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画像特徴量と振動情報の対応付けを用いた触覚提示手法の
検討

黒木　詢也1,†1,a) 嵯峨　智1,†1,b)

概要：これまでに我々は 2次元方向に振動制御可能な剪断力提示装置において，触覚再現性を向上させる

手法を検討している．以前我々が提案した触覚提示手法では，タイルのような一定の空間周波数をもつテ

クスチャに対して再現性が低いという問題があった．本稿では画像特徴量と加速度センサから取得した振

動情報の対応付けを用いて，触覚再現性が向上する手法を提案する．

Tactile presentation method using association between image feature
and vibration

Abstract: We have been verifying tactile reproducibility of recorded vibration by using the lateral-force-
based tactile display. Our presentation method have a problem that the reproducibility is low with respect
to a texture having a certain spatial frequency like a tile. In this paper, we propose a method to improve
tactile reproducibility by using correspondence between image feature and vibration information acquired
from acceleration sensor.

1. はじめに

近年，世界中でタッチパネルが使用されている．しかし，

これらの多くは触覚によるフィードバックが存在しない．

研究レベルにおいては，様々なデバイスが開発されてお

り [1][2]，これらの振動刺激は高い再現性を実現している．

しかし，そのほとんどは振動方向が 1次元に限定されてい

る．我々はこの振動方向に着目し，これまでに 2次元方向

に振動制御可能な剪断力提示装置 (図 1)を用いて，2次元

方向の振動情報を正確に提示した際の触覚再現性の検証を

おこなってきた [3]．

以前には，記録時にテクスチャの画像情報と振動情報の

対応付けを用いて，特徴的な振動が記録できる方向を取得，

その方向の振動を複数回記録し，その中から最も適切な振

動情報を選択し提示する手法を提案した．本稿では，振動

提示の際にも画像特徴量を重畳し提示する手法について提

案する．
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図 1 剪断力提示装置

2. 画像情報との対応付けを用いた振動情報
提示

本章では，以前我々が提案した画像情報と振動情報の対

応付けを用いた振動提示手法について簡単に説明する．

2.1 提示手法

振動情報を記録する前にテクスチャ画像に処理を行うこ

とで，ドミナントな方向成分を抽出し，この方向に指を動
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図 2 実験結果 (Error bar=S.E)

かした際の振動情報のみを取得することで効果的な振動

記録，提示を可能にする．ここでいうドミナントな方向成

分とは，テクスチャの空間的特徴が最も強く取得できる方

向成分のことである．ドミナントな方向成分の抽出方法に

ついては文献 [4]の画像処理を参照されたい．画像処理に

よってテクスチャのドミナントな方向を取得し，その方向

の振動のみを記録，提示することで振動情報の切り替えを

最小限にし，周期性，連続性を保った振動提示を可能にす

る．また，ドミナントな方向の振動を複数回記録し，画像

情報と対応付けを行うことでその中から最も適した振動を

選択する．詳しくは文献 [4]の提示手法を参照し，本稿で

はある方向に r だけ指を動かしたときの提示振動 a(r)を

求める式のみを以下に示す．

a(r) = a0
◦
(x+ rcosθ) + a90

◦
(y + rsinθ) (1)

2.2 実験結果

この手法を用いてタイル模様テクスチャの再現性評価実

験を行った結果を図 2に示す．類似度 (Rate of Reality) は

0.63という結果になった．これは，我々が実施したリアリ

ティ評価実験におけるタイルテクスチャの類似度 0.43 に比

べ高い数値となった．これは，振動記録をドミナントな方

向のみに限定したことで振動の切り替えを最小限にし，振

動の連続性が保たれたことが要因の一つだと私は考える．

また，振動記録の際は同様になぞっているつもりでも得ら

れる振動が大きく異なる場合があり，その違いを画像情報

で補完することで再現性の低下を抑えられたと思われる．

3. 提案手法

この実験結果から，画像情報と振動情報の対応付けを用

いることで一定の空間周波数をもつテクスチャの再現性向

上の可能性が示された．しかし，以前実施したリアリティ

評価実験 [3]でも 8テクスチャの類似度の平均は約 0.56で

あり，記録した生の振動情報をそのまま提示するだけでは

再現性の向上が困難なテクスチャが存在すると我々は考察

する．そこで，我々は振動情報を提示する際に，画像の特

徴抽出により得られる AKAZE特徴量のサイズ，角度など

図 3 AKAZE 特徴量抽出

の情報を加速度情報に重畳することで振動情報を補完する

提示手法を提案する．これにより，振動情報をそのまま提

示するだけでは再現性の向上が困難であったテクスチャの

再現性向上を検討する．

前章の実験で用いたタイル模様テクスチャに対して特徴

点抽出を行い，そのサイズと角度を表したものを図 3に示

す．図 3よりタイル模様テクスチャは一定の周期でサイズ

の大きい特徴点を持つことが分かる．このように特徴点に

は様々な情報が含有されており，これらの情報を振動情報

に重畳することでよりよい振動提示を可能にする．

4. 今後の予定

今後は，提案手法を用いて提示したバーチャルテクス

チャが本物のテクスチャにどれぐらい似ているかを心理物

理実験を用いて評価していく予定である．また，ランダム

な空間周波数をもつテクスチャに対しても画像特徴量を用

いた振動提示が有効なのか検証していく．
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