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Abstract: In rare cases, pressure sensation perceives besides the thermal sensation when the hand is held on the boiling water.
Some reason would exist such as steam, temperature, humidity and tactile receptor. A novel non-contact tactile display could
be proposed by applying this phenomenon. In this paper, we try to solve the reason of this phenomenon by separating each
element.
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1. はじめに

2. 蒸気圧覚発生要因の予備的検討

デバイスと皮膚が接触しない非接触型の触覚ディスプ
レイは，ユーザを拘束しない理想的な呈示手法としていく
つか提案されてきた．星ら [1]は超音波を照射し，皮膚表
面で放射圧を生じさせることにより空中での触覚提示を
可能としている．橋本ら [2]は風を知覚するまでの閾値を
検証し，微風による触感生成を検討している．また，触覚
の提示を行う時のみデバイスを皮膚に密着させる無負荷
時非接触の遭遇型触覚呈示手法もいくつか提案されてい
る[3][4].
しかしそれぞれの手法には課題が残る．超音波を用いた
手法は提示面積の拡大に伴い振動子の個数が増加してし
まう. 風を利用する手法では, 圧覚が生じる風量を提示す
るために大きなエネルギーが必要となる. 遭遇型デバイス
は装置が大がかりであるために自由度の高い触覚提示方
法としては取り入れにくい.
本研究では非接触下での触覚提示を目的とし, さらに簡
便な手法を検討する．

図 1 提案手法：蒸気による圧覚
この知覚が蒸気による圧力負荷の影響ならば掌全体で
知覚可能と考えられるが，現段階では指先のみ圧覚を生じ，

我々は水を沸騰させた際に発生する蒸気にゆっくりと

手掌部では生じない傾向にある．指先と手掌部で圧覚知覚

手をかざした際，時に温度感覚とは別に指が持ち上げられ

閾値に関して比較的大きな差が無い[5]ことから実際の圧

るような圧覚が生じる現象に着目した．我々はこの現象を

力によって圧覚が生じているわけではないと推測される．

“蒸気圧覚”と名付け，新しい非接触圧覚提示手法として

蒸気は大きく分けると水蒸気（気体）と熱という二つの要

提案する．

素で構成されているから，どちらかが要因となって圧覚が

この現象は確実に生じるわけではなく，ある一定の条件

生じている可能性がある．

下でのみ生じる傾向がある．生じる要因を検証することで

まず気体のみが要因となっているかどうか検証した．比

新しい空中触覚ディスプレイへと応用が可能となると考

較的温度の低いドライアイスの蒸気に手をかざして検証

えられる．本論文ではこの“蒸気圧覚”現象を発生させる

したところ，圧覚は生じなかった．一方，熱のみが起因し

ために様々な条件下で比較実験を行い，原因の解明を試み

ているかどうか検証するために遠赤外ヒーターの熱で圧

る．

覚が生じるか検証したところ，熱単体では圧覚を生じるこ
とはなかった．蒸気と熱の両者が発生条件として必要な複

合的な現象だと推測される．
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最初の 30 分間蒸気に手を出し入れしていたときに，手
をかざす速度によって蒸気圧覚が発生する時と発生しな

3. 実験

い時があったという報告が 5 人中 4 人あった．手をかざす

蒸気に手をかざす前の手の状態や提示面積を変化させ

速度が遅いと熱のみを知覚し，早いと何も感じず，適度な

る事によって，蒸気圧覚発生閾値に変化が生じるか実験を

速度で初めて圧覚が発生するという報告があった．さらに

行った.

手を動かしている時のみ圧覚が発生し，蒸気にかざし静止

被験者には蒸気圧覚で感じる圧覚がどのような圧覚か
を事前に説明した上で，蒸気への手の出し入れを 30 分間

していると圧覚がなくなったという報告も 5 人中 4 人から
得た.

繰り返し，圧覚を生じた人を被験者とした．
圧覚を生じた被験者 5 人(男性 4 名女性 1 名、
21～23 歳)

表 1 実験結果

に対して 4 つの実験を行った．
3.1 蒸気圧覚を提示する面積の変化
同形状の 5 つの容器を用意し，それぞれの容器に水
400ml を入れ加熱し，沸騰したところで直径 10mm，20mm，
30mm，40mm，50mm の穴が空いている 5 種類のふたをそ
れぞれの容器に被せた．径の小さい穴から順に比較させ，
それぞれ蒸気圧覚が変化するかどうか回答させた．手とふ
たとの距離は 10mm で固定し実験を行った．
3.2 温覚感覚の付加
温度そのものが重要なのか，主観的な温度感覚が必要な
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のかを区別するため，一方の手に温覚刺激用のカプサイシ
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ンを塗布し，もう一方には何も塗布せずに，左右両方の手
の圧覚の感じ方の変化を比較させた．また，左右の条件を
逆にして同様の実験を行った．
3.3 冷覚刺激の付加
一方の手に冷覚刺激用のメントールを塗布し，もう一方
には何も塗布せずに，左右両方の手の圧覚の感じ方の変化
を比較させた．左右の条件を逆にして同様の実験を行った．
3.4 手の水分
一方の手に手を乾燥させるため無水エタノールを塗布

5. おわりに
本論文では非接触触覚提示手法として蒸気による圧覚
提示を提案した.またこの現象が発生しやすい条件につい
て実験を行うことにより, 温度は関係するものの、温度感
覚の関与がほぼ考えにくいこと, および蒸気の提示面積と
手の乾燥が原因の可能性として考えられることが分かっ
た.

し，乾燥するまで待った．もう一方には何も塗布せずに，
左右両方の手の圧覚の感じ方の変化を比較させた．その際
無水エタノールによる冷却の可能性を取り除くため， 塗
布した側の手の温度が回復してから比較を行った. 左右
の条件を逆にして同様の実験を行った．
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