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Abstract - Haptic/force feedback device is an important three-dimensional haptic display whose application fields 
include computer aided design (CAD). For CAD applications, smooth interpolation of polygonized surfaces with 
"force shading" technique is very useful for maintaining high haptic-rendering refresh rates by reducing the cost 
associated with computing the exact collision point of the cursor and the object. The resolution requirement of such 
poligonization, defined by human sensory thresholds, is unknown. We have conducted experiments to measure the 
human absolute threshold values on smoothness of cylindrical surface approximated by tangent planes, which are 
interpolated in different ways. The results have shown that, when reaction force direction is force-shaded, the 
absolute threshold is mainly defined by the maximum difference between the polygonal approximation and the true 
surface and stiffness.

Keywords: Force Feedback Device, Smooth Surface Interpolation, Virtual Shape Perception, Force Shading

1. はじめに

  ３次元触覚・力覚呈示技術は, 触覚・力覚情報をユーザ

に呈示するための技術で , 仮想現実感技術 (Virtual 

Reality, VR) における重要な研究分野のひとつである. マ

ウス・ＣＲＴ等の従来の２次元入出力デバイスでは困難

であった , ３次元的な入出力を必要とする Computer 

Aided Design (CAD) や医療, 特に外科手術シミュレータ

などの分野への応用が期待されている. 現在種々の触覚

・力覚呈示装置が開発されているが[1], 中でも「点接触

型」と呼ばれるタイプのものは, 構造・制御方法が比較

的単純で小型化が可能なことなどから, 市販品も普及し

つつある. 点接触型の力覚呈示装置では, ユーザは手に

持ったペンまたはハンドルの先端で仮想の形状に触り, 

そのペンの先端の一点（すなわちカーソル位置）を通じ

て呈示装置が発生する反力を感じるというもので, あた

かもペン先で形状をつついて触っているかのような実感

を得ることができる. 

  コンピュータ・グラフィックス (CG) の分野で情報をヒ

トの目に見えるように呈示することを Graphic Rendering 

というのに倣い, 触覚・力覚呈示装置を用いて情報を実

際にヒトが触って感じられるように呈示することを 

Haptic Rendering[2] と呼ぶ. CG で滑らかな動画を呈示す

るためには 20~30 Hz 以上のフレーム更新レートが必要

となるが, 滑らかで安定した Haptic Rendering を実現する

ためには 1kHz 以上の高い制御周期が要求されるため, 

CG (動画)以上に Rendering の効率化が重要となる. 力覚

呈示すなわち反力呈示のためには, 計算機内部の仮想物

体データと力覚カーソルとの干渉計算が不可欠である

が, CAD で利用される NURBS などの数学的に定義され

た複雑な自由曲面や, レンジファインダなどで得られる

膨大なポリゴン数のデータでは, 1ms 以内に正確な干渉

計算を終了することが困難な場合が多いという問題があ

る. 

  これを解決するため, 高速干渉計算アルゴリズムの研究

と並行して, 補間アルゴリズムの研究が進められている. 

すなわち, 自由曲面をなるべく粗い多面体で近似してお

き, それを高速に, 滑らかに補間して力覚呈示するのであ

る. 現在提案されているのは, 隣接する近似面の間で発生

する反力方向の不連続性を補間するというもので, Force 

Shading と呼ばれる[3-5]. より少ない計算コスト, すなわ

ちより少ない数の多面体で, 元の曲面と変わらずなめら

かに呈示できる補間アルゴリズムがより良いアルゴリズ

ムである. しかし, その補間の要求精度を決めるヒトの触

覚・力覚による形状知覚特性に関する定量的なデータ

は, 触覚・力覚呈示装置を用いる場合のみならず, ヒトが

実際に形状を触る場合に関しても, ほとんど存在しない

のが現状である. 

  そこで本研究では, 接平面で近似した円筒面を補間呈示

した場合の絶対閾を実験的に求め, ヒトが曲面をなめら

かであると判断する場合にどんなパラメータが寄与して

いるかを推定したので報告する. 

2. 関連研究

  ヒトの触覚・力覚による形状知覚特性に関する既往研

究は, 実際の物体を手または指で直接触る知覚心理学実

験研究がほとんどであるが, 盲人への情報呈示を目的と
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した点字などの刺激形状および振動刺激に関する研究

や, 視覚との比較研究(例えば [6] )が主で, 純粋に形状知

覚に関して絶対閾や弁別閾を求めたものは少ない . 

Gordon ら[7] は, 曲率の異なる円筒形のレンズを指で触

る実験により, 曲面であることが分かる絶対閾は, 平面か

ら円筒面の頂点までの高さを触知面の幅の半分で割った

「勾配」が 0.009 であること, また円筒面間の弁別閾は

曲率が大きくなるにつれて大きくなる傾向があることな

どを示している. 

  一方, 力覚呈示装置を用いた形状知覚特性に関しては, 

Force Shading について Morgenbesser ら [4] や Fukui ら
[8,9] が等感覚点や形状の種類判別実験を行っている. 形

状知覚の絶対閾については, 島田ら[10] が三角形の山型

刺激形状を自然に呈示した場合と Force Shading のみで

呈示した場合について, また筆者ら[11] がなめらかな山

形の形状について, 平面との弁別閾として実験的に求め

ている. いずれも, 絶対閾は形状の高さと底面の幅の半分

で割った「勾配」, 形状の硬さ, そして反力呈示方法に依

存することが示されている. しかし, 補間呈示された曲面

について「なめらかさ」を定量的に計測した例はない. 

3. 実験

3.1 目的

  点接触型力覚呈示装置を用いて, 補間した接平面近似に

より表現される曲面形状知覚における補間の要求精度を

定量的に求めるため, 異なる補間方法・半径の円筒面に

ついて「滑らかな円筒面であると感じられる」場合とそ

うでない場合を弁別する閾値(絶対閾)を計測して「なめ

らかさ」を定義するパラメータを推定し, それらと絶対

閾との関係の定式化を試みた. 

3.2 刺激形状

  刺激形状の断面を図 1 に示す. 接平面近似された円筒面

の一部が, 水平面の中央に高さ 20mm 突出している. 円筒

の中心軸は Z 軸に並行である. ひとつの接平面が占める

中心角度 α を, 補間の粗さ指標パラメータとする. 

3.3 実験装置

 力覚呈示装置として PHANToM Haptic Interface 1.0 A- 

type (SensAble Technologies, Inc., U.S.A.)[12] にペン型の

柄 (Instrumented Gimbal) を取りつけたものを用いた（図

2). 被験者は椅子に座り, 右手で本装置のペンを持つ. ペ

ンの先端部の位置が３次元カーソルとして計測され, そ

れをもとに計算された反力 (3自由度) が力覚呈示装置に

より発生され, 被験者が形状を知覚する. 形状に関する情

報は力覚のみを通じて呈示し, 視覚情報は呈示しなかっ

た. 

3.4 実験手順

  実験開始前に, 明らかに多面体であると感じられる刺激

形状の例と, 充分細かく補間されなめらかな円筒面であ

ると感じられる形状との例を被験者に呈示し, 触って確

認させた. また, 刺激形状を押す力について「形状は強く

押さないで, 軽く触れるようにして下さい」と教示した. 

これは, 実験に使用した力覚呈示装置の呈示できる最大

反力がそれほど大きくないため, 被験者が強い力で押す

と装置が押し負かされて呈示される形状がゆがむこと

と, 実験装置がオーバーヒートして実験が続行できなく

なるためである. なお, カーソル速度と絶対閾には相関が

ないと予想されるため[11], カーソルを動かす速度に関し

ては特に教示しなかった.

  各実験条件について極限法により絶対閾を測定した. 被

験者は呈示された刺激形状を触り, 「なめらかな円筒面

である」と感じた場合は「はい」と書かれたキーを, そ

うでない場合は「いいえ」と書かれたキーを押すと, 次

の刺激形状が呈示される. 上昇系列では, 誰でもなめらか

な円筒面であると感じられる形状から, より粗い補間形

状を順次呈示してゆき, 被験者が「滑らかな円筒面では

ない」と判断した点で計測を打ち切り, その時の補間角

度を計測値とした. 下降系列では, 明らかに多面体である

と感じられる粗い(角度 α の大きい)刺激形状から, より

細かい補間形状を順次呈示してゆき, 被験者が「なめら

かな円筒面である」と判断した点で計測を打ち切り, そ

の時の補間角度を計測値とした. 今回の実験では, 使用し

た力覚呈示装置の空間解像度 (カタログ値) が 0.03mm で

あることから, 刺激形状の変化量を 1 度(半径 120mm, 補

20mm
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図 1  刺激形状の断面図
Fig.1  Sectional image of the stimulus shape. 

Nominal position resolution: 0.03 mm
Workspace:  13 cm x 18 cm x 25 cm
Maximum exertable force:   8.5 N

図 2  実験装置とその仕様
Fig. 2  Equipment (PHANToM 1.0)



間中心角度 4~5 度付近での形状変化最大量が約 0.04mm )

とした. 

3.5 実験パラメータ

  表1 に実験条件一覧を示す. 

(実験 A) 補間しない接平面のみの場合について, 半径 

30mm, stiffness 0.3 の円筒面で, 形状の補間の粗さ角度 α 

を計測対象パラメータとして実験した. 

  カーソル位置から最も近い接平面への距離を与えるベ

クトルを L1, stiffness を s とすると, 反力ベクトル F は下

記のように計算される. 反力方向は不連続, 反力を返す位

置(すなわち変位情報)については C0 連続である.

LF ⋅= s 1
ただし, F の Z 成分は常に 0 . 

(実験 B) 線形補間の場合について, 半径 30mm, stiffness 

0.3 の円筒面で, 形状の補間の粗さ角度 α を計測対象パラ

メータとして実験した. 

  カーソル位置 P から最も近い接平面への距離を与える

ベクトルを L1, P と L1 の成す角を θ1, それに隣接して

カーソル位置に2番目に近い接平面への距離を与えるベ

クトルを L2, P と L2 の成す角を θ2, stiffness を s とする

と, 反力ベクトル F は下記のように計算される. 反力方向

の連続性は C2 以上, 変位情報は C0 連続である.

LL
F

α
θ⋅⋅+θ⋅⋅

=
ss 1221

ただし, F の Z 成分は常に 0, かつ θ1 + θ2 = α .

(実験 C) 反力の方向は本来の円筒面と同様で, 反力の大

きさは直近の接平面について計算される「円筒補間」の

場合について, 4通りの半径と2通りの形状の「かたさ」

の円筒面で, 形状の補間の粗さ角度 α を計測対象パラ

メータとして実験した. 

  カーソル位置の x, y 成分を表す2次元ベクトルを P = 

(px, py), カーソル位置から最も近い接平面への距離を L, 

stiffness を s とすると, 反力ベクトル F は,  

| | | |( )PP
F

⋅⋅⋅⋅= 0,
ypLs

,xpLs

で計算される. 従って, この補間方法は, 反力方向に関し

ては C ∞ 連続であるが, 変位情報については C0 連続で

ある. 

3.6 被験者

 右利きの成人. (被験者数は, 表1 に示す通り) 

4. 結果

  図 3 は, 各補間条件(None: 補間無し, Linear: 線形補間, 

Cylindrical: 円筒補間)の結果(測定された補間の粗さ角度 

α, すなわち滑らかな円筒面として感じられる絶対閾)を

比較したグラフである. 平均値に関する分散が等しくな

いと仮定した対応無しの t 検定により, 補間無し条件下

での結果と 2種の補間条件下での結果の間には, 5%水準

で有意差が見られた. しかし, 2種の補間条件下での結果

の間には, 有意差は見られなかった (p < 0.6). 

  図 4 に, 実験 C の結果と曲率(curvature, 半径の逆数)のグ

ラフを示す. 回帰直線から, 絶対閾(角度)が曲率に正比例

しており, また stiffness により決定されていることが読

み取れる. 

表 1  実験条件一覧
Table 1  Exprimental conditions.

Experi-
ment

Radius 
(mm)

Stiffness 
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Interpolation Type N

A 30 0.3 None 12
B 30 0.3 Linear force shading 13
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図 3  補間手法による絶対閾(角度α)の差
Fig. 3  Results for interpolation conditions. Statistically 
siginificant difference exist between "None" (without 

interpolation) and two interpolated methods at 5% level.
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図 4  実験C の結果
Fig. 4  Results of experiment C.

Cylindrical



5. 考察

  図 4 で, 絶対閾(補間の粗さ角度)が曲率にほぼ比例する

という結果が出たが, これを角度以外のより使いやすい

表現に変換することを試みた. 

  図 1 に示すように, 絶対閾(角度)に対する接平面による

補間形状と真の円筒面との位置のずれの最大値を d とす

る:

( ) r
soc

r
d −α=

2

図 5 は, d と曲率との関係である. 各 stiffness の値につい

て, d は曲率によらず, ほぼ一定の値であることが読み取

れる. 従って, この補間方法では, 真の円筒面との位置の

ずれの最大値 d がこの一定値以下になると, ヒトは「な

めらかである」と判断していると推定される. 従って, 曲

面を接平面で近似する場合, 曲面と近似多角形の差の最

大値がこの値以下になるようにすれば, なめらかな力覚

呈示が実現できることになる. 

6. おわりに

  点接触型力覚呈示装置で効率的かつ効果的に曲面を呈

示するためのアルゴリズム開発に資するため , Force 

Shading 条件下で補間の精度を決めるヒトの知覚特性要

因とその絶対閾を求める実験を行った. 接平面で近似し

た円筒面を補間呈示したところ, 変位情報が C0 接続で

あっても反力方向が C2 連続以上である場合, 近似の粗さ

(ひとつの接平面の表す中心角)の絶対閾は, 円筒面の曲率

に比例し, また面のかたさにも依存することがわかった. 

これは, 近似面と真の円筒面との最大距離が, 面の硬さに

応じて決まる一定値以下であるときに, ヒトは補間近似

面を滑らかな円筒面であると判定していると推定され

る. 

  本研究は始まったばかりであるが, 本論文で得られた結

果は, 線織面のようにガウス曲率が 0 である曲面を接平

面近似・補間呈示する場合には適用可能と考えられる. 

すなわち, 隣り合った接平面の粗さを, 本論文で得られた

値以下にしておけば, その接平面を Force Shading すれば

ヒトは滑らかな曲面と感じると予想される. 

  今後, ガウス曲率が 0 ではない曲面に関しても同様の実

験を行い, ヒトの力覚による曲面の知覚特性とその絶対

閾を求め, より効率的で効果的な曲面の力覚呈示アルゴ

リズム開発に貢献したいと考えている. 
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図 5  補間形状(多面体)と真の円筒面との差の最大値 

Fig. 5  Maximum difference between the polygonized shape 
and the original cylindrical surface. 


