釣竿を用いた力覚提示デバイスの制御
Control of Haptic Display Using Fishing Rod
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We have proposed a grounded haptic display that can widely present the force sensation using fishing rod. The display
incorporates a fishing rod to present the force sensation at the user’s fingertip using a thread being reeled from the tip
of the fishing rod. This device requires conversion from the position of the user’s fingertip and magnitude of the force
to necessary winding force of the thread and the posture of the fishing rod. In this paper, we developed a control method
and evaluated it by considering a case wherein the force to be presented is exerted in the vertical direction.
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1. はじめに
バーチャルリアリティの分野において，人間が実世界で感
じる感覚を再現する感覚提示装置の研究が盛んに行われてい
る．バーチャル空間の物体の存在感を向上させるため，力覚提
示は重要な要素である[1]．
力覚提示装置はユーザの動きを正確に追跡し，必要な力を
指先や道具に提示するシステムである[2]．力覚提示装置を用
いることで，ユーザはコンピュータが作り出すバーチャルな
オブジェクトに触れる感覚を感じることができる[3][4][5]．空
間の任意の地点に任意方向の力を提示するためには，まず考
えられる基本的な構造はシリアルリンクのロボットアームを
用いるもので，PHANToM[4]はその代表である．一方で大きな
ワークスペースを実現するには，ワークスペースと同等の長
さの剛体棒が空間中を動くシステムとなり，危険性を増すと
ともに，剛体の棒の末端に力を発生させるために基部に大出
力のモータが必要となる．別の構造として SPIDAR[5]のよう
に糸による牽引を用いたものが考えられる．しかしワークス
ペース全体を覆う形で糸の巻き取り装置を多数設置しなけれ
ばならず，大きなワークスペースを実現するには大掛かりな
装置が必要となる．
そこで，我々は広いワークスペースを実現するために，釣竿
を用いて広範囲に指先に力覚を提示できる新たなデバイスを
提案する(図 1)．釣竿から出ている糸を指に取り付け，糸の巻
き取り力を制御することで指に力覚を提示する．釣竿の基部
にはパン・チルト機構を備える．釣竿は軽量であるため，比較
的低出力のモータでも高速に姿勢を制御することができる．
糸を完全に任意の方向に牽引できない(例えば下向きの力は出
せない)という制約はあるものの，指を動かし，力の大きさを
提示できる範囲という意味では広いワークスペースを持つ手
法であると考えられる．

Fig. 1 (left) Overview of device; (right) fishing rod is bent

本稿では提案システムの構成を示すとともに，提示したい
力が鉛直方向である場合を例にとり，制御方法を開発，評価す
る．

2. 関連研究
ここでは特に糸を用いた力覚提示デバイスについて述べる．
糸を用いた力覚提示デバイスは大別して装着型と設置型に分
別できる．
装着型は，デバイスをユーザの身体に装着して力覚を提示
する手法である．装着型の力覚提示デバイスは，Hirose らの
HapticGEAR[6]や Hosseini らが開発した糸のねじれによるアク
チュエータを利用したデバイス[7]がある．HapticGEAR はバッ
クパック型デバイスであり，デバイスから出る 4 本の糸を巻
き取り制御することで力覚を提示できる．対して，Hosseini ら
が開発したデバイスは肩に取り付け，内蔵したモータの回転
から糸をねじることで力覚を提示するデバイスである．装着
型の力覚提示デバイスの特徴は，デバイスを身体に装着して
いるため，力覚の提示可能範囲が広くユーザが自由に動きな
がら使用できる．しかし，デバイスを身体に装着する手間がか
かってしまうことや装置の重量からユーザに負担を与えてし
まう問題がある．さらに，身体に装着したデバイスで力覚を提
示すると，意図した部位へ力覚の反力が装着部で発生してし
まうという課題がある．
それに対して，設置型はデバイスを壁や床に固定し力覚を
提示する手法である．設置型の力覚提示デバイスとして，
SPIDAR[5]が挙げられる．SPIDAR の基本構成はキューブ型フ
レームとその頂点の 4 つのモータであり，各モータで巻き取
る 4 本の糸の結合部をユーザの指に取り付け力覚を提示する．
設置型の力覚提示デバイスは，デバイスが身体から離れて設
置されており，意図した部位への力覚の反力を受けることが
ないため，強い力を生成することが可能である．しかし，デバ
イスは一か所に固定されるため，提示できる力の範囲が制限
されてしまう問題がある．さらに，SPIDAR は複数本の糸を使
用していることから，複数の力の方向を表現できるが，糸同士
の干渉の問題から指先の動作範囲が限定される． SPIDAR は
長期にわたり開発が続いており，様々な種類が存在する[8]．
複数の糸を用いるという基本構成から生じる提示可能範囲が
狭くなるという課題に対しては，1 本の糸でユーザの指に力覚
を提示する SPIDAR-S[9]や回転可能なフレーム構造を用いる
ことで手首のひねりに対応した SPIDAR-MF[10]が提案されて
いる．しかし，SPIDAR-S については多自由度，広範囲の力覚
提示は想定しておらず，SPIDAR-MF は多指への対応時の糸の

干渉防止が主眼であった．
以上より，糸を用いた力覚提示装置に要求される点は，意図
した部位以外への力の発生を抑える，体と糸の干渉を抑える，
広範囲に力覚を提示する，の 3 つである．我々が提案した力覚
提示デバイスは，上記の 3 つの要求を満たしている．装着型の
欠点である意図した部位以外への力の発生を抑えることは，
デバイスを設置型で構成することで解決した．次に，身体と糸
の干渉を抑えるために，釣竿から出る 1 本の糸を用いること
で要求を満たした．最後に，装着型の利点である広範囲に力覚
を提示することに対して，釣竿本体を支える台座を駆動させ
るという方法で実現した．

大きさが実現すべき目標である．通常のシリアルリンク型の
力覚デバイスはリンク機構自体が変形することはないため，
順キネマティクス計算によりエンドエフェクタの位置を計測
し，逆ダイナミクス計算によりモータに必要なトルクを求め
ることが容易である．それに対して，提案するデバイスは釣竿
のしなりが指先に提示する力と関係し，しなりを考慮した計
算式を立てることが今のところ困難である．
そこで我々はまず，力の目標ベクトルと現在の糸の方向ベ
クトルとの差分を小さくするフィードバック制御について検
討した．OptiTrack のマーカを指先だけでなく糸にも取り付け，
糸の方向ベクトルを求める．図 2 に示すように，実際の糸のベ
クトルと目標ベクトルとの角度の差分からフィードバック制
御を介して釣竿の姿勢を制御することができると考えた．
3. デバイス構成
しかし実際にフィードバック制御を介して動作させると，
本研究で提案するデバイスを図 1 に示す．釣竿から出る糸
糸 が 振動 して しま う 問題 が生 じ た． この 原因 の 一つ は，
をユーザの指先に取り付ける．そして，釣竿の糸を巻き取るた
OptiTrack の計測周期が 120Hz であり，糸自体の振動周期に近
めに，リール部に DC モータ(maxon，135079，10W)を取り付
く，フィードバック制御が困難であることが挙げられる．さら
け，PWM 制御にて制御している．釣竿を用いて多方向の力覚
に糸の長さや張力は動的に変化するため糸の固有振動数も動
を提示するため，釣竿を支える台座に 2 台のサーボモータ(JX
的に変化する．
Servo, C70 Digital Servo，92W)を搭載し，ピッチ軸，ヨー軸で
以上より，フィードバック制御で釣竿の制御を行うことは
回転するパン・チルト機構となっている．指先の位置はデバイ
現時点では困難である．そこで，我々はフィードフォワード制
スの周辺に設置した光学式モーションキャプチャ(OptiTrack，
御で釣竿を制御することとした．前述の通り，提案するデバイ
V120: Trio)で検出する．このため，指先部には OptiTrack のマ
スにおける計測情報は指先の位置であり，目標値は指先に提
ーカを取り付ける．以上のデバイス構成で指先に取り付けた
糸の巻き取りと釣竿の姿勢を制御して指先に力覚を提示する． 示する力の強さと方向である．今回は力の方向を一定として
いる．これらの情報を入力したときに，糸の巻き取り力と釣竿
力覚提示の手法として釣竿を用いることで 3 つの効果が得
の角度が出力情報として得られることが望まれる．このため
られる．1 つめは，糸と身体との干渉を比較的少なく抑えるこ
には，指先の位置と糸の巻き取り力，釣竿の姿勢，糸の巻き取
とができる効果である．釣竿から出る 1 本の糸のみでユーザ
り力と釣竿の姿勢によって生じる力の関係を調査する必要が
の指先に力覚を提示するため，複数本の糸を用いる力覚提示
ある．次章ではこれらの情報の関係について計測を行う．
デバイスと比較すると，糸と身体の接触や糸同士の干渉を抑
えることが可能である．また 1 本の場合は，糸の張る方向が指
先に加える力の方向と一致するため，複数の糸による力の分
解を考える必要がない単純さも利点として挙げられる．
2 つめは，釣竿が軽量であるため，比較的低トルクのモータ
でも高速に釣竿の姿勢を制御できる効果である．高速に釣竿
の姿勢を制御できると，指先に提示する力の方向も高速に変
更することが可能となる．
Fig. 2 (left) Overview of feedback control; (right) actual situation
3 つめは，釣竿のしなり自体が強い力を指先に提示できる効
果である．釣竿の姿勢を制御するモータに釣竿の長さと糸の
張力から計算されるトルクが働くが，釣竿のしなりは釣竿の
長さを等価的に短くする働きを持つため，強い力を必要とす
る場合には必要なトルクを抑えることができる．

4. 制御方法
指先に取り付けた糸が常に真上に牽引する制御について考
える．我々が提案するデバイスは指先の位置を検出して，糸の
巻き取りと釣竿の姿勢を制御することで指先に取り付けた糸
を垂直方向に牽引する．そのため，指先の位置は制御システム
の入力情報になる．本デバイスをバーチャルリアリティのア
プリケーションに導入する上で，バーチャル空間内のオブジ
ェクトに接触したかどうかを判断し，提示する力の強さを変
化させる必要がある．さらに，バーチャルなオブジェクトに適
した柔らかさを表現するには提示する力の強さを変化させる
ことは重要な要素である．すなわち，指先に提示する力の方向
および強さが，デバイス制御によって実現すべき目標となる．
今回は簡単のため力の方向が真上の場合を扱う．
シリアルリンク型の力覚デバイスの場合，特に
PHANToM[4]等のインピーダンス型の制御では，今回の状況と
同様にエンドエフェクタの位置が入力，提示する力の方向と

5. 計測
5.1 計測方法
本計測では，図 3 上の指先の位置 x と糸を巻き取るモータ
への Duty 比指令値 d，釣竿の姿勢θ，糸の巻き取り力と釣竿
の姿勢によって生じる力 f の関係を計測する．提案デバイスは
釣竿から出る糸を指先に取り付けることを想定しているが，
本計測は指の代わりに 1.2kg の錘を取り付ける．釣竿の角度は
地面と平行な状態を 0 度と定義している．糸が錘を牽引する
力を計測するため，錘を電子天秤に乗せて計測を行う．計測を
行う前に電子天秤を起動させて錘の重量を記録し，糸で錘を
引っ張ったときの電子天秤の出力の変化から牽引力を計算す
る．計測の際には，釣竿の姿勢と糸の巻き取り力を変化させ，
錘に取り付けている糸が地面に対して垂直となるように調整
した．本計測では，錘が垂直に牽引されているときのデバイス
から錘までの距離 x，糸の巻き取りを制御しているモータの
Duty 比 d，釣竿のピッチ軸方向の角度θ，糸が錘を牽引する力
f を記録する．

Fig. 3 Measurement environment
デバイスの位置を原点として 22.5cm，45.0cm，56.25cm，
67.5cm，78.75cm，90.0cm の場所に錘を設置した．そして，各
位置で糸を巻き取るモータの Duty 比を 10%から 100%の間を
10%ずつ変化させて，その後に糸が錘を垂直に牽引するように
釣竿の角度を調整した．また，リール部のモータは Duty 比が
5%以上になると回転し始めるため，各位置で Duty 比が 5%の
場合も計測している．位置を固定して 11 種類の Duty 比の値
に対する釣竿の角度の計測を 5 回繰り返した．最終的に釣竿
の角度と糸が錘を牽引する力の平均値を計測結果とした．
5.2 計測結果
得られた計測データから，錘の設置場所 x，糸の巻き取りを
制御しているモータの Duty 比 d，釣竿のピッチ軸方向の角度
θの関係を図 4 (a)に示す．また，錘の設置場所 x，リール部の
モータの Duty 比 d，糸が錘を牽引する力 f の関係を図 4 (b)に
示す．
図 4 (a)，(b)において錘を 90cm に設置したときのデータは 1
点しか存在しない．本研究で使用している釣竿の全長は 90cm
であり，Duty 比が 5%のときがリール部のモータが回転し始め
る(釣竿がしなり始める)最小の Duty 比である．
錘を 78.75cm と 22.5cm に設置したときの計測データは錘を
67.5cm から 45.0cm に置いたときに得られた計測データより
もプロット数が少ない．錘を 78.75cm に設置した場合は Duty
比が 40%以上になると垂直方向に牽引するための釣竿の姿勢
が見つからなかった．
また，
錘を 22.5cm に設置した場合は Duty
比が 20%を超えると釣竿がピッチ軸方向だけでなく，ロール
軸方向にも曲がり始めた．ロール軸方向に曲がってしまうと
糸を垂直方向に牽引できていないため，30%以上の Duty 比は
計測していない．
提案するフィードフォワード制御は指先の位置 x と提示し
た力の強さ f が与えられる情報であり，それらの情報から必要
な糸巻き取りモータの Duty 比 d と釣竿の姿勢θを求める．図
4(b)を基に，指先の位置 x と提示する力の強さ f を入力として
糸巻き取りモータの Duty 比 d を求め，次に図 4 (b)を基に指先
の位置 x とモータの Duty 比 d から釣竿がとるべき姿勢θを求
めるという流れで処理の手順を決めた．
以上の手続きを実現するために，図 4 の計測データから最
小二乗法による回帰式を求めた．図 5 と図 6 に求めた回帰式
による回帰曲線と複数の場所で得られた計測データを同時に
示す．図 5 では x と f から d を，図 6 では x と d からθを得る
回帰曲線を示しており，回帰曲線が計測データをよく表して
いることが読み取れる．
実際にフィードフォワード制御による動作確認を行った．
図 7 に動作確認の様子を示す．ここでは力の強さを固定して
指先を動かした．図 7 を見ると，指先を動かしても常に糸が指
先を真上に牽引している様子が分かり，所望のフィードフォ
ワード制御が実現していることがわかる(図 7 では糸がわかり
にくいが，釣竿の先端と指との間に糸が張られている)．

Fig. 4 Measurement results: (a) relationship between duty ratio of
motor winding the thread and attitude of fishing rod; (b) relationship
between duty ratio of motor winding the thread and pulling force of
the thread

Fig. 5 Comparison of regression curves with measurements of thread
pulling force and force winding the thread: (a) x=45.0cm; (b)
x=56.25cm; (c) x=67.5cm

能な制御が必要である．つまり，計測した指先の位置，糸の巻
き取り力，釣竿の姿勢，糸が指先を牽引する力に加えて，糸が
牽引する方向も同時に計測し，5 つのデータの関係を求める必
要がある．また，本デバイスを用いてあらゆる方向に力を提示
できるようになると，提示したい力の方向が新たに入力情報
として加わる．提示したい力の方向を本デバイスに指定した
とき，正確に指定した方向へ指先を牽引することが可能かは
分かっていない．正確に指定した方向へ指先を牽引すること
が不可能であった場合，どの程度力覚の知覚に影響するかを
調査する必要がある．今後は，指先の位置，糸の巻き取り力，
釣竿の姿勢，糸が指先を牽引する力，糸が牽引する方向の 5 つ
のデータの関係を調査し，多方向に力を提示できるように改
良する．
デバイスに関しては，釣竿を支える台座に 2 台のサーボモ
ータを用いてパン・チルト機構を実現した．本論文では指先を
垂直方向に牽引する制御を開発したが，あらゆる方向の力を
指先に提示するためにはロール軸方向の回転も必要である．
従って，釣竿を支える台座にサーボモータを 1 台追加し，3 自
由度に回転する機構に改良する．
さらに，本計測から提案したデバイスで表現できるバーチ
ャルなオブジェクトの柔らかさは分からない．釣竿がしなる
ため，板を触ったときに感じる硬さの表現は困難であると考
える．そこで，本デバイスが表現できるバーチャルなオブジェ
クトの柔らかさについても調査する．
謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP18H04110 の助成を受けたもの
である．
Fig. 6 Comparison of regression curves with measurements of force
winding the thread and posture of fishing rod: (a) x=45.0cm; (b)
x=56.25cm; (c) x=67.5cm
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