に対応させた上で、各位置に応
じて触感を設定した、さらに他の例を示す図である。
【００８１】
　図９（Ａ）に示すように、本例においては、触感呈示装置１を操作する操作者の移動に
よる進行方向の前方の画像の床面に誘導用ブロックが含まれているが、その前方に階段が
存在する。このような場合、図９（Ａ）に示すように、制御部１０が画像に含まれる誘導
用ブロックの位置を認識する際に、誘導用ブロックの位置とともに、障害物である階段の
位置も認識する。図９（Ａ）においては、撮像された画像のうち、位置が認識された誘導
用ブロックを太線で囲むことにより示し、位置が認識された障害物を塗りつぶすことによ
り示してある。
【００８２】
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　図９（Ｂ）は、以上のような状況において、制御部１０が画像に含まれる誘導用ブロッ
クおよび障害物の位置を接触検出部４０における位置に対応させた様子を概念的に示す図
である。このような対応関係に基づいて、触感呈示装置１は、接触検出部４０における各
位置に応じて、触感呈示部５０が呈示する異なる触覚を設定する。
【００８３】
　図９（Ｂ）において、触感α、β、およびγは、図７および８において説明したものと
同様の触感とすることができる。また、図９（Ｂ）において、触感δも、図８において説
明したものと同様の触感とすることができる。
【００８４】
　さらに、図９に示す例においては、無線通信部９０により例えばネットワーク等を介し
て、障害物である階段についての詳細な情報を取得できる場合について説明する。このよ
うな実施の形態は、例えば市街地における道路などのインフラストラクチャーに関する情
報がネットワークを介して取得できる場合に有利である。また、例えば障害物付近に設置
された通信機と無線通信することにより、当該障害物の情報を取得できる場合にも、この
ような実施の形態は有利である。
【００８５】
　このような条件が整う場合、触感呈示装置１は、接触検出部４０において当該障害物が
存在する位置に接触を検出すると、触感δとして、当該障害物に関する情報を触感により
呈示することができる。すなわち、例えば、視覚障害者の間で用いられることの多いモー
ルス信号を触感により再現して、障害物についての詳細情報を伝達することができる。図
９に示すように障害物が階段である例においては、例えば、まず障害物が階段である旨や
、階段の段数、さらに昇りの階段であるか降りの階段であるか、などの情報をモールス信
号として再現した触感を呈示することができる。
【００８６】
　このようにすれば、操作者の周囲の状況、特に進行方向の先の状況を把握するための情
報を、より利便性の高い形態で伝達することができる。
【００８７】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変
更が可能である。例えば、上述した実施の形態では、触感呈示装置１が無線通信部９０を
有する構成について説明したが、本発明は、当該構成に限定されるものではなく、種々の
機能部を追加することにより、さらに利便性を高めることができる。例えば、触感呈示装
置１がＧＰＳ受信部（図示せず）を備えるようにした構成とすることにより、自端末の位
置を取得することかできるため、触感の呈示によるナビゲーションシステムとして、触感
呈示装置１を利用することができる。
【００８８】
　図１０は、触感呈示装置１によって、撮像部２０が撮像した画像に含まれる誘導用ブロ
ックの位置を認識し、その位置を２次元的に接触検出部４０に対応させた上で、各位置に
応じて触感を設定した、さらに他の例を示す図である。
【００８９】
　図１０（Ａ）に示すように、本例においては、触感呈示装置１を操作する操作者の移動
による進行方向の前方の画像の床面に誘導用ブロックが含まれているが、その前方で誘導
用ブロックが分岐している。このような場合、上述した実施の形態においては、操作者は
、誘導用ブロックの存在する位置（触感β）、誘導用ブロックの存在しない位置（触感γ
）、およびホームポジション（触感α）を、区別して把握することができた。しかしなが
ら、図１０（Ａ）に示すように、誘導用ブロックが分岐している場合、双方の誘導用ブロ
ックにおいて触感βを呈示するため、操作者はどちらの進路を取るべきなのか予め知って
おかなければならない。
【００９０】
　しかしながら、ＧＰＳ受信部を備える触感呈示装置１であれば、操作者はどちらの進路
を取るべきなのか予め知らない場合であっても、目的地を入力することにより、現在位置
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を基準として、取るべき進路の情報を取得することができる。
【００９１】
　図１０（Ｂ）に示す例においては、操作者が入力した目的地に向かうためには、現在位
置を基準として、左側に分岐した誘導用ブロックに従って移動すべきことを、触感により
示す例について説明する。図１０（Ｂ）に示す例においては、左側に分岐した誘導用ブロ
ックの位置に接触を検出すると、触感呈示装置１は、通常の誘導用ブロックの位置に対す
る接触に応じた触感βを呈示する。しかしながら、右側に分岐した誘導用ブロックの位置
に接触を検出すると、触感呈示装置１は、警戒すべき旨を知らせるための触感δを呈示す
る。したがって、操作者は、触感のみを頼りにして、通常の誘導用ブロックの位置に対す
る接触に応じた触感βを呈示する進路を取ることができる。
【００９２】
　このようにすれば、操作者の周囲の状況、特に進行方向の先の状況を把握するための情
報を、より利便性の高い形態で伝達することができる。
【００９３】
　また、上記実施の形態では、タッチセンサ４０を用いて、当該タッチセンサのタッチ面
に対する接触を検出したが、荷重センサ（荷重検出部）を用いて、所定の押圧荷重の基準
を満たした場合に、接触がなされたものと判定することもできる。このような荷重検出部
は、上述した実施の形態の荷重検出部と同様に、任意の個数の歪みゲージセンサ等を用い
て構成することができる。
【００９４】
　このような場合、触感呈示装置１が荷重検出部を備える構成として、接触検出部４０を
操作者が接触する際に印加する押圧荷重を検出するようにもできる。このように、触感呈
示装置１が荷重検出部を備える構成として、接触検出部４０に接触が検出された時点では
触感を呈示せずに、荷重検出部が所定の基準を満たす押圧荷重を検出した際に初めて触感
を呈示するようにもできる。
【００９５】
　このような構成によれば、触感呈示装置１は、接触検出部４０に加わる荷重が、触感を
呈示する基準（例えば１Ｎ）を満たすまでは、圧覚を刺激するようにし、荷重が当該基準
を満たすと、触感呈示部５０を駆動して接触面を振動させて触覚を刺激するようにできる
。したがって、この場合、触感呈示装置１は、操作者の圧覚を刺激した状態で触覚を刺激
するため、操作者に対してリアルなクリック触感をはじめとして、種々の多彩な触感を呈
示することができる。
【００９６】
　また、このような構成において、荷重検出部および触感呈示部５０は、圧電素子を用い
て構成する場合、圧電素子を共用して荷重検出部兼触感呈示部を構成することもできる。
圧電素子は、圧力が加わると電力を発生し、電力が加えられると変形するためである。
【００９７】
　また、本発明は、荷重検出部を備える場合、荷重検出部により検出される押圧荷重が、
入力として認識されるための所定の基準を満たした際に触感呈示部を駆動させる。この場
合において、上記荷重検出部により検出される押圧荷重が入力として認識されるための所
定の基準を満たした際とは、荷重検出部により検出される押圧荷重が入力として認識され
る所定値に達した際であってもよいし、荷重検出部により検出される押圧荷重が入力とし
て認識される所定値を超えた際でもよいし、荷重検出部により入力として認識される所定
値が検出された際でもよい。
【００９８】
　また、触感呈示部５０は、振動モータ（偏心モータ）などに基づいて触感呈示装置１を
振動させることにより、接触検出部４０を間接的に振動させるように構成してもよいし、
接触検出部４０に圧電素子を配設することにより、接触検出部４０を直接的に振動させる
ように構成してもよい。
【００９９】
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　なお、上述したように、触感呈示部５０は、触感α、β、γ、およびδを呈示するが、
これらの触感α、β、γ、およびδは、それぞれ異なる触感であれば、任意の触感とする
ことができる。したがって、例えば、触感α、β、γ、およびδのうちいずれかの触感は
、触感呈示部５０が振動を発生しないことにより呈示される触感としてもよい。
【０１００】
　また、触感呈示装置１が表示部を備えるようにする場合、当該表示部と、接触検出部４
０とは、これら両機能を共通の基板に持たせる等により、一体化した装置によって構成さ
れるようにしてもよい。このように表示部と接触検出部４０との両機能を一体化した装置
の構成の一例としては、液晶パネルが有するマトリクス状配列の画素電極群に、フォトダ
イオード等の複数の光電変換素子を規則的に混在させたものを挙げることができる。この
装置は、液晶パネル構造によって画像を表示する一方で、パネル表面の所望位置を接触す
るペンの先端で液晶表示用のバックライトの光を反射し、この反射光を周辺の光電変換素
子が受光することによって、接触位置を検出することができる。
【符号の説明】
【０１０１】
　１　触感呈示装置
　１０　制御部
　２０　撮像部
　４０　接触検出部
　５０　触感呈示部
　８０　記憶部
　９０　無線通信部

【図１】 【図２】
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