把持感覚を提示するハンドル型触覚ディスプレイ
A Handle Type Tactile Display for Grasping Sensation
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Abstract:
We have proposed a tactile display for grasping handle using rotating round slices. This method
intends to display pressure from handle and may have the ability to induce proper grasping force intuitively. We cut
the handle into thin round slices, and rotate them. Directions of the adjacent rotations are set opposite with each
other. The intervals of the slices are set smaller than the resolution of directional stretch sensation (by Ruffini
ending). Therefore we cannot perceive the direction of rotation, while we may perceive pure pressure. In this paper,
we manufactured a full size handle with rotating round slices, which is grasped by the whole palm. We evaluated
relationship between the sensation and rotation parameters, such as frequency and amplitude of the rotation and
slice width.
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1. はじめに
ハンドルを用いた作業ではハンドルから受ける反力による
力覚と, それにより生じる皮膚変形による触覚(皮膚感覚),
二つの感覚が共存しており, そのどちらの感覚も重要である.
ここでハンドルを用いた実作業中に触力覚を提示する事がで
きれば, ハンドルを用いる多くの作業を何らかの形で拡張で
きると考えられる.
しかしハンドルを用いた実作業における付加的な触力覚提
示の研究の多くは, ハンドルから力覚を提示し, 操作感向上
を図ることを目的とするものであった. 触覚に関しては自動
車のハンドルからの振動提示[1]など, アラート情報の伝達
が主な目的であった.
本研究ではハンドルにおける触覚提示について扱う. 実際
に利用するハンドルに埋め込まれた触覚提示装置より, 従来
のアラート情報の提示に加え, 手に圧覚提示をも行うことを
目的とする. もしハンドルからの圧覚提示が可能なら, 望ま
しい把持力への誘導, ハンドル操作感向上へと応用可能であ
ると考えられるためである. 把持力制御に関して, 昆陽[2]
らはマイスナー小体の活動を狙った振動的な触覚提示によっ
て把持力が反射的に調整される事を見出しているが, 我々は
より静的, 継続的な把持力調整を目的とする.

2.

間分解能は比較的低い[5]ことから, 皮膚はずれの方向を知
覚できないと考えられる. さらに提示されたエネルギーの方
向成分が局所的に打ち消し合う事から, 知覚としては方向成
分の無い, 垂直方向への圧覚として感じる可能性が考えられ
る．
前回の報告[4]では基礎実験として本提案手法による提示
を指先腹部に限定して行い, 圧覚提示が可能であることを示
した事から, 本提案手法の妥当性は一応検証されたと考えら
れる. 本論文ではさらに提示面積を広げ, 把持する手掌部全
体に同様の手法で提示を行った場合, 圧覚として知覚される
かどうか検証した.

提案手法

ハンドルから圧覚を提示するには皮膚へ圧力を提示すれば
良いと考えられる．先行研究においてハンドル内にアクチュ
エータを内蔵し, ハンドルの口径を直接変化させることで圧
力を提示する手法が提案されている[3]. しかしシステムが
大掛かりとなっており, 十分に最適な手法とは言い難い.
そもそも直接圧力を提示する事は人間の把持力に打ち勝た
なくてはならない為, 大きなエネルギーが必要となってしま
う. そこで我々はハンドルの形状特性と人間の触覚特性を利
用し, 直接圧力を提示せずに把持感覚を提示する手法を提案
した[4].
ハンドルを細かく輪切りにし, 隣り合う二輪を互いに逆相
回転させる（図 1）
．この時皮膚には局所的に真逆な 2 方向の
横ずれが提示される．このずれの方向は, 通常静的な横ずれ
を検出すると言われている触覚受容器, ルフィニ終末により
検出されるはずだが, 皮膚深部に存在するルフィニ終末の空

Fig. 1 Proposed method: We cut the handle into thin round slices,
and rotate them. Directions of the adjacent rotations are set opposite
with each other.[4]

3.

評価実験

図 2 に実験系のブロック図を示す．本実験で使用したモータ
は MAXON 社製 10W DC モータ(エンコーダの分解能 2000 P/R)
を使用した. 第 1 実験ではモータと接触子を直結し, 第 2, 第
3 実験ではトルクが必要となった為, ギア比が 14:1 である同
社製の 10W DC ギアードモータを利用した. モータドライバは
図工社製の TITech Driver PC0121-2, エンコーダ及び DA ボー
ドはインターフェース社製の GPC-6204, GPC-3300 を使用した．

Fig. 3 Columnar contacts for experiment 1
left: each side contacts 2.0mm right: center contacts 4.0mm

Fig. 2

System configuration

計 3 つの実験を行った. 本実験は全て調整法で行った.
第 1 実験では成人男性 3 名(22～23 歳)を被験者として実験
を行った. 中心に直径 10mm, 幅 4mm の円柱状接触子があり,
両端に直径 10mm, 幅 2mm の円柱状接触子がそれぞれ右側, 左
側のモータ軸に接続されている. 被験者の左手親指先端腹部
と人指指先端腹部を接触させ実験を行った(図 3,図 4). 被験
者には原理を説明し, 実験デバイスが見える状態で実験を行
った.
周波数を固定したうえで, 提示角度を広げていき, 何らか
の動的な触覚を生じる値（感覚閾値）を被験者に回答させた．
次に「押し広がる感覚, 押しこまれる感覚」を覚える値（圧
覚閾値）を被験者に回答させた．最後に動きが実際には横ず
れである事に気付く値(横ずれ感覚閾値)を被験者に回答させ
た. 周波数は 0.5 Hz ～3.0 Hz, 0.5 Hz 刻みでふった. 振幅
は 0.18 ～ 3.6 度, 0.18 度刻みとした. 1 回の提示につき 2
周期分正弦波を提示した．
第 2 実験では成人男性 5 名(22～23 歳)で実験を行った. 円
柱の直径を 50mm とし, 左手人差し指先端から親指先端まで接
触させ実験を行った. 幅 2.0mm, 2.5mm 3.0mm の円柱状接触子
を 4～6 枚使用し, 全体の接触子幅は 12mm 程度とした(図 5,
図 6, 図 7). 輪切り幅を変化させることによって生じる各閾
値の差を検証する事を目的としている. 第 1 実験と同様に 3
つの閾値を回答させた. 周波数は第 1 実験と同様の条件で行
った. 振幅を 0.13～2.6 度, 0.13 度刻みで提示した. 第 2 実
験では第 1 実験と異なり, 被験者には触覚提示部分が見えな
いようにして実験を行った.
第 3 実験では第 2 実験と同様の接触子を使用し接触面積を
広げた. 被験者の左手手掌部全体に接触させ実験を行った.
周波数を第 2 実験で最も圧覚が生じやすかった 0.5Hz に固定
し, 円柱状接触子 1 枚の幅 2mm,3mm,4mm として実験を行った
(図 8, 図 9). 手掌部全体へ提示した場合, 第 2 実験と同様の
感覚が生じるか, また 4mm という厚い輪切り幅でも圧覚が生
じるか検証する事を目的としている. 第 2 実験と同様の条件
で成人男性 2 名, 成人女性 3 名(22～25 歳)を被験者として実
験を行った. 被験者の中の成人男性 1 名以外は提示原理が既
知であった.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

State of touch on experiment 1

Columnar contacts for experiment 2, 3

Structure of columnar contacts for experiment 2, 3

Fig. 7

Grasping State for experiment 2

Fig. 10

Fig. 8

Result of experiment 1

Columnar contacts for experiment 3: up to down, width of
one columnar contacts is 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm

Fig. 9

Fig. 11

Result of experiment 2, Width of one columnar contact
was 2.0mm

Fig. 12

Result of experiment 2, Width of one columnar contact
was 2.5mm

Fig. 13

Result of experiment 2, Width of one columnar contact
was 3.0mm

Grasping State for experiment 3

第 1 実験の結果を図 10 に, 第 2 実験の結果を図 11, 図 12,
図 13 に, 第 3 実験の結果を図 14 に示す. 各プロットは全被
験者の回答の平均を取ったものである.
指先のみに提示した第 1 実験では感覚閾値, 圧覚閾値は周
波数に依存せずほぼ一定であるのに対して, 横ずれ感覚の閾
値 は 高周 波数 にな る い従 い低 下 する 傾向 にあ っ た . 特に
0.5Hz, 1.0Hz という低周波領域では安定して圧覚を生じるの
に対して, 2.0Hz 以上では圧覚閾値と横ずれ感覚閾値は重なり,
圧覚のみを感じる事ができなくなった. 被験者からは, 周波
数が高くなると圧覚ではないが, 横ずれ感覚とも言い難い
「うねっている感覚」がするという回答を得た.
人差指から掌を介して親指まで提示した第 2 実験では, 接
触子の幅が 2.5mm の時に横ずれ感覚閾値が全体として低く,
圧 覚 を安 定的 に感 じ る領 域が 狭 くな った . ま た 周波 数が
0.5Hz より高くなると横ずれ感覚閾値が急激に低くなること
が分かった. 1.0Hz 以上となると「ただ動いている感覚, もし
くは振動感覚に近い」という回答を得た.
第 3 実験では成人男性の被験者は圧覚が生じやすく, 成人
女性は生じにくいという傾向があった. 男性の被験者は圧覚
を 生 じ や す く ( 横 ず れ 閾 値 平 均 2.29deg, 圧 覚 閾 値 平 均
1.04deg), 女性の被験者は横ずれ感覚を生じやすい(横ずれ
閾値平均 1.30deg, 圧覚閾値平均 1.09deg)という顕著な性差
が見られた. 被験者数が尐ないためまだ断定する事はできな
いが, この傾向の原因として, 女性被験者の方は皮膚が薄く,
指が細い事が横ずれを知覚する空間解像度に何らかの影響を
与えているためと推測される. 安定的な圧覚を生じている際
には, 被験者からは正弦波を 2 周期分提示した事から, 「把
持部分が 2 回膨らみ, 2 回縮む感覚がする」
という回答を得た.

[7]

Fig. 14

Result of experiment 4 (frequency was 0.5Hz)

本提案手法では 0.5Hz～3Hz という低周波数では振動感覚を
司る Meissner 小体が活動しないことから, 周波数に依存せず
に圧覚となると予想していた. しかし実際には 0.5Hz におい
て圧覚が生じ易く, 1.0Hz 以上において横ずれ感覚が生じ易か
った.
横ずれ感覚が生じる原因について考えると, 第 1 実験では
被験者への原理説明による先入観があった為, 横ずれ感覚と
して回答する傾向があった可能性が考えられる. しかし前提
知識が無い被験者に回答させた第 2, 第 3 実験においても被験
者が横ずれを知覚した事から, 触覚特性や接触子, 接触方法
に原因があると推測される.
先行研究において, 皮膚接線方向の振動ではルフィニ終末
は 4～100Hz の範囲で知覚を生じる[6]という考察があること
から, 周波数が高くなるに従い横ずれ感覚が増加したのは,
ルフィニ終末が活発に活動したからだとも考えられる. また,
横ずれ感覚が生じるのは静止摩擦から動摩擦へと移行する場
合に最も過敏になる可能性があると推察されている[7]事か
ら, 動摩擦を生じないように接触対象の摩擦係数を設定すれ
ばじょじょに角度を広げていけば圧覚閾値が広がる可能性が
考えられる.
女性の場合圧覚が生じにくかった事から, 圧覚と皮膚の厚
さに相関関係があると推測される. 解決手法として, 皮膚と
接触子との間に厚みのあるフィルタを挟むことで皮膚の厚み
と同様の役割を果たし, 圧覚として知覚されやすくなると考
えられる.

4.

終わりに

本研究ではハンドルを細かく輪切りにし, 隣り合う 2 輪を
互いに逆相回転させるという提案手法により, 手掌部等, 皮
膚の広い面積へ圧覚が提示可能であることを示した. 今後は
輪切り幅をさらに広げ検証実験を行うと共に, 横ずれ感覚を
解消する方法を考慮し, より純粋な圧覚として提示可能とす
る事を試みる.
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