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感覚受容器から得られる凹凸感、ざらざら感など皮膚感覚を触覚と呼び、ものを把持した

ときなどに知覚される、ものの重さや体がその中にめり込まないよう反作用として返って

くる低抗感など深部感覚より得られる感覚を力覚と呼ぶことにする。

視覚聴覚に関して光や音を電気的に発生させる研究は，19世紀頃からはじまっており，

現在ではかなりのレベノレの表現力を持つに至っている。味覚、臭覚に関しては、電極を舌

に張って電流を流すと味覚が呼び起こされるという電気性味覚というものが19世紀の中

頃に発見されているが，人工的に味覚を発生させるデバイスとしてまでは研究が進んでい

ない。これ以外，味覚，嗅覚については化学物質を媒介とした感覚であるため、研究はほ

とんど進んでいない。触覚にっいての研究は、！9世紀に発明された点字があるが、電気的

に触覚を発生させる装置としては、1960年代に発明されたオプタコンが有名である。

・力覚を呈示するための装置はまだ研究の端緒についたばかりである。ものに触れたとき

の重さや硬さなどの感覚は、ものを認識し、加工したり操作するときに重要な役割を果た

している。人工現実感の分野ではこのような力覚を与えるための装置をフォースディスプ

レイと呼んでいる。力覚は、視覚や聴覚と違い感覚受容器が体全体に分散しており、それ

ら全てに感覚情報を呈示する事は困難で、未だにフォースディスプレイの決定的な手法は

見いだされていない。

とはいえ、ここ数年、S㎝sAbleTechnologies杜のPHANT6Mや目商エレクトロニクス杜の

HapticMasterなど、いくつかフォースディスプレイも実用化され商品として売り出される

ようになってきた。一方、近年、マノレチメディアと呼ぱれる、音声、文字、静止画、動画

をデジタノレ庸報として計算機に取り込みインタラクティブに扱う電子メディアが台頭して

きている。インターネットの急速な普及に乗じて、電子メディアはますます盛んに使われ

一るようになっている。しかしこれらは、見る、聞くということはできるが、触るという事

が出来ない。これは、フォースディスプレイが普及していないことと共に、フォースディ

スプレイと電子メデイアを組み合わせるソフトウェアの基本的な枠組みが整備されていな

いことが原因となっている。

以上のような背景をふまえ、本研究ではフォースディスプレイを用いた力覚帰還型仮想

環境を構築するためのソフトウエアの珪本構成を提案している。さらにこれらを実装した

仮想環境構築システムを開発し、実際に様々な応用例に適用することで、その有効性を検

証している。
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2　力箆帰還型仮想環境の技術課題

2．1力覚フイードバツク

2．1．1仮想環境における力覚星示

計算機によって合成された情報を人間の感覚器官に呈示することによって、仮想世界を

疑似体験する人工現実感の技術は、人間と機械のコミュニケーションを飛躍的に円滑化す

る技術として注目されている。人工現実感の技術を用いるとその場に居ながらにして、遠

くの場所にあたかも存在しているような感覚や、現実には見ることの出来ないミクロの世

界や論理的抽象的な世界の様子を手に取るように眺めることが出来るようになる。1980年

代後半から本格的になった人工現実感のシステムは、HMD（Head　Mo㎜ted　Display）を用い

て計算機の中に作り出した仮想の世界を体験するシステムの開発から研究が始まった。こ

れらは、臨場感を出すほど計算機の表現力が高くなかったため、CGの写実性よりも自分

が仮想世界の中に存在しているという自己投射性を意識した、見る、聞くということに重

点を置いたシステムであった。データグローブに代表される手指の動きを計算機に入力す

る装置が開発されてからは、仮想空間に対して手や指先を使った直接操作を行うことが重

要な研究課題となった。ところが、データグローブを用いて目の前にある仮想物体に触れ

たとしても、その物体から受ける反力を呈示する機構がないため指や手がめり込み、現実

に近い臨場感を得るには物足りないものであった。

ところで人間が外界を認識する際には感覚受容器からの受動的な情報だけでは不十分で、

自らの能動的な運動をともなうことで外界を正確に認識する。たとえぱ、視覚を例に取る

と、網膜に写った映像だけでなく、頭を動きに伴う見えの変化と統合することで正確な認

識が行われる。HMDはこの考え方に基づいて開発された。触覚、力覚についても同じ事

が言える。皮膚の感覚受容器からの情報だけでなく、指や手の運動の情報と合わせて認識

する。このように、感覚系と運動系の統合によって外界の認識が行われるという考え方を
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ハプティクス（H・ptics）とよぶ。この考えに基づいた人間に仮想物体からの反力を呈示す

る装置をフォースディスプレイ、あるいはハプティックデバイスと呼ぶ。本論文では、

フォースディスプレイと呼ぶことにする。

フォースディスプレイは人間に反力を与えるために地面と感覚受容器の間に物理的な作

用を与えることが不可欠である。ところが他の感覚と違い力覚の感覚受容器は体全体に分

布している。従って全ての感覚受容器にフィードバックをかけることは困難で未だに決定

申な解決策は見いだされていない。現在のところ実現可能なフォースディスプレイとして

は、手先や指先に限って反力を呈示する装置、足に仮想の階段や床などから受ける反力を

呈示する装置が開発されている。

本研究においては、主に手を用いた細かい作業を前提にしている。足の動きは可動範囲

が手と比べて大きいこと、反力を呈示するには大きな出力が必要なことラ両足を使ってい

ること以外は本質的に変わらない。従って以後の議論は手に限ったもの≡とする。

手先に反力を呈示するデバイスは現在のところ、1）多関節・リンク、2）ジョイスティック、

3）糸　の3つが考えられる。

！）多関節リンク

複数のリンクとジョイントを用いてマスターマニピュレータを構成する。他の2つと比

べて精密な制御が可能である。ジョイ！トの数を増やせぱ自由度が増え、リンクを大きく

すれぱ可動範囲が増える。自由度や可動範囲を増やすと、機構が複雑になり制御も難しく

なる。また、グローブ型のフォースディスプレイになると脱着も煩雑になる。

2）ジョイスティック型

ジョイスティックにアクチュエータを付けてフォースディスプレイに．する方法は、実現

が容易である。しかし、阜一由摩や可動範囲は限られたものになる。また、空間型インタ

フェースという人工現実感の特色を生かすには限界がある。

3）糸型

糸の一端を指や足に付け、糸の長さをアクチュエータで制御する。この方法では、指や

体の拘東が少なく、糸を長くのぱすことで可動範囲を大きくすることが出来る。しかし、

糸の長さ方向の並進力しか呈示できないので、任意の反力を呈示するためには、最低でも

4本の糸が必要になる。このときには、糸同士が絡まないようにする必要があり、可動範

囲も限られたものになる欠点がある。
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このような長所短所をふまえながら、それぞれの仮椋空間での作業内容に応じてフォー

スディスプレイを使い分けていく必要がある。

本研究では、人工現実感のアプリケーションの一つとして、3次元の造形、設計作業を

主に設定している。その意味では、表現できる自由度が大きい事が望まれる。そのため3

種類の多関節型のフォースディスプレイを用いている。以下にその特徴を述べる。

2．1，2フ才一スヂイスプレイのハードウェア

本研究で用いたパンタグラフ型フォースディスプレイは、人間の腕全体の動きに追従す

るような大きな可動範囲をもつ6軸シリアノレリンク型マニピュレータと、糸を用いて親指

と人指し指に仮想物体の硬さを表現できるようにした小型フォースディスプレイとからな

る（Fig．2．1）。

マニピュレータは作業者の腕全体の動きに伴う作業に対応するために、各部の関節位置、

腕部のリンク長等を、人間のサイズ及び骨格に合わせた設計となっている。

具体的には、肩に当たる関節に2軸、肘関節に当たる部分に1軸の計3軸によって、手

先の並進に関する動きに追従する。手音の部分には3つの回転軸があり、それらの軸が1

点で交わるようにリンクを組み合わせてジンバノレを形成し1手首の回転に関する動きに追

澗　　1r

、＊

　　　　　　　P蟹ntagraρh

　　　　　　　Manipu1at◎r

3axis　Ginba1and

compactF◎rce－

Disρlay

fig2，1パンタグラフ型フォースディスプレィ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
従できるようになっている。可動範囲は、水平方向には十60回から一〃までの半径60㎝の

扇状で、鉛直方向には±55。半径60㎝の扇状となっている。マニピュレータの各軸にはポ

テンショメータ及びDCモーターが配してある。手先の位置の精度はノイズ等の原因により

±O．5㎝、姿勢は±O．5。となっている．。提示可能な反力は並進で最大約400g重、回転偶

力は最大約200g重・㎝となっている。

また、指先に反力を提示する小型フォースディスプレイは、親指と人指し指の2本の指

にそれぞれモータ、クラッチ、ロータリーエンコーダがついており2本の指を閉じる際の

反力を調節することによって剛体から弾一性体まで様々な硬さのものを表現することができ

る。糸を用いることにより、人に拘束感を与えることなく、指の動きの計測、反力の提示

を行うことができる。モータによる最大反力は、O．215kg重。㎝である。またクラッチ機構

はクラッチをソレノイドコイノレを用いて開閉している。

前述のパンタグラフ型フォースディスプレイは、モータ等による慣性が大きくマニピュ

レータの自重を手で支える機構になっていたので、操作性に間題があった。そこで拡張ス

モーター

／

　モーター
！（グリヅプ部のカウンターウエイト）

一一モーター

モータニ／1

！グリソプ

デイフアレムシヤルギア

）

fig2，2拡張スカラー型フォースディスプレイ
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カラー型フォースディスプレイは、慣性をできるだけ小さくし、マニピュレータの自重を

マニュピレータが持ち、狂おかつ比較的大きな可動範囲をもつように設計がなされてい

る。また、手先部をペン状にし、ペンを握る感覚で使用するようにしたためユーザは

フォースディスプレイを装着する煩わしさからも解放されている。このフォースディスプ

レイの模式図をfig2．2に示す。

具体的には、基台から2関節が鉛直方向軸になっているため、マニピュレータの自重を

マニピュレ』タ自身がもつようになっている。また、タイミングベノレトとディファレン

シャノレ機構を用いて、手先部に反力を揖示するモータを手先部から離し、そのモーターを

カウンタ』ウエイトとして利用することにより、手先部に余計な重さがかからないように

している。このマニピュレータは6っの軸を持ち、可動範囲は前後方向に約80㎝、左右方

向に60㎝、上下方向に40㎝で，デスクトップでの作業に必要な可動範囲を網羅している。

各軸にはポテンショメータとモーターが取付けられている。計測の精度としては、ノイズ

等の原因により±O．5㎝、姿勢は±O．5。となっている。反力は最大約300g重、回転偶力

は最大約200g重・㎝となっている。

本研究では、HapticMasterと呼ばれるフォースディスプレイを開発した。

Top　　P！atfbrm

Spherical　　joint

　　　　1
Basθ　　platform

fig　2，3　HapticMaster
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HapticMaster（fi92．3）は6自由度パラレルリンク型フオースデイスプレイである。3

角形のトッププレートの各頂点を3自由度のパンタグラフマニピュレータによって支え

る。このためすべてのアクチュエータを基台部に配置することができ、トッププレートに

余計な重量が加わらず、操作性が良くなっている。一つのパンタグラフマニピュレータは

3つのアクチュェータによって反力を生成しているため、合計9つのDCモータをアクチュ

エータとして持っておりモータが3っ冗長に取り付けられている。これは、パラレノレリン

クマニピュレータの持つ特異点を解消するためである。HapticMastθrの可動範囲は直径

40㎝の半球内、計測精度はおよそ2mm以下，最大反力は700g重となっている。

各ジョイントにはポテンショメータとDCサーボモータが配してある。ポテンショメータ

からの情報を計算機に入力し，モータトノレクを出力することでフォースディスプレイの制

御を行う。

2．1．3フオースデイスプレイの制御方式

’前述の3つのフォースディスプレイは、それぞれパーソナノレコンピュータによって制御さ

れている。フォースディスプレイの各軸に取り付けられたポテンショメータの値をA／Dコ

ンバータにより読み込み、同次変換行列を用いて手先部の位置姿勢を求める。その値をも

とにして手先部に任意の反力を出力させるために、各軸のモ』ターが出すべきトノレクを計

算し、PIOからPWM（Pulse　Width　Modリ1ati㎝）方式のモータードライバにデータを送信

する。ところで，A／Dコンバータの分解能は，最低でも12b手tは必要である。これは，各リ

ンクの長さが長いほど，A／Dコンバータの精度が低ければ低いほど，先端位置での誤差が

数ミリから数センチのオーダになるためである。

PWMは7bitがトノレクの強度，！bitが回転方向に割り当てられている。ただしPWMの周波数

は，数KHz以上でなけれぱならない。それ以下になるとモータの回転音が，高い金属音と

して聞こえてしまうからである。

’ところで、仮想物体に触れた際に発生させる反力の更新と、各モーターに出力するトノレ

クデータの更新は同時に行われるとは限らない。一般に人工現実感では、複数の計算機を

使用して仮想空間を構築することが多い。したがって通信のオーバーヘッド等で、仮想空

間全体のアップデートレートは数Hzから数10Hzになる。これと同じレートでフォースディ

スプレイを動作させると、連続した力覚情報として知覚しにくくなり、極めて違和感のあ

る力覚情報になる。
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そこで本研究では、計算機の処理能力が十分でないときには，仮想世界の管理をする計

算機から反力の目標値をフォースディスプレイを直接制御する計算機に与え、その値を維

持するように高速で計算させる方式をとっている。手先に与える反力の目標値の計算方法

は2種類用意した（Fig2．4）。1っは、カベクトノレを与えて手先がいかなる姿勢でも与え

られたカベクトルを発生させる，カベクトノレによる制御方式である。もう一種類は、・仮想

空間内のある1点の座標を与えて、いかなるときもその1点に向かうような反力を発生さ

せる位置ベクトルによる制御方式である。カベクトルによる制御の場合は、壁など方向性

のあるものを表現するのに適しているが、手先の動きに比べて反力の更新が遅いと、壁に

手がめり込んだり発振を起こすことがあり、かえって不自然に感じてしまう。これに対し

て位置ベクトノレによる制御方式は、ある一点に向かうように反力を生成するので、計算機

の処理速度がある程度早ければ発振することも少ない。

　位置ベクトノレによる制御

どこにあっても一点に集まるような
力が加わる。

fig2．4

　カベクトノレによる制御

どこにあっても同じ方向の力が加わる。

反カベクトノレの違い
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2．2仮想環境の構築

仮想環境構築の段階構成図をFig2．5に示す。下層から順に見ていくと、まず、フォース

ディスプレイ、HMDなどのく一ドウエアを構築する段階がある。そして、次の段の仮想物

体の形や属性といったものを決定するという段階がある。決定された情報を基にして仮想

空間の画像を表示したり、仮想物体に触れた際の反力を提示したりするのである。この2

つの段階の要素がそろっていれぱ、仮想世界の中に入り込んでその世界を見渡したり、物

体を持ってみるような簡単な作業ができる最低限の人工現実感のシステムを構築すること

が可能となる。そしてその次の段階として、ただ表示するのではなくレンダリングをより

本物らしく行う段階がある。たとえぱ1立方体を表示することを考えてみると、立方体の

稜線を表示する方法、稜線を表示するが裏側にある稜線は表示しないようにする、いわゆ

る陰線消去と呼ばれる方法で表示する方法、あるいは、立方体の面そのものを塗りつぶす

方法、写真などをテクスチャとして面に張り付ける方法など、表現の技法を工夫して臨場

感を出すことに力を注ぐ段階がある。この段階で仮想空間は視点が移動できるなど多少

ユーザの意志を反映するがくシナリオ牟ほぼ決まっており映画と大差がない。そこでつぎ

にでてくるのが、重力などの物理法則等の世界法則の記述である。我々は、実世界で作業

する場合、無意識のうちに様々な物理法則を利用している二たとえば、積み木を積むとい

う簡単な作業をとっても、重力と摩擦がなけれぱその作業は非常に困難なものになる。仮

想空間においてもこれらの物理法則が作業効率の向上に大きな効果をもたらす。さらにそ

~t~~'~!. I ~-･~~~~ 

~~~ ~ ~~ 

~f~j'･^ J~if~ 

/~- ~~:r~7 

自衛生

インタラクション

蹴
フイードバツク

fig2．5仮想環境の構築の段階
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のうえにインタラクションや生命原理など自律性、対語性を仮想空間にどう盛り込んでい

くかという間題がでてくる。そしてこれらを全て含んだ環境を使ってネットワークなどを

介した協調作業などの応用利用をする段階がある。

このような構成となると考えられる。

本論文でいう仮想環境の構築とは、ハードウェアを動作させるためのソフトウェアの設

計方法を指している。つまりソフトウエア構成はどのようにすれぱよいのかについて論じ

ており，ハードウエアの設計方法は含んでいない。

2．2．1フ才一スデイスプレイの接統

仮想環境構築の初期段階でフォースディスプレイの制御をするということが出てくる。

力覚は感覚受容器が体全体に分布しているため、その全てに刺激を与えることは困難で未

だに決定的な方法は開発されていない。しかしここ数年、Sensable　Tec㎞o！ogies杜の

PHANT．Mや目商エレクトロニクス杜のHapti．Ma．t．rなど、いくつかフォースディスプレイ

も実用化され商品として売り出されるようになってきた。どのようなフォースディスプレ

イであっても、目的は仮想物体からの反力を呈示することである。フォースディスプレイ

の種類によらず、同じ仮想環境を使えるようにする事はソフトウエアの再利用性が高ま

り、開発の効率が向上する。デバイスドライバのような形で、各フォースディスプレイの

違いを吸収するソフトウ土ナ構成が睾ましい。

さらに、フォースディスプレイの制御は、画像の更新速度に比べて数倍から数百倍の速

度で更新する必要がある。これまでの研究から経験的に画像の更新速度は王OHz以上あれば

動画に感じるといわれている。フォースディスプレイの場合は、数十から数KHzの更新速

度が必要であるといわれている。この条件を満たすためには、何らかの手段で画像の更新

ノレープより力覚の更新レートを優先的に上げる機構が必要となる。

2．2．2開発環境の整備

一般に人工現実感のアプリケーションをつくることを考えた場合、fig2，6のようなシ

ステム構成になると考えられる。そして、アプリケーション毎に変更する部分は、アプリ

ケーション制御部が主で、他はほとんど変更を必要としない。ところが実際には、人工現

実感で使用される入出力装置の特殊性からソフトウエアの最適化等がなされており、それ

までに開発してきたプログラムを基に新たなアプリケーションを作成しようとすると、か
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なりの部分の変更が必要になってくる。すなわち、ソフトの生産性、汎用性が悪くなって

いるのである。そのためプログラマは、プログラム開発をする際に、大変な労力をシステ

ム構築のためにつぎ込まなくてはならなくなる。これによって、プログラマがアプリケー

ションの高機能化に専念する事が難しくなり、実用的で高度なVRアプリケーションの開

発に大きな障害となってく．る。近年計算機の処理能力は急速に向上しており、プログラム

の最適化をしなくても十分処理できる上うになってきている。プログラムの再利用を考慮

して、いくつかのモジュ』ノレに分けてプログラムを作成し1必要なモジュールのみを書き

換えることで効率が上がると考える。

ここでプログラムのメインノレープ中の処理を考えると、（a）デバイスから手先情報（位置

姿勢等）を取り出す。（b）仮想物体等との接触判定を行う。（c）何らかの法則に従って仮想

物体の状態を変化させたり、デバイスの状態（形状、機能）を変える。あるいはコマンド

g入力を行う。（d）仮想物体等から受ける反力を計算する。（e）デバイスに反力を呈示させ

る。

通常のプログラムでは、以上の処理を繰り返す。これらを機能別に分類すると、（b），（d）

，（a），（e）は、反力を計算するためのモジューノレ、（b），（c）は、仮想物体の挙動計算モ

ジューノレおよびユーザと仮想環境の相互作用を行うためのモジューノレとして考えることが

できる。

以上の議論から、力覚帰還型仮想環境構築システムに必要とされる項目は、以下の3つ

にまとめることが出来る。

！）　力覚モデノレ及び力覚レンダリング機能

2）　法則エンジン

3）　ユーザ1インタラクション

この3つの要素が満たされることで力覚帰還型の仮想環境を構築することが出来る。

次節からはこれら3つの要素について説明する。
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2．3力覚帰還型仮想環境の基本構成

2．3，1　力覚レンダリング

仮想環境構築の第二段階に、レンダリングの段階がある。レンダリングは、コンピュー

タグラフィックスの世界では、位置、形状、大きさ、色などを指定したプリミティブをフ

レームバッファのイメージに変換することを指している。しかし元々は表現、演出という

意味の言葉であり、力覚にもレンダリングがある。

力覚付きの仮想物体を記述するためには、その3次元形状を与えるほかに、重さや硬さ

といった力覚特性を定義する必要がある。これを与えるのが力覚モデノレである。この力覚

モデノレをもとに、人間が感覚器官を通レて仮想物体を知覚できるよう力覚情報をフォース

ディスプレイの動作指令に変換する必要がある。これが力覚レンダリングである。

力覚レンダリングには大きく分けると、サーフェイスレンダリングとボリュームレンダ

リングがある。サーフェイスレンダリングは、仮想物体の表面の硬さ、表面粗さ等仮想物

体表面の属性をを表現するものである。例えば、仮想物体の硬さを表現するために、力覚

モデノレとして、バネモデノレを与えるとする（fig2．7）。パラメ』タとしては、バネ定数を

与えておく。力覚レンダリング部では彼想物体とフォースディスプレイの効果器との接触

判定をし、そのめりこみ量に比例した反力を呈示する。バネ定数パラメータを調節するこ

とで、固い物体から柔らかい物体までを表現することができる。一方のボリュームレンダ

リングは、仮想物体内部の密度や速度、

応力分布等の属性を表現するものであ

る。この場合、力とトノレク．をそれぞれの

属性にマッピングする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ覚モデノレ

カ覚レンダリングとは仮想物体の状態を

もとにフォースデイスプレイにどのよう　　　　　　めI張入み量

な反力を呈示すれぱよいのかを計算する　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力覚モデノレ　　　　F
もので、仮想物体の挙動に直接影響を与　　　　　　　　1

えるものではない。仮想物体の挙動に直　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　反想物体表面

接関わるのが、次節の法則エンジンであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ覚レンダラ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fig2．7力覚レンダラと力覚モデノレの例
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2．3．2法則エンジン

我々の住む実世界は、様々な法則に支配されている。たとえば、物体が移動するときな

どその挙動は物理法則によ二って予測すうことが出来る。ゴム膜や板などの変形の様子も運

動方程式などを用いてある程度予測することが出来る。仮想世界でこれを実現するために

は、これらの法則をプログラムとして与えなくてはならない。

ところで、仮想物体や仮想環境の物理法則は次のような分類ができる。慣性や重力、粘

性や摩擦などの仮想物体が移動する際に関わる法則、物体が変形する際に関わる法則、物

体同士が衝突したときの相互作用の法則が考えられる。移動や衝突の法則も仮想物体を剛

体ととらえると、比較的単純な計算に上って求めることが出来る。変形の計算はより厳密

に解こうとすると、有限要素法などを各種数値シュミレーションが必要になる。ところが

有限要素法などの数値シミュレーションは、計算に膨大な時間がかかる。また、剛体の移

動や衝突に関しても仮想物体の数が増えると爆発的に計算量が増大する。人工現実感で

は、それらの計算を実時間、且っインタラクティブに行わなけれぱならない。しかし、実

時間を保証した数値シミュ．レーションの研究例は極めて少ない。したがってこれらの数値

シミュレーションのプログラムを簡単に接続、あるいは交換できるような土台を作ってお

く必要がある。

また、世の中に存在する法則は、物理法則だけではない。生物の発生や行動原理など、

物理法則以外にも法則、原理が存在する。仮想空間にこれらの原理、法則を導入すること

は、仮想空間の自律性や多様性を生み出す。このような法則も組み込めるようにしておく

必要がある。仮想空間が自律性を持っていると、事前に設定された場面や状態に限定され

ることなく、新たな場面や状態が作り出されて変化していく。創造的な世界を構築、提供

できるようになる。仮想空間が自衛性を持たなかった場合、仮想空間で起こるすべての現

象を人間が決めてやらねばならず、コマンド等を用いて設定してやる必要がでてくる。つ

まりなんらかの作業をしている時にその作業を中断して、コマンドを入力することへ注意

を向けなくてはならない。そして仮想世界が複雑になればなるほど、そのコマンドの数も

増大する。コマンドを習得するにも多大な労力が必要となる。結果として、作業に十分集

中することができない状態がおこりうる。作業に集中させるためには、人間側がなるべく

作業を中断しなくてもよい環境をつくる必要がある。そこで、仮想物体が自律性を持って

いる場合を考える。人間がなにか命令を与えなくとも、自ら成長し行動することのできる

物体をつくる。この物体は、ときに人間の思いどおりに動作せず、意図していない方向へ
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と仮想物体が変化していくこともある。これは、操作性の面では弊害になる恐れもある。

しかし、ものをデザインしたり、発想を練るようなことをする場合、すべてを人間の思い

通りに決定するよりも、意外な動きというものがかえってその創造活動をより斬新なもの

へと高めてくれる可能性がある。

このような側面を考えると、仮想空間や仮想物体に自俸性を持たせることは重要である

と考えられる。

ところでここで注意しなくてはならないことは、力覚レンダリングとの違いである。力

覚レンダリング部は仮想物体のデータを更新することはない。それをおこなうのは法則エ

ンジンである。法則エンジンは仮想物体の挙動をシミュレートし、直接仮想物体のデータ

の更新をする。挙動計算をするときに外力などを必要とする場合は、力覚レンダリングに

よって得られた力覚情報を元に、法則エンジンが仮想物体の情報を更新する形態をとる。

力覚レンダリングと挙動シミュレーションを分けて考えることで、プログラムの理解が容

易になるだけでなく、プログラムの汎用性を高めることができる。

2．3．3ユーザ1インタラクション

仮想世界は、人間との対話があってはじめて有益なものになる。従来のグラフィックイ

ンタフェースは、マウスやキーボード、ウインドウ、アイコンなど2次元のユーザインタ

フェースであった。3次元仮想空間の空間性を生かしたユーザインタフェースは新たな可

能性を有している。配置できるアイコンの数も奥行き方向に自由度が増えたために増やす

ことができ、データグローブなどを用いて現実空間と同様に仮想物体を直接操作すること

ができる。このような空間的なアイコンの操作を行う場合には、吸引力や拘束力等の呈示

が操作性に大きく関わってくる。例えぱ我々の目常生活において、2次元平面に拘束され

た物体を操作することが多いが、宙に浮いたものをとるという作業はあまりない。仮想空

間においては、3次元アイコンがよく宙に浮いていることがある。このようなものを正確

にポインティングするには力覚が不可欠である。

このような人間と対話する機能を持った仮想物体の実装にも対応でき、さらに仮想物体

の創造や消去といった仮想空間の情報を管理する機構が必要となる。

また、仮想空間で作業をする人は一人とは限らない。多人数で作業をすることで得られ

るメリットは大きい。たとえば、作薬を分担することで効率が上がることやブレーンス

トーミングのように複数の人の視点から間題に取り組むことでよりよい解決策を見いだす



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

チャンスが増えることなどである。このような複数のユーザに対応する場合、仮想物体の

データを各二一ザ間で矛盾無く共有することの出来る枠組みが必要となる。

2．3．43要素の関係

以上述べてきた3要素の関係を図示するとfig2．8のようになる。まず，フォースディ

スプレイから効果器の位置姿勢データが力覚レンダリング部に送られる。そのデータはそ

のまま法則エンジンやユーザインタラクション定義部に送られる。法則エンジンとユーザ

インタラクション定義部はお互いにデ」タのやり取りをおこないながら、仮想空間の状態

を更新する。更新されたデータを元に力覚レンダリング部が力覚モデノレを用いて反力の計

算をおこないフォースディスプレイにデータを出力するという関係になる。

次章からは、これら3つの条件を満たしたシステムの一例として開発したシステムにつ

いて述べる。

力覚ディスプレイ用ソフトウエア
1　　　　　’　　　　■

法則エンジン（仮想物体の挙動計算）
　　ユーザインタラクション　　定義部

データ

データ データ

力覚モデノレ

力覚レンダリング

たタ データ

フオースデイスプレイ

fig2，8力覚ディスープレイ用ソフトウエアの基本構成
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3、仮想環境構築システムの案装

3，1仮想環境構築システムに関する従来の研究

仮想環境を構築するためのソフトウエアツーノレは、従来より様々なものが開発されてい

る。大学等の研究機関で開発されたものには，ワシントン大学のVEOS，東京大学のVisAge，

クラスを用いた仮想環境構成法等がある。商用のものとしては，SENSE8杜の

WorldToolKit，Superscape杜のVRT，DIVISION杜のdVS等が著名である。

これらは、仮想世界の記述方式や仮想物体の挙動の管理について様々な手法を提案して

いる。しかし、感覚フィードバックという観点から見ると，これらのソフトウエアは視覚

情報を主として生成するもので，フォースディスプレイの接続についての具体的な間題に

ついては論ぜられていない。現在のところ力覚フィードバックに対応．した例としては，

ノースカロライナ大のArmlibや商用のものとしてSensAble　Techn．1．gies杜のGHOST等を

挙げることができる。Armlibは、Ethe土netを用いてフォースディスプレイとワークステー

ションを接続している。フォースディスプレイにはプローブの近傍の仮想空間の形状デー

タのみを送り、フォースディスプレイの制御と仮想環境を管理するプログラムのノレープを

分離することで、よりきめの細かい力覚の制御を行うシステムである。GHOSTはC＋＋のライ

ブラリとして提供されたツーノレキットである。両者とも衝突検出や、重力や摩擦力などの

物理現象をサポートしている。本研究で開発したシステムとGHOSTとの違いは、様々な形

式のフォースディスプレイが接続可能なことと視覚呈示系とのマッチングが考慮されてい

ることである。原理的にはGHOSTも複数形式のフォースディスプレイを接続可能であるが

未だ具体的に複数のフォースディスプレイを動作させた事例は存在しない。Amlibとの違

いは各種の力覚プリミティブを備え、高度なユーザ環境が実現できることである。さらに

GHOSTとArmlibいずれとも異なる点として，複数ユーザをサポートし，協調作業を前提と

した設計となっていること赤挙げられる。
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3．2VECSの基本構成

本研究では、力覚帰還型仮想環境を構築するためのソフトウエアVECS（Virtual

Envir㎝m㎝t　C㎝structi㎝Syst㎝）　を開発している。

このシステムは、

　（1）法則エンジンを内蔵し、仮想物体の挙動を管理したりデータベースを管理するた

めの本体部分

　（2）各種フォースディスプレイを制御するためのデバイスドライバ

　（3）力覚モデノレや力覚レンダリング定義部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　視覚デイスプレイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　視覚レンダリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VECS本鉢

　　　　　　　　　　　　　　K　　　　　　　　　　　　　　和　　　　　　　　　　　法則エンジン

　　　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　プリミテイプ
　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　　　　　峡
　　　　　　　　　　　　　押
　　　　　　　　　　　　　電

　　　　　　　　　　　　　K　　　アプリク㌧ショ　アプリケーショ
　　　　　　　　　　　　　ざ　プ叩ム1プ回グテム2

　　　　　　　　　　　　唐　　　〆
　　　　　　　　　　　　　　　　覚レンダリング1　覚レンダリング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　デバイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテイパ1

フオース
デイスプレイ1

）八ネ
デイ仇イ、

fig3．1仮想環境構築システムの基本構成



20 

(4) ~!~A~f~~77~ir v~/~>~~~~l~~L~)7f~ir-~13)/f~z7~~ 

O) 4 ~~)~T V:~ /~}~)~l~~*~~~) (fig 3. 1) 

7 f ~ ir ~ ~~~>~'~~;}C{:~~*~.~;~~:~~~~~･~~･.~"~~:t~ C ~ ~~~~r -~/ 3 ~y~z 7~~~~~~~ ~~~* ~~~) C 

~. ~~t･-*.. ~/~~;~ ~~~･~~t'~~~･.~.,~~:t~~i~~. 3~;f~~~~~~i~)7~~-)~'~~'T~4;~f~~ ~~~~ 

~;t~C~~)~~~;. j7~~:~}T/~~f'~!~~~~~t~ ~~ ~1~)~t~~j7-~~~~~f~0~)f:~~1~Of.~l~~~~:~~~t 

~~~~ 
~)v;~T~i~l~ ~)~~7T~t~~q)UNIX ~/;~T~Ji}C~~~~~*~~UC~~~. _~1{~~~~lICl~ 

UNIX7 ~7 ;~T /~ /(IRIS Indigo, ONYX ~)~)V+1~!~HP9000/425t PVRX SystemV) + 3 

7~~~t~~ 7 4 y ~ ;~ ~~ y~ ~ (GL. OpenGL ~)~V+f~;Starbase) ~~J~(;~C~--~'-"=*~)~ly~f~~c++ 

~If~lly~C'~~-"-'--E~z!~~~LCly^~). f~~ 7~~i~t~ VECS;~~f~~7y~ ir-~/~ ~y~z 7~~~) 2 ~ 

O)ll~~;~ }C)~'+~>~v~~V+~). '-~'7'/~~ )~ ~~~l~l~c7f ~ ir-~/ ~ :Ifl~ 7~ J~,~l(C~~~~*~ 

~vICV^~). 7 f ~ ir-~/ ~ '~yl~ 7~ ~I~~iEiCj7~~,f*F~~~:~)~~~~ ~ f~~~!,*.~lf~l~o)~~~~i~t~~~;~1'~'~~'--~'='+ 

~:~~f~5. ~~&~~~;7l~f~~VECS;~cf~l~~>TT~ 

2 ~O~) f ~~ ~ ;~ }C')J+~1Jt~ C ~ ~. ~~~ICQ~~*~~)~>~*~~~~~:'[F~*~~~~~;~l!~~;~~,･+,~~_ Tt~ O) 

~~'4~~f--*.~}C. jJ~~'f*F~~l~O)~~:~~~~'rf'~'T5~~~~~k{~~~. C~)J;~} t~;~)f~t )~~~i ~~C~ 

~:~}C~Q~~:~~~ ~r~~~,'-'**.~~,f*~~~1~~)~~:~f~~L;~~ ~~:-~~i} ~~-Cjj~:O)i~ ~ ~>f~~~ ~ }~)~~ V+~> ~~~) 

~ ~~:~~~;~~} ~5~+Cj~~ 10Hz~~LJiq)~~~f7~~~L;~~ ~)~LI~1~~~1~i~UC=;~~.~~~~ )J~~~:+.~~f ~~V+ 
",*" . 

C f~~. ~C+~* ~)~(KHz'~;~･~: ~ ~~~~~~1 }CV~b~uCly^ ~). 

f~~~~CtV ~~)y~:zt;~1~1~. ~!~;~r2( ~~ ~ ~f~~: UC~-~ O)i~('~'･-･--*-~~'rf"~'TOCly+~. 

VECSICf~1;. (~:~:*~~O{~1~~)f~_T47~>;Fl~~~~~LC~S~ ~~ n~-U~L)~{~j~ FFl~E F~I~f~ 7~~ 

~~'y;~y~/*. i~. t~:/ty h -/~~~i~7t~ hUCV~~ ~~~~)7 ~~l~~;t7v-

~7 hT ~~ ~ly+~~~1~:*{~~(7)~ ~A~ECddi~~)z~~Ji}C~;~~~~+~t~~. (fig 3.2) 

;~7;1*~7 hT ~} I~; (~Z~!~~{~~)~~~*~~~~~~ ~'･.~f~~ ~:~~~. 5~,[~i~+~~~~~ ~~i~ {,-*lLf~*L~L. ~i~ 

L!~. ~O~~:~;~. ~~){~i~)'f*F~~l~~f~~i~~~~;~~~~F~f~~~~f~~~~~C~5~ ~ ~~~:~* y~70),'~~~~;~ f!:~ 

~!,*,~Of~l~~1~~q)~~~~f'[*F~~1~ t~~ ~~~~~L~). -~~)f~~1*~~Of~~jC-~~)~;~f)~ ~} ~ ~~~IJ ~ ~~:C ~ 

~LC~~~0)~. f~~~*~~Vf~~~)~U)~:*~Y~~:~ ~~F~~~} ~T7c~ 

{!~~*~.4~0~l~~)~U~~~~~~~~~I~;~ ~~r)~ ~} ~ o)~U~~. ~~~:~ V~ ~~'･.~VECS;~c,f~~0)*~~~~~;O)~t}c~7 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2！
われる。そのイベント情報をアプリケーションプログラムに伝えてやる手段が無くてはな

らない。そのためにVECSではアプリケーションデータ構造体が用意されている。これは、

仮想空間にアプリケーションプログラムを接続した後の仮想物体の創造や消去の要求やそ

め応答などをやりとりするための通信専用のデータ構造である。この中には、アプリケー

ションの認識番号、コマンド、宛先、読み込み書き込みフラグ、通信データ書き込み領域

が確保されている。たとえぱ、アプリケーションプログラム側で、仮想物体創造の要求を

コマンドに代入し、宛先をVECS本体にしてから書き込みフラグを出すとデータが送られ

る。すると折り返しVECS未体からアプニリケーションに新たに創造された共有メモリの認識

番号が送られてくる。それをもとにアプリケーションが共有メモリにアクセスすること

で、細かい仮想物体の属性を読み書きできるようになるという仕組みである。

力覚レンダリング部は、アプリケーションプログラム上に関数として実装されている。

仮想物体のデータは全て共有メモリとしてVECS内に保管されており、これらにアクセス

し、力覚モデノレから力や速度、位置等の情報を得て、デバイスに依存しない形で処理し、

デバイスドライバとのデータのやりと．りを行う。

’物理法則エンジンはVECSに内蔵されている。克在は重力、衝突、粘性をサポートしてい

る。これらは比較的よく使われる機能なのでVECS内部に実装している。VECSに内蔵された

法則エンジンを使うことで、アプリケーションプログラム側は新たな物理法則や特殊な法

ア

プ
リ
ケ

シ
ヨ

ン

プ
ロ

グ

ラ
ム

　　一“
　　ア
カ　バ

覚イ
レ　ス
ン　ド
ダ　ラ
ラ　イ

　　ノ＼

fig3．2VECSのメモリ構造
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則だけを実装してやれぱよいことになる。

ユーザインタラクションについては、’例えぱ、データを入力するためのスライドバーや

ボタン等の仮想物体を触ったときにどのような反力を呈示するか、どのようなデータを変

化させるのかといった事についての定義を、アプリケーションプログラムの側で設定する

ことが出来る。

VECSのユ』ザインタフェースは、仮想世界に命令を与えるためのボタンとスライドバー

が用意されている。手がフォースディスプレイの動きと連動しており、ボタン等に触れる

ξその中心に引き込まれるような反力がユーザに与えられる。この機能によって、空中に

浮かぶボタン等の操作がしやすくなっている。

また、VECSはデータフォーマットとしてVRMLをサポートしている。

このシステムは、マノレチプロセスのUNIX上で動作しており、本体とア・プリケーションを

別々のプロセスにしている。仮想空間を創造するには、そのための関数ライブラリを提供

することによっても可能である。しかし、仮想環境構築システムでは、アプリケ㎞ション

に従属的な立場ではなく、システム本体が完全に独立した別プロセスとしてアプリケー

ションと対等またはそれ以上の関係となっている。これにより本体部分が起動されていれ

ば、ユーザの存在にかかわらず仮想空間は、物理法則等にしたがって更新することが出来

る。つまり仮想空間に自律性をもたせることが簡単にできるようになっているのである。

さらに、本体部分には、複数のアプリケーションと複数の入出力装置を接続することが

可能となっている。複数の人間が仮想空間で協調作業をするアプリケーションを開発する

場合、仮想環境構築システムが自律性のある独立した仮想空間を内包しているために、他

のユーザが存在しているかどうか、他のユーザからの要求の処理など複数のユーザが存在

することにより生ずる諸々の作業をシステム本体制御部が行う。そのため一人で作業する

アプリケーションの開発に費やす労力と複数のユーザで作業するアプリケーションとで

は、開発にかかる労力はほとんど変わらない。
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3．3各部の機龍

3．3．1V匠CS制御部

VECS本体は、VECSの制御に必要な情報からなるデータ部と、データ部の情報を基に仮想

空間の制御を行う制御部か・らなる。

制御部は、システム管理部、デバイスー管理部、画像表示部、物理法則エンジンからなる。

システム管理部はシステムの制御と共有メモリの管理、アプリケーションとのメッセージ

処理を行う。特に、共有メモリの登録、消去はシステム管理部がすべて一括して行ってい

る。デバイス管理部は、各入出力装置の制御を行うことや、各デバイスと干渉すると色が

反転する反転ボタンとの干渉チェックを行う。画像表示部は、仮想物体のデータとカメラ

オブジェクトによって指定された視点からの映像を作り出す。画面の様子は、3．6節で説

明する。物理法則エンジンは、仮想世界モデノレから得た仮想世界の法則と、各オブジェク

トの状態から、次の時刻のオブジェクトの状態を決定する。現在のところ、重力、風、オ

ブジェクト同士の衝突がサポートされている。

3．3．2VECSデータ部．。

データには、仮想物体の状態を表すオブジェクト管理情報、アプリケーションとの通信

を行うアプリケ』ション管理情報、システム管理情報の3種類がある。これらの情報は、

すべて共有メモリー上に確保されている。システム管理情報は、VECSにアクセスするため

の最初の窓口であり、常に共有メモリ上に一つだけ存在している。システム管理情報以外

は、オブジェクトI　D、アプリケーションI　DといったI　Dがそれぞれの存在毎に1つず

つVECSによって発給されるので、その数だけ存在する。

一システム管理情報は、アプリケーション側からは、アプリケーションの接続要求や切断

要求、VECSを強制終了する要求を、VECS側からはアプリケーションに与えるアプリケー

ションI　Dの通知を行うためのものである。まず、アプリケーションが、共有メモリを参

照、操作するためには、参照場所を知っていなくてはならない。アプリケーションは、起

動直後にシステム管理情報に接続要求を出す。するとVECSは、アプリケーション管理情報

用の共有メモリを確保して、その参照場所をI　Dという形でシステム管理情報を通してア

プリケーションに知らせてくる。アプリケーションは、このI　Dを元にしてアプリケー

ション管理情報を獲得する。
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アプリケ』ション管理情報は，アプリケーション側からは仮想物体の創造，消去の要求，

VECS側からは，アプリケーションの要求によって生じた仮想物体の創造，消去などの仮想

環境の変化に関する通知をおこなう。また、他のアプリケーションとの通信に使われるこ

ともある。

’オブジェクト管理情報派，次の仮想物体の項で説明する。

3．3．3仮想物体

VECSに現在定義してあるオブジェクト及びデバイスの略図をfig3．3に示す。

オブジェクトには，球，立方体，円柱，自由曲面がある。これらの大きさは，X，y，Z軸方

向の倍率を任意に設定すること可能となっている。そのため回転楕円体や直方体，楕円柱

なども作り出すことができる。自由曲面は，球を作ったり，立方体を定義することも可能

で，4．3節で述べる自律的自由曲面は，この自由曲面を用いて作成した。またラいくつか

のオブジェクトを組み合わせて一つの仮想物体を作ることも可能となっている。例えぱ、

4－4節で述べる仮想の木のように枝分かれをしながら成長していく物体は，円柱を木の枝

のように見立て，円柱を組み合わせることで全体として木のような形のオブジェクトを作

り出す。

これらのオブジェクトデータは，オブジェクト管理情報として共有メモリ上に確保され

ており，構造としては基本データ構造と，拡張データ構造の2つからなっている。

基本データ構造は，オブジェクトを定義するために最低限必要なもの’で、オブジェクト

のID，位置，速度，加速度；質量ラ衝突に関する情報，形状，大きさ，色，干渉に関する

情報，性質，所有者，連結等の情報が用意されている。性質とは，動くもの，動かないも

の，ボタン，反転ボタン，カメラであるといった仮想物体わ挙動の性質をあらわす情報で

ある。

これらに加えて，拡張データ構造では，たくさんのポリゴンを表現するためのデータ等

がある。例えぱ，4．4節の仮想の木などは，基本データ構造の他に拡張データ構造として，

各枝の位置姿勢や前後の枝のID情報，枝の数などを持たせている。基本データ構造だけで

は表現力に限界があるため，このような拡張データを定義することで，表現力を豊かにす

るというねらいと，共有メモリの有効活用という観点から，このような構成としている。

フォースディスプレイの手先など入出力装置（デバイス）の入力に同期して動作するオ

ブジェクトも同じオブジェクト構造体を用いて記述する。このようにすることでデバイス
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仮想物体

~,, ~lr T /~~ 

特殊オブジェクト

ラ7~ ~ ~ ボタ

fig3，3VECSに用意された仮想物体の例
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であってもオブジェクトであっても同じ形を定義することもできるようになっている。

また、形に合わせてそれぞれに機能を割り当てることによって、現在のモードをユーザ

に示唆することができる。さらにオブジェクトの色を指定することができるので、複数の

人間が作業する場合でもユーザ固有の色を割り当てることによって、同じ形であってもあ

る程度混乱を避けることができるようになっている’。

特殊オブジェクトは、コマンドの入力に使われるものである。ボタンやスライドバーが

用意されており、それぞれにアプリケーションがコマンドを割り当て、ボタンに触れたり

つかむ動作をしたときにコマンドを実行する。また、仮想空間内のユーザの視点を表す為

のカメラも用意した。このカメラをHMDの動きに連動させることで、視点の移動も可能で、

ウォークスノレーシミュレータを接続すれば、仮想空間の中を歩き回るアプリケーションに

も対応できる。特殊オブジェクトのデータ構造は、オブジェク’トと同一の構造となってい

る。ただしtype変数がREV　BUTTON（干渉すると色が反転するボタン型オブジェクトである

ととを示す）など特殊オブジェクトあることを示す値になっている。

さらにVECSはVRMLにも対応しており，これ専用のVRMLオブジェクトが定義されている。’

これについては，3．4節で詳しく述べる。

3．3．4関数実行才ブジェクト

同じタイプの仮想物体でも、仮想物体ごとにインタラク㌣ヨンや物理法則、力覚モデノレ

を持たせたいことがある。このような要求に応えるために、関数実行オブジェクトを用意

してある。これは、仮想物体に次節のVRMLオブジェクトのように階層構造を持たせ、兄オ

ブジェクトとして登録すると、弟オブジェクトの制御を行う関数を呼び出してくれるとい

うものである。

’3，3．5デバイスドライバ

デバイスドライバは、主としてアプリケーションプログラム上に実装される。

入力に関してはデバイスからの生データを取り込み、まずデバイス座標系で効果器の位

置、姿勢等を計算する。続いて仮想空間での座標値を計算する。2段階にするのは、仮想

空間の種類によって倍率が裏なることがあるという点と、効果器の位置と仮想空間での位

置が一対一対応するのではなく、マウスなどのように速度などに比例してカーソノレが動く

場合などにも対応するためである。
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出力に関しては、力覚レンダラによって計算された仮想空間でのデバイスの反力を、デ

バイス空間での反力に計算し直し、デバイスがその反力を呈示するために必要なアクチュ

エータの出力を計算する。

VECSがデバイスドライバとやりとりするデータは、VECS側から見て

　　入力：　効果器の位置、姿勢、場合によっては速度や加速度。　（VECSの座標系値）

　　　　　　　スイヅチなどの情報、特殊なデバイスの情報（例：パンタグラフ型フォー

　　　　　　　スディスプレイの手先に付いているデバイスの糸ののびなど）

　　出力：　反カベクトノレ（VECSの座標系値）

　　　　　　　各種デバイスの制御命令（反カベクトノレの種類、たとえば位置ベクトノレか

　　　　　　　反カベクドルなのカ）、別のデバイスの制御命令）

デバイスとしては力覚フィードバックのないデバイスであってもつなげることができる。

キーボードやマウスをデバイスとして接続することも可能である。
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3．4V舳Lフ才一マツトヘの対応

VECSはデータフォ』マットとしてVRML（Virtual　Reality　Modeli㎎La㎎uage）をサポー

トしている。VRMLは、Si1土con　Graph‡cs杜の開発したInventorファイノレフォーマット

という3次元仮想空間内の仮想物体を記述するためのオブジェクト指向言語をもとに作ら

れたもので、httpプロトコノレを用いてネットワークにつなかっている世界中の計算機上に

散財している仮想空間のデータをやり取りすることができる、テキストベースの3次元仮

想空間記述言語である。本研究ではVRMLのVer1．Oに対応している。VRMLでは、球や円

柱、直方体など形状プリミティブの他に、平行移動や、回転移動、色属性、他のWWWサー

バヘのポインタなど様々なプリミティブがあり、それらが階層構造を持ったノ㎞ドとして

定義されている（fig3．4）。VECSのオブジェクトデータに翻訳するときには、これらをそ

のままで扱えるよう、VRMLオブジェクトというものを定義している。VRMLの基本構造とし

て、認識番号、VRMLオブジェクトであることを示すフラグ、どの種類のプリミティブなの

かを示すフラグ、親オブジェクト番号、子オブジェクト番号をもたせている。これにそれ

ぞれのプリミティブ特有のデータ構造を付加する。データの処理は、オブジェクトツリ㎞

の左側から右側へ、子オブジェクトがある場合は、上から下へという順番にデータを処理

していく。　（fig3．4の矢印）。干渉チェックなどの処理を行う場合は、親オブジェクト

から順に子オブジェクトヘとスタックを積みながら計算をする。干渉チェックは、デバイ

スとの干渉球の干渉で行う方法や、仮想物体表面を平面で近似し、その平面とのめりこみ

量で判断する方法など、プリミティブによって使い分ける。干渉チェックは早い情報更新

O・・榊

fig3．4VRMLオブジェクトの階層構造概念
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が必要なので、アプリケーションプログラムで計算を行っている。

干渉チェックの後、干渉している場合は力覚モデノレに基づき反力を呈示する。把持判定

が行われた場合は把持している物体を構成しているオブジェクトツリーを手先のオブジェ

クトツリーに付けることで行う。fig3．5を例に取ると、Sphθreオブジェクトをつかむ

と、まずSphereオブジェクトが移動オブジェクト（Translate）の弟オブジェクトになって

いるかどうかの判断をする。そうでなけれぱ、移動オブジェクトを新たに創造しSphereの

兄オブジェクトにする。これは、把持したと判断されたときのオブジェクトと手先との間

に距離があった場合にその相対位置の移動を示す移動オブジェクトが必要となるからであ

る（fig3．6）。fig3．5before　graspi㎎の場合は、兄オブジェクトとして既に移動オ

ブジェクトtranslatorSがあるので、それと共にhaΩdの子オブジェクトとして登録する。

登録する際には、trans　latorSの座標変換行列を手先から兄た座標系の変換行列

translatorS’に計算し直している。　（fig3．6after　graspi㎎）

httpサーバとの通信は、telnetコマンドを使用して行っており、世界中のVRMLファイル

をネットワークを介して取り寄せ、仮想空間に展開することが出来る。従来の見るだけの

VRMLビューワと違い、見て触る事が出来る。

◎bject　tr魯e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After　grasρing
　　　Befo爬9ras卵9

fig3．5VRMLオブジェクトの把持動作中のオブジェクトツリー
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hand

translatorH

trans1atorS

O sρhere

Bef◎re　gr孕sρ1ng

sρhere

t帽n§latorH

ra sla　orSI

hand

A汽er　grasp1ng

fig3．6VRMLオブジェクト押持動作における同次変換行列の計算方法
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3．5複数ユーザヘの対応

協調作業を行うソフトウエアを構築する場合、それぞれのアプリケーション毎の仮想物

体の管理、他のユーザーとの通信に矛盾を生じないよう注意しなければならない。たとえ

ぱ、2つのアプリケーションで、仮想物体の数が違っていたり、形状に違いがあってはな

らない。このようなことが生じないようにVECSでは、アプリケーションがVECS本体との連

絡をおこない、物体の創造や消去、新しいユーザーの参加等のイベントのチェヅクを行っ

ている。VECS本体はそのようなイベントが起こるたびに、各アプリケーションにその情報

を伝える。VECSのような構造にすることで、協調作業のような複数の人間が作業するソフ

トウエアの開発にかかる労力を、一人で作業するソフトウエアの開発にかかる労力とほと

んど変わりなくすることができる。

また、同じ物体を同時に把持した場合、一度に一人しか物体を把持できないようにする

か、もしくは同時に把持できるようにするかという間題もある。二人で同時に物体を把持

した際には、物体の取り合いになる。結果として、プログラムのサイクノレ毎に所有者が変

わり物体が、お互いの手をいったりきたりするといったことが起こる。本研究では、

フォースディスプレイを用いているので、物体とそれぞれの手との相対位置が保たれるよ

うに反力を提示してやれば、この間塵は解決されることが考えられる。

本論文では、HapticMasterを用いたシステムにおいては、この方式を採用している。し

かし、他のフォースディスプレイを用いたシステムでは、実際にはシステムの簡素化、安

金性の面からフォースデイスプレイで提示可能な反力は大きくなく、両方の手を物体との

相対位置が変わらないように維持することは難しい。このような理由から、そのような場

合は、オブジェクトデータの所有者に関するデータをチェックし，誰かが所有していれぱ

新たに把持することができないようにしている。これにより物体の把持を同時に行うこと

はできないようにし、物体を先に把持したと判定された人間のみが把持できるようにして

いる。ただし、一人が物体を把持し、もう一人が、物体の変形を行うことはできるように

してある。
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3．6V匠CSのインターフェース

VECSのインターフェースの図をFig3．7に示す。仮想空間には床が表示してある。そのう

えに、各種のボタンが浮いている。これらのボタンはユーザが触ったりつかんだりするこ

とで、コマンドを入力するためのものである。コマンドには、例えぱ作業モードを変える

もの、仮想物体を創造するもの、仮想物体のパラメータを変更するためのものなどがあ

る。作業者の手の位置と姿勢は入出カデバイスからの入力値をもとに計算され、リアノレタ

イムで動く。仮想空間内での作業をする場は、床中央部にある。また、床中央部の鉛直軸

を軸にして、仮想空間を回転させる機能も付いている。床を回転させることで、正面から

は、隠れてしまって見えない場所でも確認できる。回転は、床の下に手を移動し掴みなが

ら、手で臼を回すように動かすことでできる。この場合の回転は、実際にはカメラとユー

ザの手が、床中心を軸にして回転する事で行っている。ユーザからは見かけ上、床と仮想

物体が回転しているように見える（fig3．8）。

　　　　　　　　　　　仮想物体
スライドバー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目∵鮒舳

目
目

ボタン
敬

床作業者A作業者阜

ボタン

On　screen

Bef◎re　rOtatiOn

fig3．7VECSのインタフェース

On　scfeen viけua1wor1d

　　　　　　A竹er　Rotation

fig3，8仮想空間の回転の際の処理
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3．7案行速度

現在、VECSはSGIのIndigo2MAX　IMPACT，I曲R5000，Onyx　i－station上で稼働して

いる。フォースディスプレイとはRS232cを用いて各関節の角度と各モータの目標トノレクを

やり取りしている。次節の実験と同じ環境での実行速度は、IMPACT，Onyx上で視覚系

60Hz，力覚系50Hz，Indy上では、視覚5Hz，力覚25Hzとなっている。カ覚は数十から数KHz

の更新遠度が必要といわれているが，本システムでは50Hzに留まっている。この原因は使

用している計算機の仕様によるものである。非常に固い壁などを表現するためには，力積

の計算が必要であり，数百から数キロHZのアップデートレrトが必要である。したがって

本システムでは非常に固い壁や非常に細かい凹凸などを除いてほとんどの仮想物体を表現

することが出来る。また、視覚系の速度は仮想空間の映像が複雑になるにつれて急激に遅

くなるので、IMPACTやOnyxで2つのプロセスに分けることは無意味ではない。
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3，8力覚帰還環境の繰作性評価

、3－8．1嚢験環境

VECSを用いて構築した力覚帰還環境の操作性を評価する。多数の多様な被験者に力覚帰

還型の仮想空間を操作してもらう。そのときの様子をいくつかの項目に基づいて観察し、

それらを統計的に処理することで評価をおこなう。

計算機はSGI　Indy　R5000、フォ丁スディスプレイとして目商エレクトロニクスの

HapticMasterを使用し、60インチ相当のスクリーンに仮想空間の映像を呈示した。この仮

想空間には、ミロのビーナスの形をした自由曲面が存在する。これはVRMLで記述された

800ポリゴンのモデノレであり、フラットシェーディングで描画されている（fig3．9）。こ

の自由曲面はケノレビンモデルによるバネとダンパーによって各格子点をつないだ曲面で表

現している（fig3．10）。

フォースディスプレイの効果器は仮想空間内では仮想球で表される。この球で曲面の表

面を押し込むと、押し込み量に比例して押し返す反力が呈示され、表面をなぞっているよ

r鰯t脳on
　　　　　　．The　fa囎◎fVenu＆

国
鰐セi◎n

rig　id　iまy

　　　　　　　SCreens1ide鎗r

HaPticMaster ”1

fig3．9実験環境 fig3．！0ケノレビンモデノレ
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うな感覚を与える。この力覚モ

まず、曲面の法線ベクトノレを　　　　　　　n

求める（fig3．11）。始めに仮

点）nを求める。nの隣の点Rお

　　　　　　　　　　　　　　　　自由曲面の拡大図
よび上の点Uを求める。そして

3点で張られる平面の法線ベク　　　　　fig3．11近傍の点の法線ベクトルの求め方

トルNを求める。ところで記述さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　仮想球
れている曲面は厚さのない曲面

なので、干渉してもすぐ突き抜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表の境界面
けてしまう。ここでは表面に厚

み　L　を持たせている（fig

3，12）。この厚みLは、フォー　　　　　　　　　　　　　　　　表面

スデイスプレイの性能によつて

経験的に求めている。判断の基　　　　　　　　　　　　　　　裏の境界面

準は・表面に碑を押し込んだと　　　　　　　　最近傍の点

き表面を触るか触らないかくら　　　　　　fig3．12表裏の判断

いのめり込み量になるよう決定しておく。次に、表面からの距離がL以下に初めてなっ

たとき、表裏どちらからアプ』一チしているかを求める。求め方はまず、仮想球の最近傍

点における曲面の法線ベクトノレを求める。求めた法線ベクトノレと、仮想球中心から最近傍

点までのベクトルの内積を計算する。その値が負なら表側からのアプローチ（アプローチ

フラグ：apf＝！）、正なら裏側からのアプローチ（apf・一1）ということになる。このアプロー

チの方向は曲面を触ってから、突き抜けるか触るのをやめるかどちらかにならない限り変

化させない。これにより、曲面を突き抜けて反対側の領域に入ったとしても反力が急に逆

転しないようにしている。どちらからg）アプローチかわかると、後は平面の法線ベクトノレ

にapfを掛けた方向にめり込み量に比例した大きさの反力と、めり込み方向の速度がある

場合のみ速度に比例した逆方向の反力を足した反力を提示する。速度に比例した項は、衝

L
 

L
 

~~I 
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突による力積の効果を出しており、めり込み量のみの場合より堅い表面であるような印象

を与える。ただし、fig．3．！3のような曲面の場合V点において反カベクトノレが急激に変化

する。変化があまりに大きい場合は、前のベクトノレを維持するようにしている。

物理モデノレについて説明する。上述の方法で得た反力に応じてバネ1ダンパーモデル（詳

しくは6章で述べる）に基づき自由曲面の変形が起こる。木変形が起こった場合、降伏点

を超えた格子点については塑性変形が起こる。左側にある2つのスライドバーで、自由曲

面の力学的特性（バネ定数と降伏応力）を変化させる。バネ定数（rigidity）を変化させる

と自由曲面の硬さが変わる。降伏応力（restorati．n　factor）を大きくすると、もとの形

に戻りやすくなる。また、スライドバーやボタンに触れたときは以下のように反カを計算

する（fig3．14）。スライドバー

やボタンの干渉球の内舳こ手先が　　仮想球　　V

入ると触っているとみなし、バネ

の力覚モデノレに基づいたボタン中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fフ

心に引き込む反力を呈示する。

フォースディスプレイに付けられ

たタクトスイッチを押すと仮想物

体を移動することができる。自由

曲面をつかむと重力による重さが　　　　　　　　　表面

呈示される。　　　　　　　　　　　　fig3．13急激な反カベクトノレの変化

干渉球
洩■

／

／

σ

、

＼
　＼

一スディスプレイの先端

引力F→k（8一力）

スライドバー

fig3．14スライドバーとのインタラクション
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3．8．2観察項目

観察した項目は以下の4つである。（！）力覚帰還が理解できているか。（2）3次元アイコ

ンの使い方が理解できたか。（3）バネ定数を変化させたとき、自由曲面を触ったときの硬

さの変化を理解しているか。（4）降伏応力を変化させたとき、自由曲面の復元量が変化す

ることが理解できたか。

それぞれ4項目について、理解できた（yes）、出来ない（no）、半分くらいわかっている

（maybe）。触らなかった（㎜touch）。のどれにあたるかを著者らが観察し、記録を残した。

各人がつけているネームプ・レートから、わかる範囲で職業も記録した。実験は1996年8月

にニューオリンズで5目間にわたって行われたSIGGRAPH96でのデモ展示と同時に行った。

操作方法の説明を行いながら実際に触ってもらい、647人（うち女性88人）のデータを採取

した。

参考までに被験者の国別人数をfig3．！5に、職業別の構成をfig3．16にのせる。実験室

での実験とは違い、多人数多様な被験者層であることがわかる。

　　機Rg
　　Aus施1i蟹
　　　B駆11

　　鞠鰹d
撫　脇
　　　Chi1竃
　　　Chi囎
　　D釧m蟹欣
　　　熾。。

　　N敏h㊧hands
　　N釧Ze脅1釧
　　　Ru弱1蟹
　　S傭鮒

　　　　　　0　　劉　　100　　棚　　醐　　鋤

　　　　　　　　　　　　　　人数

　　　　　fig3．15被験者の国籍分布

　　不明女介

3〕〕

　　　fig3．16被験者の職業別分布
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実験の結果を円グラフにしてfig3．17にのせる。なお、un㎞ownは・記録漏れなど何ら

かの理由で記録が残っていないことを示す。

前述した項員（1）に関しては637名（98％）が知覚できた。知覚できない人が3名いた。（2）に

ついては、操作した人が全体の69％で、その内の99％の人が操作法を理解していた。（3）に

ついては、操作した人が全体の6！％で、その内の74％の人が硬さが変化していることを理解

していた。（4）については、操作した人が全体の56％で、その内の77％の人が復元量が変化

していることを理解していた。

3．8．3考察

力覚フィードバックを知覚できなかった人は3名いた。このうち2名については十分に

フォースディスプレイを触る時間がなかったようで、すぐ帰ってしまった人である。残り

の一名は、呈示していたCGの奥行き情報が余りよく出ていなかった（単眼視、影なし）

may

unknown

（1）力覚の知覚

nO

（3）物体の硬さの理解

（2）力覚アイコンの理解

unknown

　maybe　　　no
（4）物体の塑性変形の理解

fig3．！7力覚帰還型仮想環境の操作性（全被験者）
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（1）カ覚の知覚

（3）物俸の硬さの理解

（2）力覚アイコンの理解

（4）物体の塑性変形の理解

（1）力箪の知覚

（3）物体の硬さの理解

ma

（2）力覚アイコンの理解

（4）物体の塑性変形の理解

fig3．18技術系の被験者の結果 fig3．！9非技術系の被験者の結果

ため、どの辺りを触ってい．るのか理解することが出来なかったようである。

3次元のアイコンについては、スライドバーやボタンなど引力を呈示してやることで、

位置などの識別が容易になることが、被験者の感想からもわかった。力覚アイコンに触ら

ない人が31％いたことについては、アイコンがただのボタン型で、それを触ると何が起こ

るのかを予感させるものがなかったため、あまり関心を持たせることが出来なかったこと

と、フォースディスプレイに初めて触れる人が多くビーナス像を持って移動するとき呈示

される重さに関心が集まり、他の機能を試すまでに至らなかったことが原因と考える。

．この実験で、更に技術系（180人）、非技術系（89人）に分けてデータを整理した（fig3．！8

）（fig3．19）。

この結果、（1）関しては、特に差はなかった。（2），（3），（4）については、理解度が明らか

に技術系の方が高い。細かい力覚特性については、それを理解するためのバックグラウン

ドとなる知識がある程度は必要であるためと考える。また、CAD等のソフトウエアエンジ

ニアがかなりの人数いたこともアイコ’ンを操作する人数の差に影響している。
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また、性別ごとに整理する（fig3．20）　（fig3．21）と、（1）に関しては特に差はなかっ

た。（2），（3），（4）については、理解度が明らかに男性の方が高い。これについては実験を

している最中の被験者の意見から、フォースディスプレイの外観に問題があることがわ

かった。ギヤが見えていたり、まれに発振を起こすなど、いじっていて壊してしまうので

そまないかという恐れを抱かせてしまう。これがもとで、力覚アイコンなどを触る気力が萎

えてしまう事がわかった。

これらの結果から、力覚は、形状の理解、操作に役立っていることがわかる。また、

フォースディスプレイ等は、外観が壊れにくいイメージを与える必要がある。たとえば、

ギァやモータ，配線等は極カ見えないようにし、発振など極力起こらないようにすること

で操作者の予測とは違う動きをしないようプログラムを組む必要があることがわかった。

（1）カ覚の理解

unknown

　　　n◎
（3）物体の硬さの理解

（2）カ覚アイコンの理解

　maybe　n◎

（4）物体の塑性変形の理解

unkn◎wn

（1）力覚の知覚

unkno

　　　　　鵬ybe
（3）物体の硬さの理解

（2）力覚アイニコンの理解

　　　　　　　　nO　　　　　＼。、。・。

（4）物体の塑性変形の理解

fig3．20男性被験者の結果 fig3．21女性被験者の結果
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4、仮想環境構築システムの応用（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1H形状設計

一4．1力寛帰還環境と形状設計

製品の価値観が多種多様化してきた今目、製造業は多品目少量生産へと移行している。

その流れの中には消費者自らが、店頭で自分の好みにあった商品を設計するという生産形

態をとることにより、消費者の嗜好の急速な多様化に対応しようとする試みもある。この

ような生産体系を実現させるためには、専門知識を持たないユーザが設計を行えるよう、

ユーザの生得的な感覚に親和性の高いインタフェースが要求される。人工現実感はそのイ

ンタフェ』スとして有効に機能すると思われる。ところで1製品が複雑、多様化するにつ

れ、部品形状の確認や組立時の干渉チェックが重要な役割を果たしてくる。既存のCADシ

ステムでレンダリングした画像だけでは、設計者にその製品の使い心地などを含めた感覚

的な情報を呈示するには限界がある。そこで実際に設計図に基づいてモヅクアップや試作

品を作ることになる。ところがこれには時間とコストがかかる。さらに、モヅクアップと

して完成度の高いものができたとしても、それを計算機に再入力しNC加工など生産プロセ

スに反映する必要がある。しかし、計測器による三次元形状モデノレ作成には非常に時間が

かかる。

また一般にデザイナーは、工業製品のデザインをする場合、デザイン開発初期において

も造形のテーマを模索するために、加工の容易なウレタンやスチレンボード、紙などの材

料を使って簡単なモックアップをつくることがある。これをフォノレムスタディという。そ

の後、できあがったモックアップをもとに、物体の3次元情報を計算機に入力し、CAD等

のツーノレを用いて細かい修正を繰り返し、うまくいかなければ、上記のプロセスを幾度か

踏むことによって貝的のものを作り上げる。この初期のプロセスからCADを用いるアプロー

チがある。CADシステムで意匠設計の初期段階から三次元形状モデリングシステムを用い

るのである。
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既存のCADシステムにおいてフォノレムスタディをおこなう場合どのようなステッブを踏む

のかをA！ias　AutoStudio＋Alias　Studio（fig4－！）を例にとってみると，

　（1）基本形状データ（プリミティブ）をライブラリーから呼び出す。代表的な球のブ

リミティブを作成する。プリミティブはワイヤーメッシュで表されており，メッシュ上の

格子点とは別に面上にない制御点（CV），CVを直線でつないだ枠線（Hu11）がある。

　（2）基本形状の変形をおこなう。ディスプレイ上には，x，y，zそれぞれの方向から見た

造形物の形状が表示される基本三面図と3次元パースベクティブ図の4面のウインドウが

が表示されている。それぞれのウインドウを兄ながら，適当なCVを選択して変形する領域

を指定し，任意の形状を作る。このとき不均一な縮小や移動コマンドを使って，複雑な形

状を作成する。

　（3）頻繁に作業アングノレを変えて，あらゆる方向から視覚的に形状の評価を行いなが

ら，　（1）と（2）の作業を繰り返すことで目的の形状を作り上げる。これらの作業は一

つの作品を作り上げるのに少なくとも一時間位の時間をかけるのが通常のようである。

「I’　　　　　　　　　　　　、＿判叩蝉．、、
　　　　　　　　　　　㌧、　　　一1鍵三轄嚢
　　　　　　　　　　　　＼＝．、

一←二1千1∴　　　一一…蝶　＿＿，、　・下㌃
　　　　＼ノ　　　　　　　　　く1、ニニ．．；二1之メ；

　　　　　i　　　　　　」　　　1．
　　　　　　　　　　　　　　．1■丁・「　　　　　　　1
　　　・〔　1　■・・…　　　　　　　　　　r　l↓　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　．；
　　　　　　　　　　　　　　一1　　1　　　　　≡　　　　工」1÷　　1帰、1鋒．

婆嚢蟹■蟹蟹窯禦緊鷲繭鶉闘圖I・．一葦・　1一湘…一
川1部モテリンダ■瑚面’＾ilasbaSにmoO引i㎎胴㏄㎎

fig4．！既存のCADのインタフェース例Alias　AutoStudio

　　　　　　（右はフォノレムスタディの作品例）
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引き戻すような方向で、その点からの距離に比例した反力を呈示した。実験は、凸と凹の

数の比率をランダムに変えて、スター、トの合図をしてから貝標とする凸凹が出来上がるま

での時間を男子学生3人について一人6回の計測をおこなった。その結果をfig4．3に示

す。縦軸は実験開始の合図をしてから被験者ができたと判断するまでの平均作業時間、横

軸は実験の場合分けで、左から、反力を提示して行ったもの、反力無しで行ったものであ

る。棒グラフ上の縦の線は、標準偏差である。

実験の結果、反力があるほうが、より変形に要する時間が短くてすむことが分かった。

また、標準偏差を見ても、反力ありの方が小さくなっており、作業時間のばらつきが少な

い。被験者を観察していても、反力がない場合、自分の手先が仮想空間内でどこにあるの

かの認識が非常に困難であるようであった。以上の結果からも、仮想物体を扱う場合、反

力の提示がより物体の認識を容易にし、操作性の向上につながるということがわかる。

フォースディスプレイの効果

250

200

160
⑭

首
ε

F　10◎

50

ぶ

f◎r鵬　　　　　　　　n◎f◎r鴫

fig4．3フォースディスプレイの効果
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するだけなので、実現が簡単である。このような方式でも、かなり複雑なことをこなすこ

とができると考えられる。なぜなら、自然界に存在する蟻や蜂などは、個々の個体は単純

な動きをしているが、全体として見事な作業をこなしているからである。このような考え

を基に、生物的オートノミーを導入することを考えた。

ところで、生物的オートノミーの成長は、時間、先天的性質、後天的性質の、3つのパ

ラメータによって決まると考えられる1。（fig4．4）

時間は、生物的オートノミーの全体の成長のスピードとその正逆をコントローノレする。

ユーザーは、成長のスピードをコントローノレしながら、後述の後天的性質を変えたり、と

きには先天的性質をも変化させることで、試行錯誤をすることが可能となる。

先天的性質は、各組織の成長のスピードや方向性のパラメータを含んだ遺伝子情報や、

遺伝子を解読し実際にデータを更新するアノレゴリズムを表す。つまり、ユーザーがセット

する遺伝子の各パラメータを表す。また、成長のアノレゴリズムを選択、あるいは変更する

ことも、先天的性質を用いたインタラクションといえる。データをセットしたりアノレゴリ

ズムを選択すれば、計算機がアノレゴリズムにしたがって計算を繰り返し生物的オートノ

ミーは成長する。

後天的性質は、周りの環事からうける影響、例えば、ユーザーによって切られたり、削

られたりすることによってかわるものセある。ユーザーが後天的性質を変える方法には、

直接的方法、間接的方法の2通りの方法があると考えられる。直接的方法は、生物的オー

値

定

先

天
的

性
質

値
設
定

時闇

聞　　直
接　　接
操　　操
作　　作

後
天
的
性
質

反
力

映
像

遺伝子など

fig4，4成長原理を導入した仮想物体とのインタラクション
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トノミーに対してユーザーが自分の体の一部を用いて、手を加える方法で、切る、削る、

延ぱす、曲げる、付けるなどが考えられる。間接的方法は、ユーザー自身の体を用いず、

仮想世界に存在するものや現象を用いて手を加えるものである。仮想の板や他の生物的

オートノミーなど、仮想物体に触れたときに、成長を抑制したり、重力などの物理法則を

変化させることで行なうことが可能である。

’このような、時間、先天的性質、後天的性質を操作することにより、自然発生的な要素

と、ユーザーの介入による人為的な要素を共存させることが可能となる。例えば、木を考

える。木は人間が何も手を加えないと勝手な方向に成長していく。ところが盆栽などで

は、成長する際に人間が手を加えることで、意味のある形を表現することができる。これ

は、木が成長するという自無発生的な栗素と、人が手を加えるという人為的な要素とが共

存してはじめて可能となる。生物的オートノミーを用いて作業をする場合でも、2つの要

素を共存させることで、生物的オートノミーの持っている大きな可能性を引き出すことが

できると考えられる。
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4．3自偉的自由曲面

生物的オ』トノミーの例として、表面張力のようなものをもち、餌に触手を伸ばすよう

な性質を持つ自律的自由曲面を定義している。これは、曲面を網の目状に区切り、各格子

点をぱねで結合しているようなモデノレニである（fig4．5）。このようにすることで、例えぱ

格子点の一つをもって動かすとその周りの格子点も引っ張られ、全体として水飴のように

動く。また、仮想空間で餌を見つけると餌に向かって、各格子点が餌との距離に反比例し

た量だけ近づき、餌に触手を伸ぱす。逆に嫌いなものがあれぱ、各格子点が餌との距離に

反比例した量だけ遠のき、全体としてそれを避けるように変形する。この自律的自由曲面

を用いて、仮想空間での造形作業を支援するプログラムを開発した。

4．3．1自律的自由曲面を用いた形状躁作環境

これまでの考察から、フォースディスプレイと自律的自由曲面を用いた3次元仮想空間

でフォノレムスタデイを行うことのできるアプリケーションを開発した。このアプリケー

ションでは，ユーザは仮想空間の映像を3次元パースペクティブ画面として見ているた

め，実空間で物体を見るような視覚情報を得る。そして仮想物体を直接手で持って移動す

ることができ，手で摘む感覚で物体の変形をおこなうことができる。変形や移動の結果は

そのまま曲面の形状となって現れるので，既存のCAbのように変形ウインドウと形状確認

用の3次元パースペクティブウインドウとが分離しているための直感性の欠如から解放さ

れる。さらに自律的自由曲面を用いているので，なめらかで複雑な形状の3次元曲面を定

白律的白由曲面

fig4．5自律的自由曲面モデル
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義することができる。

このアプリケーションのインタフェースをfig4．6に示す。まず，中央に自律的自由曲面

が浮かんでいる。この自律的自由曲面ぽ，左側の自由曲面創造消去ボタンを掴むと創造す

ることができ，自由曲面を手で持った状態で自由曲面創造消去ボタンに触ると，消去する

ことができる。変形開始ボタンで自律的自由曲面が自律的に変形を始める。倍速変形は，

その変形の速度が倍になる。変形停止ボタンは，自律的自由曲面の自律的な変形機能を停

止させる。変形機能を停止させると，自由曲面を構成する格子点の位置を仮想の手の位置

によってすべて決めることができる。仮想の手は，モードによって形状が異なりラfig4，6

では，はさみを模擬した形状になっており形状変形モ㎞ドであることを表している。移動

モードでは手，拡大縮小モ㎞ドではピンセットになる。形状記憶ボタンは，自律的自由曲

面の基本形状を記憶し，ボタンが掴まれた時点の形状で固定される。ファイノレ保存ボタン

は，できあがった形状をファイノレに保存することができる。ボタンを掴むと自動的に使わ

れていないファイノレ名を検索し保存する。モードセレクタは，仮想の手の形状を変えると

共に変形，移動，拡大縮小の各モードを選択することができる。ボタンを一回掴むごとに

次のモードに替わる。ボタンの上には，次になるモードを絵で表示している。fig4．6で

は次は拡大縮小モードになる、オートノミーの敵と餌は球で表されており，球を掴むと仮

想の手に新たに創造された球がつく。この球は拡大縮小が可能である。機能については，

ファイ／／保存1タン→園

倍速変形開始1タンヰ固

変形開始ボタン今回

変形停止ノ㍗寺国

　形状記憶ノタン　　　㊧

　自由曲面
創造消去ボタン

モードセレクタ　　　摩鈴
（拡大縮小　）

自律的自由曲面

　　バネ定数指定
噌■スライドバー

く←敵ア　コン

　　餌　イコン

餌用ごみ箱

想の手（変形モード）

fig4．6自律的自由曲面を用いた形状設計システムのインタフェース
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することができるようになっている。把持中の変形のアルゴリズムをfig4．8に示す。ハ

サミによって自律的自由曲面表面上のある格子点が把持されたとする。ハサミとの相対位

置を保ちながら、把持された点は移動する。把持された点の変位を最大値としてCOS関数

によって計算される量だけ、ハサミの動きにあわせて変形領域内の各格子点が変位する。

なお、ユーザには、仮想物体を操作する際に操作を支援する員的で、手先に反力が提示

される。ハサミによる変形の最中は、表面を摘んだ位置に手先を引き戻す方向で，点から

の距離に比例した反力が呈示される（÷ig4．9）。ボタンと手が干渉している場合には、ボ

タンの中心に手が引きつけられるように反力が提示される。

自律的自由曲面を用いてデザインを行う場合、どのようなものが適しているのかを考え

てみる。自律的自由曲面の特徴として、表面張力のようなものが働いているので、全体と

してなめらかな形になりやすい。また、手を用いて変形を行っているので、完全に対称な

形よりもやや非対称な形を作ることが容易にできる。この自律的自由曲面を用いて作成し

た形状の例をfig4．！0に示す。

lci Lcos("~'2 k ) 

仮想物俸表面

Fい3　　ド2　　F1　　ド0　　1r　　F2　　ゴ㌣讐3

移動中心をi讐0とし、移動する点のうち一番外｛則のものがi二kとなるようにとる。

中心がL変位したとすると、それぞれの変位は　　　冗五　　とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　ム。・・gた）

奥行き方向にも同様の繰作を行う。

　　　　fig4，8把持移動時の変形

F二K（P－Po）

．fig4．9反力の呈示法
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餌に吸い付いている自律的自舳山面（餌の大小によって変形範囲が違う）

｝tニア「’…’｝　’

球を避ける自律的自由山面（球の大小によって変形範囲が違う）

fig4．10自律的自由曲面の例
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4．3．2自偉的自由曲薗めデータ構造と処理方式

自律的自由曲面は、各格子点の位置情報x，y，zの3つ、各格子点の元の位置を表す基本位

置情報x，y，zの3つ、各格子点と上下左右の格子点とのバネの自然長4つを1000組、仮想物

体の拡張データ構造として付加している。各格子点の位置は、自律的自由曲面の代表点か

らみた相対位置になっている。基本位置は、自律的自由曲面の初期形状の時の各格子点の

位置で、形状記憶ボタンによってこの位置は更新される。バネの自然長は、基本位置情報

を基にして、各格子点についてその格手点の回り4格子点との距離を計算し記憶している。

バネが自然長になるように自由曲面は変形する。

自律的自由曲面の物理モデルについて述べる。この自律的自由曲面は、平面を42×21の網

の目状に区切り、882個の格子点からなっている。この平面を地球儀を作るように丸めて、

球の形状を作っている。各幣子点は、バネで結ぱれているとしバネの自然長に戻るよう

に、各格子点が移動する。’移動量の計算方法を示す。

まず、格子点PをP（i＋HMAX＊j）と表す。

ただし、O＜＝i＜42，O＜＝j＜21，HMAX・42とする（fig4．11）。

　○くiく4！，Oくj＜20のとき、

　　すなわち、格子面の縁をのぞく内部の点について考える。

　　　　　p［O］　＝　　P（i＋HMAX＊j）

　　　　　　回りの点は、

　　　　　　　　　　P［！］・P（i＋1＋HMAX＊j），

　　　　　　　　　　P［2］・P（i－！＋HMAX＊j），

（0．0）i

j
！

（HMAX－1，O）

(i,j-1 ) 

k[i J 

i-1 ,j) (i,j) i+'1 ,j ) 

k[4] k[3] 

k[2] 

i,j+ I ) 

（0121）＼格子点を平面にならべたもの （41，21）

fig4．11自律的自由曲面の格子点番号
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P［3］・P（i斗HMAX＊（j＋1）），

p［4］：　P（i＋HMAX＊（j－1））　となる。

　それぞれの点とp［O］との距離をk［！］，k〔2コ，k［3］，k14］とし、バネの自然長を1［！］，1［2］

，1［3］，1［4コとすると、p［Oコ．の移動する方向ベクトノレv［O］は、

　　v［O］．x：

　　　（k［1］一1［1］）＊（P［1］．x－p［o］．x）／k［11

　　　＋（k〔2］一1［2］）＊（P［2コーx－P［O］、x）／k［2］

　　　　十（k［3ト1［3］）＊（P［3］．x－P［O］．x）／k［3］

　　　　・（k［41－1［41）＊（p［4コ、。一p［O］．。）／k［4］

　　　v［O］．y・

　　　（k［1ト1［1］）＊（P［1］一y－P［O］．y）／k［！1

　　　＋（k［2］一1［2］）＊（P［2］．y－P［Oコ，y）／k［2］

　　　　十（k［3ト1［3コ）＊（p［3］．y－p［O］．y）／k［3］

　　　　十（k［4ト1［4］）＊（P［4］．y－P［O］．y）／k［4］

　　　v［O］．z＝

　　　（k［1］一1［1］）＊（P［1］．z－p［O］、z）’／k［1］

　　　十（k［2ト1［2］）＊（P［2］．z－P［O］．z）／k［2］

　　　　十（k［3］一1［3］）＊（P［3コ．・一P［Oコ．・）／k［3］

　　　　十（k［4］一1［4］）＊（P［4］．・一p［Ol．・）／k［4］

で、計算する。このようにして求められたv［O］に比例定数をかけることで、p［O〕の変位

を求める。この変位をp［O］に加えるこ。とでつぎのp［Oコの位置が決定する。

格子面の縁について考える。

格子面の縁は、地球で言うと子午線に当たる部分と、北極、南極に当たる部分で、周り

の格子点を上の方法で選ぶことはできない。そこで、まず子午線に当たる部分では、i二〇

に当たる部分で、右隣の点（i・1）の点を2回選ぶことで行う。そして反対側のi・41の部

分では、i・Oの点と重なるように移動するようにしている。このようにすることで、つな

ぎ目をなるべく見えないようにしている。北極と南極に当たる部分は、両隣が同じ位置に

ある。そこで、北極で言えぱ、i・21，j二〇の点と、i二21，j・1の点とで、バネを形成するこ
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fig4．12モデノレ1
fig4．！3モテノレ2

　　　　　　fig4．！4モデノレ3
い。そこで、変形領域量を調節しながら、ハサミによって大小の盛り上がりや凹みを作る

という方法で変形を行う。自律性のある場合の変形は、床、ハサミの他に餌、敵を用いて

盛り上がった部分や凹みをつけることができる。ハサミは、モデノレ2、モデノレ3の羽をは

やす場合に用い、盛り上がった部分あるいはへこんでいる部分は、餌、敵を用いて作成す

る。3つのモデノレ（fig4．12），（fig4．13），（fig4．14）について行うので、合言十6回作業

を行ってもらった。なお、各モデノレを作る際には、その作り方を事前に被験者に教えて練

習をしてもらっている。測定したデータは、作業時間、変形終了後の被験者によって作成

された作品の各格子点の座標値である。

実験の作業時間の平均値をグラフにしたものをfig4．15に示す。横軸は、実験の種類，

縦軸は作業時間である。グラフ上の縦線は、標準偏差である。自律性の有無に関わらずほ

能をはずしたもの（ふつうのプリミティ

ブ）、自律性のあるもの、それぞれ被験者

一人で行ってもらう。

変形の方法は、自律性の有無で若干異な

る。自律性のない場合は、床に押しつけ

る、ハサミを使うことで行う。餌、敵に

よって盛り上がった部分やへこんだ部分を

作ることは、自律的機能なので使用できな
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ぼ同じ様な作業時間になっている。こあ原因として考えられることは、自律的自由曲面が

変形するのに若干時間がかかるため自律性有りの場合の方が時間がかかること、餌をとっ

てきたりする動作は、単眼視による奥行き感の欠如から時間がかかってしまうこと。自律

性無しの場合、全く同じものを作ることができないので、適当なところで実験を終了して

しまうことが考えられる。

そこで、できあがった作品の形状の評価を試みた。はじめに、モデルと作品について、

もとの回転楕円体上の格子点との距離を計算し比較したが、有意差はみられなかった。し

かし害できあがった作品は、自律性無しの場合と有りの場合とで、明らかになめらかさが

違っていた（fig4，16）、　（fig4．！7）。そこで、それぞれの格子点の曲率の違いを検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　討することにする。曲率の求め方を、fig

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．18に示す。まず、曲率を求める格子点

　200　　　　　　　　　　　　　　　　0の隣の格子点A，B，C，Dによって張られる曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面を考える』Gauss曲率の定義から、曲率
　！50

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をAOB，CODを用いて求める必要がある。し
①

ω

）100　　　　　　　　　　　　　　　　　　かし、AOBとCODは直交するとは限らないの
睡
歯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、ベクトノレOEとOFは平行にはならない。

　50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこで、ここでは便宜的にそれぞれベクト

　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ0A，OB　によって張られる平面上で、
　　　　　　自律性有　　　　　　　自律性無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O，A，Bを通る円の半径をr1、同様にCODから
　　　　　　　fig4．！5作業時間

fig4．16作品（自律性なし） fig4．17作品（自律性あり）
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A

巨　　F

　（1）　　　　　　　　　　（2）

fig4，18曲率の求め方

ある作晶の曲率度数分布
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fig4．19ある作品の曲率度数分布．

軸
割
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800

600

400

200
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001150，30．45　　　　　　曲率

fig4．20モデノレの曲率度数分布
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　　0拙
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制
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　一160

　－200
0　　　　　0．15 　0，3　　　　01蝸曲率

fig4．21自律性ありの曲率差度数分布

淵
無
蟄

100
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－50

－100

－160

・200

　　00，150，30．45　　　　　　　　曲率

fig4．22自律性なしの曲率差度数分布

r2を求め、1／（rl1r2）を曲率’としている。これによって計算された作品のそれぞれの格子

点の曲率の度数分布がfig4．！9のように求まる。モデノレについても同様に求めることがで

きる（fig4．20）。

これらを用いて、各階級同士で、作品の度数とモデノレの度数との奉、度数差をとる・求

まったそれぞれの度数差分布を自律性有りのモード、自律性無しのモードの各モード毎に



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61

階級の平均を取ったものがfig4．21，fig4，22である。曲率は小さいほど平らで、なめら

かになっていることを意味する。自律性有りの場合と協調作業の場合は、曲率O．05以下の

ものが、多くなる傾向にある。自律的自由曲面には、なめらかな形状になる性質がある。

モデノレ作成者よりも被験者の方が熟練レていない分、形状操作を行って形状記憶ボタンを

押すタイミングが遅れ気味になり、結果としてモデノレよりも凹凸の少な胃のなめらかな曲

面になっていると思われる。自律性がない場合は、曲率O．05以下が極端に少なくなってい

る。なめらかさに欠けていると考えられる。

また、度数差分布の2乗平均をとると、fig4．23のようになる。このデータから、自律

性無しのものがモデノレとかけ離れた形状であることがわかる。危険率5％のt検定でも、自

律性ありと自律性なしでは、t・3．12，二t境界値は2．14なので有意差があることが分かる。

以上の結果から自律的自由曲面のような性質を持った仮想物体及びフォースデイスプレ

イを用いることで，手で直接造形作業をする感覚で誰もが簡単に短時間で複雑な形状の仮

想物体を定義することが可能になることがこの実験で確かめられた。

　4000

　3500

琢3000
斗
朕2500
N
Q2000
洲
無ユ500

拙

　1000

　500
　　0

自律性有　　　　　　　自律性無

fig4，23曲率差度数分布の2乗平均比較
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4．4仮想盆栽

本節では、生物的オートノミーとして木のように自分自身が、枝分れをしながら成長し

ていく物体を選んでいる。この木は、VECSのユーザーアプリケーションとして実現されて

いる。仮想の木の幹や枝は、円柱を用いて表現している（fig4．24）。それぞれの枝は、仮

想空間の時計の進み具合にしたがって、枝の長さと直径が増え，枝分れを繰り返しながら

成長していく。枝分れの様子をfig4．25に示す。まず、枝分れするかどうかを乱数を

用いて決定する。枝分れすることが決まると、枝分れする点hiを、5っの侯補点の中から

乱数を用いて一つ選ぶ。侯補点を5つにした理由は、1つの枝で枝分れした枝を高さ方向

に並べたときに、枝が重なってしまわないような間隔を取ったためである。

そして、上記のようにして選んだ点hiからどの方向に枝

が延びていくのかを決める点Ljkを、乱数を用いて8つの点

の中から一つ選ぶ。侯補点が8つになっているのは、簡便の

ためで、もし、他の枝等との干渉を考慮して成長をさせるの

であるならぱ、さらに多く．φ点を考慮すべきである。

こうして決まった位置と姿勢に新しい枝を定義して、枝分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）枝分かれ点　hiを選択する

れが完了する。仮想の木の成長の様子をfig4．26からfig
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
4．31に載せる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L〃
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fig4．24仮想盆栽 fig4．25枝分かれアノレゴリズム
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木の上と左側に成長を抑制する板をおいて

ある。木の右側と左側で枝の成長の度合が

違つている。

fig4．29板を用いた成長の抑制

ハサミによって枝を一きる前 各ボタンの説明

枝を切り落とした後

左側にあるボタンは，仮想空間の時計の進

み具合を調節するものである。上から、早

送り，スタート，ストップ，巻き戻し　と

なっている。

右側にあるスライドバーは，枝分かれの頻

度を変えるためのものである。四角いスイ

ッチを摘んで、上に動かせば枝分かれ頻度

が高くなる。

スライドバーの下にある板は，成長を抑制

する板を作り出すスイッチである。ユーザ

ーが，手でこの板状スイッチを掴むと、板

が作り出される。その板を成長を抑制した

い場所に動かすことで、成長を抑制する。

左下の床についている3つのボタンは、

左から，自分の手をハサミに変えるもの。

ハサミを手の形に変えるもの、挿し木をす

るときに，枝を木に結合する命令を出すも

のである。

fig4．28ハサミによる枝切り
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枝を接ぎ木したいところへ移動する。

枝を接ぎ木する。

仮想世界の時計が進めば，接ぎ木した枝も

もとの木とともに成長する。

挿木する枝を切るこ、

切り落とされた枝は，地面に挿し木される。

仮想性界の時計が進めば，他の木と同じ様

に成長する。

fig4．30接ぎ木の例

fig4．31挿し木の例（挿し木した枝が成長している）
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このような仮想の木に対して、ユーザーは、仮想世界の時計の進み具合と、先天的性質、

後天的性質の3つのパラメータを操作することで、成長の方向を変化させる。

時計の進み具合は、スタート、ストップ、早送り、逆戻しの4つのボタンによって操作

する。時問を操ることにより、性質を変えたり、操作を誤ったときにも対応できるように

なっている（fig4．26）。

先天的性質とは、ここでは、枝分れの頻度である。これは、スライドバーのスイッチの

位置を変えることで、頻度を設定する。上に上げれば、枝分れの起こる頻度が高くなる。

これによって、仮想の木の枝ぶりを調節する（fig4．27）。

後天的性質には、枝を切る。枝の成長を抑制する。継ぎ木をする。挿し木をする。とい

う方法がある。ユーザーの仮想の手をパサミに変え、切りたい枝の近傍へ動かし、ハサミ

を閉じると枝分れ点において枝を切ることが可能である（ぞig4．28）。　また、成長の抑

制は、板を用いて行なう。仮想の手で板を移動し、枝と接触させることで任意の位置で成

長を抑制することができるようになっている（fig4，29）。　さらに、継ぎ木をすることも

できるようになっている。継ぎ木は、枝を継ぎたい場所に持っていき、継ぎ木の命令を入

力するためのボタンを掴むことで行なう。ボタンを掴むと、継ぎ木する枝から一番近い所

にある枝に姿勢を保ちながら付くようになっている（fig4．30）。挿し木は、枝を切ったと

きにでる枝を、地面に植えることで行なう。挿し木した枝は、もとの木と同じように、伸

びていくようになっている（fig4．31）。主にハサミと板の二つの機能を用いて、仮想の木

の後天的性質を変化させていく。

仮想の木は、通常の仮想物体と違い基本データ構造のほかに拡張データ構造として、代

表点から見た各枝の相対位置、形状、色、前後の枝のIDなどを持っている。IDは、枝の番

号になっている。さらに、成長する過程でデータの量が変化するので、あらかじめ大きく

メモリを確保することによってこれに対処している。現在は、一本の木に対して、枝の総

数は100本としており、一本の枝には最大で4本の小枝がつくことができるようになって

いる。

仮想の木が成長していく際に、規定してやらなければならないことは、枝の成長のさせ

方と、枝分かれの方法が考えられる。枝が成長する場合は、自分の大きさが変わるだけで

は伸びたようには見えない。なぜなら、枝の中心から各方向へ同じ量だけ円柱がのびるか

らである。したがって成長する場合は、枝の中心の位置を成長する方向へずらしてやる必

要がある。そこで、ここでは、fig4．32のような計算を行う。まず、枝の位置と姿勢から
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Z軸方向を割り出す。求めたZ軸方向に枝の中心を移動させることで行っている。っぎ

に、枝についている小枝を移動する。枝の位置は、すべて幹中心からみた相対位置で記述

してあるので、同様にして、各小枝を移動させる。これをすべての枝について行うこと

で、成長がすすむ。自分についている小枝のIDを基に、再帰的に処理を行っている。ま

た、接ぎ木された枝についても、幹の成長にあわせて相対位置をずらしてやることで行

う。

枝分かれは、枝の位置から新しい枝の伸びる方向に対応した同次変換行列を作る。この

とき、Z軸方向しか決まっていないので、Z軸回りの回転の自由度を決めてやらなければ

ならない。ここでは、枝として円柱を用いており、Z軸回りに等方的であるので、この回

転角をゼロとした。このようにして決定した行列と幹から枝までの同次変換行列とを掛け

合わせて作り上げた同次変換行列により、新しい枝の位置と姿勢を求めている（fig

4．33）。
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~__/ 

枝を並進させないとこのようにな
る。

木の枝の中心を少しずらすこと
で、枝が成長したように見え
る。

F　x

S　　，・

r昌

枇

柳

地

O

0x
0γ

02

0

λx

カ

ん

O

K
z
〃

1

　　　　　ハな　0x　／x　K＋c／x

　　　　　柳　　0γ　λγ　　Z＋c■γ

　　τ㌧
　　　　　〈な　0房　ノz　ルグ十cλ”

　　　　　O　　O　　0　　　1

Fの座標系を表す同次変換行列丁の3列目
AはFのz軸方向成分を表すベクトノレであ
る。これをc倍して、Fの並進成分に足し
て作った　T’をFの座標系とする。そし
て枝の大きさを変えるとあたかも枝が成長
しているように見える。また、枝に生えて
いる小枝についても上記のベクトノレをその
小枝の座標系の並進成分に足しあわせてい
る。

fiξ4．32枝の成長
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F　x

　　　　　　　　　　　　枇　0x　瓜〃

　’　　　　　　　　　柳ργ小抄　　とする。
　　　　　　　　　　τ一
　　　　　　　　　　　　地　0z　ん　此
S
　　　’　　　　　　　　　　　O　　O　　O　　1

　　　　　　　　回転成分と並進成分は分離できるので、
　　　　　　　　ローノレ、ピヅチ、ヨーを求めるために

　　　　　　　柵　0x　瓜O

　　　　　　　柳0γカO
　　　　　τ’昌
　　　　　　　ル　0z　ん　0
　　　　　　　　0　0　0　1　として以下の計算を行う。

　R0プ（Z，φ）＿1τ霊R0プCレ，θ）R0オ（X，叩）

っまり　∫1（〃）人（0）＾（ノ）O　　，osθ　s三nθsin叩　sinθcosΨ　O

　　　∫2（〃）　プ2（0）　プ2（λ）　O　　　　O　　　　cos叩　　　　一sin叩　　O

　　　！3（〃）　！3（0）　！3（λ）　O　　　sinθ　cosθsin叩　cosθXoc呼　0

　　　　0　　0　　0　　　　0　　，0　　　0　　！
　　　ただし　　プ、㍗、。、φ十ノsi、φ

　　　　　　　　　加一一・。i。φ十ノ。。。φ

　　　　　　　　　加㍉
　θ叩　φ　を求め乱ここで・F座標系から見たS座標系のZ軸成分が枝分
　　　　　　かれの定義からわかっているので、Aベクトノレがわかっていること
　　　　　　になる。円柱は、Z軸に関して対称であるので、θか叩のどちら
　　　　　　かをゼロにとっても見かけは変わらない。ここでは、叩をゼロと
　　　　　　して計算していく。

プ2（λ）曙O　より

一ノx　sinφ十ノγcosφ鷺O

φ霊atan2（〃，々）　あるいは、　φ雪φ十180・

　　・i・咋ノ・・i・φ・小。。φ

　　。。。叩一ん　　　　，鶴・ee口．
Ψ竃・…2（ノ・。i・φりγ。。。φ，λ。）

紺竃確隷三莞誠基船糾蝉欝劣㌔家竃基
準座標系までの同次変換行列丁’と掛け合わせて、S座標
系から基準座標系までの同次変換行列丁を求める。Tより
もとまるX，y，Z，θ、Ψ，φが小枝の位置、姿勢とな
る。計算方法は、付録1．を参照。

T＝T’艦丁’’

　fig4．33枝分かれの計算法
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これまで述べてきた仮想盆栽は機能面では盆

栽的であるが見栄えの点でそれらしくはな

かつた。

計算機の性能が仮想盆栽開発当時より．も向上

し、円柱で近似する方法から多角形ポリゴン

を用いて近似する方法を開発した。この方法

でもリアルタイムで仮想盆1栽とインタラク

ションすることができる。

植物の枝分かれについては，側方分枝では

なく，横の広がりを表現しやすい二又分枝

の仮想の木を定義した（fig4．34）。側方分

枝よりも横の広がりを出しやすく，視覚，

力覚のディスプレイで全体を見やすく触り

やすくするためである。

枝の表現は、多角形ポリ．、ゴンでおこなう

（fig4．35）。枝が成長する間も乱数を用い

て成長の方向が微妙に変化するようにして

いる（fig4．36）。このようにすることで円

柱では出せなかった木らしい曲面を近似し

ている。

枝分かれが起こるタイミングは乱数を用いて

ザる。枝分かれの方向も乱数である（fig

4，37）。

葉や花も乱数で発生させるかどうかを決め，

花はある時間がたつと実になるようにしてい

る。

枝を切ると切った枝が重力にしたがっ．て床に

落ちて事消える機能もっけ加え，より木を

切っている感じを高めるようにしている。

枝には干渉チェック用の代表点があり，その

／∵ノ／、

／

へ
／

／＼

側方分枝　　　二又分枝

fig4．34枝分かれの種類

枝の代表点2

軸方向に成長する

枝を形作るための点
（枝の代表点の回りに
6点配置されている。
前後の点とで多角形ポ
リゴンを形成し，枝の
表面を表現する）

枝の代表点1
（前後の点とで

枝の軸方向を定
義，また枝の干
渉チェックにも

＼愈使われる）

円周方向に成長する

fig4．35枝の表現

”　　先端は尖って

　　いる。

ある点で枝
の成長の方
向を変える
ことができ
る。

fig4．36枝の成長時の方向転換



7！

代表点とハサミとの距離が一定以内だと枝が切られたと判

断し，枝が下に落ちる。ユーザーには枝を切りやすくする

ため，手先の最近傍の枝の代表点に向かう方向で，その点

との距離に比例した大きさの反力を呈示している。

これらの様子をfig4．38からfig4．40にのせる。

新しくできた点＼、・〃

二又分枝

fig4．37枝分かれの様子

fig4．38仮想盆栽　その1

切った枝が床に落ちていくところ

fig4．39仮想盆栽　その2 fig4．40枝を切ったところ
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5、仮想環境構築システムの応用（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃1固協調作業

5．1仮想環境における協調作業

コンカレント1エンジニアリングに見られるように、以前にもまして製造業では製品や

システム開発に従事するすべてのグノレープが協調して作業にあたることのできる支援環境

が必要になりつつある。製品と製品関係の各種プロセス（仕様決定を含む概念設計、詳細

設計、機能解析、試作、部品の発注、生産準備、設備設計など）に対して、ネットワーク

を用いて計算機を接続し、デ』タを共有することにより協調して作業を進めるという研究

がグノレープウエアの分野で進められている。この分野ではオフィスワーク用のグノレープウ

エアと生産や臨場感会議のためのグノレープウエアが研究されている。生産や臨場感会議の

ためのグノレープウェアがオフィスワーク用のそれと異なる点は、3次元的な空間や3次元

的な対象物を扱うということである。このような3次元的な物体を扱う共同作業を行う場

合、3次元的な形状、位置、動作に関する説明が必要になる場合が多い。このとき言葉で

説明するよりも．3次元空間を共有することで作業を行うこ一とができれぱ、身ぶり、手振り

などの手段を交えて円滑なコミュニケーションをすることができる。人工現実感はそのイ

ンタフェ』スとして有効に機能すると思われる。

また、現状ではひとたび会議を開くとなると、会議の参加者が遠隔地から出向いて来る

必要やスケジュ』ノレ調整など、時間と労力が必要である。このようなときに遠隔地に分散

している参加者がネットワークでつながった仮想環境において会議環境を共有すること

で、あたかも一堂に会しているかのような感覚でより円滑に意志疎通を行える通信システ

ムを構築することができる。

上記のシステムに力覚を追加することで、3次元の仮想物体に触った感覚を得ることが

できるだけでなく、相手の手を取って何かを教えるなど他のユーザとのコミュニケーショ

ンの手段としても有効に機能することが期待できる。本章で述べるシステムは、このよう
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な空間型共同作業システムでの3次元形状設計支援のシステムのプロトタイプとして位置

づけることができる。本章では二種類のシステムを構築している。一つは仮想空間で相手

の手を取って作業の仕方を教示することのできるシステム、もう一つは仮想物体の変形作

業を共同で行うことのできるシステムである。次節からこれらについて説明する。
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5．2仮想聖間におけるポインテイング教示作業

通信による時間遅れがないと仮定した場合、相手の手を掴んだときに相手の手との距離

に比例した引力を呈示すると、相手と腕相撲のように引っ張り合いをすることが出来る

（fig5．1）。この環境を用いることで、仮想空間内で特定の点をポインティングする方法

を教示することが可能となる。

この反力呈示法がポインティ’ング方法の教示に有効であることを証明する実験をおこなっ

た。実験の環境をfig5．2に示す。被験者は仮想の平板の各頂点を目標点まで移動させ

る。この時頂点を把持してからはなすまでの過程を計測しやすい様、教示者と被教示者が

同時に同じ頂点を把持していた場合のみ移動を行うことが出来るようにした。把持した

点は、両者の手の中点に移動する。頂点の移動目標は、各頂点の真上に位置するボタンの

位置である。

反カありの場合となしの場合の2種類について行った。反力ありの場合、頂点を移動中

には、ユーザに相手の手に引きつける引力を提示している（fig5．！）。反力なしの場

合には、映像によるフィードバックのみでユーザは作業を行う。

被験者は、大学生6名である。

実験の結果を、fig5－3に示す。これは、頂点を二人で把持して目裸点まで移動し終わ

るまでの時間の平均値であるら横軸は反力の有無、縦軸は移動にかかりた時間である。グ

ラフ上の縦線は標準偏差である。反力有りの方が、タスクの達成時間が短くなっているこ

とがわかる。危険率5パーセントのt検定でも、t・5，24、，t境界値・2，03なので、有意差

がある。この理由としては把持したことがわかるのに、反力があった方が把持した瞬間か

目標

F鷺K（P1（t）一p（t）） F’＝KI（P（t）一P’（t））

fig5．！時間遅れのない場合の反力呈示

平板

スタート位置　床　作業者A作業者B

　　fig5．2作業環境
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ら相手の手の方に吸い寄せられる反力が

提示されるので、把持したことを認識し

やすいことが挙げられる。また、反力が

呈示されているとどちらかが動き始めれ

ば、もう片方もそれに引っ張られる形に

なるので動きが早くなると考えられる。

点を把持してから仮想空間内で20㎝移動

するまでにかかった時間の平均値は、反

力有りでO．92secなしで1．44sec（fig

5．4）。危険率5パーセン・十のt検牢で

も、t値6．05，t境界値・2，03なの亡、

両者には差があることからも推測できる。

頂点を移動中の両者の手の距離の平均値

をfig5．5に示す。横軸は反力の有無、縦

軸は仮想空間での手の距離、グラフ上の縦

線は標準偏差である。手の距離は、反力有

りの場合の方が小さくなって

いる。危険率5パーセントのt検定で

も、t値6．09，t境界値・2．03なので、有

意差がある。このことから、システムが有

効に動作していることがわかる。

ネットワークを介して、協調作業を行う

場合、通信の時間遅れを無視することは出

来ない。仮想環境構築システムでは、この

間題に対して反力を穣極的に用いることで

解決している。これについては5．4節で述

べる。

　6

　5

　4

τ3
器
首2
ε

F！

　O

1．5

？
①　1
3
馨
■

0．5

反力有り　　　　反力無し

fig5．3実験結果

反力有り　　　　　　反力なし

　■　⇒
…・・■

　・1
　コ
　→

．’．づ　
ヨ

「
・｛

一

fig5，420㎝移動するのにかかった時間

　14

　12

　10

　　8
翫6
魁3

　　4

　　2

　　0
反力有り　　　　反力無し

fig5．5移動中の両者の距離
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5．3　二人の躁作者による形状設計

本研究で開発したVECSを用いた応用の一つとして、複数の人間が、同時に仮想空間内で

仮想物体を変形、移動でぎ・るシステ今の開発をおこなった。

本節では、フォースデイスプレイとして、パンタグラフ型と拡張スカラー型の2種類を

使用している。

このシステムでは、それぞれの人は同じ映像（fig5．6）を見ており、始めは仮想空間内に

床と、物体を操作するときのモード変更のためのボタンが浮いている。仮想空間内にユー

ザーが入ると、ユーザーの手が表示される。フォースディスプレイを通して手を動かす

と、それに応じて仮想空間内の手もリアノレタイムで動く。人間は仮想空間にあるものを手

でつかむことによって、仮想環境に働きかけをおこなう。仮想空間内にある変形や移動用

のボタンをつかむと手の形が変わり、移動の時は手、変形の時はピンセットになる。自分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の手の形によって、現在のモードが分
　　　　　　　　　　　仮想物体
スライドバー　　　　　　　　　　　　　　　　かるようになっている。変形に使用し

ボタン
敬

床　　作業者A作業者B

fig5，6実験環境

　　　　た仮想物体は、球を使用している。平

　　　　面をメッシュ状に区切り各格子点を地

　　　　球儀の緯線、経線の交点に対応した位

　　　　置に配置する。各格子点によって張ら
ボタン

　　　　れる面にポリゴンを張り付け，球を作

　　　　成する。変形をおこなうには，まず手

　　　　先を物体の表面へ移動する。プログラ

仮想物体表面

　　πム。。。⊂五）　　2ん

ゴ雪ん繧3　　　　　ゴ嘗2　　　　’筥I　　　　’国O　　　　f昌1　　　　ゴ蟷2　　　　　ゴ出ん邊3

移動中心をi・Oとし、移動する点のうち’番外側のものがi・kとなるようにとる。
中心が　L変位したとすると、それぞれの変位は　　　冗↓　　とする回
　　　　　　　　　　　　　　　　ム…gん）

奥行き方向にも同様の操作を行う。

　　　　　　　fig5．7変形時の計算

ムは手先ともっとも近い格子点との

距離で接触判定を行い害表面に接触

していると判定されると接触した格

子点近傍の色を黒くし、その格子点

の位置に手先を引き戻すような反力

が呈示する。その際指を閉じると、

物体の表面を摘むことができる。そ

のまま手を動かすと、摘んだ格子点

とともにスライドバーによって指定

された数近隣にある格子点群も動く
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断するまでの平均作業時間、横軸は実験の場合分けで、左から、実空間で手をもったも

の、仮想空間で手をもったもの、言葉のみで行ったものである。棒グラフ上ρ縦の線は、

標準偏差である。被験者は男子学生3人である。結果としては、実空間で実際に手を取っ

て教えた場合が、作業時間は顕著に短くなった。仮想空間を通して教える場合と言葉のみ

で教える場合では、わずかに仮想空間を通して教えた場合の方が作業時間は短かったが、

顕著な差は見られなかった。これは、仮想空間で相手の手を取ると反カが提示されるが、

反力のアップデートが20Hz程度でフォースディスプレイが細かい振動を起こしてしま

い、熟練を要するような細かい作業をする場合、操作1性が悪くなってしまうことが主な原

因と思われる。

フォースディスプレイを用いて共同作業者の手を取る場合、仮想空間．内での手と手の距

離をなるべく小さくしなけれぱならない。そのために、手と手の距離に比例して、手が近

づこうとするような方向に反力を生成する必要がある。本システムではフォースディスプ

レイに与える目標反力のアップデートは20Hz程度であった。アップデートが遅くなっ

てしまう原因の一つとして、通信のオーバ』ヘッドが挙げられる。これは、シングノレユ㎞

ザーで仮想空間にいる場合と比べると明らかである。画像表示も遅くなる原因としてあげ

られるがシングルユーザーの時に多数の仮想物体を表示させても、反力の更新は40か

ら45Hz程度であったことから、通信のオーバーヘッドが予想以上に大きかったものと

思われる。このようなアップデートレートでカベクトノレを目標値として与えていたので

は、振動してしまう。本システムでは、このようなことを避けるために手をつかんだとき

は、相手の手の座標値に近づくように目標提　　　　　　教示の種類にょる違い

示を行っている’。こうすることで大きな振動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35◎

は避けることはできたが、相手の手もわずか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300
に動いているので細かい振動が起こづてしま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250

い、細かいポインティングを行う作業にはむ　200

かない。このような作業をする場合は、時間　150

的な分解能を高める必要があることがわかっ　100

た。このために現在考えられる解決策は、通　δO

信経路の数を減らすことがあげられる。これ　o

は通信の際WS側でシステムコーノレを用いて

通信を行っているので、その呼び出し回数が

、
燕

蕊
芯
　
ミ

心
real　hand vi汽ual　ha同d　　　　　　　　　dial◎g　e

fig5．9教示実験の結果
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増えると顕著に処理能力が低下する。一度に送受信するデータの量は多くても20バイト程

度なので、データ量よりもシステムコーノレ呼び出しによるオーバーヘッドの影響が大きい

ことが経験的にわかっている。システムコーノレの呼び出し回数を減らすことで回避するこ

とを考えると、WSとの通信経路を少なくすることは有効であると考えられる。

5．3．2等価的分損作業

5．3．1では、仮想空間内での変形作業の仕方を教えるということに対して、力覚帰還環境

の有効性を調べる実験を行った。本節では、二人のユーザの関係が被教示者と教示者の関

係ではなく、対等な立場で役割を分担して実験1と同じモデノレを作成する。実験は、

5．3．1と同じ環境で行い、一人に仮想物体の姿勢を変えてもらい、もう一人には仮想物体

の変形を行ってもらった。

実験の結果をfig5．10　に示す。グラフの縦軸は、実験開始の合図をしてから被験者が

できたと判断するまでの平均作業時間、横軸は実験の場合分けで、左から作業を分担して

行つた場合、全部の作業を一人で行った場合である。棒グラフ上の縦の線は、標準偏差で

ある。被験者は男子学生3人である。一人で行なった場合よりも、二人で行なった場合の

方がより作業時間が短くなっている二とが分かる。この差は、もっと合理的に作業分担

（例えば、一人が仮想物体の右半分の変形をしているとき！こ、もう一人が左半分を変形さ

せるなど）すれば、より顕著に

見られるようになると思われ　　　　　　　　　協調作業の効果

る。共同で作業をする場合の効　　　350

果を見たが、仮想空間において
　　　　　　　　　　　　　　　　　g00
も共同で作業する方がより早く

　　　　　　　　　　　　　　　　　250
目標を達成できることがわかっ

　　　　　　　　　　　　　　　＾　　200
た。　　　　　　　　　　　　　嚢
　　　　　　　　　　　　　　　首
　　　　　　　　　　　　　　　E　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　150

1◎O

150

1萎萎

芯

、
C◎◎PeratiVe si㎎le拍nded

fig5，10協調作業実験結果
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5．3，3生物的オートノミーを含む協調作業

これまで述べてきた仮想空間における協調作業と、自律的自由曲面を用いた造形作業（4

章）とを組み合わせることで、それぞれ単独で使用するよりもより大きな効果が期待でき

る。そこで、自律的自由曲面を用いた仮想環境における協調作業システムを開発した。

本システムは仮想環境構築システムによって構築した。被験者同士は同一画面をみてい

る（fig5．！1）。立体視は行っていない。

被験者の手は、色違いに奉示される。被験者は、その動きと色から自分の手を認識でき

るようになっている。手の形状には、羊、ハサミの2種類が用意されておりそれぞれの形

で機能が違っている。手は物体を移動することができる。ハサミは自律的自由曲面の一部

を摘んで変形することができるようになっている。変形のアノレゴリズムをfig5．12に示

す。ハサミによって自律的自由曲面表面上のある格子点が把持されたとする。ハサミとの

相対位置を保ちながら、把持された点は移動する。把持された点の変位を最大値としてCOS

関数によって計算される量だけ、手の勲きにあわせて変形領域内の各格子点が変位する。

自律的自由曲面は、作業環境の中央に浮いており、初期仮想空間上には、床の上に複数

のボタンが浮いている。ボタンには、自律的自由曲面の変形のスピードを調節する為の、

時間進行速度設定ボタン。自律的自由曲面の基本形状を固定する為の形状記憶ボタン。仮

想物体を創造ラ消去する為のボタン。ユーザの手の形状を変更する為のモードセレクトボ

ファイ／／保存1タン十團

倍速変形開始1タンヰ国

変形開始ボタン■回

変形停止ノタン令国1

　形状記憶ノタン　　　㊧

　自由曲面
創造消去ボタン

モードセレクタ　　　塵夢
（拡大縮小　）

自律的自由曲面

　　バネ定数指定
令スライドバー

くト敵ア　コン

　　餌　イコン

　　　　　　腫塾　餌用ごみ箱

イ㍍の仮想の手（移動、ド）

作者Aの仮想の手（変形　一ド）

fig5．11自律的自由曲面を用いた力覚帰還型協調作業環境
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移動中心をi・0とし、移動する点のうち一番外側のものが三・kとなるようにとる。
中心が　L変位したとすると、それぞれの変位は　　　　珊五　　とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　ムCOS㌦）

奥行き方向にも同様の操作を行う。

　　　　　　　fig5．！2変形時の計算

F二K（P－Po）

fig5．13仮想物体からの反力

タンなどがある。これらの操作はすべて、ボタンをつかむことによって行う。右の方に浮

いている球が自律的自由曲面の餌、敵である。右上には、スライドバーが浮いており、こ

れによりハサミで直接変形する領域量を決定する。また、床は、自律的自由曲面を通さな

いようになっているので、床に押しつけて自律的自由曲面を潰すということも可能となっ

ている。

なお、ユーザには、仮想物体を操作する際に操作を支援する目的で、手先に反力が提示

される。ハサミによる変形の最中は、去面を摘んだ位置に手先を引き戻すような反力が提

示される（fig5．13）。ボタンと手が干渉している場合には、ボタンの中心に手が引きつけ

られるように反力が提示される。

以上のような環境で自律的自由曲面を用いた協調作業の有効性を検証する実験を行う。

被験者は、男子学生5名である。実験は、スタートの合図とともに開始し、被験者ができ

たと判断した時点で終了となる。一つのモデノレごとに、自律性のあるものをつかって被験

者一人での変形と，協調作業環境で二人のユーザが協調して自律的自由曲面の自律性のあ

るものを使っての変形作業の2種類についておこなう。

変形の方法は、床、ハサミの他に餌、敵を用いて盛り上がった部分や凹みをつけること

ができる。ハサミは、モデノレ2、モデノレ3の羽をはやす場合に用い、盛り上がっている、

あるいはへこんでいる部分は、餌、敵を用いて作成する。3つのモデノレ（fig5．14），（fig

5．15），（fig5．16）について行うので二合計6回作業をおこなった。なお、各モデノレを作
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fig5，！4モデノレ1．

200

　150
0
Φ

ω

）100
睡
控

　50

fig5．15モデノレ2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自律性有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自律性有　　　　　　　　　＿、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協調作業　　　　　　　単独作業
　　　fig5．16モァノレ3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fig5．17作業時間の比較

る際には、その作り方を事前に被験者に教えて練習をしている。測定したデータは、作業

時間、変形終了後の被験者によって作成された作品の各格子点の座標値である。

実験の作業時間の平均値をグラフにしたものをfig5．17に示す。横軸は、実験の種類。

縦軸は作業時間である。グラフ上の縦線は、標準偏差である。協調作業を行ったものの方

が、早く作業している。危険率5％のt検定でも、単独作業の場合と協調作業を行った場合

の間で、t＝4．33、両側境界値が2．14なので有意差がある。

できあがった作品の形状の評価を試みた。はじめに，モデノレと作品について、もとの回

転楕円体の格子点との距離を計算し比較したが、有意差はみられなかった。そこで、

4．3．3項のようにそれぞれの格子点の曲率の違いを検討することにする。曲率の求め方
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を、fig5，！8に示す。まず、曲率を求

める格子点Oの隣の格子点A，B，C，Dによっ

て張られる曲面を考える。’bauss曲率g　A

定義から、曲率をAOB，CODを用いて求め

る必要がある。しかし、AOBとCODは直交

するとは限らないので、ベクトノレOEとOF

は平行にはならない。そこで、ここでは

便宜的にそれぞれベクトノレOA，0Bによっ

て張られる平面上で、0，A，Bを通る円め半

径をr！、同様にCODからr2を求め、1／

（rl1r2）を曲率としている。これによっ

て計算された作品のそれぞれの格子点の

曲率の度数分布がfig5，19のように求ま

る。モデノレについても同様に求めること

ができる（fig5．20）。

これらを用いて、各階級同士で、作品の

度数とモデノレの度数との差、度数差をと

る。求まったそれぞれの度数差分布を協

調作業のモード、自衛性有りのモードの

各モード毎に階級の平均を取ったものが

fig5．2！，figぢ．22である。曲率は小さい

ほど平らで、なめらかになっていること

を意味する。この実験では、曲率O．05以

下のものが多くなる傾向にあった。自律

的自由曲面には、なめらかな形状になる　無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拙
性質がある。一人で作業すると、形状操

作を行って形状記憶ボタンを押すタイミ

ングが、遅れ気味になり、結果としてモ

デノレよりも凹凸の少な目のなめらかな曲

面になっていると思われる。

O　　　　　　　　　　O

　て000

　800

　600無

胡

　400

　200

　　0

E　　F
（
1
）

（2）

fig5．！8曲率の求め方

ある作晶の曲率度数分布

　　00，150．30．45
fig5．！9ある作品の曲率度数分布

1000

800

600

400

200

0

　一モァル1

　00，150．30．45　　　　　　　曲率

fig5，20モデノレの曲率度数分布
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自律性あり，協調作業の場合の曲率分布差
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fig5．21自律性あり，協調作業の場合の

　　　　　曲率差度数分布

　　100

　　5◎

　　0拙
熱　一50
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　一100

　－150

　－200

OO．150．30，45　　　　　　曲率

fig5．22単独行動の場合の

　　　曲率差度数分布

また、度数差分布の2乗平均をとると、fig5．23である。協調作業で造形作業を行った

方が誤差が小さかった。危険率5％のt検定でも，協調作業と単独作業との間では、

t・2．82，t境界値は2．14なのでそれぞれの場合との間に有意差があることが分かる。

このように自律的自由曲面のような性質を持った仮想物体を用いて協調作業することに

より，ふつうのCADで定義することの難しい仮想物体を直感的に簡単に定義することが可

能となる。

1200

1000

　800
罫
斗
　600朕

N
Q
拙400
無
剣

　200

協調作業 単独作業

fig5．23自律的自由曲面を用いた協調作業
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5，4時聞遅れへの対応

仮想空間で作業をする場合、通信等による時間遅れを無視することは出来ない。特に、

遠隔地にいる人と仮想空間で協調作業をする場合、遅れは作業を阻害する大きな要素にな

る。時間遅れの原因には、光のスピードの限界によるものとデータの送受信、中継を行う

計算機の能力の限界という2つの要素がある。仮想空間に時間遅れがある場合、仮想物体

から受けた反力の情報が遅れて伝わるので、予期せぬタイミングで反力が返ってくること

がある。これはきわめて不自然であり、最悪の場合発振してしまう。ところで，共同作業

には定形的な作業と非定形的な作業がある（fig5．24）。定形的な作業とは，例えばある物

体を決まった場所に決まった軌跡で移動することや，決まった場所で物体の手渡しをする

ことである。非定形作業はその場の状況によってタ作業形態が変わるものをいう。定形的

な作業では，その動きを予測することが容易にできるので、時間遅れを補償することは比

較的容易にできる。波多野らは仮想物体の手渡しをする環境で物体を移動する速度を等速

運動と仮定することで，手渡しをするタイミングを予測し時間遅れを補償するシステムを

開発している。他にも相手の動きを位置の微分を計測するなどして推定することで、発振

を押さえ作業するということが考えられる。

手渡し場所の決まっている
手渡し作業

握手

ロボットアームなど
モデノレ化しやすい機械

定形作業

手の軌跡を追う

非定形作業

fig5．24定形作業と非定形作業
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しかし，人間同士のインタラクションは定形的な作業はごく限られており，非定形的な

作業の方が圧倒的に多い。仮想物体の移動のさせ方を教示する場合の教示者の手の軌跡な

どは非定形で予測はきわめて困難となる。

このような状況ではテレオペレーションにおけるスーパーバイザリーコントローノレのよ

うに動作モデノレを使った予測を取り不れることによる操作性の向上はあまり期待できな

い。これらは時間遅れが無いかのように作業することに重点を置いているため間題の解決

を難しくしている。

この逆のアプローチとして時間遅れがあることをユーザにも判るように明確に提示し、

それによって生じる障害（発振等）を避けるようにユーザが行動することができるような

インタフェースを提供する方法が考えられる。

本章では、ユーザに対して時間遅れがあることを明示的に示し、それにあわせて人間が

教示作業をするととができるインタフェースの一方式の提案を行う。

5．4．1力覚フィードバックによる時間遅れに対する補助

教示作業において、指示者は被指示者の手を取ってやり方を教える。本システムでは、

先の実験で示したように相手の手を把持した際、両者の手を引きつける引力を提示する方

法を採っている。ところが両者の間に時間遅れが存在する場合には、遅れ時間前の過去の

相手の手に引きつけられることになる。お互いに過去の相手の位置に移動することが繰り

返されると最終的には、発振が起こることもある。

教示作業において重要な点は、指示者の動きが正確に被指示者に伝わることにある。著

Curre耐hand　ofTrain．er Delayed　hand　of

Wainer

　　7
　　P（t－delay）

FI竃K峡（P’（t）一p（t－de1ay））

pI（t）

　　　　　　　　　　Currenthand◎f

　　　　　　　　　　Trainee

fig5．25時間遅れがある場合の力覚呈示法
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者らは、時間遅れのある場合にユーザを補助するために次のような反力提示の方法を提案

する（fi95．25）。

（1）被指示者には、従来通り指示者の手（時間遅れ分だけ過去の位置になる）に引きつ

ける反力を提示する。　（fig5．26）

　　　　　　　F㌧k’（P’（t）一P（トdelay））

これにより被指示者はあたかも指示芦に手を引っ張られているかのような感覚を得る。

坪指示者は現在の指示芦の位置を知ることはできないが・指示者の手の軌跡を伝えること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delayedh帥dof
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trainer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（t）ギ（t－delay））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Currenthandof
　　　　　　　　　　　　　　　　　　T「・in舵　　D・1・y・dh・・d・f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Train眺

　　　　　　　fig5．26被指示者の知覚できる仮想物体と反カモデノレ

はこの方式で可能となる。

’（2）指示者には、自分の過去の手に引きつけられるような反力を提示する。（fig5．27）

　　　　　　　F二k（P（t）一P（t－delay））

基本的に指示者は、被指示者の動きを画面でのみ確認をす乱しか←指示者は・時間遅

れがあることを忘れないようにしなけれぱならない。もし忘れて被指示者の過去の動きに

　　　　　　　　。、r、、、t。、n。。f。、、i、、∴抑・・・…f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trainer

　　　　　　　　　　　酢　榊

　　　　　　　　　　　　　　F＝K甘（P（t）＿P（t＿de1ay））

P（t）夢榊・）

竃みp榊y）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Delayed　hand　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　Trainee

fig5．27教示者に知覚できる仮想物体と反カモデノレ
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敏感に反応すると、お互いに混乱することになる。そこで、このような敏感に反応するこ

とが出来ないよう過去の自分の手の位置に引き戻す摩擦のような反力を提示する。

5．4．2時聞選れに対する力覚を用いた補助方式の評価実験

前節で述べた反力提示方法の有効性を示すための実験を行った。実験の環境をfig5．28

に示す。移動胃標をスタート地点から等距離になるような位置にランダムに3つ設定す

る。スタート地点には球を用意し、教示者と被教示者が同時に球を把持していないと移動

できないようにしている。把持している間、球は両者の手の中点に位置するよう移動す

る。この環境では、”Predictor　display”と呼ぱれる表示方法を用いている。これは、

現在のユーザの手を半透明で表示し、相手が見ているであろう自分の手を不透明で表示す

るものである。これにより今現在の自分の動作によってなにが起こるのかを事前に予測す

ることが可能となる。　尚本実験では、前述の実験とは違う作業設定になっている。これ

は、被験者が前回の実験で操作方法に慣れてしまっていることを配慮したためである。

実験は、遅れがO秒、1秒、3秒の場合について、それぞれ力あり、なしの条件で行っ

た。

被験者は、男子学生6名亡ある。評イ両項目として、球を移動中の教示者と被教示者の手

の距離の平均を計算した。fig5．29に結果を示す。縦軸は距離と標準偏差、横軸は時

間遅れである。それぞれの時間遅れについて力覚提示のある方が、50％以上なしの場合よ

Targ猷s

Train鍋’s

delayed

viけ蝸1

h酬d

　　　　　　　　　　Object
　　　帽i鵬rlsdelayedvi巾alhand’
TrainerlS　Current　Vi戊ua1

h帥d（鎚mit帽nspar酬t）

丁訂gets

丁帽in餅1sde1ayed
viけual　hand．

Object

Train鵠Is
delayed

Vi巾al

hand

Trainee’s　currentv耐ual

h帥d（semit帽nsparent）

fig5．28実験環境
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り距離が小さくなっている。t値はそれぞれt・5．99，t＝6．56，t・5．79，t境界値二2．20

となっており有意差が見られた。

実験の遂行時間についても検討を行ったが、特に有意差は見られなかった。これは、教

示者に提示された摩擦のような力によって、動きにくくなっているためより時間がかかる

ことが原因と考えられる。しかし、明らかに教示者と被教示者の軌道は、力覚提示するこ

とで正確に伝わることが確認された。また、時間遅れの量によらずいつもほとんど一定の

精度で動作を伝えることが出来ることも確認された。被験者の感想によると教示者の場

合は、時間遅れによって自分の手がどの位置にいるのかを、反力の方向と大きさによって

知ることが出来るという意見が多かった。これは、教示者が遅れを気にせず作業が出来る

ということを意味しており、教示者ぺの負担を軽減させているといえる。

　1

竈言

凄島
　　　　0　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　↑imedelay（sec）

fig5．29時間遅れのある場合の両者の手の距離
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5，5日米間における遠隔協調作業実験

ロサンゼルスで行われたACM　SIGGRAPパ95で、著者らはIhtemetを用いて筑波とロサ

ンゼノレスを接続して前節で行った実験と同様の実験をする機会を得た。このときは，仮想

世界を分散した計算機それぞれで管理する方式をとった。．（fig5，30）ネットワークの構

成を、fig5．31に示す。

実験は、反力あ

り、なしの条件

で行つた。

被験者は、男子

卒生1名であ

る。通信による

時間遅れは意外

にノ」）さく、往復

で平均O．4秒で

あった。東京

LAの距離による

遅延は、O．2秒く

らいであり理論的

限界に近い。ネッ

トワークの構成に

よっては、もっと

遅れが大きくなる

ことが予想される

が、今回の場合

は、実験室内で

行ったものと大差

仮想環境
（VECS）

反
力

繊大1

IΩternet

送信するデータ
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合計27byte

各サイトが仮想空間を管理する

仮想環境
（VECS）

Force

反
力

ロサンゼルス

コンベンションセンター

fig5，30システム構成
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figρ。31ネットワーク接続
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中の教示者と被教示者の手の距離の平均を計算した。fig5．32に結果を示す。縦軸は

距離と標準偏差、横軸は時間遅れである。それぞれの時間遅れについて力覚提示のある方

が、なしの場合より70％以上距離が小さくなっている。

被験者が一人であるので多少極端なデータになっているが、前節で行った予備実験の結

果と同じ傾向を示しているといえる。

TCP／IPを用いてデータの交換を行ったが、ごくまれにネットワークが瞬間的に混雑する

と、連続してデータが届かないことがあり、データが抜け落ちることがあった。物体を把

持した瞬間のデータが抜けた場合、片方は物体を把持し、もう片方は物体を把持していな

いという状況が起こる。物体把持のフラグ等を通信データをこ加える必要があるかと思われ

る。

また、上記の実験のほかに、表面張力をもち自律的に変形する自律的自由曲面という著

者らが開発した仮想物体を共有するプログラムを使用した。しかし、自律的自由曲面が

各々のサイトで同期せずに変形するので、微妙に曲面の形が異なった。したがって片方の

サイトでは曲面を把持しているのに、もう片方では把持に失敗することが10回に1度く

らいの割合で起こった。静的な仮想物体のみの仮想世界では、データが連続して得られれ

ば、各々のサイトが個々に仮想空間のデータベースを持つ分散型仮想環境でも各データ

ベースの整合性が保証される。しかし、動的に変化する仮想物体がある［世界で整合性をと

るためには、分散型仮想環境では何らかの補償が必要となる。これは今後の課題となる。

勺
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fig5．32実験結果
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本節では、力覚帰還のある仮想環境において直接遠隔地の相手の手を取って教示作業す

ることの出来るシステムを開発した。実際に遠隔地同士をネヅトワークで接続して行った

教示作業の評価実験を通して、ネットワークを用いることによる通信の時間遅れが約O，4

秒で、実験室で行った場合と特に変わりなく使用できることが確認された。

今後の課題としては、遅れのある環境で、本研究で提案したような一方向の力の伝達だ

けではなく、双方向で力の伝達を行うことの出来る手法の開発が挙げられる。また、分散

型仮想環境において、自律的に移動、変形を行うような仮想物体があったとしても各々の

サイト間で、データの整合性を保証するようなアノレゴリズムの開発も挙げられる。
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6仮想環境構築シス予ムの応用（3）

1l1手術シミュレータ

6．1仮想環境の医療分野への応用

VRを利用したシミュレーションシステムは医療分野にも変革を与え，海外ではMedical

Si㎜1atorと呼ばれる新しい医療教育装置の評価が開始され始めた。これにより医療従事

者は解剖学的な知識，診断の手順を会得し，また手術の練習を積むことが可能となる。

一方，近年外科分野で従来の手術手技に代わり注目されている手技として腹腔鏡下外科

手術がある。これは、今までの患者の体の広範にメスを入れる手法ではなく，直径10㎜足

らずの挿入口を介して腹腔鏡や鉗子癌を挿入し，腹腔鏡の観察画像を頼りに，切開，摘

出、縫合等，開腹手術同様の作業を行う手技である。fig6．1に胆嚢摘出時の腹腔鏡下

腹腔鏡下外科手術

　　　恥11bladderLiv帥

＿ノ

凶idclavtcU
　　＋

、鴛黒、

　　斗

　A（モeriOr
　δXi一ほrV

レ蝋
　　　↑

　、二：靱、

　　　↓

　Umb川cU5
L叩ar・…P｛

＼

　　　　　　　　　　　術om“Surgicalしaparosc◎py：Karl　A．Zuck8r，M0．．F．A．C．S固

fig6．1腹腔鏡下外科手術
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外科手術の例をのせる。腹部にいくつか小さな穴をあける（図左）。．穴から二酸化炭素ガ

スを注入し、腹部に空洞を作る（図右上）。Laparoscopeによって患部の様子を映像とし

て得ながら、鉗子等で肝臓を変形させ胆嚢を露出，切除する（図右下）。この後、袋を入

れてその中に切除した胆嚢を入れ、ミキサーで細かく裁断し吸い出す。

この手術手技は、患者に対して低侵襲であるぱかりではなく、術後の合併症の危険性も

低いという点で，昨今の医療費の増大，人口の高齢化を背景に大いに期待されている。

しかし、腹腔鏡下外科手術は事開腹手術と比べて高度な技術的熟練が要求される。開腹

手術では3Dの観察画像が見え，術者は自分の手で直接患部を触ることができたが，腹腔

鏡下外科手術では狭い領域しか見えない。わずかにモニタの2D画像を頼りに，使いづら

く独特の操作法を強いられる鉗子等の処置器具類での手術手技を行わなければならない。

更に、不幸にして手術中に事故が発生してしまった場合には緊急に開腹手術に切り替えて

対応するほかなく、経験豊富な医師のみにしか施術出来ないのが現状である。

この中で特に間題とされるのは、器具操作の操作性の低下と触覚情報の欠落である。そ

の何れも、従来の開腹手術で用いられていた鉗子或いはピンセット類より遥かに長く操作

性の悪い専用処置具を用いなければならないこと、そして直接に組織に触れることができ

ないことが原因で発生する。これらの間題は数多くの処置を行い，経験により解決するし

かない。現在、臨床医の腹腔鏡下手術技量レベノレが処置時問、合併症共に開腹手術を凌駕

するレベノレに達するには10件から20件の処置を経験しなければならないとされる。従っ

て、単に経済的な理由ばかりでなく、患者の立場からも優れたトレーニング岨ツーノレつま

りシミュレータで人工的に手術環境を構成し、臨床医の技量を早く且つ的確に高めること

のできるシステムの二一ズがある。
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6．2事術シミュレータの概要

仮想環境構築システムを用いた応用例の2つ目として、手術シミュレータヘの応用をオ

リンパス光学（株）と共同で行った。本研究は，前述のMedical　Simulatorの範晴に属

し，特に力覚呈示をも可能にしたLaparoscopic　Surgery（腹腔鏡下外科手術）を想定し

た手術シミュレーションシステムの開発を目的としている。本システムは仮想環境を構

築、表示するためのグラフ・イックワークステーションエRIS　OWX　RE2、操作者が環境から

の反力の呈示を受けるデバイスとして、6自由度9アクチュエータのパラレノレリンク型

フォースディスプレイを両手用として2台、及びそれらを制御するPC－486DX2から構成さ

れている。また、ワークステーションとPCの通信にはRS232Cを用いている。　（fig6．2）

　各フォースディスプレイの関節軸にはポテンショメータとDCサーボモータが取り付け

られており、PCによってAD変換されたポテンショメータの値から同次変換によって手先部

の座標を求める。任意の反力は各関飾角度から各モータのトノレクを計算しPWM方式でモー

タを駆動している。

　本システムは仮想環境構築システム上で実現されており、仮想空間の映像はIR工S　ONYX

RE2上のグラフィックスライブラリOpenGLを用いて作成している。フォースディスプレイ

の制御は約50Hz、映像は約30Hzで更新している。

6DOF　Force　Di　sp　lay

A！D

C

A／D

Converter

RS232C　IRIS
　　　NYX　RE2

fig　q．会手術シミュレータシステム構成
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6．3インタフエース

手術シミュレータのインタフェース図をfig6，3にのせる。中央に1臓器モデノレがあり、

鉗子で仮想臓器を挟んだり、メスで臓器を切開したりする。仮想の臓器は次節で述べるよ

うにすべてを表現するには、計算機の処理能力から無理がある。そ二で、背景に実際の臓

器の写真をテクスチャとして張り込み、臓器の一部を3角形ボリゴンで近似した自由曲面

によって構成する。この自由曲面にも嘩器の写真をテクスチャとして張り込んでおり、実

際の臓器に近い見栄えになっている。左下にはリセットスイッチが付いており、これに

触って鉗子を閉じると、自由曲面の形状が元の形に戻る。

背景（テクスチャ付き）

鉗子
メス

自由曲面

リセ トスイッチ

fig6．3手術シミュレータインタフェース
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6．4仮想臓器のモヂリーング

　CGによって、力学的情報を盛り込んだ臓器を表現する代表的な手法としてはFEM（有限

要素法）を利用した方法が挙げられる。しかし、計算量が膨大になり、演算に時間がかか

る点が欠点である。例えば接点数1000のシェノレ要素の平板の外周を全て拘束し、中心部に

静的な垂直応力を印加した場合の各格子点の変位演算処理時間は625MFLOPSのマシンでも

1ステップの計算の収東に約34秒かかることがわかった。そのため、本システムに於いて

モデノレの変形処理に有限要素法を使うことは現実的でないと判断し、変形をリアルタイム

で扱える自律的自由曲面を用いたモデノレを作成した。

！）物理モデノレの表記

曲面をN個の三角形ポリゴンで分割し，隣り合った格子点をバネで結んだ。

このモデノレは以下のようなデータ構造をとる。

　　　　float　pos［M］［3］；／＊格子点の位置　＊／

　　　　float　ve1［M］［3コ；／＊格子点の速度　＊／

　　　　float　natura1［M］［CONNECTNUM］；／＊バネの自然長CONNECTNUM本のバネで周り

と結ばれているたあ＊／

　　　　f！oat　prepos［M］［3］；／＊格子点の元の位置＊／

　　　　int　point［M］［CONNECTNUM］．；／＊格子点と接続されている他の格子点番号＊／

　　　　int　poly［N］［3］；／＊3角形ポリゴンを構成する格子点番号＊／

2）物理モデノレの更新方法

基本方程式F（tO－1）二k＊（x（tO－1）一Ck），（Ckはバネの自然長）をもとに、

　　　　V（tO－1）＝Ct＊ΣF≦t），（Ctは、ノレープの速度に比例した定数）

　　　　x（tO）＝Ct＊ΣV（t），（tは、Oから（tO－1）まで）

という加算を使って変形の計算を行う。

具体的に示すと、格子点iに働く反力は、隣の格子点との距離からバネの自然長をひいた

力に比例する。

　　　　　f・r・・［i］［j］・Σ（C＊（1㎝g－n・tur・1［i］［jコ）＊（P・・［P・int［i］［k］コ［jトP・・［i］

［j］／！㎝9））十C’（Prep・s［i］［jトP・s［i］［j］）；

ただし、1e㎎＝sqrt（（pos［point［i］［k］］［Oトpos［i］［O］ジ2＋（pos［point［i］［k］コ［1］一pos
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［i1［1］）＾2＋（P・s［P・i耐［i］［k］］［2トP・sli1［21）＾2）

格子点iの速度は

　　　　　　　　　・・1［il［jl・・Ct＊f・｝・・1il［j1；

格子点iの位置は

　　　　　　　　　P・s［iコ［j］十・Ct＊velliコ［j］；

で求められる。

ここで、jは、O，1，2．kはOからCONNECTNUM－！までの数宇である。CONNECTNUMはここでは

10頂点まで一つの頂点に接続できると．しているので！0。Σはkについて加算する。
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6．5モデルとのインタラクション

本シミュレータでは、臓器モデノレとのインタラクションとして把持変形、切開，曲面分割

という3つのインタラクションを行うことができる。これらはすべてアプリケーションプ

ログラム上に実装されている。

6．5，1モヂルの変形

臓器モデノレと処置具の接触判定に、それぞれのポリゴンを構成する格子点間の距離を元

に計算している。処置具の先端部分に位置する格子点が、臓器モデノレを構成する格子点に

予め設定された距離以内に近接し、処置具のはさみが閉じ’られた状態の時事互いの格子点

が接続される。処置具先端と把持された格子点とは位置が微妙にずれている。この相対的

な位置のずれを保った状態で格子点は移動する（3．4節を参照）。例えば処置具が触診棒

を意味したものであれば、その動き（臓器モデノレを押す等）に同期して臓器モデノレが変形

する。．

。格子点を把持して変形する場合、最近傍の格子点のみを処置具と同期して移動させてい

る。最近傍点に接続されている格子点は、6．4で示した物理モデノレにより最近傍点の移動

に伴う、バネによる引っ張り力のために変位する。全体として実物の皮膚を引っ張ったよ

うな形状に変形する。
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6．5．2モデルの切開

本システムでは処置具としてメスを用意しており、格子亭と接触すると臓器表面を切開

することができるようになっている。

この処理には、接触した格子点の周りの格子点との関係により処埋が異なる。

ここでは代表的な例を3つほど挙げ処理の方法を示す。

五）独立切開面型処理（fig6－4）

　　これは、接触する格子点の周りに一切切開面が存在していない状態の処理である。

　　接触した点（図ではO）が見つかるとメスが形作る切開面に一番近い格子点（図では1）、

　　2番目に近い格子点（同4）を探す。接触した点上に新たな格子点（同　7）を生成す

　　る。先に発見した2つの格子点とO，7番点の4点で切開面を構築する。具体的には、

　　新たに生成した点7のpoint配列に1，6，5，4を登録し、点Oのpoint配列から6，5番の登

　　録を抹消する。

　　そして各格子点とのバネの自然長を再計算する。さらに、poly配列から、辺O－6，辺

　　O－5を含むポリゴンを探す。見つかったポリゴン上の点Oを点7に置き換える。この作

　　業を行うことで、切開面を形成することができる。格子点同士を結束しているバネに

　　より切開面はある程度開く。

刃面に一番
近い点

！メスの刃面

／接触している格子点

＼

刃面に2番目に
近い点

　　　　切開前

メス

切開後

メス

fig6．4独立切開面型の場合
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2）切開面継続型処理（fig6．5）

　　これは、接触した格子点が既に切開された面の端点であった場合の処理である。

　　先述の切開面ができた後、引き続きメスで切開面を作ろうとしたときに出てくる。

　　最近傍点Oが決まると、点Oに接続されている点同士でお互いに接続している点が他

　　に一つしかない点！，7を探す。次にメスの刃面に一番近く、点！，7ではない点4を探

　　す。新しい点8を点O上に生成し、point配列に7，6，5，4を登録する。点Oのpoint配列

　　から7，6，5を抹消する。そして各頂点とのバネの自然長を再計算する。さらに、p．1y

　　配列から、辺O－6，辺O－5を含むポリゴンを探す。見つかったポリゴン上の点Oを点8に

　　置き換える。この作業により、連続して自由曲面を切開することができる。格子点同

　　士を結束しているバネにより切開面はある程度開く。

／

　　　　　・＼1・

接触している格子点

＼

　　3　　　　　　5

近い点
　　　　　メスの刃面‘

／

　　　　　　　（

べ

5

メス

切開前

切開後

fig6．5切開面継続型の場合
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3）切開面接触型処理（fig6．6）

　　これは、接触した点が既に切開された面と面とが1点でつながった接合点であったと

　　きの処理である。

　　最近傍点が決まったとき、それに接続している格子点同士で他のユ点としか接続して

　　いない点が4つあった場合に相当する。点！，8，4，5がわかると、まず点9を点O上に生

　　成する。次に点9のpoint配列に8，7，6，5を登録する。点Oのpoint配列から点8，7，6，5

　　を抹消する。そして、各頂点同士のバネの自然長を再計算する。さらに、poly配列か

　　ら、辺O－7，辺O－6を含むポリゴンを探し、そのポリゴンの点Oを点9と置き換える。

　　こうすることで、切開面と切開面を接続することができる。格子点同士を結束してい

　　るバネにより切開面はある程度開く。

これらの3つの方式を取り入れることで、大きな切開面を作ることができる。

　　　　　／＼琴

接触している楮子点

　　　　　3

切開前

7
／

／
＼

切開後

／
＼

fig6，6切開面接触型の場合
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6．5．3モデルの再分割

モデノレの切開が進む、あるいはモデノレを引っ張ることで格子点間の距離が大きくなった

場合、一つのポリゴンで表現していると平面での近似であるため見た目が不自然になる。

また、メスで切ろうとしても格子点がメス先端近傍にないために、切開できないという不

都合が出る。

これを解消するためにポリゴンを形成している頂点同士の距離がある距離以上大きくなっ

た場合、ポリゴンを分割し頂点間距離がある距離以上にならないようにする必要がある。

本節ではそのアノレゴリズムを説明する。

．まず、ポリゴンを分割すると格子点の数が増えることになる。ただ単に3角形ポリゴン

を複数個に分割すると、隣接するポリゴンにも新たにその頂点を登録しない限り隣接した

ポリゴンとの接触辺上で隙間ができてしまう。

本研究ではこれを考慮して、2つのポリゴンを4つに分割する方法を採っている（fig

6．7）。

まず、格子点間の距離が基準以上になっている辺ABを探す。そしてこの辺を共有してい

る2っのポリゴンを探す。次にABを2等分する点Eを生成し、点Eのpoint配列にA，B，C，Dを

登録する。点A，Bのpoint配列については、BをEにAをEにそれぞれ置き換える。次にバネの

自然長を再計算する。そして、poly配列のABCをABEに、ADBをADEに変更する。ポリゴン数

C C

B

A A

D
分書揃

分剖後

fig6，7ポリゴンの分割
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を2つ増やし、Poly配列の最後尾にEBC，EDCを登録する。これで2つのポリゴンを4つに

分割することができる。

もちろん、逆にあまりに格子点間距離が小さい場合は、融合することも同様のアノレゴリ

ズムで可能である。

しかし、このアルゴリズムはすべての辺について計算を行うので、毎プログラムノレープ

ごとに処理していては計算資源の浪費になりかねない。分割が必要な状況になることは、

そう頻繁には起こらないので、数秒に一度チェックするという方法で、ある程度は解決す

ることができる。
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6．6カ箆レンダリング

仮想臓器からの力覚提示は表面にめり込まないようにする力覚提示を行っている。fig

6．8に示すようにメスや鉗子が仮想臓器表面に触れると、まず表面上の最近傍格子点を探

す。その点から格子点までの距離をめり込み量とし、その点に近づく方向に距離に比例し

た反力を呈示している。また、曲面が切れている場合は、反力は呈示しない。

この反力呈示の他にも，3．8節の自由曲面のように曲面を平面で近似し、その平面に垂直

な抗力が働くようにする方法もある。詳しくは3．8節を参照のこと。

最近傍の楮子点

メス

表面

fig6，8仮想臓器からの反カ
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6．7手術シミュレータの主観評価

実際にこのシステムを！996年10月に代々木オリンピックセンターにおいて開催された目

本バーチャノレリアリティ学会において実演展示を行いその時の反響を見た。

結果は全般的に好評で、HapticMasterに興味を示す人と、仮想臓器の動作原理に興味を

持つ人に大別することができる。

以下に代表的な意見を載せる。

1脳神経外科医

　マニピュレータを用いた脳外科手術の研究をしている。良い6自由度マニピュレータ

が無く困っていたとのことで、我々が出展したマニピュレータをえらく気に入ってもらえ

た。もう少し動作範囲が小さいものを探しているということだった。　（全体の大きさは、

マウス程度の大きさを実現させて欲しいとのこと。）また、システムそのものもr面白

い」と評価して頂けた。当然現状では使い物にはならないことは十分承知で、しかし方向

性は間違っていないとのことである。ただ、脳外科の場合は鋏やメスの持ち方が異なり、

直径1センチ足らずの穴より器具を挿入して手術を行うとのこと。しきりに展示のシステ

ムは通常の外科の発想であるので、脳外科の場合は多少違うとおっしゃっていた。このよ

うな脳外科の手術では，医師が操作する器具の操作と実際に患部に当たっている部分の動

きが異なる。この動作の違いを判断す葎メンタノレモデノレを頭の中に予め構築するためには

このようなシステムが非常に有効であるとのことである。

　・大学医学部講師

　カテーテノレの先端を曲げるマニピュレータに我々のマニピュレータを使いたいとアク

ションがあった。先生の研究において操作対象となるカテーテルの先端動作は3自由度で

良いため、それ程難しいマニピュレータは必要ではないが、今回出展したものが実際に売

られていれぱ欲しいとのことである。・

　国大学医学部教授

　触覚の権威で争先生の専門から今回の展示のマニピュレータの触覚呈示手法に興味が

おありのようであった。

　1電機メーカー理事

　仕事柄、マニピュレータに特に興味をお持ちのようであった。このようなマニピュレー

タが欲しいのであるが、なかなか良いものが作れないでいるとのこと。これは、コンパク

トで非常に良くできていると誉めて頂けた。
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そのほかにもHapticMasterを使った感想では、少し反力が弱いという感想も聞かれた。

またオブジェクトの動作原理についてはテクスチャを張ることによりリアリティが増し

ていること、自律的自由曲面の動きが二実物の様でリアリティがあるという感想を得た。

全体としてこのような医療シミュレータに対する二一ズの高さがうかがわれる。そして

このようなシミュレータには力覚提示が期待されていることが分かる。
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7騒望

本研究を通じての著者の感想を含めた力覚の特徴及び今後の課題を列挙する。

7．1ソフトウェア面での技術的課題

　　（1）より高速な干渉チェックアノレゴリズムの開発

　　　　　2章でも述べたが，仮想物体同士の衝突の判定は仮想物体が増えれぱ増えるほ

　　　　ど計算量が爆発的に増える。例えばオクトツリーなどの方法論を使った高速な

　　　　干渉チェックアノレゴリズムの開発が大規模な仮想空間を構築する際には必要と

　　　　なる。また，本研究において扱ったフォースディスプレイは，点接触型の

　　　　フォースディスプレイと呼ぼれる。これは仮想の指のある一点と仮想物体との

　　　　インタラクションを扱っているからである。指先の力覚は指の腹全体で感じる

　　　　もので，正確に物体とのインタラクションを再現するならば，指先の感覚受容

　　　　器一っ一つに対して物体から受ける応カやせん断力を計算し提示してやらなく

　　　　てはならない。感覚受容器の位置は人によってまちまちであり，皮膚の物理特

　　　　性も微妙に異なる、これは非常に困難な作業となる。もし仮にそれができたと

　　　　してもシステム自体が巨大なものになる可能性が高い。すべてについて呈示す

　　　　ることは困難ではあるが，現在よりも接触点のいくらか増やす，あるいは接触

　　　　曲面にすることで反力の呈示方法にバラエティを持たせることができるように

　　　　なる。このようなときに高速な干渉チェックアルゴリズムは是非とも必要と

　　　　なってくる。

　　（2）仮想物体の変形アノレゴリズムの開発

　　　　　本研究では自律的自由曲面や仮想盆栽の例を取・り上げたがヨ変形の際のツーノレ

　　　　として様々な変形アノレゴリズムを開発することでより簡単に複雑な形状を作る

　　　　ことができるようになる。また見ているだけでも楽しませてくれるものなら

　　　　ぱ，リラクセーションや芸術としての価値もでてくる。
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（3）仮想物体とのインタラクション方法の開発

　　　本研究では、引力を持ったアイコンや餌や敵，バサミやピンセットなどを用い

　　ておこなっていた。今後は力覚による仮想物体の移動経路やポインティングの

　　ためのガイド機能をつけるにはどのような呈示の仕方が良いのかといった間題

　　やヨたとえばフォースディスプレイを2台使って仮想物体をある位置や姿勢に

　　動かすことでパスワードを解除するなど様々な仮想空間とのインタラクション

　　の方式を考案していき事その中で使い勝手の良いものを取捨選択していくこと

　　が必要である。

（4）仮想環境エディタの開発

　　　仮想環境内の仮想物体やボタンの配置や機能の割り付けなど仮想環境をものを

　　置く感覚で定義する仮想環境エディタを開発していく必要がある。たとえぱ

　　VRMLのエディタが最近出回り始めているが，これらはマウスやキーボードを用

　　いて仮想環境を定義している。フォースディスプレイやデータグローブなどを

　　用いて仮想環境を作ることのできる仮想環境エディタがあれば，より効率よく

　　仮想環境が定義できる。もちろん仮想物体の細かい挙動の定義にはキーボード

　　からのデータの入力は不可欠になると思われるが，フォースディスプレイを用

　　いて3次元仮想世界を定義していくエディタは有効であると思われる。

7．2ハードウェア面の技術的課題

　　（！）フォースデイスプレイのアクチュェータ及びセンサの小型化高性能化

　　　　現在市販されているフォースディスプレイはかなり小型で軽量なものが作られ

　　　　ているが，モータなどのアクチュエータの出力に制限があり，その制限を取り

　　　　払おうとすると，体積や重量が大きくなり応答が悪くなる，モータのバックド

　　　　ライバビリティが低下するなど影響がでてくる；特にモータは小型で高出力，

　　　　なおかつバックドライバビリティの良いものは少ない。フォースディスプレイ

　　　　を手軽に使えるようにすることを考えると事油圧や空気圧などを使ったアク

　　　　チュェータよりも電動のモータの様な方式のアクチュェータが望ましい。小型

　　　　軽量で高出力のモータが開発されることが望まれる。また，センサーとして本

　　　　研究ではポテンショメ㎞タを用いていた。ノイズがのりやすいなどの欠点や計

　　　　測できる角度に制限があるなど間題点も多い。これらセンサーやアクチュエー
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面呈示型フォースディスプレイ1：　　　　　面呈示型フォースディスプレイ2：

直動アクチュェータの長さが変わることで　　　6自由度のマニピュレータに
膜を張ったディスプレイの形状が変化する。　　仮想物体を触ったときの指先の皮膚の
どの方向にも等方的に変形する。　　　　　　　ずれ覚を呈示するローラーがついている。
アクチュェータの出力を制御することで　　　　ローラーは指の動きにしたがって向きを変える
反力を呈示することができる。

　　　fig7．！アクチュエータが現在の10分の1程度になったとき

　　　　　　　　実現可能なラォースディスプレイの例

　タが小型化されることにより，機械機械したイメージのフォースディスプレイ

　を家電製品のような使いやすいイメージを持たせる外観にすることも簡単にで

　きるようになる。フォースディスプレイの可動範囲の制限や，脱着の煩雑さか

　らもユーザを解放することができる。また，設置や持ち運．びの便利さなども

　フォースディスプレイを使用するにあたっての条件となる。

　本研究において扱ったフォースディスプレイは，点接触型のフォースディスプ

　レイである。もしアクチュエータやセンサが今の10分のユくらいの大きさで

　現在と同じ出力を持たせることができたならば，点接触型だけでなく面接触型

　のフォースディスプレイもかなり小さなものがつくれる。

　　たとえぱ，fig．．7二1に示すような面呈示型の自ら変形して実空間に仮想物体

　の一部を呈示するようなフォースディスプレイや仮想物体をなぞったときの指

　のずれ覚を呈示するようなフォースディスプレイが考えられる。また，いかに

　フォースディスプレイが使いやすくなったとしても，フォースディスプレイで

　キーボードの代わりをするほどに精度の良いものを作るのはなかなか難しい。

　グローブ型のフォースディスプレイのようなもので脱着が簡単でかっキーボー

　ド入力ができるほど可搬性牟よくラ指の自由度を奪わないようなフォースディ

　スプレイも考えられる。

　　いかに使いやすいフォースディスプレイを作るかハードウエアの面でもまだこ
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れ以外にもたくさん改良すべき点がこれからもでてくるであろう。

7．3力覚を塁示した環境への慣れ

　　　　多くのインタブ土一スがそ．うであるように力覚帰還型仮想環境にも慣れの間題

　　　　がある。学習による習熟である。はじめのうちは反力を伴った仮想空間は物体

　　　　がどこにあるのかなどを判断するときに非常に役に立つ。しかしある程度習熟

　　　　してくると，特に反力が無くても大体の場所や形を把握することができるよう

　　　　になる。こうなってくるとあまり大きな反力や仮想物体にめり込むのを押さえ

　　　　るための反力がラ妨げになることもありうる。反力を忠実に再現することも，

　　　　はじめの頃は必要であるが，一むしろシステムに習熟したユーザに対しては，作

　　　　業を補助するような反力を呈示することが望ましい。例えば，仮想のボタンに

　　　　触るときには触ろうとしているボタンに引きつける引力を呈示することもその

　　　　ひとつである。人工現実感のシステムは，仮想空間を自由に設定できる。この

　　　　特徴を生かし，習熟度にあわせてその機能を変化させていくシステムの構築が

　　　　これからのこの技術の一つgテーマとなると考える。

　　　　このことは逆に力覚の呈示が物体の認識の訓練や学習に威力を発揮することを

　　　　示唆している。図鑑などの資料を可触化することによって，自然に触れること

　　　　の少なくなった子供達に例えぱとんぼは触るとこんなに軽くてちょっと力を入

　　　　れるとつぶれてしまうものだとか、植物は柔らかく、花ビラは薄くてちぎった

　　　　感触はこんな感じといったことが伝えられるようになるかもしれない。あるい

　　　　は同じ体積の鉛とアノレミではこんなに重さが違うなどといったことが体験でき

　　　　るようになるだろう。このような実物の触感を再現することにより学習の効果

　　　　を上げることが考えられる。手術のシミュレータなどもこの範囲壽に属する。

7．4力覚のメンタルモデルとの整合性と一貫性

　　　　我々は、普段自‘分の周りで起こっていることや自分が今からしようとしている

　　　　ことの結果を予測しながら行動している。ものに触ったとき、どんな感触が

　　　　返ってくるのかを無意識のうちに予測し、それとほぼ同じ感触だったときは間

　　　　題ないが、違ったときに行動が乱れることがある。例えぱ立方体を触ったはず
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が球のような反力が返ってきたとすると，おかしいと感じる。これは人間の頭

の中にある反力のメンタノレモデノレと、実際の仮想物体の反力生成モデルとの距

離が遠いことが大きな原因．となっている。また操作環境に一貫性も重要であ

る。同じ形状の仮想物体から受ける反力が同じ場所を触っても異なる場合な

ど、混乱し操作するのにどう扱っていいのかわからなくなることも考えられ

る。

理解しやすい反力の生成モデノレにはラユーザがこれまで獲得してきたメンタル

モデルに近い形ρ毛デノレにする必要があり，また一貫性のある反カモデノレが必

要となる。

しかし，必ずしもユーザのメンタノレモデノレに即・した形のモデノレばかりを供給す

る必要はない。既存のものと同じものは認識の役には立つが操作性を著しく阻

害することもある。人工現実感技術のような3次元空間型のインタフェースの

研究ははじまったぱかりである。2次元インタフェースにおいてマウスが普及

したことを考えると，マウろのような実空間ではあり得ない間接指示型のイン

タフェースであってもその使い方を工夫すれば非常に便利なインタフェースが

でてくることもある。

7．5力覚環境の有効性を評価するための評価方法の開発

　　　　力覚帰還仮想環境に限らず，マンマシンインタフェースの有効性の評価方法に

　　　　は内観法や作業時間その他の生理的手法を用いた方法が提案されているが，決

　　　　定的な方法は見いだされていない。これは人それぞれで心拍数や脳波形，筋電

　　　　位などの生理的な情報にぱらつきが大きく，使い心地など心理的なものとの相

　　　　関をとることが非常に困難だからである。システムをより使いよいものにして

　　　　ゆくためには使い心地の総合的な判定手法の開発が望まれる。この手法を用い

　　　　てシステムを評価し，システム設計にフィードバックすることができればより

　　　　使いやすいシステムの構築がおこないやすくなるはずである。またヲこの評価

　　　　手法を柔軟性の高い人工現実感システム自体に取り込むことで，システムを使

　　　　用している人の状態にあわせてシステムのインタフェースを再構築することが

　　　　容易にできる。これにあわせて疲労に関しても、フォースディスプレイを長時

　　　　間使用するにあ仁らて人間に与える影響や，それを緩和する方法の研究が進む
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ことがこれからフォースディスプレイが普及するかどうかの鍵を握っていると

言える。

以上カ覚を使用した仮想環境の課題について述べてき走が，多くのマンマシンインタ

フェースがそうであるように，力覚帰還型のシステムにおいてもわかりやすさと利便性の

バランスを考慮したシステムの構築が必要である。

これまで述べてきた特徴を念頭に置きながら，電子メディアにものや人に触った感覚，

触られた感覚を取り入れることで事より密度の濃い情報伝達が可能になる。遠隔地にいる

人と文字どおりふれあうこともできる。いままで伝えきれなかった情報を伝えることで、

我々はより豊かな文化生活を送ることができるようになるであろう。
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8まとめ

本論文では力覚帰還環境を構築するための基本構成について述べた。このソフトウエア

に必要な項目は、

（1）仮想物体の形状の他に力覚特性を定めた力覚モデノレとそれらをもとにフォースディス

プレイに呈示させる反力を計算する力覚レンダリング、（2）物理法則などを司る法則エン

ジン、（3）ユーザー同士やユーザと仮想物体などのユーザインタラクション、の3つであ

る。実装形式の一つとしてVECSの実装例を示し、いくつかの応用例によりその有効性を検

証した。

本研究で可能となった事項をまとめると，

1力覚帰還型環境構築ソフトウエアに必要な力覚モデノレと力覚レンダリング，法則エン

ジンうインタラクションの3つの要素をそろえることで，任意の力覚帰還環境を構築する

ことができることを示した。

1VECSにフォースディスプレイ用のデバイスドライバを用意することにより様々な種類

のフォースディスプレイを接続することが可能となった。

1VECSにより複数のフォースディスプレイを仮想環境に接続することのできる環境を提

供することで，仮想空間での力覚帰還型の協調作業空間を実現した。

以上のことが可能となった。

各章のまとめ

1章では人工現実感を実現する上で、力覚帰還が重要であることを述べ、それを実現す

るためのフォースディスプレイを制御し、様々な電子メディア情報を可触化するためのソ

フトウェアの必要性について述べた。

2章では、フォースディスプレイをいくつか紹介しフォースディスプレイを用いた仮想

環境を構築するためのソフトウエアの基本構成を明らかにした。その結果、（1）仮想物体
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の形状の他に力覚特性を定めた力党モデノレとそれらをもとにフォースデイスプレイに呈示

させる反力を計算する力覚レンダリング、（2）物理法則などを司る法則エンジン、（3）ユー

ザー同士やユーザと仮想物体などのユ∵ザインタラクション、の3つが重要であることを

述べた。

3章では、2章の結論を元に実際に3っの項目を満たした、仮想環境構築システムを計

算機上に実装しその詳細について明らかにした。そして、実際に力覚帰還型仮想環境を構

築し、多人数の被験者を観察することで力覚帰還環境の有効性を確認した。

4章では、仮想環境構築システムの応用例の一番目として、形状設計システムを構築し

ている。仮想空間の中の仮想粘土を直接手で触るようにして押し込んだりへこませたりし

て変形でき、変形の際には仮想粘土からの反力が呈示されるシステムを構築している。ま

た、生物的オートノミーとして自律的自由曲面を開発し、これらを使って複雑な形状の仮

想物体を容易に直感的に生成することのできるシステムを開発した。これについても変形

時に操作反力が呈示されるようになっている。最後に仮想盆栽として仮想空間の中で自律

的に成長していく仮想の木を定義し、その木とインタラクションすることで盆栽のような

ことができるシステムを開発している。

5章では、仮想環境構築システムの応用例の二番目としで、仮想空間での協調作業シス

テムの開発を行っている。仮想環境で行う協調作業には、教示作業とお互いの立場が対等

な関係にある等価協調作業が考えられる。本章では、仮想空間で相手の手を取るとお互い

に引力が働く環境を構築し、仮想物体を移動したり、変形することのできるシステムを開

発している。さらに4章で開発した自律的自由曲面を用いて、二人の人間と生物的オート

ノミーが協調して形状設計を行うことのできるシステムを開発した。

また、将来、ネットワークを通して協調作業をする場合には、通信時間などによる時間

遅れの影響が出てくる。そこで、力覚帰還を用いて時間遅れに対する補助をおこなう力覚

呈示法を提案し，分散仮想環境型協調作業システムに実装した。実際にネットワークを介

して遠隔地同士を接続し、．力覚呈示法の有効性を検証した。

6章では、仮想環境構築システムの応用例の三番目として手術シミュレ㎞タを開発した。

この手術シミュレータは、腹腔鏡下外科手術のシミュレータで2台のフォースディスプレ

イを用い、実時間で変形、切開のできる仮想臓器を仮想空間に定義し、それとインタラク

ションすることのできるシステムである。

　7章では、展望として、フォースディスプレイなど力覚デバイスを用いた仮想環境の間



題点や今後の課題について述べた。

8章では、これまでの議論をまとめている。

116
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（4）矢野　博明，岩閏　洋夫：力帰還型仮想環境における協調作業
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　　年月　　　1995年9月

（5）　　Hiroaki　Yano，Hiroo　Iwata：　Cooperative　Work　iΩ　Virtura！　Environment　with

Force　Feθdback．

　　学会名：　ICAT／VRST’95　（幕張メツセ），　1995年！！月

（6）矢野　博明，岩田　。洋夫：時間遅れのある仮想環境における教示作業
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（1）岩田　洋夫，中川　隆志，矢野博明：広可動範囲フオースデイスプレイの開発

　　学会名：第20回ヒューマンインタフェース研究会（東京大学），！992年5月

．（2）矢野　博明，岩田　洋夫：フォースデイスプレイを用いた仮想空間における協調作

業

　　学会名：第1回グノレープウエア研究会（機械振興会館），1993年5月

（3）　矢野　博明，岩田　洋夫：人工生命に対応した仮想環境構築システム
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　　学会名：第9回ヒューマンインタフェースシンポジウム（神戸ポートアイランド）

，1993年10月

（4）　矢野　博明，岩目ヨ’洋夫：力箪帰還型仮想環境における協同作業

　　学会名：　　第69回グラフイックスとCAD研究会（東京大学），1994年7月

（5）　　Hiroo　Iwata，　Hiroaki　Yano：　Desktop　Force　Disp］一ay

　　学会名：ACM　SIGGRAPH’94”The　Edge”（アメリカ合衆国フロリダ州オーランド）

，1994年7月

（6）　　Hiroo　Iwata，　Hiroaki　Yano：　Shared　Haptic　World

　　学会名：ACM　SIGGRAPパ95”Interactive　C㎝munities”（アメリカ合衆国ロサン

ゼノレス），1995年7月

（7）矢野　博明、岩田　洋夫：フォースディスプレイを用いた分散型仮想環境における

協調作業．

　　学会名　　第11回ヒューマン。インタフェースシンポジウム（京都リサーチパーク）

，1995年10月

（8）Hir・・I・・ta，Hir・akiYan・：HapticW・b

　　学会名：ACM　SIGGRAPパ96”Interactive　C㎝㎜nities”（アメリカ合衆国ニュー

オリンズ），1996年8月

投稿中の論文

（！）　矢野　博明，岩閏　洋夫：力党帰還型仮想環境構築ソフトウエア

　　学会名　目本バーチャノレリアリティ学会論文集

（2）矢野博明，岩田　洋夫：視覚と力覚を融合した仮想環境構築ソフトウエア

　　学会名　目本機械学会　第74期総会講演会


