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図 1: (a) 指先位置と接触力の計測部, (b) 指先への装着 
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概要: 人間は視覚情報と触覚情報を参考にして弾性体を操作できるが，内視鏡手術などのように視覚
情報のみが拡大された状況で作業を行う場合が存在する．本研究の目的は，視覚・触覚情報の倍率

が弾性体操作に与える影響を検証することである．指先の変形を基に接触力を予測する接触力セン

サと，三次元位置を測定できる磁気センサを用いて，指先感覚を阻害せずに指先の接触力と三次元

位置を同時測定できるシステムを構築した．システムの位置精度の計測誤差を確認し，視覚提示方

法による，指定した距離の弾性体引っ張りの精度の違いを調べるための基礎的な実験を行った． 
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1. はじめに 
人間は視覚情報と触覚情報を参考にして弾性体を操作

できる．操作対象の状態を視覚・触覚フィードバックと

して得て，指先に出力する力や指の動きを決定している．

身近な例では，豆腐を壊れないように把持する動作などが

ある．一方，内視鏡手術などのように視覚情報のみが拡大

され，フィードバックの大きさの比率に変化が生じた状

況で作業を行う場合が存在する．この比率の違いが弾性

体操作に影響を与える可能性があるが，その影響がどの程

度かについてはまだ十分に明らかになっていない． 

本研究の目的は，視覚・触覚情報の倍率が弾性体操作

に与える影響を検証することである．現実世界の物体を

操作する際の触覚インタラクションを分析するためには，

操作者の指先感覚を阻害せずに接触力を計測することが

必要である．従来の接触力センサは指先に装着するものが

多かったため[1]，指先の変形を基に接触力を推定する接触

力センサと，磁気センサを組み合わせて，指先感覚を阻

害せずに指先の接触力と三次元位置を同時測定できる実

験システムを構築し，位置精度の計測誤差を確認した．ま

た，視覚・触覚情報の倍率が異なる状況下において，弾性

体引っ張りの精度を調べるための基礎的な実験を行った

ので報告する． 

 

2. 実験システム 
2.1 指先位置と接触力の計測方法 
指先位置と接触力を同時計測するために新たに実験シ

ステムを構築した．指先位置の計測には磁気センサ 3D 

Guidance MedSAFE sensor (Ascension Technology 

Corporation製) を用いた．接触力の計測には Haplog (テッ

ク技販製)を採用することとした．Haplog は，予め校正す

ることによって得られた指先のひずみと接触力の相関関

係から，接触力を推定するセンサである[2]．指の側面に装

着するために指先の感覚を阻害することなく接触力を測

定できる（図 1(b)）． 

2.2 指先位置計測精度の検証 
実験環境の座標系と磁気センサの座標系の一致のため

に図 2(a)のように磁気センサと自作の作業台を固定し，図

2(b)の赤く示した工作板上の 2 点が，磁気センサから得ら

れる(0, 0)，(100, 0)の座標と一致するように工作板を作業

台に固定した．また図 2(b)に示すように工作板の 200mm

四方の部分に 9つの座標を与えた．この 9点を磁気センサ

の先端で計測し，理想の座標値との誤差を検証した．

Haplogの併用が磁場に悪影響与えず，実験に求められる位

置計測精度を達成するかどうかを確認するために，磁気セ

ンサのみの場合と，図 1(b)のように Haplog 背面に磁気セ

ンサを貼り付けて，Haplog と併用した場合とで検証した．
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図 2: (a) 製作した作業台, (b) 工作板上の座標, (c) 実験

システムの外観 

 

図 3:σと引っ張り量・平均把持力の関係 

各点 5 回計測し，合計 45 回座標を取得した．磁気センサ

と Haplog を併用した場合に取得した座標と各理想点との

距離誤差の平均値は 0.43 [mm]，標準偏差は 0.27 [mm]，誤

差の最大値は 1.03 [mm]であった．これは磁気センサのみ

の場合と差が無く，その値も十分に小さいため，弾性体操

作における指先位置の計測に十分な精度であると考えら

れる． 

3. 実験 
3.1 実験目的 
視覚情報と触覚情報の比率を変化させることで弾性体

の引っ張り操作にどのような影響が出てくるのかを検証

することが目的である．今回はその予備実験として，20

歳代の右利きの健常男性 2 名を対象に行った実験結果を

報告する． 

3.2 実験方法 
実験では，作業台上部に図 2 (c) のようにビデオカメラ

を鉛直下向きに設置し，工作板の一部領域を撮影する．被

験者は椅子に座り，一端が固定されたゴムの端を人差し指

と親指で直接つまんで引っ張る．ただし，ゴムは直視せず，

ディスプレイを通してビデオカメラの映像を視覚フィー

ドバックとして得ながら引っ張り操作を行うこととする．

このとき，被験者が得る視覚情報の倍率を V，触覚情報の

倍率を Hとし，その比率を式(1)のように定義する． 

 
H

V
  (1) 

ここで，現実世界において裸眼で操作を行う場合ではσ

=1.0である．今回の予備実験では，ビデオカメラの高さと

ズーム率，ディスプレイに表示するウィンドウの大きさを

調節することによって 視覚情報の倍率のみを変化させ，

σが 0.1，0.3，1.0，3.0，10.0 の 5 通りの提示条件を用意

した． 被験者はあらかじめσ=1.0 の条件下でディスプレ

イを見て 50 mmのゴムを100 mmまで正確に引っ張ること

ができるようになるまで練習し，σを変化させた状態で記

憶した引っ張り操作を再現してもらうこととし，そのとき

の距離の誤差を比較することとした． なお，順序効果の

影響を少なくするために，被験者 Aは σ=0.1～10.0, 10.0～

0.1の順に計 10回, 被験者 Bは σ=10.0～0.1, 0.1～10.0の順

に計 10回の引っ張り操作を実施してもらった． 

3.3 実験結果 
図 3 にタスクの実施によって得られたゴムの引っ張り

量と，その際にゴムにかけた平均把持力（引っ張っている

間の力の合計を引っ張った時間で割った量）をまとめたグ

ラフを示す．σ=1.0 の場合が最も誤差や値のばらつきが小

さくなっている．特に被験者 Bに関して，σが小さい場合

は引っ張りが不足する傾向が，大きい場合は引っ張りすぎ

る傾向がみられる．被験者 Aに関してもばらつきはあるも

のの，同じような傾向が見てとれる．σ=1.0 の場合に平均

の力が最も大きくなっている．σが小さい場合は平均把持

力が小さい傾向が，σが大きい場合は平均把持力が大きい

傾向が見られた．  

 

4. おわりに 
本研究では，視覚・触覚情報の倍率が弾性体操作に与え

る影響の検証を目的として，指先感覚を阻害することなく

指先位置と接触力を計測できる実験環境の構築を行い，そ

の位置計測精度を検証した．また，弾性体の引っ張り実験

を行い，倍率によって操作に影響があり，その誤差の出方

に，拡大率が小さいと負の誤差が，大きいと正の誤差が出

やすい傾向があることが示唆された．今後は，被験者数を

増やすと共に得られた接触力と引っ張り誤差の関係性に

ついても調べて行く予定である． 
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