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球技における撃力再現手法

池田 尚登1,a) 嵯峨 智2

概要：近年, バーチャルリアリティ (VR) 技術の発展に伴い,VR Sports など VR 空間上でのスポーツ体験

が可能になりつつある. 現在の VR 環境における触覚提示は振動子を用いたものが主流であるが, 球技に

おける捕球では 振動子による提示は不向きと考えられる. そこで我々は手掌部へ瞬発的に牽引力をかける

ことで撃力の再現を行う撃力刺激装置を開発した. 本稿では球技のような大面積への撃力提示を再現する

手法の提案と, 開発した撃力提示装置による触覚刺激の再現性の実験結果について報告する.

Impulsive force display in a virtual ball game

Abstract: In recent years, it is becoming possible to experience sports in VR space such as VR Sports. Most
of commercial VR system employs vibrators to display haptic sensations. However, the vibration could not be
suitable for displaying a ball catching operation. Therefore, we developed a impulsive force displaying device
which reproduces a ball catching operation applying a instantaneous traction force to a user’s palm. In this
paper, we propose a method to display impulsive force to a large area and report a result of experiments on
the reproducibility of the proposed method.

1. はじめに

近年，バーチャルリアリティ (VR) 技術の発展に伴い，

VR Sportsなど VR空間上でのスポーツ体験が可能になり

つつある．VR環境における非接地型の触覚提示装置は振

動子を用いたものが現在主流であるが，VR空間上でのス

ポーツ体験における捕球を想定した提示を考えると，振動

子による提示は不向きである．そこで我々は振動子を用い

ない方法で，使用者の VR空間内での自由な運動を阻害せ

ず，手掌部へ瞬発的に牽引力をかけることで撃力の再現を

行う撃力刺激装置を開発した．

本稿では球技の捕球などにおける大面積への撃力提示を

再現する手法の提案と，開発した撃力提示装置を利用して

実際に使用者に提示することによる触覚刺激の再現性に関

して実験を行った結果について報告する．
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2. 提案手法

本章では，球技における捕球のように，大面積への撃力

を提示するための手法について説明する．

2.1 概要

我々は VR環境における利用を想定し，非接地型の触覚

提示装置において球技の捕球などの大面積への撃力提示を

再現することを目指している．これまで VR環境における

非接地型の触覚提示装置での触覚の再現は振動を用いたも

のが最も主流であり，研究レベルでも数多く行われている

[1], [2], [3], [4], [5]．しかし，球技の捕球などを再現するに

はいくつか問題があると私は考えた．そこで我々は大面積

への撃力提示を実現する手法として，接触部の工夫と牽引

装置による提示手法を提案する．

2.2 装置の設計

装置の設計として，ユーザの体幹に多少重量のあるもの

は設置可能であろう．ただし，身体の運動を阻害しない程

度の重量であることが望ましい．そこで，駆動部を肩など

の体幹に設置し，糸を用いて掌まで動力を伝達させる手法

をとる．また，内力による外力表現と大面積でのやわらか
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図 1 動作の様子

さ提示を狙い，掌にとりつけたビニール製の被覆による牽

引を行う．個人差を吸収するため，表面積変化を提示する

バンド部は交換可能のものとする．次に，瞬発的な撃力を

提示するために大きな外力を発生する必要がある．そのた

め，増速歯車により速度を増加させ，回転を抑止するブレー

キ構造体を用いることで大きな外力の発生を実現する．

3. 提示手法比較実験

本章では，制作した装置を用いて実施した心理物理実験

について詳述する．この実験の目的は以下の三点である．

• 装置によって提示された感覚が実際のボールを捕球し
た感覚に対しどのくらい再現できていたかの定量的

検証．

• 現在主流の触覚提示手法である振動子による感覚が実
際のボールを捕球した感覚に対しどのくらい再現でき

ていたかの定量的検証．

• 実験後のアンケートによる提示された感覚の主観的な
コメントの収集．

実験協力者は全員右利き，20～24 歳の健康な男性 9 人

とした．実際のボール (ゴム製，直径約 20 cm) による実

際の捕球感覚，既存の振動提示手法 (Techtile toolkit) によ

る感覚，提案手法による感覚の 3 つを比較することで評価

を行う． 実験時はヘッドマウントディスプレイを装着し

てもらい，サッカーのペナルティキックのシーンをゴール

キーパー視点から投影する．評価は Visual Analogue Scale

(VAS) [6]を用いたアンケート (別紙) を実施し，各提示手

法がどれくらい実際の捕球感覚に似ていたかを被験者に主

観的に評価してもらう．また，アンケート結果より本研究

の提示手法の撃力再現性を評価する．

4. 実験結果と考察

上記の実験を行った結果を以下に示す．なお，各図中の

Tractionは提案手法，Vibrationは振動子を指す．*は有意

水準 5% で差があることを示している．

4.1 撃力再現率の比較

実験協力者全体の，各手法での 5 回分のデータの平均を

再現率とした結果を図 2に示す．

これらの結果を Studentの t検定を用いて分析した結果，

図 2 実験協力者全体の再現率．Traction は提案手法，Vibration

は振動子を指す．図中の*は有意水準 5% で差があることを

示す．

a < 0.05 となり，有意水準 5% で差があることがわかっ

た．このことから，提案手法が既存手法よりボールの再現

性が有意に高いとわかる．

5. まとめと今後

本研究では，球技の捕球における撃力の再現に注目し，

試作した提案装置による生起感覚の既存手法との比較実験

を行った．実験の結果，本論文の提案手法は振動を用いた

既存手法より有意に優れた結果を得ることが出来た．今後

は実物のボールの再現性を高めるために跳ね返りを再現す

る機構を搭載し，また刺激領域の拡大も検討する．また，

表面積増加による効果や，主体的運動の有無による生起感

覚の定量的な評価などを実施し，提案装置の各要素が持つ

特徴について，感覚生起の機序とあわせて検証する．
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