テクスチャ付与による受動的ギャップ幅知覚閾値の予備的計測
Preliminary Measurement of Passive Gap Width Perception Threshold
on Textured Surface
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The gap detection threshold is an index of spatial resolution at the fingertip. This threshold value has been
measured only on a flat plate such as an iron plate, and it has hardly been measured on a rough surface such as a rough
surface. This paper describes how the gap perception threshold changes when the surface roughness of an object is
changed. In the experiment, the perception threshold was measured by the method of constant stimuli by passively
tracing nine kinds of width slits opened on three kinds of sandpaper. As a result, there was a tendency that the
discrimination threshold decreased by the roughness of the texture, and no significant difference was observed, when
the analysis of variance was carried out for the roughness factor of the 75% discrimination threshold.
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1. 緒言
現在ディスプレイに触れる際に高品質な触感提示を行うこ
とを目的とした触覚ディスプレイが様々開発されている．こ
れらの研究は主に人間に対する知覚研究を基礎として開発が
なされている．このことは触覚の基礎部分の解明を行うこと
によってより高品質な触覚ディスプレイの開発を行うことが
可能になることを示している．
触覚の基礎部分の解明として行われてきた研究に触覚の空
間解像度の解明があげられる．例えば二点を刺激しそれに対
する応答を計測するものや，縞模様の方向を回答させること
で解像度の計測を行うもの[10]，また，細かいスリットをなぞ
ることで計測を行うものがあげられる[1][2][3]．
この空間解像度と我々の触感，特に粗さ知覚弁別閾との間
にどのような影響があるのかに関して，Libouton らがあらさ知
覚との相関に関する検証を行っている[4]．彼らは二点弁別閾
値によって示される空間解像度と粗さ知覚弁別閾感に相関は
なく，それぞれ独立に働いていることを議論している．しかし
ながら，この計測の課題点として空間的解像度と粗さ知覚と
の関係性を独立に検証していることがあげられる．つまり，粗
さに依存した空間解像度計測を複合的に行っている例は存在
しない．
以上のことより本研究は，触覚の空間解像度が粗さによっ
てどのように変化するかに関して計測を行う．その手法とし
てテクスチャ上におけるスリット知覚閾値を明らかにするこ
ととする．具体的には紙やすり上に設けたスリットを用いた
恒常法にてスリットを感じる閾値の計測を行う．また紙やす
りの粗さとスリット知覚閾値の関係性に関して議論を行う．

空間的により多くの情報を得られる．このため閾値に差が出
ると考えられる．このように人間の知覚閾値は入力される時
空間的情報量に大きく依存することがわかる[3]．
この空間的な形状の知覚機構と粗さに対応する時間的な知
覚機構はこれまで独立して駆動すると仮定されてきていたが
[7]，現在では触覚の時空間的な符号化は相互に関連して行わ
れていると考えられてきている．例えば，Connor ら[8]はサル
を用いて粗さ知覚を行っている際にどの神経が支配的に発火
しているかを計測した．結果，振動作用を伝達する求心性神経
ではなく，SA1 神経の関与が示唆された．また，Lederman[9]
は精密加工された回折格子パターンを用いることで，形状パ
ターンが人間の粗さ知覚に大きく影響し，形状をなぞる速度
はテクスチャ知覚にほとんど寄与しないことを発見した．
また指先におけるテクスチャ付与による凹凸知覚の変化に
大きく関係する錯覚として Fishbone Tactile Illusion がある[5][6]．
これは，魚の骨のように周辺部が櫛形に掘られた凹凸をなぞ
ることによって，凸部が凹部に感じられる錯覚である．彼らは
[6]内において，中央部がくぼんでおり，周囲に櫛状の凹凸を
設けた Inverse Fishbone Pattern を用いてくぼみが認識できるか
実験を行っている．その結果スリットをなぞった条件におい
て，中央線幅 1.5mm 以上のときにくぼみがあると回答する傾
向が見られる．これは平面上でのギャップ検出閾と比較する
と非常に大きな値である．
つまり，ギャップを構成する表面形状が粗ければ粗いほど
閾値幅が大きくなるという可能性が高いことを示している．

3. 手法

3.1 実験装置
本装置は，アルミフレーム，直動リニアアクチュエータ，フ
ォースプレート，指ガイド，試料フレーム，制御用
PC によっ
2. 関連研究
て構成される(図
1,2)．指ガイドは
XY
ステージ上に配置され
触覚の空間解像度の指標の一つとして，ギャップ検出閾[1]
ており，位置調整を行うことが可能になっている．なお，ステ
が挙げられる．これは人間がスリット状のギャップに触った
際にどの程度の幅があれば検出できるかを示したものである． ージ位置は固定することができる．リニアアクチュエータに
よって実験試料を移動することにより刺激提示を行う．実験
この検出域は静的に触ったときと指を動かして動的に触った
資料は試料フレームに貼付されており，リニアアクチュエー
ときで異なる．検出閾の値は，静的な場合は 0.9mm[1]，動的
タに付されたアタッチメントに対して着脱が可能である．
な場合は 0.2mm[2]である．この理由として，静的に触れた場
合はギャップの刺激位置は変化しないため，空間的情報のみ，
つまり比較的少ない情報しか得られない．これに対して動的
に触れた場合はギャップによる刺激位置の変化などのため時

Table 1 Slit width of the sandpaper used in the experiment
紙やすりの粗さ(JIS No.)

計測されたスリット幅(mm)

80

0.271
0.552
0.633
0.793
1.022
1.118

Fig. 1 Schematic diagram of experimental apparatus from side view.
Placement of fingers, textures, and linear actuators.

1.338
1.551
1.828
0.263

320

0.468
0.658
0.722
1.065
1.224
1.396
1.564
1.779
0.244

800

0.443

Fig. 2 Illustration of an actual experimental setup (Side). The finger
is fixed to the finger guide. The fingertip is adjusted with XY table
to touch the texture surface.
3.2 実験試料
本実験では，3 種類の紙やすり(#80，#320，#800）に対して
9 種類のスリットを設けたものを実験試料として用いた．実際
に使用したテクスチャの一例を図 3 に示す．スリットはレー
ザーカッターを用いて作成した．作成されたスリット幅を
Keyence 3D 顕微鏡(VR-3000)にて計測した．
結果を表 1 に記す．

Fig. 3 An example of a texture used in experiment.
3.3 実験手順
実験準備として，実験協力者の手を洗浄し，指先に対して傷
等がないことを確認した．その後，実験協力者の指の大きさに
合うよう指ガイドの大きさを実験者が調整した．加えて刺激
提示の初期位置を調整するため XY ステージ位置を調整した．
実験中は実験協力者の指を指ガイドに固定した状態で実験
を行った．まず実験協力者はモニタを見ながら試料に対する
押し付け力を 0.2kgf になるように調整した．調整が完了した
のち実験協力者のボタン押下によって直動リニアアクチュエ
ータを駆動し，試料を指上で動作させた．その後実験協力者は

0.655
0.771
1.106
1.223
1.411
1.591
1.801

二つの質問に回答した．第一に，触れた試料にスリットがあっ
たか否かを強制二択で回答した．第二に，回答に対しての自信
を七段階のリッカートスケールで回答した．回答は手元にあ
るテンキーにて行った．この間に実験者は試料の交換を行っ
た．なお実験中は装置を暗幕で覆うことにより，視覚的にスリ
ットを判別できないようにした．
実験は 10 回 1 セットとした．なお，1 セット内の 5 回はス
リットなし，5 回はスリット有りを提示した．提示する順序は
ランダムに指定した．1 セット内ではスリット幅の変化は行わ
なかった．セット間に実験協力者に対して休憩を与えた．これ
を 9 つのスリット幅条件，3 つの紙やすり条件(#80, #320, #800)
に対して実施した．9 セットを 1 セッションとし，セッション
内では紙やすり条件は変化させないこととした．なお，一日に
行える実験回数上限を 1 セッション（9 セット 90 回）までと
した．実験時間は 1 セットあたり 5 分，1 セッションあたりお
よそ 50 分であった．被験者は 8 名（男性 6 名，女性 2 名，年
齢 22-24 歳）であった．

4. 結果
被験者ごとに得られたテクスチャ条件ごとの正答率をシグ
モイド曲線(式 1，𝑦𝑦0 = 50,𝑎𝑎 = 50)にフィッティングし，75%正

5. 考察

答率を求めた[1]．
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 +

𝑎𝑎

(1)

(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)
�
𝑏𝑏

1+exp�−

まず各被験者の正答率をもとに曲線フィッティングした結
果をテクスチャごとに図 4 にしめす．また，全被験者の正答率
の平均を用いて曲線フィッティングした結果を図 5 に示す．
灰色の線は各被験者の結果を元に曲線フィッティングをおこ
なった結果，赤色の線は全被験者の正答率を平均した結果に
関して曲線フィッティングを行ったものである．この結果よ
り，80 番のテクスチャにおいては閾値まで正答率が達せず，
床効果が観察される被験者が存在した．これに対して 800 番
と 320 番に関しては床効果が観察されなかった．

Fig. 4 The result of curve fitting on each texture: (left) #800,
(Center) #320, (Right) #80. The gray line shows the fitting result of
each subject, and the red line shows the result which averaged the
correct answer rate of all subjects.

今回の実験結果より，ギャップを構成する表面が粗い場合，
ギャップ知覚閾値が平板に比べて大きくなることが示唆され
た．なめらかな表面上におけるなぞり動作時のギャップ知覚
閾値 0.2mm[2]と比較すると，全ての結果において全て値が上
回っていることが示唆された．このことはなめらかな表面上
におけるスリット検出能力が粗い面上における検出能力を上
回っている可能性を示唆している．
しかしながら，群間に有意差が認められなかったことから，
現在のところパッシブ状態において，テクスチャのあらさは
スリット幅に依存しているとは結論付けられない．Libouton ら
[4]は，粗さ知覚と空間解像度に関係性がないことを示してい
る．本実験における現時点での結果はこの先行研究の結果を
支持している可能性がある．
将来的により凹凸テクスチャ上での閾値計測を行うと，ど
の程度の空間的刺激を与えた際に空間解像度が変化するか，
もしくは特定のパターンにおいて空間解像度が変化するかを
計測することが可能になると考える．

6. 結言
本稿では，物体の表面粗さを変化させた際にギャップ知覚
閾値がどのように変化するかに関して報告した．実験では３
種類の紙やすり上にあけた 9 類の幅を持つスリットをそれぞ
れ被験者が受動的になぞる事によって，知覚閾値を恒常法に
て計測した．結果，テクスチャが粗くなることによって弁別閾
値が小さくなる傾向が見られたが，75%弁別閾値を粗さ要因に
対して分散分析を行ったところ有意差は観察されなかった．
今後はより凹凸幅が大きいテクスチャに対する閾値計測を
行うことで，macro roughness と fine roughness 上での影響の差
を計測することが可能であると考えられる．
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