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VR／テレイグジスタンス

http://tachilab.org/projects/telesar-v.html
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VR／テレイグジスタンス：普及前夜

低価格HMD（頭部搭載視覚ディスプレイ） の普及

身体計測装置の超低価格化

遠隔操縦トラック，遠隔操縦重機などの遠隔就労の具体化

テレプレゼンスロボットの実用展開
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次の一手：触覚提示

触覚が実現すること：
VR物体に存在感を与える
どのように触れたかの把握，操作性が向上する

現状の課題
低コスト性と高い迫真性を持った触覚提示手段
が無い．
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多種触感：解明の現状(1/2)

• 多種の素材を触った際に表現される「オノマトペ」に着目し，触感の要素を解析．

• 心理軸として，粗滑軸，硬柔軸，乾湿軸に分けることが可能．

早川智彦, 松井茂, 渡邊淳司：オノマトペを利用した触り心地の分類手法,日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 
15, No. 3, pp. 487-490, 2010.
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多種触感：解明の現状(2/2)

• 多数の過去の論文サーベイ等から，触感の軸を５つに分類．

• Fine Roughness（細かなテクスチャ），Macro Roughness（凹凸），Hardness（柔軟感），
Friction（摩擦力に起因），Warmness（温度感覚）

永野，岡本，山田：触覚的テクスチャの材質感次元構成に関する研究動向，TVRSJ2011
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鍵：高品位振動と力と温度の提示

• 従来の多くの「VRグローブ」は振動のみ

• 振動自体のクオリティの問題：触覚の知覚域の範囲でフラットな特性を持たない．Notification，クリック感のみ

• 力覚を提示可能なものでも，水平の力を提示できるものは稀→Frictionに起因する感覚は提示不能．

• またすべて多数の高出力モータを必要とし，現状では民生品たりえない．

• 温度提示は高速化と低消費電力の両立が難しい．

Gravity Grabber(2008)
垂直，水平方向力覚 Glove One (2015)

振動のみ
Exos (2016)

垂直方向力覚
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我々の技術(1/3)：電気刺激による力の表現

我々の先行知見(Kajimoto et al. 1999)：
「特に陰極性電気刺激で圧覚を選択的に生起できる．圧覚受容器(Merkel Cell)の関与が強く
推測される」⇒この知見を活かして力表現を行い，触感再現を行う．
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感覚提示事例：硬表面，軟表面，粘表面の接触状態

• 柔表面（もちもち）：押下時に，硬表面の場合より広い面積で接触
→押下時により「強い刺激」または「大面積の刺激」を与えることで柔らかさを生じる

• 粘表面（べたべた）：引き上げ時に，硬表面の場合より広い面積で接触
→引き上げ時により「強い刺激」または「大面積の刺激」を与えることで粘つきを生じる

押下圧

時
間

硬表面

柔表面
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動作に同期した提示による表面状態の提示実験

• 押し込み時刺激条件：押しこみ動作中，押下圧に比例した電流値で刺激

• 引き離し時刺激条件：持ち上げ動作中，押下圧に逆比例した電流値で刺激

• それぞれの刺激に対して，「柔軟感」と「粘着感」をどれだけ感じたかを７段階リッカートスケ
ールで回答

time

押下圧

刺激
time

押し込み時刺激

押下圧

刺激

time

time

引き離し時刺激

電極＆圧力センサ
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結果

• 押し込み時に刺激すると，柔軟感を明瞭に感じ，粘着感は生じない．

• 引き離し時に刺激すると，粘着感をより明瞭に生じる．

⇒柔軟感（もちもち），粘着感（べたべた）ともに，電気刺激による垂直力提示で表現可能
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据え置き型 装着型

機
械
刺
激

電
気
刺
激

電気刺激の優位性

• 粘着面の表現には，指を上に持ち上げている最中に圧覚を生じる状況を再現しなければならない

• 据え置き型（卓上型）ディスプレイの場合

– 上下運動するピンマトリクス刺激では，ピンから皮膚への反力の総量は指の押下力と常に等しくなるため，刺激の
総量を変化出来ない．

– 電気刺激では指の押下力とは独立に刺激の総量を変化出来る．

• 装着型（wearable) ディスプレイの場合

– 上下運動するピンマトリクス刺激では，各ピンから皮膚への反力の総量は装着する指サック内部で反力を生じ，
指背側に反作用の力を生じる．

– 電気刺激では指腹に独立に刺激を与えることが出来る．

押下圧
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水平方向の力の表現

• 先行知見（Sato et al. 2010)：
「陰極電気刺激（＝圧覚提示）を，広範囲に提示し，水平に移動させつつ刺激を強めると，
水平方向の力として感じさせることが出来る」

• 新たな知見(Kajimoto 2017):
皮膚上を動く刺激の面積と強弱によって，「横ずれ」「板の傾き」「凸物体の移動」と知覚が
変化する．
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（再掲）鍵：高品位振動と力と温度の提示

• 従来の多くの「VRグローブ」は振動のみ

• 振動自体のクオリティの問題：触覚の知覚域の範囲でフラットな特性を持たない．Notification，クリック感のみ

• 力覚を提示可能なものでも，水平の力を提示できるものは稀→Frictionに起因する感覚は提示不能．

• またすべて多数の高出力モータを必要とし，現状では民生品たりえない．

• 温度提示は高速化と低消費電力の両立が難しい．

Gravity Grabber(2008)
垂直，水平方向力覚 Glove One (2015)

振動のみ
Exos (2016)

垂直方向力覚
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指先用ウエアラブル触覚提示素子の見直し：

• 現行の振動提示素子：偏心モータ，リニアバイブレータ（LRA含む）

– 偏心モータは応答性等に力不足．

– リニアバイブレータは，原理的に強い振動を出せず，共振を利用しているの
で帯域狭い．

• つまり最新の振動提示素子であっても強度，帯域の課題がある

偏心モータ
・遠心力の方向変化による振動
・振動力と振動周波数を独立に制御不可

リニアバイブレータ（スピーカ相当）
・振動子が直線に動く
・振動子移動距離が限界、共振を利用
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DCモータによる振動提示

Input voltage

DCモータ／回転式モータは実は理想的な振動子である．振動振幅に限界がなく，バネ成分も
ないため共振特性も基本的には持たない

ヤェム，岡崎，梶本：モータ回転加速度を用いた振動触覚提示の周波数特性，第20回日本バーチャルリアリティ学会（2015年9月 芝浦工業大学），2015.
V. Yem, R. Okazaki and H. Kajimoto, "Vibrotactile and Pseudo Force Presentation using Motor Rotational Acceleration." Proc of IEEE 
HapticsSymposium, Philadelphia April 8-11th, pp. 47-51, 2016.
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DCモータによる振動提示(1000fps)

Input voltage

ヤェム，岡崎，梶本：モータ回転加速度を用いた振動触覚提示の周波数特性，第20回日本バーチャルリアリティ学会（2015年9月 芝浦工業大学），2015.
V. Yem, R. Okazaki and H. Kajimoto, "Vibrotactile and Pseudo Force Presentation using Motor Rotational Acceleration." Proc of IEEE 
HapticsSymposium, Philadelphia April 8-11th, pp. 47-51, 2016.

40Hz正弦波を加えた際の1000fpsカメラによるDCモータの振動．通常は回転部が「軽い」
方が特性が良いとされるが，台座に振動を発生させるこの手法の場合は逆となる



18

周波数応答

• 入力電力で統制し，従来のリニア振動子と比較．
• 特に数十Hzの低周波領域において安定した振幅が得られた．

[mm] [g]

14x14x
29

15

5x8x35 5
12.4x12
.4x31

18

6x8x20 4
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力覚も提示する

• 従来提案：リニア振動子で偏加速度振動（鋸波等）を与えると，擬似的な
力覚を生じる．ただし指先それぞれに独立して感じさせることは難しい．

(Amemiya et al. “Buru-Navi”)
(https://www.youtube.com/watch?v=Yj_WnNWV8F4)

(Rekimoto et al. “Traxion”, UIST 2013)
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DCモータで擬似的なトルク感を生成

Input voltage

DCモータは理想的な振動子であるため，鋸波を印加することで擬似力覚も提示できる．
この場合通常の振動子とは異なり，回転の力，トルク感となる．
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開閉方向への擬似トルク感生起

• 各指に独立して力覚を提示できることを確認．約30gの力

t

Voltage

V

-V

time



22

R,G,B=原色=錐体細胞3種類の活動に対応

一つの可能性：視覚において受容器応答に対応した「原色」を定義している
ように，触覚においても受容器の種類に応じた刺激を作り出せば良い．

Meissner corpuscle
(low freq. vibration)

Merkel cell
(pressure)
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(high freq. vibration)

Ruffini ending
(shear deformation)
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我々の先行知見：電気刺激によって浅部受
容器2種類に対応した感覚を生起可能

• 電気刺激の極性の変化で，Meissner小体に起因する低周波振動感
，Merkel細胞に起因する圧覚を選択的に提示できる．

• ただし深部受容器を選択的に刺激することは不可能（高周波振動，
皮膚ずれ）
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（Kajimoto et al. ICAT 1999, Yem et al. IEEE Trans. Haptics 2016）
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機械刺激電気刺激

Meissner’s
corpuscles

low-freq. vibration

Pacinian
corpuscles

high-freq. vibration

Merkel 
cells

pressure

Ruffini
endings

shear deformation

FinGAR

陽極刺激 直流入力（DC）陰極刺激 交流入力（AC）

（Kajimoto et al. ICAT 1999） （Yem et al. Haptic Symp. 2016）

• 同一のDCモータに，振動と横ずれを担当させる．
• 電気刺激が高解像度の受容器を，機械刺激が低解像度の受容器を担当．
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• 機械刺激：指腹と接触するアームを駆動するDC モータを利用

• 電気刺激：グラウンドに囲まれる4 x 5 電極を利用
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機械－電気の融合

電気刺激と機械刺激を融合し，VR環境中での提示を実現．レンダリングアルゴリズムについ
ても弾性，凹凸感，摩擦感，テクスチャ感等について実現．
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まとめ：高品位振動と力と温度の提示

• 従来の多くの「VRグローブ」は振動のみ
→力，振動，温度を組み合わせた提示を実現．振動に関してはDCモータを用い
たフラットな振動子も実現．

• 力覚を提示可能なものでも，水平の力を提示できるものは稀
→電気刺激によって垂直水平力の提示が可能であることを示した．

• 温度提示は高速化と低消費電力の両立が難しい
→本日は割愛．駆動方式の検討により高速化を実現．例えば下記の研究を参照

下さい．Katsunari Sato: Thermal Displays and Sensors, in Pervasive Haptics 2016
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実用化に向けた課題

• 現在、電気刺激，温度提示，振動提示をモ
ジュール化するところまで開発済み。国際ロ
ボット展メクトロン社ブースにて出展

• しかし、任意の感覚の合成アルゴリズム（VR
空間における触覚イベントとの対応，実環境
において記録された触覚を再生する手法）が
未解決である。
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企業への期待

• 触覚の必要な遠隔マニピュレーションタスク，
遠隔コミュニケーションなどへの実用展開と実
証実験。

• また、触覚提示に関して一通りの知見を持っ
ているので，例えば自社製品に触覚提示機能
を付けたいという展開を考えている企業とのコ
ラボレーションは得意
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お問い合わせ先
技術問い合わせ：

電気通信大学 大学院情報学専攻 梶本裕之

e-mail kajimoto@kaji-lab.jp

ライセンス問い合わせ：

科学技術振興機構 知的財産マネージメント推進部

担当： 高橋 正勝 （タカハシ マサカツ）

TEL： 03-5214-8293

e-mail：license@jst.go.jp


