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学術・技術論文

指先接触面の滑り量制御による重量・摩擦呈示デバイス

栗 田 雄 一∗1 米 澤 智∗2 池 田 篤 俊∗2 小笠原 司∗2

Weight and friction display by controlling slip condition at the fingertip

Yuichi Kurita∗1, Satoshi Yonezawa∗2, Atsutoshi Ikeda∗2 and Tsukasa Ogasawara∗2

In this paper, a novel haptic device is proposed that gives weight and friction illusions. Sensing a slip condition

at the fignertip plays an important role to estimate the weight and friction of an object. This fact suggests that

controlling the contact condition could yield weight and friction illusions. Based on this idea, a prototype device was

developed that controls the contact condition between a fingertip and a rigid plate based on a camera-based eccen-

tricity control. The desired eccentricity profile is given from an analytical relationship among the amount of the slip,

the deformation of the contact area, and the investigation of human’s force control strategy. The performance of the

developed device was evaluated through human experiments. The experimental results show statistically significant

difference among presented weight and friction conditions.
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1. は じ め に

バーチャルリアリティやテレマニピュレーションへの応用を
見越して，対象物の重量，表面のテクスチャや摩擦による質感・
触感の情報を人に伝達するためのデバイスの開発が盛んに行わ
れている．対象物との接触や把持により起こる皮膚感覚を人に
呈示するための方法として，大きく (1)皮膚変形に伴う人の感
覚受容器への刺激を振動デバイスで与えることで対象物の特性
を再現しようとする方法 [1]～[4]，(2)メカニカルな機構を用い
て対象物との接触によって起こる皮膚変形を直接再現しようと
する方法 [5]～[9]がある．(1)については，人の感覚受容器に振
動刺激を選択的に与える手法であり対象物の任意の特性を再現
できる可能性を秘めるが，質感・触感を再現するにあたってど
のような振動刺激を与えるべきかについては諸説あり，また受
容器に選択的な振動刺激を与えること自体が難しいという問題
がある．(2) については，実際に人の皮膚を変形させるためよ
り直接的な感覚を呈示することが期待できる一方，再現しよう
とする対象の変形を物理的に再現する機構が必要である．また
多くのデバイスが皮膚変形の表現方法やその評価について統一
的な指標を用いずにアドホックな変形を与えるにとどまってお
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り，目標値として任意の重量や摩擦係数の絶対値を指定するこ
とが難しかった．
本研究は直接的な皮膚変形再現方法である (2)の手法を用い

た上で，皮膚変形を指先接触面の滑り量という観点から指標化
することで重量・摩擦係数を絶対値で指定可能にし，滑り量を
デバイスにより適切に制御することで物体の重量感・摩擦感を
ユーザに呈示するデバイスを提案する．接触面の滑り量はこれ
までに我々が提案した偏心度の概念を利用することで，物体と
指との接触面計測を通じて定量化する．この考えに基づき，指
と接触するプレート部をモータにより引っ張ることのできる機
構を持つカメラ内蔵デバイス（Fig. 1）を製作した．指の材料
定数と物体の重量および摩擦係数によって決まる目標偏心度は，
人の把持力制御のシステム同定結果および負荷力変化モデルを
利用して与え，偏心度の PID制御によりデバイスのプレート部
を動作させることで人の指先に皮膚変形を与える．本稿ではこ
れらの理論の概略ならびに製作したプロトタイプ装置とそれを
使った重量・摩擦呈示実験について説明する．

2. 初期滑りと偏心度

初期滑りの発生概略図を Fig. 2に示す．弾性球と剛体平板の
接触では，接触領域の中心部分に比べて周辺部分での法線方向
の接触力が弱い．この状態で接線方向に負荷力を加えたとき，
拘束の弱い周辺部は中心部に比べて早く滑り始める．滑り領域
は中心に向かって拡大していき，最終的に全領域が滑り状態に
なったときに指全体が滑り始める．ここで接触面内において滑
りの発生している領域と発生していない領域が存在する状態を

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —1— 200x 年 xx 月



2 栗 田 雄 一 米 澤 智 池 田 篤 俊 小笠原 司

Fig. 1 Developed weight and friction display

Fig. 2 Schematic of an incipient slip at a fingertip

Elastic object

Rigid plate

Fig. 3 Deformation of an elastic body during the contact

局所滑り状態または初期滑り状態と呼ぶ．初期滑り現象は人の
指の平板に対するずらし動作でも発生することが知られており，
重量や摩擦が未知であっても物体を破損することなく操作でき
る人の優れた力制御には初期滑りの知覚が重要な役割を果たし
ているともいわれている [10] [11]．
ここで指と物体との接触を Fig. 3に示すような弾性球と剛体

平板の接触に置き換えて考えることで，接線方向力ならびに摩
擦係数と，初期滑り発生時の接触面の相対変位量との解析的な
関係を求めることができる．弾性球と剛体平板の接触はヘルツ

o
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δ
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Sdef

Fig. 4 Deformation of the contact area
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Fig. 5 Separation of the contact area

接触と呼ばれ，その接触面は半径 aの円形であり，次式で表す
ことができる [12]:

a =

(
3fgR

2E′

)1/3

（1）

ただし fg は法線方向力，Rは弾性球の半径，E′ は等価弾性係
数であり，弾性球のヤング率を E, 動粘性係数を ν としたとき
E′ = 2E/(1− ν2)で表される．ここでさらに接線方向力 fl が
加わったとき，接触面付近の局所的な弾性変形と初期滑りによ
る微小滑りによって，次式で表される相対変位 δ が生じる [12]．

δ =
3μfg
16a

(
2− ν

G

)
{1− (1− fl

μfg
)
2
3 } （2）

ここで G = E/2(1+ ν)であり，μは接触面の摩擦係数である．
この式を元に物体持ち上げ時の指先変形を考えると，適切な

δ を指先に与えることで，物体重量に相当する fl，摩擦係数 μ

を人に錯覚させられる可能性が示唆される．しかし初期滑り状
態における変位量 δ は微少であり，低解像度カメラなどによる
計測では精度の確保が難しい．そこで本研究では，偏心度と呼
ばれる接触面積の変化比を計算することでより高い分解能で滑
り状態を推定する手法を採用する [13]～[15]．
Fig. 4は弾性球と剛体平板が接触した状態（初期接触状態）か

ら，接線方向力を加えることによって中心部が δ だけ変位した
状態である．議論の簡単化のため接触面を円と仮定し，O を初
期接触状態における接触中心，O′ を変位後の接触中心としたと
き，図における網掛け部分の面積 Sdef は次式で与えられる．

Sdef = δa cosψ + a2ψ （3）
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さらに接触領域を Fig. 5のように初期接触中心に 4分割する
ことで，y 方向の偏心度を次式で定義する:

ey =
(

(St3+St4)−(St1+St2)
St

)
−
(

(Ss3+Ss4)−(Ss1+Ss2)
Ss

)
（4）

ここで Ss, St は初期状態および変形後の接触面全体の面積であ
り，S{s,t} = S{s1,t1} + S{s2,t2} + S{s3,t3} + S{s4,t4} である．
このとき

ey =
2Sdef

πa2
（5）

が成り立つ．また接触面変形が十分に小さく δ/a� 1を仮定す
ると，次式が得られる．

ey � 4

πa
· δ （6）

以上より，Eq. 2および Eq. 6から，偏心度 ey，法線方向力 fg，
接線方向力 fl，摩擦係数 μの間には次の関係が成り立つ．

ey = Kμf
1
3
g

{
1−

(
1− fl

μfg

) 2
3

}
（7）

K =
1

π

(
3

2R2E

) 1
3

(2− ν)(1 + ν) （8）

このことは，δの代わりに偏心度 eを計測・制御することで人に
重量感・摩擦感を呈示できる可能性を示唆する．偏心度は接触
面計測から比較的容易に計算できる上，偏心度を用いた弾性体
接触面の変形計測は δ を直接計測するよりも分解能が高い．例
えば次章以降で説明する実験設定においては，カメラで計測で
きる指と平板の接触面はカメラの制約上 40 [pixel] < a < 60

[pixel] 程度であるが，このとき偏心度は δ の直接計測よりも
50− 100 倍の分解能を持つことが分かっている．なお詳細につ
いては [14] [15]を参照されたい．

3. 目標偏心度の設定

3. 1 目標偏心度の計算

本研究では前章で説明した偏心度を指先滑り量の指標として
利用し，あらかじめ定めた目標偏心度プロファイルをフィード
バック制御により人の指先に与えることで重量感・摩擦感の呈
示を試みる．目標偏心度の決め方としては，目標対象物を人が
把持・操作したときの偏心度を実測し，そのまま目標値として
利用する，という手法も考えられるが，データベース化された
対象物しか再現できない問題がある．そこで本論文では，Eq. 7

が準静的な運動において成り立つと仮定し，人の運動モデルと
接触面変形に関わる材料定数，ならびに対象物の重量・摩擦の
情報を与えることで，解析的に目標偏心度を決定する手法を提
案する．
ここで Eq. 7 における K は人の指に関する材料定数であり，

既知であると仮定する．すると目標偏心度の時間応答プロファ
イル e(t)を設定するためには，法線方向力（持ち上げ動作にお
ける把持力に相当）プロファイル fg(t)，接線方向力（負荷力に
相当）プロファイル fl(t)，摩擦係数 μを与える必要がある．把
持力ならびに負荷力プロファイルは主に対象物重量と摩擦係数

Force & contact area 
measurement component

Weight

Camera

Transparent plate

LED light

Force transducer

Fig. 6 Contact area measurement equipment [16]

Normal
force

Tangential
force

Weight

Fingertip

Fig. 7 Schematic of the contact area measurement test

に依存して決まるが，勢いよく持ち上げるのか／慎重に持ち上
げるのか，持ち上げるだけか／操作しようとしているのか，初
めて持つ物体か否か，などによっても影響を受ける．将来的な
応用を考慮するとこれら作業目的に対応したモデル化が必要で
あるが，本論文では「拇指と示指を使って物体を一定高さまで
持ち上げる」という状況に絞ることで，人の一般的な把持力・
負荷力制御戦略のモデル化を行い，任意の重量・摩擦に対する
目標偏心度を計算する手法をとる．
まず把持力プロファイルについて，向井らが提案した偏心度
を入力とする人の把持力制御のシステム同定 [16]の知見ならび
に装置を利用する．Fig. 6は，指とプレートの接触面，法線方向
力，接線方向力の同時計測を行うための装置であり，Fig. 7 に
示すようにおもりをつり下げた状態で指を押し当てながらスラ
イドさせたときの偏心度プロファイルを取得できる．この装置
を用いて重量・摩擦係数を変化させたときの把持力・偏心度の
時間応答を計測し，これを物体持ち上げ時における一般的な人
の把持力制御戦略として伝達関数でモデル化する．
偏心度入力を u(t)，人の出力する指先力を fg(t)，外乱項を

x(t)としたとき，

fg(t) = G(s)u(t) + x(t) （9）

G(s) = Kh
p · K

h
Ds+ 1

Kh
I s+ 1

· e−τhs （10）

と表すことで人の把持力の時間変化 fg(t)をよく再現できるこ
とが分かっている [16]．そこで被験者 5名に対して重量を 100,
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200 [g]，摩擦係数 1.0としたときの偏心度と力のプロファイル
を計測し，これらに対して最も高い適合率を持つパラメータを
最小二乗法により推定した．結果を Table 1に示す．次に負荷
力について，床面に置かれていた物体を持ち上げる動作におい
ては，物体重量に起因する負荷力は持ち上げ速度に応じて徐々
に上昇する．本稿では 2 秒間に 200 [mm]の高さまで動かすこ
とを想定した実験から得た負荷力プロファイルから，次式によ
りモデル化する．

fl(t) = 0.001 ∗mg(1− e−12t2) （11）

ここでmは対象物の重さ（ただし単位は [g]），gは重力加速度
である．ある被験者から計測した把持力と負荷力のプロファイ
ルおよび Eq. 9, Eq. 11により生成されたシミュレーション結果
を Fig. 8(a)に示す．

3. 2 偏心度プロファイルの計算結果と評価

以上より，Eq. 7，Eq. 9, Eq. 11，ならびに目標重量m，目標
摩擦 μ，既知の材料定数を与えることで，目標偏心度プロファ
イルを計算することができる．Fig. 8(b)はある被験者から計測
された重量 100 [g]ならびに 200 [g]，摩擦係数 1.0の条件にお
ける偏心度と，シミュレーションから得られた偏心度のプロファ
イルを比較した結果である．なおシミュレーションにあたって
利用した材料定数を Table 1に示す．ここで指先のヤング率 E

は，文献 [17]の知見に基づき把持力の大きさによって変化する
モデルを採用している．
この偏心度シミュレーション手法を用いることで，任意の重
量・摩擦が与えられたときの偏心度プロファイルを生成するこ
とが可能になる．Fig. 9(a)に摩擦係数を 1.0に固定して重量を
50− 500 [g]の間で変化させたときの，同 (b)に重量を 200 [g]

に固定して摩擦を 0.4 − 1.8 の間で変化させたときの偏心度プ
ロファイルを示す．図からは，重量と摩擦係数では偏心度の変
化に異なる特徴が確認できる．重量については比較的立ち上が
り直後 (t < 0.1) から差が出始め，偏心度の収束値は重量にほ
ぼ比例する．一方摩擦については，立ち上がり後少ししてから
(t = 0.2 付近) 差が目立ち初めるが，摩擦が一定以上大きくな
ると，その違いによる偏心度への影響は相対的に小さくなる．

4. 呈示デバイス

4. 1 デバイス概要

前章で説明した重量・摩擦に対応する偏心度を人の指先に与
えるために，指との接触面をモータにより制御するデバイスを
製作した．デバイスは大まかに透明アクリルプレート，プレー
トを上下させるモータ (Portescap Corp.:16G88-208E)，接触
面を計測するカメラ (PointGray Research: FireFlyMV)から
構成されている．まず Fig. 10に示すようにユーザは拇指と示指

Table 1 Parameters used in the experiment

Kh
p Kh

I Kh
D τ [s]

13.4 0.264 0.21 0.01

ν E [N/m2] R [m]

0.48 10000+24000*fg 0.007
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Fig. 8 Force and eccentricity profile estimation. SIM and HUM
mean the result of the simulation and human measure-
ment, respectively.

をリング状の固定具にはめ込むようにして入れ，拇指の基節骨，
示指の中節骨と基節骨をデバイス本体に固定する．重量・摩擦感
を呈示する際には，ユーザは拇指と示指の指腹部でプレート面
をつまむように把持し，この状態でプレート部を本体に内蔵さ
れたモータにより下方向にスライドさせることで指とプレート
との接触面に局所滑りを起こさせる．デバイス動作の概略図を
Fig. 11に示す．なお本デバイスは示指側の接触面のみを計測す
る構造であり，接触面はデバイス内部に斜めに設置したミラー
に反射させてデバイス下部に設置したカメラにより 60 [fps]で
計測する．製作したデバイスの仕様を Table 2にまとめる．
Fig. 12はカメラにより取得された指腹部接触面画像の一例で

Table 2 Specification of the developed device

Size [mm] 102× 67× 107

Total weight [g] 210

Max. stroke [mm] 7

Max. force [N] 18

Capturing area [mm] 32× 24

Capturing size [pixel] 320× 240

Capturing rate [fps] 60

Control cycle [Hz] 60

JRSJ Vol. xx No. xx —4— xx, 200x
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Fig. 9 Generated eccentricity profiles

Fixed points

Fig. 10 Fixed points of the fingers with the device

ある．撮影された元画像 (a)に対してノイズ除去，二値化・輪
郭抽出の画像処理を行うことで接触面を取得し，同時に初期画
像における中心点を登録する (b)．次にプレートがスライドす
ると指先変形が起こり，接触面がずれる (c)．このときの接触
面積変化を計測し，Eq. 4 に基づきリアルタイムで偏心度を計
算する．これら画像処理とモータ制御をあわせた制御周期は 60

[Hz]である．

Fig. 11 Schematic of the contact area measurement

(a) Captured image

(b) Static (c) Slided

Fig. 12 Captured image and the result of image processing

+
+

-

e
1/KI s

KD s

K p

r y

Gc(s)

u
Device Humand d 

d 

Fig. 13 Block diagram of the eccentricity control

4. 2 偏心度制御

偏心度の制御は，与えられた目標偏心度を達成するように現
在の偏心度を計測しながらデバイスのモータトルクを変更する
ことで行われる．偏心度制御のブロック図を Fig. 13に示す．図

Table 3 Parameters for the device control

Kd
p Kd

I Kd
D

60 2.0 0.5
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Fig. 14 Desired eccentricity and measured eccentricity

において r は目標偏心度，y は計測される偏心度，uはデバイ
スのモータトルク，Kd

p，K
d
I，K

d
D はそれぞれ比例ゲイン，積

分時間，微分時間であり，Gc(s)で囲まれた範囲が PID制御器
となる．本実験で使用した各パラメータ値を Table 3に示す．
このデバイスと偏心度制御を用いて，目標重量ならびに摩擦
の組み合わせを (m,μ) = (100, 1.0)または (200, 1.0)としたと
きの偏心度を目標値として，人の指先の偏心度をフィードバッ
ク制御した結果を Fig. 14に示す．

5. 重量・摩擦呈示実験

5. 1 実験概要

以上の手法を用いて，重量呈示ならびに摩擦呈示の評価実験
を行った．実験は 22 − 24 歳の健常な男性 10 名に対して行わ
れ，開始前に被験者に対して実験の意図を説明し，同意を得て
から実施された．
実験では，まず被験者は右手の拇指と示指を使ってデバイス
を把持し，デバイスを指に固定した後，リラックスした状態で目
をつぶるよう指示される．被験者はデバイスを机に置いた状態
を初期状態として好きなタイミングでデバイスを上方向に持ち
上げることができるが，持ち上げ速度に極端なばらつきがでな
いよう 2秒間で 200 [mm] 程度の高さまで物体を持ち上げるよ
うに指示される．なお実験にあたっては，この動作がスムーズ
にできるよう被験者は事前に十分練習を行っている．デバイス
は下部のスイッチにより机から離れたタイミングを検知し，そ
の瞬間から偏心度のフィードバック制御が開始される．フィー
ドバック制御の目標値は 3章で説明した目標偏心度計算手法を
用いて決定されるが，本実験のような拇指と示指による持ち上
げ動作においては物体重量を支えるために起こる指先せん断力
は拇指と示指にそれぞれ半分ずつに分配される．したがって実
験では呈示目標とする対象物重量に対して，その半分の重量の
偏心度プロファイルを計算し，それを指先に与える目標偏心度
プロファイルとして利用した．
実験者は偏心度の変化が収束したと判断するとデバイスを被
験者の指から取り外す．つづけて被験者は比較対象として用意
した物体をデバイス呈示の条件同様，右手の拇指と示指を使っ
て 2秒間で 200 [mm] 程度の高さまで持ち上げ，デバイスで呈
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Fig. 15 Result of the weight presentation experiment (∗∗ :
p < 0.01)

示した重量・摩擦感と同じ感覚を得られると考える物体を複数
の候補の中から一つだけ選ぶよう指示される．
重量呈示実験においては，目標重量をm = 100, 200, 300 [g]

の 3種類，摩擦を μ = 0.9固定とし，比較対象として 50− 400

[g]の範囲で 50 [g] 刻みの 8種類の物体を用意した．また摩擦
呈示実験においては，目標摩擦係数を μ = 0.6, 0.9, 1.2の 3種
類，重量をm = 200 [g]固定とし，ワセリン，水で表面の摩擦
係数が約 μ = 0.4, 0.6, 0.9, 1.2, 1.7 となるように設定した 5 種
類の物体を用意した．比較対象物体のサイズ，指との接触面の
材質はデバイスと同じである．なおデバイスによる呈示は希望
があれば何度でも行われ，また比較対象物体の持ち上げ動作も
被験者の自由な順番で何度でも行うことが許されている．また
滑り感覚呈示による重量・摩擦感を重視して比較対象物の選択
をしてもらうため，持ち上げ運動中もしくは直後の感覚で判断
するよう被験者には指示がされている．
実験は各重量・摩擦条件をランダムに 5回ずつ呈示し，5試
行ごとに 5分間の休憩をとった．被験者には何種類の重量や摩
擦が呈示されるのかの情報は与えていない．なお材料定数なら
びに制御器のパラメータは Table 1 ならびに Table 3 に示し
た値を使用した．

5. 2 実験結果と考察

重量呈示実験において，各目標重量に対する被験者が感じた重
量の回答結果の総数，平均値，標準偏差をまとめたものをTable

4に，これを棒グラフ化したものを Fig. 15に示す．得られた回
答の全てを用いてノンパラメトリック多重検定の Steel-Dwass

法により検定を行った結果，すべての組み合わせにおいて有意
水準 1%以下の統計的有意差が確認された．同様に各摩擦に対
応する回答結果のまとめを Table 5に，グラフを Fig. 16 に示
す．また Steel-Dwass法による検定の結果，目標摩擦 μ = 0.6

と μ = 1.2，μ = 0.9と μ = 1.2の間で有意水準 1%以下の統計
的有意差が確認された．それぞれの比較条件における t値なら
びに P 値を Table 6ならびに Table 7に示す．
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Fig. 16 Result of the friction presentation experiment (∗∗ :
p < 0.01)

以上より提案手法によって目標重量・摩擦の大小関係に準じた
重量感・摩擦感を被験者に与えることができることが確認され
た．しかしながら特に重量について目標に対する人の感じた重
量感が小さくなる傾向が観察された．これは目標偏心度の計算
に用いる一般化された把持力モデルと個々の被験者の実際の把
持力に差異があるケースがあることや，特に重量感の知覚は皮
膚変形に起因する受容器反応だけでなく筋や腱にかかる張力等
に起因する固有感覚受容器の反応も重要であることが理由とし
て考えられる．また本稿では目標偏心度プロファイルを示指の

Table 4 Parameters in weight presentation for Steel-Dwass test

Num. of answers Mean S.D.

100 [g] 50 110 57.14

200 [g] 50 171 70.05

300 [g] 50 249 87.18

Table 5 Parameters in friction presentation for Steel-Dwass
test

Num. of answers Mean S.D.

0.6 50 0.86 0.31

0.9 50 0.98 0.31

1.2 50 1.22 0.38

Table 6 t− and P−values in weight presentation

t-value P -value

100 [g] - 200 [g] t(49) = 4.30 P < 0.0001

200 [g] - 300 [g] t(49) = 4.48 P < 0.0001

100 [g] - 300 [g] t(49) = 7.06 P < 0.0001

Table 7 t− and P−values in friction presentation

t-value P -value

0.6 – 0.9 t(49) = 2.15 P = 0.082

0.9 – 1.2 t(49) = 3.21 P < 0.0001

0.6 – 1.2 t(49) = 4.65 P = 0.004

み・水平方向の条件下で取得してたデータを元に生成している
が，物体を把持する上で不可欠な他指との協調，持ち上げ方向
および速度の違いによって，人の指に起こる偏心度変化が異な
る可能性がある．さらに指のずれ量の解析解である Eq. 2の式
が静的な条件において成立する式であることから，勢いよく持
ち上げる動作に対しては本手法をそのまま用いると違和感を発
生させるかもしれない．くわえて目標偏心度を指先に与える呈
示デバイスにも十分な応答速度が要求される．Okamotoら [18]

らによれば 40 [ms]を超える遅延は人の粗さ・硬軟・摩擦感知
覚に大きな違和感を与えるとの知見が示されている．本デバイ
スは 60 [Hz] の制御周期を確保しているが，より細かな重量・
摩擦感を人に呈示する上でデバイスの性能向上もまた重要なポ
イントになるであろう．
本稿では摩擦を固定した状態で重量を変化，または重量を固
定した状態で摩擦を変化する実験のみを実施したが，重量と摩
擦の選択次第では，異なる組み合わせであるにも関わらず生成
される偏心度プロファイルの違いが少ないケースが現れる．例
えば Fig. 9 に示した偏心度シミュレーションの結果を見ると，
(m,μ) = (300, 1.0) と (m,μ) = (200, 0.3) の組み合わせは偏
心度の収束値だけでみれば大きな違いはない．一方で重量と摩
擦係数では，その変化に対する偏心度の立ち上がり方の違いに
それぞれ特徴も見られる．このことは，もし人の滑り知覚機能
が十分に優れていれば，滑り知覚から重量と摩擦をある程度分
離して知覚することも可能であることを示唆している．これは
人の重量感・摩擦感の知覚特性とも関連付けられる問題であり，
生理学的知見とも照らし合わせながら今後の課題として取り組
んでいきたい．

6. お わ り に

本研究では偏心度をフィードバック制御することで重量感・
摩擦感を呈示する手法を提案し，呈示デバイスを試作して実験
を行った．偏心度は指先滑り量を定量化する指標であり，接触
面の計測から比較的容易に計測可能，かつ単純に滑り量を測定
するより高い解像度を確保できる利点がある．そこで本研究で
はカメラを内蔵した滑り呈示デバイスを製作し，指の滑り状態
をリアルタイムセンシングしながら目標偏心度を実現するよう
に指と接触するプレートを制御することで，任意の重量・摩擦
を持つ物体を持ち上げたときの感覚を呈示する手法を提案した．
目標偏心度プロファイルは目標とする重量と摩擦係数を与えた
上で，従来研究を参考に人の把持力制御戦略のシステム同定結
果と負荷力変化のモデル式を用いて計算した．実験の結果，試
作デバイスが目標とする偏心度プロファイルを生成可能である
ことを確認した．また提案手法による被験者実験の結果，製作
したデバイスが人に重量と摩擦係数の違いを感じさせることが
可能であることを確認した．本稿の結果は皮膚変形を与えるだ
けで任意の重量・摩擦感を生み出せる可能性を示しており，平
面方向への呈示へ応用することでマウスやタッチパネルなどの
指先が接触するインタフェース全般への利用も期待できる．
本研究ではデバイス自体の重量は明示的には考慮されていな
い．デバイスは指先接触面の偏心度が目標値に沿うように制御
しており，モータによる接触面プレート制御は，重量を持つデ
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バイス自体を持ち上げるためにおこる指先接触面の変化を結果
的に補正・打ち消すような形で作用しているものと考えられる
が，デバイスが重量を持つ以上，関節固有感覚に代表される深
部感覚がこの重量を知覚し，被験者の感じる重量・摩擦感に影
響を及ぼしている可能性は否定できない．深部感覚の影響を完
全に排除した実験を行うことは難しく，また重量・摩擦感に対
する皮膚感覚と固有感覚の寄与特性についてはいまだ不明な点
も多いが，今後本手法が特によく機能する状況を調べていくこ
とで人の主観的な重量・摩擦感に関する新たな知見を得ること
も期待できるだろう．また指先変形ならびに偏心度に着目した
人の重量・摩擦の弁別機能に関する考察も興味深い課題の一つ
である．今後はデバイスの改良により，より広い範囲の重量・
摩擦の呈示ができるようにすることに加え，重量と摩擦を独立
に設定できる範囲の検証や，把持力のリアルタイム計測による
状況に応じた偏心度呈示の実現に取り組んでいく．
謝辞 本研究は科研費（20700161ならびに 23700209）の助
成を受けたものである．
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