同一電極アレイを用いた触力覚の選択的提示
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Abstract : Wearing haptics displays on fingers hinders natural tactile sense of fingers, and not ideal for haptics augmented
reality. In this study, we propose to project both tactile and force sensation of the fingertips to the arm, by using electrical
stimulation. We devised a method that selectively presents both tactile and force sensation by electrical stimulation using the
same electrode arrays.

Impacto7 は，電気刺激による力覚提示にソレノイドによ
る皮膚感覚提示を組み合わせている．また電気刺激により

1. はじめに

皮膚感覚と力覚の両方を提示する研究も行われている 8, 9 ．

Virtual Reality(VR) や遠隔操縦等の応用を念頭に，触

しかしいずれの手法も，皮膚感覚を指先に提示するという

力覚を提示する試みは幅広く行われている．特に実世界

点では変わりなく，第一の課題，すなわち実物体に触れた

での触力覚提示の応用としては，実際に触れている対象

際に本来感じる皮膚感覚が制限されるという問題の解決は

物の触力覚を変化させる触力覚の拡張現実感 (Augmented

難しかった．

Reality, AR) が提案されてきた 1 ．ただしその多くは，手

本研究では，電気刺激による触力覚提示を，指本来の機

に把持するツールを介したものであり，主に力覚を対象と

能を妨げることのない形で実現するために，皮膚感覚を指

したものであった．

先ではなく前腕部に提示すること，および同一の刺激電極

触力覚を構成する要素のうち皮膚感覚を生成する手法は

を皮膚感覚提示と力覚提示に兼用することを提案する．本

数多く提案されている．しかしそのほとんどは指先に装置

稿ではシステム構成，および実際に皮膚感覚と力覚の選択

を装着して提示を行なっており，触力覚 AR の観点から

的提示が可能であることを被験者実験によって検証する．

は，指が実物体に触れた際に本来感じる皮膚感覚を制限し
てしまうという課題が存在する (課題 1)．一方で触力覚を
構成するもう一つの要素である力覚については，多くの提
示装置が大掛かりな機械的装置を必要とし，実世界での運
用に多くの制約を生じるという課題が存在する (課題 2)．
本研究の目的は，触力覚 AR の実現のために上記 2 つの
課題を解決することである．この目的を達成するために電
気刺激を採用する．電気刺激は小型軽量化が容易であるた
め，大掛かりな機械的装置が必要という上記第二の課題は
解決できると考えられるためである．
電気刺激は皮膚感覚提示には数多く用いられており 2, 3 ，
皮膚内の感覚神経を刺激することで皮膚感覚を生起させ
ている．力覚提示についても機能的電気刺激 (Functional

Electrical Stimulation, FES) という手法が知られており
4

，深部に存在する筋を駆動する神経を刺激することで筋活

動を生じさせている

5, 6

．皮膚感覚と力覚を共に生起させ

るシステムの中に電気刺激を用いる試みも幾つか存在し，

2. 提案手法
2.1 電気刺激装置の構成
本手法では，図 1 に示す電気刺激装置を使用する．装
置はマイクロコントローラ (mbed LPC1768，NXP Semi-

conductors 製) とディジタル-アナログ変換器 (DAC)，電
圧-電流変換回路からなるメイン基板と，フォト MOS リ
レーを搭載したスイッチング基板および，人体に接触する
電極アレイから構成される．
マイクロコントローラは PC からコマンドを受信し，

DAC を経由して電圧-電流変換回路の出力電流を制御す
る．また，スイッチング基板の制御も行う．電圧-電流変換
回路は最大 300V で，一定の電流を出力することが可能で
ある．
スイッチング基板は 16 個の出力端子を持つ．これは髙
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Fig. 1 Electrical stimulation system.
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と同様の原理を用いた回路である．この回

Fig. 3 Overall photograph of the system.

路は各出力で 2 個のフォト MOS リレーを使用して，出力
端子を電圧-電流変換回路やグランドに接続することがで
きる．これにより，各出力端子を電気刺激における陽極，
陰極とすることや，ハイ・インピーダンス状態とすること，
電圧-電流変換回路の出力を短絡することが可能である．
電極アレイは多数の電極をマトリクス状に配置した形状
をとっている (図 2)．各電極をスイッチング基板の出力端
子に接続することで，電極アレイ内に陽極と陰極を設ける
ことができる．本手法では，前腕部の離れた箇所に複数の
電極アレイを配置し，その間に選択的に電流を流すことで

激を行う 2 ．一方，力覚提示の際には FES により筋肉を刺
激するが，筋肉は皮膚よりも深い場所に位置している

11

．

電気刺激は陽極-陰極間の距離が大きいほど，また電極のサ
イズが大きいほど深い位置を刺激できることを利用し，近
い電極間での電気刺激により皮膚感覚提示を行い，離れた
電極間での電気刺激により力覚提示を行う．
本稿では，皮膚感覚提示時の動作を皮膚感覚モード，力
覚提示時の動作を力覚モードと定義し，以下で各モードの
動作を説明する．

力覚および皮膚感覚の提示を行う．電極を皮膚に取り付け
る際は，痛覚の発生を防ぐため，皮膚との間に導電性ゲル
を挟む 2 ．

2.2.1 皮膚感覚モード
皮膚感覚提示は，電極アレイ内の電極間にパルス電流を
流すことで実現する (図 4)．電極 1 個を陽極とし，他の電
極をすべて陰極とすることで，陽極刺激による皮膚感覚提
示を行う．陽極とする電極を高速に切り替えることで，複
数の点を刺激することが可能となる 2 ．
電極アレイA

電極アレイB

前腕

Fig. 2 An example of the electrode array. (without
conductive gel)

装置全体の写真を図 3 に示す．このとき被験者は，2 個
の電極アレイを前腕に装着している．

陽極
陰極

Fig. 4 Presentation of tactile sensation.

2.2.2 力覚モード
力覚提示は，離れた電極アレイ間にパルス電流を流すこ
とによって実現する (図 5)．その際，1 つの電極アレイ内

2.2 触力覚の選択的提示

の電極はすべて同じ状態 (陽極または陰極) とし，電極アレ
イを単一の電極として扱う．

本手法では，複数の電極アレイで構成される電極セット
アップ 1 組のみを用いて，皮膚感覚と力覚を提示すること
ができる．皮膚感覚提示の際は，皮膚下の神経に対して刺
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Fig. 5 Presentation of force sensation.
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3. 実験
同一電極による皮膚感覚と力覚の選択的提示が可能であ

Fig. 7 Channel number of electrodes.

るかを検証するため，皮膚感覚モードと力覚モードによる
刺激を被験者に提示し，生じた感覚のモードによる違いを

3.2 電気刺激

調査する実験を行った．
この実験では皮膚感覚を右手前腕部に提示した．また力
覚提示では，指先で物体を押し下げた際の反力を提示する
用途を想定し，右手の指を引き上げる力を提示した．

刺激パルスの条件を，表 1 に示す．皮膚感覚モードで
は，1 周期の間に，電極アレイ A の電極 1〜10 それぞれに
対して順番にパルスを出力した．刺激する電極の切り替え
には，実装の制約上約 300µs を要する．力覚モードでは，

3.1 電極セットアップ

電極アレイ A を陽極，電極アレイ B を陰極とした．

本実験では，プリント基板として製作された電極アレイ

(図 6) を 2 個使用した．1 個の電極アレイは 10 個の電極

Table. 1 Condition of the stimulation pulse.

皮膚感覚モード

力覚モード

最大電流

10mA

20mA

パルス幅

30µs

200µs

パルス周期

10ms

10ms

を持つ．一方の電極アレイ (以下，電極アレイ A と表記す
る) は各電極を個別の出力端子に接続し，もう一方の電極
アレイ (電極アレイ B) は，全電極を同一の出力端子に接続
して単一の電極として使用した．各電極に対する出力端子
の番号を図 7 に示す．以下の説明では，出力端子の番号を

両モードともに，1 秒間連続して刺激し，1 秒間休止す

電極の番号として用いる．

るという断続的な動作を繰り返す形で刺激を行った．

3.3 実験手順
2.5mm 1.25mm
2.5mm
1.25mm
2.5mm

被験者は 22〜47 歳の 6 人 (平均 26.7 歳，男性 4 名，女
性 2 名) であった．

2.5mm

3.3.1 電極配置の決定
最初に，既製品の粘着ゲル電極 (Vitrode F-150M，日本

35.56mm
47.5mm

光電製)2 枚を使用して，FES による指の動作が可能な電
極位置を調査した．粘着ゲル電極は 1 枚を陽極として，電

Fig. 6 Dimensions of an electrode array.

極アレイ A の 1 番電極の代わりに出力端子 1 番に接続し，
もう 1 枚は陰極として，電極アレイ B の代わりに出力端子

電極アレイを装着する際は，1mm 厚の導電性ゲル (G グ

11 に接続した．

レードハイドロゲル，積水化学製) を通して皮膚と接触さ

電極位置の調査は以下の手順で行われた．

せた．

(1) 人差し指を上げるように力を入れてもらい，その時
に膨らんだ箇所を目安として陰極を貼り付け，陰極
からおよそ 8cm 手先方向に離れた位置に陽極を貼

†

り付けた．

(2) 力覚モードでの刺激を行い，被験者は痛みを感じ

＊

＊

ない範囲で最大限の値に，0.5mA ずつ電流を調節

＊

＊

した．

(3) 電気刺激を行っても指が上がらない場合は，電極の
位置を変更し，同じ手順を再度行った．これを繰り
返しても指の動作が見られなかった場合は，被験者
から除外した．指が上がることを確認できた場合，
粘着ゲル電極を剥がし，同じ位置に電極アレイを装
着した．

3.3.2 電流の調節
次に，刺激パルスの電流を被験者が調節する手続きを
行った．最初に皮膚感覚モードでの刺激を行い，被験者は

皮膚感覚 力
皮膚感覚モード

痛みを感じない範囲で最大限の値に，0.5mA ずつ電流を調
節した．その後，力覚モードでの調節も同様に行った．

皮膚感覚 力
力覚モード
† p<0.05
＊ p<0.01

Fig. 8 Result of the experiment.

3.3.3 測定
次に示す手順で，刺激の際に被験者が感じた感覚を測定
した．測定は被験者 1 人につき 10 回行った．

(1) どちらか一方のモードで提示を行った．モードは皮
膚感覚モード，力覚モード各 5 回をランダムな順番
で使用した．提示は，刺激-休止の繰り返しを 10 回
行ったのち刺激を停止した．

(2) 各試行間では電気刺激による負担を考慮し，最低 30
秒間の休憩時間を設けた．

(3) 刺激提示後，「皮膚感覚を感じますか?」，「力を感じ
ますか?」という質問に，7 段階リッカートスケール

(1 は「全く感じない」，7 は「とても強く感じる」に
対応) で，タブレット端末に回答させた．

3.5 考察
実験の結果，被験者の感じた力覚の強さには，モード間
で有意差が認められた．一方，皮膚感覚の強さには，モー
ド間の有意差は認められなかった．また，各モード内で
の皮膚感覚と力覚の強さにも有意差がみられた．しかし，
力覚モードにおける皮膚感覚はばらつきが大きくなって
いる．
これより，皮膚感覚モードは皮膚感覚のみを提示するこ
とが可能であるが，力覚モードでは力覚に加えて皮膚感覚
が生じてしまうと考えられる．したがって，皮膚感覚と力
覚の選択提示は，限定的であるが可能であるといえる．
力覚モードでは，力覚と皮膚感覚の両方が生じるという

3.4 結果
実験の結果を 8 に示す．図の横軸はモードおよび質問を
表し，左から順に，皮膚感覚モードにおける皮膚感覚の評
価，皮膚感覚モードにおける力覚の評価，力覚モードにお
ける皮膚感覚の評価，力覚モードにおける力覚の評価を示
す．図の縦軸は各質問に対する 7 段階リッカートスケール
の回答を表す．
また，各モード，各質問の間で回答に差があるかを確か
めるため，Friedman 検定を行った．

結果であった．これは，電気刺激においては深い部分のみ
の刺激は不可能であるため 2 ，浅い部分も同時に刺激され
たことが原因であると考えられる．
現段階では，力覚を提示する際にも皮膚感覚が発生する
ため，完全に触力覚を分離して提示するには至らなかっ
た．また，実験の際には，指を動作させるために電極の位
置を毎回調査する必要があった．それに加え，本稿の時点
では，力覚提示は指を上げるという曖昧な動作に限定され
ており，個々の指に力覚を提示するなどの複雑な提示は実
現できていない．本手法は今後，次のような発展を計画し
ている．

・ 力覚提示の際に生じる皮膚感覚が小さくなる電極の
配置，パルス幅や電流などの条件を調査する．
・ 機能的電気刺激 (FES) を安定して実現するための
電極配置の基準を調査する．あるいは，多数の電極
アレイを使用するなどの方法により，FES を行う際
の電流経路を変更可能なシステムを開発する．
・ 複雑な力覚提示を実現するため，多数の筋肉を個別
に刺激可能なシステムを開発する．
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The Sensation of Tapping a Rigid Object in MidAir, Haptic Interaction: Perception, Devices and
Applications, pp.285-291, 2015
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手部への電気刺激を用いたタッチインタフェースのた
めの触力覚提示手法の検討, インタラクション 2012，

4. まとめ
本稿では，同一の電極アレイを使用して，皮膚感覚と力
覚を選択的に提示する手法を提案した．また，実際に選択
的提示が可能であるか，実験により検証を行った．
実験の結果，皮膚感覚提示を目的としたモードでは皮膚
感覚のみが発生し，力覚提示を目的としたモードでは皮膚
感覚と力覚の両方が発生するという結果となり，皮膚感覚
と力覚の選択的提示は，部分的ではあるが可能であること
が確認された．
しかし現段階では，触力覚の完全な分離ができない問題，
電極配置の問題，複雑な力覚提示ができない問題が存在す
る．今後は，それらの問題を解決するためにさらなる調査
とシステムの改良が必要である．
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