インフォモーションと触譜
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Abstract: Since we are encouraged by pushing back or are cured by robbing bruises, actuation has a
capability to make our mind change. Yano and Ohka produced a coined word informotion composed of
information and motion to emphasis this emotion control capability of actuation. Since the tactile score
produced by Y. Suzuki can record time variation in strength and combination of actuation, we consider that
it is effective to realize the informotion. In this report, we explain some examples of our recent studies,
which treat tactile illusion to control emotion, after we explain the concept of informotion and relationship
between it and the tactile score.

１．緒

言

近年 IoT という用語が盛んに使用されているが，
IoT ではアクチュエーションにはそれほど重きは置
かれていないようである．IoT ではネットワーク上
の膨大なセンサ情報を吸い上げビッグデータ解析・
人工知能をフルに活用して新たな価値創造を目指す
点に重きをおいているように思われる．これに対し
てアクチュエータ中心のネットワークを考えたらど
うであろうか？生体は，環境の中で動いて感覚器で
情報を得て環境を認識して適切な行動をとっている．
このことにヒントを得て，多数のアクチュエータを
ネットワークでつなげて環境に作用させれば，環境
を変化させると同時に情報を獲得できる．このこと
を一言で表す用語として，矢野・大岡は“information”
と”motion”を繋げて”informotion”を作った[1]．
本研究では，informotion を社会インフラにではな
く生体に実装した場合を考える．生体に多様なアク
チュエータを多数装着させ，生体に種々の刺激を与
えることにより，色々な気分にさせることを目指し
ている．そのために，運動錯覚[2]，ベルベット錯触
[3]，Pseudo haptics（疑似力触覚）[4]，ラバーハンド
イリュージョン[5]等の錯覚現象を活用する．これら
の錯覚を利用して，動いていないにもかかわらず自
分の手があたかも動いたように感じたり[2]，すべす
べ感を制御したり，触っているものの硬さ感覚を制
御すること[4]に成功している．最終的には，手足の

動きを実感することにより自信がつく，あるいは気
持ちよさ心地よさの制御ができるようにすることを
目指している（図 1）
．

Fig. 1 Informotion network controlling human emotion
本稿では，鈴木が開発した触譜[6]が持つ強さ，指
の組み合わせ，時間経過を記述する能力を活用すれ
ば，楽曲が心に響くように触覚で感情を表現できる
可能性があると考えて informotion に触譜を適用する
こと計画している現状を紹介する．
触譜は触覚の記録再生のために考え出されたもの
であるために，まずそのためのデバイスについて解
説する．次に，触譜で表現された刺激をより効果的
に感情の発揚につなげるために錯触現象を取り上げ，
運動錯覚とベルベット錯触を取り上げて，これらに
ついて最近の成果を紹介する．最後に，触譜の活用

の利用方法と今後の期待について述べる．

２．触覚記録のハードウェア
2.1 爪色触覚センサ
鈴木が開発した触譜[6]とは，技能者の手技中に変
化する触覚を楽譜のように表したものである．第３
線に基準の圧力が記され，下向するほど高い圧力を，
上向するほど弱い圧力が記される．これは指で対象
を押し込むほど指の表面に高い圧力を感じるという
直感に合わせたということである．タッチのリズム
は，楽譜と同じように 2 分音符や 4 分音符などの種
類や連なりで表現するとされている．

色触覚センサはそのために開発を進めているもので，
指を対象に押し付けると接触圧力の状態に従って爪
の色が変化するので爪画像の変化を計測することに
よって技能者が感じている触覚を同定するものであ
る．図 2 に現在試作中の爪色センサ(左)および得ら
れた爪画像(右)を示す[7]．
本爪色センサは，爪画像全体を評価しているため
に，指先に作用する垂直力だけでなくせん断力も計
測できる特徴を持つ．既知荷重に対して得られた画
像を VGG16 モデルにより学習させた結果，垂直力
に つ い て は 0 ～ 5N の 範 囲 で 平 均 誤 差 は 0.05N(SD=0.30N)であった．一方，せん断力について
は，-4.0～4.0N の範囲で，x と y 方向それぞれに対
し，平均誤差は-0.05N(SD=0.25N)と-0.03N(SD=0.27N)
であった．これらの結果は，同様な原理に基づくセ
ンサ[8][9]に比べて顕著に精度が高い．しかし，図 2
からわかるように，指のサイズに比して明らかに大
きい．今後は如何に小型化を図るかが課題となって
いる．

2.2 三軸触覚センサ
Fig. 2 Nail color sensor and nail image

Fig. 3 Human finger mimic three-axis tactile sensor
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Fig. 4 Detection capability of three-axis tactile sensor
技能者の手技を上述の触譜で記述するには，技能
者が作業中に感じる触覚を抽出する必要がある．爪

近年，家庭内，医療・介護現場など人と共存する
環境，あるいは災害現場や宇宙空間などの極限環境
下へとロボットの活躍の場が広がっている．一般の
環境下では，データベースにない対象物を取り扱う
ことが想定されるため，触覚により対象物を理解し
ながらタスクを実行することになる．このとき，圧
力だけでなくせん断力の値は未知物体を取り扱う上
で有効になる．このため，当研究室ではヒューマノ
イドロボットの指先に搭載可能な三軸触覚センサの
開発を進めてきた．これまでに，ヒトの人差型の三
軸触覚センサを開発した（図 3）[10]．しかしこのセ
ンサには顕著なヒステリシス特性があるという問題
があった．
そこで検出特性を改善するために，皮膚ゴム裏面
上にマイクロテクスチャ（底面直径：52μm, 高さ：
30μm，テーパー角：70°の円すい台突起を最小間隔
約 70μm で分散配列）を形成する改良を実施する．
この改良には，以下 2 点のねらいがある：1)負荷時
に皮膚ゴムとアクリル・コアの間に生じるくっつき
を軽減することで除荷時に離れやすくなりその結果
ヒステリシス性が改善される；2)マイクロテクスチ
ャ構造によって，垂直力の増加に伴う出力変化が段
階的になることで検出特性が改善される．せん断力
検出特性は，垂直力の大きさに依存するため，垂直
力検出の改善はせん断力検出特性の改善にも繋がる．
本触覚センサに既知の垂直荷重を印加してその時
得られた輝度値の変化を図 4 に示す[11]．図 4 には
皮膚ゴム裏面にマイクロテクスチャを付加した場合

と付加しない場合の検出感度特性の比較が示されて
いる．図 2 中の矢印は負荷の方向を示しており，マ
イクロテクスチャを付加しない場合の方が顕著なヒ
ステリシスがあることがわかる．このように，皮膚
ゴム裏面上のマイクロテクスチャ構造によって負荷
時に発生した皮膚ゴムとアクリル・コアのくっつき
が低減され，除荷時も負荷時とほぼ同じ経路を辿り
ヒステリシス性が改善されることになった．

３．触覚情報の記録再生
本研究では，触覚の記録は前述の爪色センサの出
力に基づいて行い，再生は三軸触覚センサ搭載ハン
ドによって実現することを計画している．この記録
再生のシステムの中で記録は，触覚データを生デー
タとして記録するのではなく，触譜に翻訳して記録
することを考えている．触譜の分析により，ヒトの
感情の制御に役立つような旋律はどのようになるか
などの情報が得られることを期待している．
鈴木によるハンドマッサージの研究では，調和的
系列の触譜によるマッサージを施術されるとストレ
ス低下や顔面の輪郭変化など効果があることが示さ
れた[6]．ここで調和的／非調和的触譜とは，圧力×面
積×速度が保存されるか否かで分類されるものであ
る．すなわち，圧力×面積×速度が保存される触譜と
保存されない触譜をそれぞれ調和的触譜と非調和的
触譜であるとされてる．本研究では，上述の研究の
内調和的触譜によりストレスが低下する事実に着目
している．この事実は，リラックスするという感情
を生起させるためのアクチュエーションを統制する
ために重要なヒントとなる．
「さする」や「なでる」という行為により痛みが
和らぐという経験は誰しも持つ．
「痛いの飛んでけ」
という言葉は世界共通だということなので，この効
果が実在していることが理解できる．この「さする」
「なでる」行為は，皮膚表面をせん断方向に刺激を
与えることである．前節のデバイスで説明したよう
に，本研究室で開発中のセンサは，ヒトに装着する
爪色センサとロボットに装着する三軸触覚センサは
両方とも圧力に加えてせん断力を計測する能力を有
する．
そこで本研究では，せん断刺激の旋律を加えるこ
とによってリラックス感を強調したり，リラックス
感を超えて「安心感」
「信頼感」にまで発展させたり
することはできないか考えている．この場合，圧力
刺激の旋律を主旋律にしてせん断刺激の旋律を副旋
律にするとか，あるいはその逆を試すとかいろいろ
バリエーションがありそうである．いずれにしても
センサがないと触譜が作れないために，両センサの

完成が待たれるところある．

４．錯触現象の活用
4.1 錯触現象活用の意義
「錯覚」とは「～だったで錯覚してしまった」とい
うように思い違いしたというときにも使用されるが，
何度感じても本来の客観的事実と異なるように感じ
てしまう生理的錯覚がある．よく知られた生理的錯
覚として，ミュラー・リアー錯視がある．この錯覚
では，線分の両端に内向きの矢羽を付けたものと外
向きの矢羽を付けたものを上下に平行に並べると，
同じ長さの線分であっても前者の方が後者に比べて
長く感じる．ここでは，そのような錯覚の中でもア
クチュエーションによって生じるものを扱う．
錯覚を研究対象となる理由は，主に二つある．そ
のうちの一つは，生理学・心理学の伸展に寄与する
ということである．錯覚は，種々の受容器から知覚
された情報を脳で統合化する過程で客観的事実と異
なる結論を得ることで生じる．したがって，脳の機
能解明を進める上で重要なヒントを与えてくれる可
能性がある．生理学・心理学の分野の研究者はこの
観点で錯覚を取り上げている．

Fig. 5 Dot-matrix tactile display generating velvet hand
illusion (left: dot-matrix tactile display generating dot
patterns through piezoelectric actuators; right: two lines
cyclic movement formed by dots is generated under the
hand)
もう一方は，工学的応用である．知覚した情報を
脳が統合化する過程で，客観的事実とは異なる感覚
を生成するという仕組みを逆手にとって活用する方
法である．最もわかりやすい工学的応用は，仮想現
実感（VR）であり，脳に対象を事実であると思い込
ますことを目的としているために，錯覚が有効とな
る．しかし，視覚の VR の場合、8K ビジョンのよう
にかなり精緻な画像を表示できるディスプレイがあ
るために，錯覚まで利用するという場面は少ないよ
うに思われる．これに対して，触覚の表示では，視
覚に比べてハードウェアの開発がまだ十分でないた

めに，脳を欺くというアプローチが有効となるもの
と思われる．

4.2 ベルベット錯触
粗い網目や二本以上の鋼線を両手で挟んでこする
と，両手の間に滑らかで柔らかい面を感じる．この
錯覚現象は一本線では生じない．線間隔やストロー
クを変化するとこの錯覚の強さが変化することが調
べられている．最近，fMRI による調査[10]により，
この錯覚の機序が詳細に調べられ，一次体性感覚野
の活動と関係があることが示された．さらに，一次
体性感覚野と頭頂弁蓋部および島部の間に機能的結
合があることも明らかされた．
ベルベット錯触は，掌に圧力が印加されている状
況で二本線が往復運動すれば生じる現象である．ド
ット・マトリクスタイプの触覚ディスプレイ（図 5）
によって二本線を形成して往復運動してもこの錯覚
が生じることが示された．本来凹凸感を表示するた
めのディスプレイであるにもかかわらず，アクチュ
エータ群の動きの制御により滑らかさを演出できる
点が興味深い．
ベルベット錯触は，一本線では生ぜず二本以上か
ら生じる現象であるために，線分という部品が単体
では生ぜず二本以上の部品が統合化されて生じる現
象であることから，Gestalt 理論における閉合の要因
と共通運命の要因が関係していると考えられる[13]．
今後，アクチュエータ群の制御則を確立するために，
Gestalt と触覚の関係を調査することが求められる．
さらに，我々がメロディを楽しむことができるの
も Gestalt のおかげであるために，触譜が生起する感
情も Gestalt と関連付けて考察が可能である．

動錯覚の大きさを左手で表現する．実験の結果，橈
側手根屈筋の場合には，運動錯覚が最も強く生起す
る振動数はおよそ 50～60Hz であることが明らかに
されている．
図 7 に示すように被験者の手の前にタブレットの
表示面を設置し，それに錯覚と同じ手の動きを表示
すると自分の手と錯覚するラバーハンドイリュージ
ョン[14]が生じる．当研究室では，これと振動刺激を
組み合わせると，運動錯覚が強化されることを研究
している[15]．この結果は，複数の表示器の組み合わ
せが錯覚を増大する可能性があることを示している．

Fig. 6 Detection capability of three-axis tactile sensor

4.3 運動錯覚
腱や筋に適切な振動刺激を印加すると，腱や筋が
伸びたような錯覚が生じる[2]．緊張性反射と異なり，
実際には刺激を受けた四肢が動かない．これを利用
して，動くことのできない患者に運動を感じさせる
ことを可能とするために，動くことにより自信を持
たせることが期待される．全身に小型の振動モータ
を装着することによって，動いていないにもかかわ
らず動いたという体験を得ることが可能となるよう
に進めている．
当研究室では，この運動錯覚が生起するための最
適な刺激条件について検討してきた[2]．この調査の
ために被験者の手首の屈筋腱に振動刺激を印加し，
そのとき生じる運動錯覚の強さを評価する装置を開
発した（図 6）．この装置では，ボイスコイルモータ
が生成した振動を右手手首に印加し，そのときの運

Fig. 7 Kinesthetic illusion enforced by rubber hand
illusion

4.4 触譜による錯触強度の統制
前述のベルベット錯触は，二本線が一定速度で運
動している場合に生起するものとして調査されてき
た．この時の刺激を触譜で表すと同じ触符が永遠に
並ぶ単調なものとなるであろう．また，運動錯覚に
ついても 50～60Hz の正弦波の振動を刺激腱に印加
することによって生起させていたために，さらにリ
ズムもなく一定の純音を永続的に発生させている状
態に相当する．
このようにこれまでの錯触現象では，旋律で刺激
を生成して印加することはなかった．調和的触譜に

従って生成された刺激で錯触を生起させるとどのよ
うな感情が生じるか興味深い．より強い錯覚が生じ
るのか，あるいは錯覚自体が変質するのかいろいろ
可能性があるので調査する価値は十分にあるように
思われる．
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