ステレオカメラを用いた 3 次元皮膚変形計測装置の改良
Improvement of the 3-Dimensional Skin Deformation Measurement Device using
Stereo Camera
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To reproduce realistic tactile sensations on a tactile display, it is important to elucidate the relationship between
skin deformation and tactile sensations. For this purpose, we previously proposed a device to measure 3-dimensional
skin deformation but it was not evaluated using actual skin. In this study, we improved the device to address the issues
in measurements using real skin. Then we conducted an experiment involving actual skin deformation measurement.
The overall shape of the result agreed with our expectations but it had large errors and noise. Therefore, skin
deformation measurement using this device is possible but it is necessary to reduce errors and noise to use this device
for actual measurement.
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1. はじめに

バーチャルリアリティ環境において視覚提示を行う装置で

したものである．
なぞり以外の状況を対象とした計測として，Hauser らは 2

あるヘッドマウントディスプレイが近年急速に普及している． 台のカメラを用いることで，柔らかい物体を押した際の皮膚
また聴覚提示を行う装置であるヘッドホン等は以前から普及

している．一方で触覚提示を行う装置（触覚ディスプレイ）は，
視覚や聴覚と比較して普及が進んでいない．
触覚ディスプレイには多数の方式が提案されているが，現
実の物体に触れたときのような写実的な触感を再現するため
には，ハードウェア以外にもレンダリング手法を考慮する必
要がある．ここで，触覚ディスプレイの多くは物体に触れた際
に生じる皮膚変形を再現しているという考えに基づけば，現
実の物体に触れたときの皮膚変形と，それによって生じる触
感の関係を明らかにすることで，触覚ディスプレイにおける
適切なレンダリング手法が明らかになる．また，触覚ディスプ
レイを効率的に設計することにもつながると考えられる．

変形を 3 次元的（水平・垂直成分同時）に計測している[4]．
これに対して筆者ら[5]は Kaneko ら[1]の手法に Hauser ら[4]
の手法を組み合わせることで，テクスチャをなぞる状況にお
いて 3 次元的な皮膚変形計測を行う手法を提案した．しかし
性能評価に関しては円筒を指に見立てて 3 次元計測を行った
のみであり，実際の皮膚を対象とした評価は行われていなか
った．
そこで本研究では，筆者らの先行研究[5]をもとにして，実
際の皮膚を対象とした際の問題点を解決する手法を提案する．
さらに，実際に皮膚変形計測を行うことによる性能評価を行
い，現状の装置の問題点を明らかにする．

皮膚変形と触感の関係を解明するための第一歩として，実
物体に触れた際の皮膚変形を計測する研究が行われている．
その一環として，Kaneko らはアクリル製のテクスチャを屈折
率がアクリルに近いオイルに浸すことで，テクスチャをなぞ
った際の皮膚変形のうち，水平方向の成分を計測する手法を
提案している[1]．さらにこの手法を応用して皮膚変形と主観
的触感の関係を考察する研究も行われている[2]． Levesque ら
は，平板や突起，穴のある板を触った際の皮膚をカメラで観測
し，指紋を追跡することで皮膚変形を計測している[3]．これ
らはテクスチャ上で指を動かした際の皮膚変形計測を目的と

2.1 装置概要

2. 計測装置

計測装置の基本的な構成は先行研究[5]で提案されたものと

同様である（図 1）
．この装置は，透明アクリル製のテクスチ
ャをアクリルに近い屈折率を持つオイル（信越シリコーン，
KF-53）に浸すことにより，テクスチャの凹凸に影響されず皮
膚を鮮明に撮影することを実現する．撮影にはクローズアッ
プレンズ（Kenko，MC No.10）を装着した 2 台のデジタルカメ
ラ（SONY，DSC-RX0）を用いる．このカメラは高フレームレ
ート（960fps）での撮影および 2 台同時の遠隔操作が可能であ

る．また，左右カメラ間では撮影タイミングが異なるため，同

階では，チェッカーボード状のパターンをスタンプによって

時に点滅する 2 個の LED を配置し，時刻の基準とする．

皮膚に付与し，その各交点を計測点とする方法を採用してい

水槽
テクスチャ

た．しかし，実際の皮膚に適用した場合は交点の検出が困難に
なるという問題が発生したため，本研究では Kaneko らの研究
[1]にならい，ドット状のパターン（図 4）を使用した．
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Fig. 1 Configuration of the measurement device
実際の装置を図 2，図 3 に示す．この装置には先行研究[5]の
構成に加え，画像処理を安定化させるため，外部からの光を遮
る布を取り付けた．また，指の位置を固定する器具を追加した．
遮光布

Fig. 4 Pattern of the dot marker
2.2 画像処理手法

本研究においても先行研究[5]と同じく，事前にキャリブレ

ーションを行うことで，各カメラの特性や歪み，左右カメラ間
の位置関係を取得する．LED を基準にして手動でタイミング
を合わせる点も同様である．
ドット状のマーカを用いた計測処理は Kaneko ら[1]の手法
をもとにして 3 次元に応用したものである．この処理は最初
のフレームに対して行う処理と，各フレームに対して行う処

レンズ
カメラ

照明用光源

理に分かれている（図 5）
．最初のフレームでは左右の画像そ
れぞれに対して歪み補正を行ったのち，テンプレートマッチ
ングによって指テンプレート（指に付与されたマーカ全体の
画像）を検索して切り出し，その中で再びテンプレートマッチ

Fig. 2 Photograph of the device (front view)

ングを行い，グローバルマーカテンプレート（ドット 1 個の画
像）を検索することでドットを検出する．次に，カメラ間の位
置関係に基づいて，左右の画像間でドットを対応付けし，対応
付けに成功したドットの座標と画像を記憶する．
各フレームでは歪み補正の後に，ノイズ除去のためのガウ

指固定器具

シアンフィルタ処理を行った画像から，指テンプレートの領
域を検索して切り出す．次に，その中から，最初のフレームに

テクスチャ

おける各ドットの座標を中心とした一定範囲内で，各ドット
の位置をサブピクセル単位で求める．最後に，左右の画像にお
けるドットの位置から 3 次元座標を計算する．
ソフトウェアの実装には，数値計算ソフトウェア MATLAB

Fig. 3 Photograph of the device (top view, without cloth)
皮膚変形計測を行うためのマーカとして，先行研究[5]の段

お よ び ， 同 ソ フ ト ウ ェ ア の 画 像 処 理 用 パ ッ ケ ー ジ Image
Processing Toolbox，Computer Vision System Toolbox を使用した
ほか，一部で Computer Vision System Toolbox OpenCV Interface

を通して 画像処理ライブラリ OpenCV を使用している．
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Fig. 7 Texture with a single bump
Fig. 5 Measurement process

この実験では皮膚がテクスチャ上に押し当てられているた
め，皮膚上の計測点はテクスチャの形状に合わせて移動する

3.1 実験方法

3. 実験

本実験では，既知の単純な形状を持つテクスチャを実際に

指でなぞった際の皮膚変形を計測し，予想した通りの皮膚変
形が計測されるか確認することで，実際の皮膚に対する計測
が可能であるか検証した．実験セットアップを図 6 に示す（た
だし実際には装置上部を遮光用の布で覆った）
．この実験では，

と考えられる．したがって，計測点がとった最大の高さから，
計測開始時の高さを減じた値（𝛥𝛥𝛥𝛥）は，テクスチャの高さと一
致すると予想した（図 8）
．
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指
テクスチャ

テクスチャ

テクスチャ

テクスチャ移動方向

横方向の直線状突起を 1 本のみ有するテクスチャ（図 7）を用
いて，筆者自身の指を対象とした計測を行った．なお，本計測
装置はリニアアクチュエータによってテクスチャを移動させ
る機能を持っているが現時点では使用しておらず，手で装置
を動かすことでテクスチャを手前から奥に移動させた．
Fig. 8 Relationship between texture bump and skin deformation
3.2 実験結果

得られた計測結果から 1 番目のドット（図 9 で 1 と表示さ

れているもの）を選び，垂直方向の座標（𝑧𝑧座標）の時間変化
をプロットしたグラフを図 10 に示す．このグラフより，計測
点の高さの変化𝛥𝛥𝛥𝛥はおよそ 0.45mm と読み取れる（ただし時
刻 900ms 付近のスパイク状の部分は瞬間的な突出した値であ
るため外れ値と解釈し，最大値として用いていない）
．これに
Fig. 6 Experimental setup (in the actual experiment, the device
was covered with cloth)

対して，3 次元顕微鏡（キーエンス，VR-3100）で突起の高さ
を計測すると 0.803mm であった．したがって計測結果から求
めた𝛥𝛥𝛥𝛥は突起の高さと一致しておらず，誤差が生じているこ
とがわかる．
また，計測結果の全体にわたって一定の高さ 0.1mm を持っ
たノイズが見られた．これはカメラの画素数が有限であるこ
とによる量子化誤差とみられる．ドットの位置をサブピクセ
ル単位で求めているにも関わらず，このようなノイズが生じ

ていることから，サブピクセル単位の計測が正確に行われて

計測実験を行った．改良としては遮光布や指を固定する器具

いないことが示唆される．

を追加したほか，皮膚に付与するマーカをドット状のものに

ただし，計測点が一度上昇してから下降するというグラフ
の大まかな形状は予想と一致していることから，誤差やノイ
ズを含むものの，結果は皮膚変形を反映しているといえる．

変更し，それに合わせて計測ソフトウェアを改めた．
実験として単一の直線状突起を持ったテクスチャをなぞり，
計測された皮膚変形が予想と一致するか確認した．得られた
結果は大きな誤差やノイズを含んでいたが，大まかな形状は
予想と一致していた．
この結果より，本装置による皮膚変形計測は，原理的には可
能であるが，現状では誤差やノイズが多く，精度面で問題が残
っているといえる．これを踏まえて，今後はソフトウェアの改
良のみならず光学系の見直しも行うことで，誤差やノイズの
削減，解像度の向上を行う．また皮膚変形と触感の関係を解明
するという最終的な目標に向けて，皮膚変形計測と同時に主

Fig. 9 Detected dots

観評価を行うことも予定している．
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