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力覚呈示付情景記述補助ライブラリ HSlib の設計
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Abstract: This paper presents "HSlib," a Haptic Scene description library, which is a minimal software that handles a 
scene graph of virtual objects with visual and force feedback. Haptic feedback is done by Feature-Based Haptic 
Rendering (FBHR) technique, which enables both visual and haptic rendering processes share a single scene graph. 
Graphic rendering uses OpenGL, but OpenGL functions can also be included in scene graphs as objects. HSlib 
requires only OpenGL and TCP/IP socket libraries, which gives high portability and flexibility in GUI software 
environment.
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1. はじめに

  Open Inventor (SGI Inc.) [1] などの仮想環境構築ソフト

ウェアは、OpenGL [2] のような低レベルな API を用い

てプログラムする場合に比べてアプリケーション開発の

効率は良い。しかし、OpenGL のような低レベルでの細

かい制御をしたくても、システムの提供するオブジェク

トのレベルより細かい操作は通常は不可能である。同様

に、グラフィックレンダリングやイベント処理などのシ

ステムが管理するプロセスに介入することも困難であ

る。この問題は、研究開発の現場で新たな試みをする場

合には頻繁に発生する。多くの場合、そのようなシステ

ムのソースコードは供給されないため、ソースコードレ

ベルの改良が必要な研究開発現場では活用しにくい場合

が多い。

  さて、それらの仮想環境構築ソフトウェアにおいて、

アプリケーション開発の効率向上に大きく貢献している

要素のひとつが、情景記述グラフ (scene graph) である。

この情景記述グラフは、仮想環境・オブジェクト群を系

統的に記述・呈示(レンダリング)するための枠組みであ

ると同時に、それらのデータ保存・通信用フォーマット

としても重要である。しかし、視覚 (Graphic Rendering)

・聴覚・力覚 (Haptic Rendering) など複数の感覚モダリ

ティについて呈示を行う場合、それぞれのモダリティに

ついて個別の情景記述グラフを必要とする場合が多く、

仮想環境内オブジェクトデータベースの同一性保持の問

題がある。

  筆者らは既に、単一の仮想形状データベースをもとに

視覚・力覚を同時に呈示するための枠組みとして 

Feature-Based Haptic Rendering (FBHR) [3] を提案してい

る。本論文では、FBHR の研究・応用を目的として、視

覚・力覚の二つの感覚モダリティを単一の情景記述グラ

フで表現し、レンダリングするための仮想環境構築ソフ

トウェア HSlib (Haptic Scene Description Library) につい

て述べる。

2. 関連研究

2.1 仮想環境記述ソフトウェア

  視覚呈示のための仮想環境記述ソフトウェアは多数存

在する。情景記述グラフの概念を導入した Open Inventor 

から発展した VRML は WEB における 3次元仮想環境記

述言語の事実上の標準となり、VRML 2.0 では sound 

node も導入された。しかし VRML はあくまで定義であ

り、実装時の内部データ構造は各実装に委ねられてい

る。その他、WorldToolKit, Performer をはじめとして商

用品は多数あるが、ソースが公開されているものはほと

んどない。

  力覚に重点を置いた仮想環境記述ソフトウェアとして

は、力覚呈示装置の製造者が同時に開発用ソフトウエア

も販売している。GHOST [4] では、力覚呈示用の情景記

述グラフは視覚呈示用とは別になっている。また、

Immersion 社の SDK には、情景記述グラフの構造はまだ

見られないようである。 HIP [5] は、各種の触・力覚呈

示装置間で共通利用可能なオブジェクトの力学モデルと

レンダラで構成され、共有メモリを通じて視覚呈示側と



データを共有する。情景記述グラフの構造に関しては不

明である。

  視覚・力覚を同時に呈示する目的で開発された仮想環

境記述管理ソフトウェアとしては、LHX [6] (力覚側に仮

想オブジェクトのデータがあり、共有メモリを通じて視

覚側とデータを共有) があるが、情景記述グラフ構造に

ついては不明である。ReachIn Tech. (Sweden) の Magma 

[7] では、Magma Multi-sensory Scene Graph Manager で単

一の情景記述グラフにより視覚・力覚呈示が可能となっ

ている。
2.2 Feature-Based Haptic Rendering (FBHR)

  FBHR (形状要素に基づく力覚レンダリング) の基本的

な考え方は、視覚呈示プロセスと力覚呈示プロセスを分

離し、仮想環境中に存在するオブジェクトのデータベー

ス (DB) は視覚呈示プロセスと同居させ、力覚呈示プロ

セスには力覚カーソル位置付近の局所的なオブジェクト

の情報を「形状要素 (Feature)」として与えるというもの

である(図 2.1 参照)。FBHR の特徴・利点を以下にまと

めておく。

(1) 仮想オブジェクト DB の感覚モダリティによる重複

を回避できる。

(2) 力覚呈示プロセス(~1kHz)と視覚呈示プロセス(~10Hz)

の速度差を吸収できる。

(3) 力覚呈示プロセス側にオブジェクト DB を置いて視

覚呈示側に形状データを送る場合に比べてプロセス

間通信量が少ない。

(4) 形状データの種類を選ばない。通信の単位である 

feature を抽出することができれば、多面体、B-Spline 

などの自由曲面、ボリュームデータ・等値面データ

などを統一して扱うことができる。

(5) 力覚呈示装置を選ばない。受け取った feature に基づ

いて力覚呈示ができればよいという以外、力覚呈示

装置側に特に制約はない。

(6) カーソル位置・縮尺・速度などに応じた feature の 

pre-fetching, Level of detail (LOD) 制御が可能である。

たとえば 図 2.2 のようにオブジェクトの縮尺が変化

した場合、ヒトの知覚限界値以下となった細部を省

略した大まかな形状を feature とすることで、LOD 制

御が可能となる。筆者らは、点接触型力覚呈示装置

によるヒトの形状知覚限界についても研究を進めて

いる[8, 9]。

3. HSlib の特徴

3.1 概要

  HSlib は、力覚呈示研究・開発者向けに、特に FBHR 

の研究を主な目的として、下記のような最低限の機能を

提供する仮想環境記述ライブラリである。(Fig. 2.1 参照)

- 仮想オブジェクトによる情景記述グラフ構造。視覚・

力覚で単一の情景記述グラフを共有する。

- OpenGL による視覚呈示。OpenGL 関数をオブジェクト

として扱うことにより、OpenGL レベルの制御が可

能となっている。

- FBHR による力覚呈示。点接触型力覚呈示装置を想定

しているが、多点接触も可。

- C 言語による記述。可搬性が高い。

- 必要なソフトウェア開発環境: OpenGL による描画ライ

ブラリ、TCP/IP ソケット通信ライブラリ、C コンパ

イラ。

- HSlib に含まれないもの: オブジェクトの動作記述など

は、アプリケーションにゆだねられている。また、

キーボード・マウス等の I/O 機器やウィンドウ関係

のイベントの扱いも使用するシステムにゆだねられ

ているため、glut などを利用する必要がある。
3.2 HSlib の構成要素

  HSlib は大きく4種類の要素から構成される。(図 3.2 参

照)

(1) HSo* : 情景記述グラフを構成する要素である「オブ

ジェクト。」Open Inventor / VRML1.0 に類似する

が、力覚カーソル、裏表が混在可能な三角面、
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Fig. 2.1 System Overview  HSlib provides a single scene graph that 
will be renered both graphically and haptically. Information passed to 
haptic device is feature.

Fig. 2.2 An Example of Level of Detail 
(LOD) Control in FBHR.  FBHR can 
introduce LOD into haptic rendering by 
creating different features according to the 
actual size of the object in the real world. 
Such shape simplification should be based on 
the human haptic perceptual characteristics.



OpenGL 関数オブジェクトなど特異なものを含む。

各オブジェクトについて、視覚呈示・力覚呈示の有

無を設定できる。

(2) HSa* : 視覚・力覚のレンダリング、ファイル入出力

などの「アクション」を実行する関数群。

(3) HSb* : リスト構造、行列演算など、情景記述グラフ

には現れないが、オブジェクトを構成するために必

要なデータ構造・関数群。

(4) FBHR : 形状特徴送受信プロトコル、TCP/IP socket 通

信関数群。
3.3 視覚レンダリング

  視覚レンダリングは、情景記述グラフを引数として 

HSaRenderG() 関数を呼び出すことで、そのグラフがレ

ンダリングされる。また、情景記述グラフをレンダリン

グした視点位置を表す空間変換行列がシステム変数 

double HSaRenderGViewM[] に保存されているので、情

景記述グラフをレンダリングした直後に、この行列を利

用して通常の OpenGL 関数による「描き足し」が可能で

ある。また、将来のレンダラの変化に対応できるよう、

OpenGL に依存するプログラム部分は、なるべく他から

切り離した構造にしてある。
3.4 力覚レンダリング

  力覚レンダリングは、力覚カーソルオブジェクト 

HSoCursorH と情景記述グラフを引き数として 

HSaRenderH() 関数を呼び出すことで、一連のレンダリ

ングプロセス(その力覚カーソルオブジェクトと情景記

述グラフ内の他のオブジェクトの干渉をチェックし、干

渉している/干渉が予測されるオブジェクトについて形

状特徴を抽出、該当する力覚呈示装置の呈示プロセスに

送信するまで) が実行される。従って、アプリケーショ

ンプログラム側から見れば、力覚レンダリングも視覚レ

ンダリングも手続き的にはほとんど差がない。

  力覚呈示プロセス側では、受信した形状特徴に基づい

て改めて衝突検出・反力計算を行い、実際にユーザに力

覚を呈示する。力覚カーソルオブジェクトの数を増やせ

ば、多点接触または複数のユーザによる同時接触が実現

できる。
3.5 ファイル入出力

  HSlib の情景記述グラフを、Open Inventor あるいは 

VRML フォーマットのテキストファイルとして保存する

ことができる。この時、出力された .iv/.wrl ファイルが

それぞれのビューアでも問題なく表示できるよう、

HSlib 特有のパラメータ類を "#HS " で始まるコメント行

として保存するよう工夫されている。

  Open Inventor あるいは VRML 1.0 のファイルを HSlib 

で読み込むことは可能ではあるが、HSlib では Separator, 

Material, Transform, IndexedFaceSet (三角形のみ) など極め

て限定された要素のみを処理するだけである。

4. HSlib の実装

  HSlib は現在、SGI IRIX 5.3, Windows NT4.0, OPENSTEP 

4.2J+MesaGL で動作確認済である。おそらく、Linux+ 

MesaGL でも問題なく動作すると思われる。いずれも、

力覚呈示装置として PHANToM 1.0 (Windows NT + Basic 

I/O Library) を用いているが、受信した feature に基づき

適切な力覚呈示ができるものであれば何でも良い。

  図 4.1、4.2 に HSlib で構築したアプリケーション例(内

視鏡手術ナビゲーションシステム及びメビウスの輪) を

示す。ただし、前者では HSlib の視覚呈示機能のみを利

用している。後者では、面の表裏を意識することなくメ

ビウスの輪を触ることができる。
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Fig. 3.2 HSlib Elements. 

Left: Object hierarchy. Top right: 
An example scene graph 
described with a camera, a 
haptic cursor, and two objects. 



5. 将来の課題

  HSlib, FBHR ともに研究・設計・実装途中であるが、

将来の方向として以下を考えている。現在扱うことので

きる形状は基本的に三角形面であるが、B-Spline 曲面お

よびボリュームデータを追加する予定である。力覚呈示

に関しては、干渉検出アルゴリズムのスケーラビリ

ティ、ボリュームデータからの feature 抽出アルゴリズ

ム開発、 FBHR の新たな要素として多点接触におけるト

ルク表現を開発すること、ハプティックテクスチャの導

入などがある。また、視覚呈示に関しては、テクスチャ

の実装が必要かもしれない。

  アプリケーションとしては、Virtual Surface Modeler お

よびその他三次元力覚インタフェース要素開発を行う予

定である。また、ネットワークを介した協調作業環境の

実現も、興味ある応用分野である。

6. まとめ

  視覚・力覚を同時に呈示するシステムを開発するため

の、最低限の機能を備えた情景記述補助ライブラリ 

HSlib の設計方針と実装について述べた。HSlib は 

Feature-Based Haptic Rendering により力覚呈示を行うた

め、視覚呈示と力覚呈示で同一の情景記述グラフを利用

することができる。また、Feature (形状特徴)を通じ、力

覚カーソルの位置・縮尺・速度等に応じた力覚呈示にお

ける LOD 制御も可能である。視覚呈示には OpenGL を

利用しており、OpenGL の関数をオブジェクト化するこ

とで、情景記述グラフ中でも OpenGL レベルの制御が可

能となっている。HSlib は、情景記述グラフ記述と 

FBHR に特化しているため可搬性が高く、異なる GUI シ

ステムでも利用可能である。
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Fig. 4.1 (LEFT) Navigation System for Endoscopic 
Sinus Surgery. Position sensor data of the endoscope are 
transmitted using FBHR protocol. Only graphical aspects of 
HSlib are used.

Fig. 4.2 (UP) Haptic Exploration of a Moebius strip. The 
moebius strip is a HSoTriangleSurface object.


