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電気刺激による指関節への力覚の提示
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概要：電気刺激は，筋肉や力覚の受容器を刺激することで腕・手首関節の運動の制御や力覚提示が可
能であることが知られている．これに対して本研究では，指腹の広い面積に電気刺激を行った際に，
関節に外力を与えられる感覚が生起する現象を報告する．この力覚は，指を屈曲側に曲げる感覚の
ため，粘着感の再現などに応用できることが期待される．
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1. はじめに
VR 環境中の物体を触る反力の感覚を再現するため，指

2. 関連研究
2.1 力覚に関する受容器

にロボットアーム機構などを装着して力覚を提示する方

力覚は，筋・腱・関節に存在する受容器によって知覚さ

法が数多く提案されている[1][2]．しかしこうした手法は

れていると考えられている．この受容器には，筋紡錘（筋

物理的な力を発生させるためのアクチュエータが必要と

受容器），ゴルジ腱器官（腱受容器），関節受容器の 3 種

なるため，機構が複雑，大型化するなどの課題がある．

類が存在する[5]．

こうした問題を解決する手段として，電気刺激によって

筋紡錘（筋受容器）：筋肉の収縮状態を感受する器官で

力覚の受容器を直接刺激し，力の感覚を生起させる方法が

あり，筋肉の伸縮の長さや変化率の情報を受容し，深部感

提案されている[3][4]．しかしこれらの手法では，肘や手首

覚に寄与する．

への感覚提示のみ行われており，指関節や指先における力
覚の提示は行われていなかった．
本研究では，我々の発見した，電気刺激によって指関節
に外力を与えられる感覚及び指の運動感覚が生起する現

ゴルジ腱器官（腱受容器）：外力や筋自体の収縮により
神経インパルスが発生し，筋収縮の強度をモニタしてい
ると考えられる．
関節受容器：関節の動きによって刺激される受容器であ

象を調査する．この力覚は，指を屈曲側に曲げられる感覚

り，知覚には直接関与しないとされる．

のため，図 1 に示すように，粘着感の再現などに応用でき

2.2 電気刺激の力覚ディスプレイ

ると考えられる．

電気刺激によって力覚を生成する手法は主に 2 つに分
類される．第一の手法は筋電気刺激（EMS: Electrical Muscle
Stimulation）であり，筋肉を刺激することでアクチュエー
タとして利用し，これによって力覚を生じさせ，また関節
角を制御するものである．リハビリテーションの分野では
機能的電気刺激（FES: Functional Electrical Stimulation）と
して知られているが，ヒューマンインタフェースとしても
多数利用されている [6][7]．
第二の手法は腱への電気刺激であり，前述の力覚に関与
する受容器，すなわち人のセンサを直接刺激することで，
外力や運動錯覚を生じさせるものである．Gandevia [3]や

図 1: 電気刺激による指を屈曲側に曲げる感覚の提示と

Kajimoto [4]は，それぞれ電気刺激によって手の運動錯覚が

粘着感再現応用の例．

生じることを報告している．
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3. 実験

右手の人差し指と手の甲に貼り付け，手を机に置き，指の

3.1 目的

力を抜くこととした．以下の 3 項目の質問を行った．

人差し指に電気刺激を与える際，力覚や運動錯覚が生じ

①

れるか？（0：全く感じない － 4：強く感じる）
．

るかどうか，またその力と運動の方向を調査する．評価方
法は，生じた感覚をリッカート尺度のアンケートによって

指が曲げられる力を感じるか？どの方向に曲げら

②

指が動いたような運動感覚があるか？どの方向に
動いたか？（0：全く動かない － 4：良く動くよう

行う．

に感じる）
．
3.2 装置

③

（皮膚感覚に関する質問）指先の指腹に与えられる

電流を制御するために，電気刺激キット（図 2）[8]を使

力を感じるかどうか（0：全く感じない － 4：強く

用した．本装置は，マイクロコントローラ（Mbed LPC1768,

感じる）．もし感じるとしたら，それは皮膚を引っ

NXP 社製）のシリアル通信でパソコンと送受信可能とな

張る力か，吸い込む力か，それとも押される感覚か．

り，パソコンのキーボードで電流の出力を 0 mA ~ 10 mA

電気刺激を 1 s ごとに繰り返して提示し，刺激を明瞭に

の範囲で調整できる．今回は 2 枚の電極（NPP40222,

知覚できるまで電流を強くするようにさせた．その後，上

BODYMED 社製）を使用した．陽極の電極（15 mm × 15

記の各質問に対して回答させた．

mm）を人差し指の指先，陰極（グランド）の電極（50 mm
× 50 mm）を手の甲に貼った（図 3）
．電流のパルス幅は
200 µs，刺激周波数は 40 Hz とした．この刺激によって指
を動かす腱が刺激され，力覚を生じることを期待した．

図 4: 実験の様子
3.4 結果
図 2: 電気刺激キットと 2 枚の電極．

図 5 に実験結果のグラフに示す．縦軸はリッカート尺
度として表した各被験者が知覚した強度であり，マイナス
方向は指の屈曲側，プラス方向は指の伸展側に力や運動を
感じたという回答を表す．横軸は 3 つの質問項目を表す．

図 3: 人差し指の指先と手の甲に貼った陽極と陰極の様
図 5: 各質問における被験者が知覚した強度

子
3.3 被験者と手順
被験者は 21 歳～23 歳の 5 名（男性 4 名，女性 1 名，全
員右利き）であった．
実験の様子を図 4 に示す．被験者は椅子に座り，電極を

3.5 考察
図 5 に示すように，すべての被験者は指が曲げられる
ように感じたことが分かった（質問①）
． 5 名の内 1 名（被
験者 S2）は，力覚の方向を伸展側と回答し，4 名は屈曲側

と回答した．この 1 名の被験者は，当初質問①と②を回答
した際には屈曲側と回答していたが，皮膚感覚に関する質
伸展側のままになった．この被験者は，指先に押される方
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