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確率共鳴を利用した触知覚感度向上効果を有する
低侵襲手術用把持鉗子
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Surgical grasping forceps with the sensorimotor enhancement capability

by stochastic resonance

Yamato Sueda∗1, Minoru Hattori∗2, Hiroyuki Sawada∗2, Hiroyuki Egi∗2, Hideki Ohdan∗2,
Jun Ueda∗3, Toshio Tsuji∗4 and Yuichi Kurita∗4

This paper reports experimental results on a surgical grasping forceps that equips a vibration actuator to enhance

a tactile perception ability. A short-time exposure of tactile receptors to sub-sensory white-noise vibration is known

to improve perception ability. This phenomenon, called stochastic resonance (SR) in the somatosensory system, is

expected to enhance the sense of touch when the weak vibration is applied, and thereby improve associated motor

skills. To investigate the effect of the noise intensity, a summing network of FitzHugh-Nagumo model neurons was

built. The simulation results showed that appropriate noise intensity improves the coherence between the input

stimuli and the network response. To confirm the efficacy of the proposed method on the surgical grasping forceps,

passive and active sensory tests have been conducted. A lead zirconate titanate (PZT) actuator was attached on the

grip of the forceps to generate the physical noise. The experimental results show that the appropriate noise improves

the detection capability of the stimuli.
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1. は じ め に

確率共鳴 (Stochastic resonance)現象とは非線形のシステム
において，ノイズにより微弱な信号の検知能力が向上する現象
である [1]～[3]．この現象はザリガニ，カエル，ラットなどの動
物の機械受容器の応答を向上させ [4]～[6], 人間においても視覚，
聴覚が確率共鳴により向上することが報告されている [7]～[9]．
また，微弱な振動刺激を皮膚等に与えることで足，手，指にお
ける触知覚感度が向上することが確認されている [10]～[12]．こ
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こで触知覚感度の向上は，感覚運動機能にも影響することが知
られており [13] [14]，確率共鳴により人間の足の触知覚感度を
向上させることで立位時のバランスコントロール能力が向上す
ることも知られている [15] [16]．これまでに我々の研究グルー
プは，同様の感覚運動向上効果が触覚においても生じることを
確認しており，Sensorimotor enhancer としてウェアラブルデ
バイス化を提案している [17]．
本研究では，振動デバイスを付加することで触知覚感度を向
上させる効果を持たせた低侵襲手術用把持鉗子の開発を目的と
する．低侵襲手術を行う際に，医師は手袋をした上で鉗子を介
して臓器等に対して操作を行っているため，細かな触覚情報を
得ることができない．そこで確率共鳴を利用して触知覚感度を
向上させることができれば，手術時間の短縮，安全性の向上な
どの効果が期待できる．確率共鳴による知覚感度向上効果のメ
カニズムは必ずしも解明されていないが，Collinsらが提案した
興奮性ニューロンの加算ネットワークモデルを用いた解析 [18]

を応用することで，効果的に確率共鳴を生起する振動強度につ
いて考察が可能である．以上をふまえて本稿では，まずニュー
ロンモデルによる振動強度と知覚感度に関する考察を行い，つ
づいて確率共鳴現象を応用した低侵襲手術用把持鉗子型の触知
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PZT actuator

Fig. 1 Surgical forceps with a PZT actuator at the grip
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Box-Muller's method
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Power amplifier
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Fig. 2 System overview of the developed forceps with a vibra-
tion generator

覚向上デバイスを開発する．また開発したデバイスを用いて触
知覚感度向上効果の検証を行う．実施する実験は (1)タッチテ
スト，(2) 粗さ判別テスト，そして (3) 異物知覚テストであり，
タッチテストでは受動的刺激に対する知覚感度向上を，粗さ判
別テスト，異物知覚テストでは能動的刺激に対する知覚感度向
上を調べる．
以下，2章では開発した低侵襲手術用把持鉗子型の触知覚向
上デバイスについて説明する．3章では振動強度が変化した場
合の知覚向上効果について調べるため，加算ネットワークを用
いた解析を行なう．4 章では開発した低侵襲手術用把持鉗子型
の触知覚向上デバイスを用いた触知覚感度向上実験を行なう．5

章ではシミュレーション結果と実験結果について考察する．

2. 低侵襲手術用把持鉗子型の触知覚向上デバイス

開発した低侵襲手術用把持鉗子型の触知覚向上デバイスを
Fig.1 に示す．開発したデバイスは把持鉗子を介して手に微弱
な振動を与えることで確率共鳴を生起させることを目的として
製作されており，低侵襲手術用把持鉗子 (KARL STORZ社製)

のグリップ部裏側に，振動子であるピエゾアクチュエータ (CE-
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(a) Time domain (b) Frequency domain

Fig. 3 Generated noise
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Fig. 4 A summing network of FitzHugh-Nagumo neurons

DRAT TECHNOLOGIES製:APA35XS)を装着して，主に拇
指球を垂直方向に振動させるような構成となっている．Fig.2は
開発したシステムにおける振動生成フローである．本システム
はピエゾアクチュエータを装着した鉗子，アンプ，PC から構
築されている．PC では，次式で示される Box-Muller 法を用
いてホワイトノイズ X(t)を生成する (Fig.3参照)：

X(t) = σ
√

−2 lnα(t) · sin 2πβ(t) （1）

ここで σ はノイズ強度，α(t), β(t)は一様乱数 (0 < α(t) < 1，
0 < β(t) < 1)，tは時間である．ここで触覚受容器であるマイ
スナー小体は 10～100[Hz]，パチニ小体は 100～300[Hz]の周波
数帯の振動刺激に最も敏感であることから [19] [20]，生成され
たホワイトノイズは 2次のバタワース型ローパスフィルタ (カッ
トオフ周波数：300[Hz])を用いて高周波成分を除去した．

3. 加算ネットワークモデルに基づく知覚向上効果の検証

3. 1 モデル説明

確率共鳴による感度向上について，振動強度による知覚向上効
果への影響を調べるため，Collinsらの研究 [18]に基づき Fig.4

に示す興奮性ニューロンの加算ネットワークモデルを構築した．
本モデルでは各ニューロンに外部刺激 (Input Signal)と振動ノ
イズ (ξ)が入力され，その結果得られた各ニューロンの出力の
加算値がネットワーク出力となる．各ニューロンの反応は以下
の FitzHugh-Nagumo方程式に従うものとする [21]．

εV̇ = V (V − a)(1− a)−W + S(t) + ξ(t) （2）

Ẇ = V −W − b （3）
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(a) Input signal with noise 

(b) Membrane potential V 

(c) Spike train 

(d) Output signal R(t)

Fig. 5 Calculation process of the network output

ここで V は細胞膜電位，W は不活性化係数，ξは各ニューロン
に与えられる平均が 0のホワイトノイズ，S は外部刺激 (Input

signal)を表している．また，a, b, εはパラメータである．任意
のニューロンに Fig.5(a) に示すような sin 波 S とノイズ ξ が
刺激信号として入力されたとする．次に，得られた細胞膜電位
V (Fig.5(b)) を各ニューロンの神経発火に相当するスパイク列
(Fig.5(c)) へ変換する．時刻 t におけるスパイクの有無を表す
関数 f(t)は次式で定義する．

f(t) =

n∑

i=1

δ(t− ti) （4）

nはスパイクの総数,ti は第 i番目のスパイクの発生時刻であり，
δ(t)はディラックのデルタ関数である．得られたスパイク列に
ハニング窓 (窓幅Wi = 10,刻み幅 dt = 0.01)をかけることに
より瞬時平均発火率 R(t)(Fig.5(d))に変換する．瞬時平均発火
率 (MFR)とは各ニューロンにおいて１秒間に発生したスパイ
ク数を表している．全てのニューロンのMFRを加算した信号
が本ネットワークの出力 RΣ(t)である．
本稿では入力信号とシステム出力の相関係数を算出すること
により刺激知覚感度を評価する．相関係数の値が高ければ感度
が高いことを示している．入力信号 S と システム出力 RΣ(t)
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Fig. 6 Input signal(external stimuli) given to each neuron

0

-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Amplitude of the input signal

C
o
h
er

en
ce

Fig. 7 Coherence between the input and output against the am-
plitude of the input signal when no vibration is input

の相関係数は次式により求めた [18]．

C =
(S(t)− S(t))(RΣ(t)−RΣ(t))

[(S(t)− S(t))2]1/2[(RΣ(t)−RΣ(t))2]1/2
（5）

3. 2 刺激知覚シミュレーション

3. 2. 1 シミュレーション条件
前節で説明したモデルを用いて刺激知覚シミュレーション
を行なった．シミュレーション時間 T = 100，ニューロン数
N = 1000，入力信号 S は sin 波 (Fig.6) とし，振幅は 0 か
ら 0.12 まで 0.02 刻みで変化させた．またノイズ強度を 0.05

，0.075, 0.1，0.125, 0.15 と変化させた場合と，ノイズを与え
ていない場合の合計 6 条件でそれぞれ各相関係数を算出した．
FitzHugh-Nagumoモデルのパラメータは従来研究と同じ値 [18]

に a = 0.5, b = 0.15, ε = 0.005を用いた．なお各ノイズ強度の
試行回数はそれぞれ 10試行である．
3. 2. 2 シミュレーション結果
ノイズを与えていない場合の結果を Fig.7に示す．図の横軸

は入力信号の振幅，縦軸は入力信号とネットワーク出力の相関
係数であり，縦軸の値が大きいほど入力信号をよく知覚できる
ことを示す．Fig.7より，ノイズを与えていない場合では入力信
号の振幅が 0.1より高い場合に相関係数が高くなる．つまり，入
力信号の振幅が 0.1より小さい場合では刺激が小さすぎて興奮
性ニューロンが反応していないことを表している．このことは
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Fig. 8 Coherence and the vibration intensity calculated against
the amplitude of the input signal
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Fig. 9 Minimum amplitude of the input signal whose coherence
exceeds 0.8

ニューロンの知覚閾値が約 0.1であることを意味している．確
率共鳴では，閾値付近の振動を与えたとき，もっとも知覚感度
が向上するといわれている [17]．そこで，ノイズ強度が 0.1 付
近のノイズを与えた結果を Fig.8に示す．Fig.8は，与えたノイ
ズ強度がそれぞれ 0.05，0.075，0.1，0.125，0.15 の場合の入
力信号の振幅に対する相関係数を示している．Fig.8 より，入
力信号の振幅の値が 0.1より小さな場合でも相関係数が大きく
なっていることが確認された．Fig.9は，横軸にノイズ強度を，
縦軸に各ノイズ強度において相関係数の値が 0.8以上になる最
小の入力信号の振幅をとった図であり，縦軸の値が小さいほど
感度が高いことを表している．Fig.9より，知覚閾値 0.1付近の
振動をニューロンに与えることで知覚感度がよく向上すること
が分かる．以上の結果より，確率共鳴による知覚感度向上効果
を得るためのノイズ強度は，ニューロンの知覚閾値付近の強度
が有効であることが示唆された．

4. 実 験

4. 1 振動閾値の設定

前章に示したシミュレーション結果の考察に基づき，2 章で

Fig. 10 Overview of the touch test

説明した低侵襲手術用把持鉗子において，振動強度と知覚向上
効果の関係を調べた．実験は 12名の健康な男性 (22歳～24歳)

によって行われた．なお実験の前に，実験の目的ならびに手順
について説明し，同意を得てから実施している．
確率共鳴を用いて知覚向上を実現するには，個人に合わせた
適切なノイズを選定する必要がある．そこで実験に先立ち，各
被験者が知覚できる最小の振動強度 (振動閾値)を測定した．各
被験者は，椅子に座りアイマスクならびにヘッドフォンを装着
して，利き手で鉗子のグリップ部を水平に把持するよう指示さ
れる．このとき，できる限り余計な力を出さずにリラックスし
た状態で鉗子を把持するように指示した．振動子が生成したホ
ワイトノイズはグリップ部を介して被験者の手，特に親指の付
け根部に伝達される．実験者は，式 (1) の σ の値を変化させる
ことで徐々に振動強度を変化させ，振動を感じない最大の振動
強度を各被験者ごとに測定する．本稿では極限法を用いて上昇
系列ならびに下降系列を 4回ずつ繰り返し，その平均値を振動
閾値とした．実験の結果，被験者の振動知覚閾値となる最大振
幅の大きさは 10 ∼ 35μm であった．

4. 2 タッチテスト

4. 2. 1 実験内容

振動子から与える振動強度を様々に変化させたときに，外部
刺激に対する受動的知覚感度 (刺激閾値)がどう変化するかを調
べた．実験は，セメスワインスタインモノフィラメント ((株) 日
本メディックス)を利用したタッチテストにより行った (Fig.10)．
被験者は振動閾値測定実験と同様，アイマスクとヘッドフォン
で視覚と聴覚を遮断した状態でリラックスした状態で椅子に座
る．次に Fig.11に示すように，実験者は把持鉗子先端に掴ませ
たアルミプレートを負荷の異なるモノフィラメントで数回刺激
する．刺激閾値の測定は極限法により行われた．たとえば下降
系列では，モノフィラメントによる刺激は明らかに知覚できる
大きさの負荷から開始し，徐々に負荷を減少させていく．被験者
は，各負荷ごとに知覚できたかを口頭で回答し，負荷を知覚で
きなくなるまで継続し，知覚できた最大の負荷をその系列の刺
激閾値とする．同様に上昇系列でも試行を行い，上昇系列，下
降系列それぞれ 2回ずつ行った結果の平均値をその振動強度に

JRSJ Vol. xx No. xx —4— xx, 200x
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Fig. 11 Touch test with the developed forceps
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Fig. 12 Experimental results of the touch test (∗ : p < 0.05)

おける刺激閾値とした．なお使用するモノフィラメントの負荷
は 0.008[g]，0.02[g]，0.04[g]，0.07[g]，0.16[g]，0.4[g]，0.6[g]，
1.0[g]，1.4[g]，2.0[g] である．実験では，各被験者の振動閾値
の 0.5 倍，0.75 倍，1.0 倍，1.25 倍，1.5 倍の振動強度，なら
びに無振動条件の 6 条件で行った．各振動条件はランダムな順
番でそれぞれ 2 回ずつ呈示された．

4. 2. 2 実験結果

結果を Fig.12に示す．横軸は振動子が与えた振動強度であり，
1.0T が振動閾値を示している．縦軸は被験者ごとの刺激閾値
の平均であり，値が小さいほど小さい外部刺激でも知覚できた
ことを示している．無振動条件を対照群として Steel 法による
多重検定を実施した結果，振動閾値の 0.75 倍，1.0 倍 (0.75T，
1.0T)の振動強度を鉗子を介して皮膚に与えたとき，統計的に
有意な知覚感度向上を実現できることを確認した（対立仮説：
無振動条件＞振動条件）．詳しい統計値を Table1に示す．

Target Sandpaper
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Fig. 13 Texture discrimination test (∗ : p < 0.05)
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Fig. 14 Experimental results of the texture discrimination test
(∗ : p < 0.05)

4. 3 粗さ判別テスト

4. 3. 1 実験内容

振動子から与える振動強度を様々に変化させたときに，能動的
知覚感度がどう変化するかを調べた．実験は鉗子先端で紙やすり
の粗さ判別能力を計測することにより行った．本実験ではFig.13

のように粗さの異なる紙やすり (#150,#180,#240,#320 ) と，
粗さがその 4種類のいずれかである比較対象の紙やすり (Tar-

get)を用意し，比較対象が視覚で判断できないように鉗子を入
れるための穴を開けた箱を被せる．被験者は，鉗子先端で紙や
すりをこすることによって比較対象と同じ粗さの紙やすりを判
別し口頭で回答する．紙やすりをこする強度，回数は被験者に
自由に行わせた．各振動強度において一連の工程を合計 12 回
行い正答率を求めた．なお比較対象はランダムな順番で提示さ
れた．確率共鳴を生起させるために提示した振動などのその他
の条件はタッチテストと同様である．

4. 3. 2 実験結果

結果を Fig.14 に示す．横軸は振動子が与えた振動強度であ
る．縦軸は被験者ごとの紙やすりの粗さ判別の正答率の平均で
あり，値が大きいほど紙やすりの判別精度が高いことを示して
いる．無振動条件を対照群として Steel 法による多重検定を実
施した結果，振動閾値の 0.75 倍 (0.75T) の振動強度を鉗子を
介して皮膚に与えたとき，統計的に有意な知覚感度向上を実現
できることを確認した（対立仮説：無振動条件＜振動条件）．詳
しい統計値を Table2に示す．
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Fig. 15 Tumor detection test

4. 4 異物知覚テスト

4. 4. 1 実験内容

振動子から与える振動強度を様々に変化させたときに，異物
知覚感度がどう変化するかを調べた．本実験では腫瘍モデルを
用いて異物知覚テストを行った．腫瘍モデルとは，プラスチッ
ク容器に硬度 0（赤ちゃんの肌や腹部程度の硬さ）のシリコー
ンを充填したものであり，シリコーン内部には腫瘍の代わりに
なる直径 15mmの発砲スチロール製の球体を埋め込んでいる．
本実験ではシリコーン表面から腫瘍モデルまでの距離を 0mm

から 3mm 刻みで 15mm までのものと，シリコーン内部に腫
瘍モデルが存在しないものを用意した．
被験者は鉗子先端でシリコーン表面を押し当て，腫瘍モデル
が知覚できるかを口頭試問形式で回答させた (Fig.15参照)．腫
瘍モデルを知覚可能な深さの測定は極限法により行われた．た
とえば下降系列では，明らかに腫瘍モデルを知覚できる深さか
ら開始し，徐々に深さを深くする．被験者は，各深さごとに知
覚できたかを口頭で回答し，腫瘍モデルを知覚できなくなるま
で継続し，知覚できた最大の深さをその系列の腫瘍モデルを知
覚できる最大の深さとする．同様に上昇系列でも試行を行い，
上昇系列，下降系列それぞれ 2回ずつ行った結果の平均値をそ
の振動強度における腫瘍モデルを知覚できる最大の深さとした．
なお確率共鳴を生起させるために提示した振動などのその他の
条件はタッチテストと同様である．

4. 4. 2 実験結果

結果を Fig.16に示す．縦軸は被験者ごとの腫瘍モデルを知覚
可能な深さの平均であり，値が大きいほど深い異物を知覚でき
たことを示している．無振動条件を対照群として Steel 法によ
る多重検定を実施した結果，振動閾値の 0.75 倍 (0.75T) の振
動強度を鉗子を介して皮膚に与えたとき，統計的に有意な知覚
感度向上を実現できることを確認した（対立仮説：無振動条件
＜振動条件）．詳しい統計値を Table3に示す．

Table 1 Results of Steel test in the touch test

DOF F statistics p value

No.Vib – 0.5T 7 1.99 0.0849
No.Vib – 0.75T 7 2.25 0.0476
No.Vib – 0.1T 7 2.42 0.0311
No.Vib – 1.25T 7 1.54 0.201
No.Vib – 1.5T 7 0.926 0.447
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Fig. 16 Experimental results of the tumor detection test

5. 考 察

製作した把持鉗子型デバイスを用いた実験により，触知覚感
度向上に関する統計的有意差が検出され，把持鉗子型デバイス
においても確率共鳴理論による知覚感度向上効果があることが
確認された．分散の大きさから統計的有意差が検出された振動
強度は限られているものの，知覚感度の平均値そのものは幅広
い振動強度に対して無振動条件よりも高い値が得られている．
この結果は，Fig.8 ならびに Fig.9 に示したニューロンの加算
ネットワークモデルを利用したシミュレーション結果と矛盾し
ない．すなわち，ニューロンの発火閾値付近の強度の振動ノイ
ズを加えることによって知覚感度は向上するが，その感度向上
の起こる振動強度はある程度の幅を持っていることが実験から
も示唆された．低侵襲手術用把持鉗子型の触知覚向上デバイス
という応用例を考えた場合，この結果はプラスに作用する．す
なわち，人によって知覚感度が向上する最適な振動強度は異な
る可能性があるが，必ずしもその振動強度の設定を厳密に行わ
なくても，ある程度の触知覚感度向上効果が得られることを意
味している．
ここでシミュレーションにおいてはニューロンの発火閾値 0.1

Table 2 Results of Steel test in the texture discrimination test

DOF F statistics p value

No.Vib – 0.5T 7 0.237 0.894
No.Vib – 0.75T 7 -2.59 0.0201
No.Vib – 0.1T 7 -1.19 0.327
No.Vib – 1.25T 7 -1.06 0.386
No.Vib – 1.5T 7 -1.08 0.375

Table 3 Results of Steel test in the tumor detection test

DOF F statistics p value

No.Vib – 0.5T 7 -1.69 0.151
No.Vib – 0.75T 7 -2,48 0.0269
No.Vib – 0.1T 7 -1.43 0.233
No.Vib – 1.25T 7 -1.58 0.184
No.Vib – 1.5T 7 -1.57 0.188

JRSJ Vol. xx No. xx —6— xx, 200x



確率共鳴を利用した触知覚感度向上効果を有する低侵襲手術用把持鉗子 7

よりも少し大きい振動強度において最良の感度向上が見られたの
に対して，実験では知覚閾値 1.0T よりも若干小さい振動強度に
おいて統計的有意差が検出されている．これは，実験における知
覚閾値の検出精度や個人差が影響している可能性がある．また，
実験において振動に対する知覚閾値の取得は静止状態における
受動的な刺激に対して行われているが，鉗子を能動的に動かす
実験では鉗子グリップ部の握り具合が変わることで接触部の皮
膚へ伝わる振動に違いが起こることが考えられる．このことが，
特に粗さ判別テストと異物知覚テストにおいて有意差が出にく
かった原因の可能性がある．シミュレーションにおいては，触覚
受容器特有の性質は十分に考慮されていない．たとえば振動に
対する知覚感度を議論する上で，触覚受容器が持つ周波数応答
性は非常に重要な特性であろう．本稿では FitzHugh-Nagumo

モデルという一般的な興奮性ニューロンモデルを用いても，振
動強度と知覚感度向上の関係を説明できる可能性を示したが，
触覚特有の性質をモデルに加えていくことにより，より知覚感
度向上の効果の高いデバイスの設計につながる可能性がある．
製作したデバイスは，物理的な振動を鉗子に加えているため，
その振動が鉗子先端にも伝わり，対象に影響を及ぼす可能性は
否定できない．振動子から加える振動の振幅は 10 ∼ 35μmと
微少であり，これらの振動が把持鉗子先端に伝わっていたとし
てもその影響は大きくないと考えられるが，鉗子の形状や材質
などにより共振が起こり，振動強度が増大する可能性もありう
る．また鉗子を把持する把握力の強さや握り方によっても振動
伝達特性が変わり，確率共鳴の作用に影響を及ぼす可能性があ
る．今後，安全性や精密性が重視される応用を考えていく際に
は，これらを考慮したデバイス作りが必要であろう．また本研
究では把持鉗子のグリップ部に振動デバイスを装着して主に拇
指球に振動が伝わる構成としたが，鉗子の把持姿勢によっては
拇指球で鉗子への刺激を感じるのが難しいケースも考えられる．
拇指球側だけでなくグリップ部全体に微少振動が伝達されるよ
うな機構を考えることで，より様々な操作に対して知覚感度向
上効果をもつデバイスの開発が期待できる．

6. お わ り に

本稿では，確率共鳴を利用した低侵襲手術用把持鉗子型の触
知覚向上デバイスを提案した．まず，確率共鳴による知覚感度
向上効果のある振動強度について検討するために，加算ネット
ワークニューロンモデルを構築した．モデルを用いたシミュレー
ションの結果，知覚機能向上効果が見込める振動強度は，ある
程度の幅をもつことが示された．続いてピエゾアクチュエータ
を備えた低侵襲手術用把持鉗子型の触知覚向上デバイスを製作
した．製作したデバイスを用いてモノフィラメントを利用した
タッチテスト，粗さ判別テスト，異物知覚テストを実施し，受
動的および能動的刺激に対する知覚向上が起こることを確認し
た．さらに実験結果からも，知覚機能向上効果が得られる振動
強度にはある程度の幅が存在することが確認された．このこと
は，振動子が与えるべき振動強度は，理想的な振動閾値を厳密
に調整しなくても良いことを意味しており，医療応用を含む実
用面において朗報であるといえる．
今後は人の皮膚の振動減衰特性を考慮していくとともに，操

作の邪魔にならない振動子の設置位置や鉗子の形状，材質の検
討をすすめていく．
謝辞 本研究は JSPS科研費 24590612, 25282156 の助成を
受けたものです．
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