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実物体を対象とした手指による 

押し込み及びなぞり操作に関する定量分析 
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あらまし  近年，医療分野における手指操作を伴う技能トレーニングシステムの開発，ロボット分野におけるマ

ニピュレータ制御や設計などへの応用を目指して，人間が手指操作時に獲得する触覚情報の計測や分析を試みる研

究が進められている．しかし，触覚情報は身体の一部が物体に直接接触することで知覚されるため，計測や分析は

容易でない．本研究では，実物体を対象とする自然な手指操作の定量分析の最初の試みとして，一本の手指による

押し込み操作となぞり操作の識別を目的とする．指先ひずみと 3次元位置から，各操作の特徴量を選定する．10名

に対して計測実験を実施し，ひずみと移動速度の二次元特徴量から算出した線形決定境界を用いて，高い認識率で

の操作識別を達成したのでその成果を報告する． 
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Quantitative Analysis on Push/Stroke Operation by 

a Finger to Real-world Objects 
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 Abstract Finger manipulation analysis is an active area of research for developing medical training system and for designing 

dexterous robotic manipulators. However, capturing tactile information is not easy because sense of touch is perceived by a 

direct contact between user and objects. This study aims to classify push/stroke operation by a finger to real-world objects as a 

first attempt to quantitative analysis on natural finger operation to real-world objects. Through the experiments involving ten 

subjects, we determined feature values based on finger deformation and its 3D positions. Quantitative analysis showed that 

their linear decision boundaries could classify push/stroke manipulation at high recognition rate. 

 Keywords  Finger manipulation analysis，tactile sensing，linear classification model 

 

1. はじめに  

人間は日常的に手指で実世界の物体を知覚し，繊細

かつ複雑な手指動作によって様々な形状や材質を持つ

物体を巧みに操作している．手指と操作対象との間に

生じる触覚情報は，手指操作における意思決定に大き

な役割を果たしており，手指操作のメカニズムを定量

的に理解する上でも重要な指標となる．  

近年では，医療分野における触診や内視鏡手術に用

いる術具の操作といった，高度な知識と経験が要求さ

れる手指操作を伴う技能のトレーニングや教示システ

ムの開発 [1][2]，また，ロボット分野において，人間の

手指操作に近い精緻な動作を体現することが可能なマ

ニピュレータの制御や設計 [3-5]への応用を目指して，

触覚情報の計測や分析を試みる研究が進められている． 

触覚情報は身体の一部が物体に直接接触すること

で知覚される情報であるため，視覚情報や聴覚情報と

比較して，触覚情報の計測や解析は容易でない．従来

研究では，触覚情報の提示や伝達を目指して，VR 空

間内に生成した 3 次元形状モデルに対する現実に近い

操作環境をユーザに提供している．ユーザの指先や道
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具の位置・姿勢情報を入力とし，フィードバックとし

て力を出力する力覚提示デバイスを介することで，仮

想物体モデルとの自然なインタラクションの実現が可

能である．医療分野においては，医師の外科手術トレ

ーニングを目的として，触診や術具を介した臓器操作

を擬似体験できる VR シミュレーションシステムの開

発 [1][2]も試みられている．これらの従来研究では，対

象物体の 3 次元形状や力学特性を適切に反映した仮想

物体モデルを構築することで，仮想物体モデルに対す

る擬似的な手指操作の計測・分析が可能となる．一方

で，仮想物体モデル構築の過程で実物体の質感や硬さ

を忠実に再現することは容易でなく，また，力覚提示

デバイスを介した手指操作の入力であるため，実世界

における触知や手指操作との乖離が課題となっている． 

実物体に対する直接的な手指操作の計測，さらには

触覚情報の共有を目指した研究も多く試みられている．

手指が実物体や道具に触れた際に発生する力や指先の

位置・姿勢の計測によって，手指操作時の触覚情報を

定量的に解析することが可能であり，計測方法として，

計測センサを実物体に内蔵させる方式 [6]，あるいは，

手のひらや指先にセンサを装着する方式 [7]が採られ

ている．前者の方式では，実物体へのセンサ埋め込み

によって手指操作を直接計測可能である一方で，計測

可能な領域が限定的であること，内蔵センサによる実

物体の力学特性への影響が課題となっている．後者の

方式では，操作対象を限定しない計測が可能であるが，

センサ装着による指先感覚や操作感覚の阻害が課題と

なっている．自然な手指操作が可能な操作環境におい

て，実物体に触れた際に得られる触覚情報の計測は依

然として難しい問題であり，実物体に対する手指操作

の計測や分析は限定的なものに留まっている．  

本研究では，実物体を対象とした自然な手指操作の

定量分析を目的とする．最初の試みとして，弾性体を

対象とした一本の手指による押し込み及びなぞり操作

に着目する．自然な手指操作計測のために，ユーザの

指先感覚を阻害することなく，指先のひずみと 3 次元

位置が同時計測可能な実験システムを構築する．複数

の弾性体に対する手指操作を計測する被験者実験を実

施し，押し込み操作となぞり操作の特徴を指標化する

特徴量の選定を試みる．定めた特徴量に基づいて算出

される決定境界が押し込み操作となぞり操作の識別に

有効か否かを確認する．  

 

2. 手指操作の計測と分析  

2.1. 問題設定  

本研究は実物体に対する日常的な手指操作におい

て，ユーザが得る触覚情報を定量的に分析する最初の

試みである．実物体に対する日常的な手指操作には，

一本の手指による押し込みやなぞりといった単純な操

作から，複数の手指によるつまみや握りといった複雑

な操作まで挙げられる．これら全ての手指操作を，触

覚情報から定量的に説明や分類することは容易でない

と考えられる．そこで，実物体への一本の手指による

押し込み操作となぞり操作を定量分析の対象とし，以

下の問題に取り組むことを本研究の指針とする．  

 

 一本の手指による自然な手指操作の計測  

 押し込み操作となぞり操作の特徴量抽出  

 形状，材質，硬さの異なる実物体に対する押し込み

操作となぞり操作の定量的な識別  

 

人間の自然な手指操作の定量的な識別が達成され

ることによって，様々な分野への応用が期待される．

例えば，実物体への直接的な手指操作を分析すること

が可能であるため，触診などの手指操作に基づいた技

能の本質的な理解に繋がると考えられる．また，実物

体への手指操作を入力とするインタフェースへの応用

にも有効であると考えられる．具体的には，PC におけ

るマウスやキーボードのような，デバイスに対する決

められた手指操作を入力とするインタフェースの代用

として，任意の実物体に対する手指操作から定量情報

を取得することで，計算機への入力とすることが可能

となる．  

2.2. 手指操作の計測方法  

実物体に対する自然な手指操作を計測するために

は，指先の 3 次元位置とひずみを同時に計測できるこ

とに加えて，ユーザが物体を触った際の触感を得るこ

とができること，日常的な動作を実行できることも重

要である．そこで，本研究における手指操作計測には，

以下のような計測環境の実現を目指した．  

 操作対象物を限定せず，ユーザの動作に物理的な制

約を与えないこと  

 指先のひずみと位置の同時計測が可能であること  

 指腹部への器具の装着の必要が無く，ユーザの指腹

の触感を阻害しないこと  

これらの条件を満たす計測を実現するために，図 1

に示すような計測センサを構成した．ひずみの計測に

は，指腹の横方向の変形を計測可能なひずみセンサを

採用した．指腹への装着を必要としないセンサ構造と

なっており，ユーザの指先感覚や触感を阻害すること

なく，指腹が物体に触れた際に発生する力の大きさの

定量的な指標を，指先のひずみとして取得することが

可能である．指先位置の計測には，小型の磁気式位置

センサを採用した．位置検出部をひずみセンサの上面
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に固定することにより，ユーザの動作感覚や触感を阻

害することなく計測が可能となる．さらに，両装置か

ら得られる計測値を 30 ミリ秒のサンプリング間隔で

同期して読み込むプログラムを作成することによって，

指先の三次元位置𝒑(𝒕) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡))とひずみ  𝜀(𝑡)の

同時計測を可能とした．  

2.3. 手指操作の分析方法  

実物体に対する自然な手指操作の識別を行うため

には，手指と物体が触れた際に生じる触覚情報に基づ

いた定量分析を行う必要がある．そこで，計測値であ

る𝒑(𝒕) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡))と𝜀(𝑡)から，押し込み操作となぞ

り操作の特徴量抽出を以下の手順で行う．  

手指と実物体の接触判定とひずみの正規化  

本研究では，物体操作時における指先位置とひずみ

の特徴量解析が目的であるため，手指と物体が接触，

あるいは，非接触状態であるかの検出を行い，ユーザ

間の指先形状の差に起因する計測データへの影響を減

じる必要がある．そこで，実験開始前にユーザごとに

非接触状態を維持したまま，実験環境空間内にて示指

の平行動作，回転動作を実施させた際の指先のひずみ

を 10 秒間計測する較正の手続きを導入する．このよう

な計測結果に基づいて，本研究では，較正時に得られ

たひずみ値  𝜀(𝑡)の平均値𝜇と標準偏差𝜎により算出され

る 𝜀0 = 𝜇 + 3𝜎を接触判定の閾値として用いることによ

って，実物体への操作開始及び終了の判定を行うこと

とした．また，電子計量器に対して示指で 1000g の押

し込み操作を行った際に得られるひずみ値 𝜀1を計測し，

接触判定に用いる閾値 𝜀0を基準値としたスケーリング

よってひずみ  𝜀(𝑡)の正規化を行う．時刻 𝑡における正規

化されたひずみ 𝜀𝑛(𝑡)は式 (1)の通りとなる．  

 𝜀𝑛(𝑡) = (𝜀(𝑡) − 𝜀0)/(𝜀1 − 𝜀0) × 100 (1) 

手指操作計測値から特徴量の抽出  

時刻 𝑡における指先の三次元位置 𝒑(𝒕)と正規化され

たひずみ𝜀𝑛(𝑡)から算出される次の値を手指操作の識別

に用いる特徴量の候補とした．   

 速度の移動平均：𝑣𝑎(𝑡, 𝑤) 

 区間𝑤における速度の標準偏差：𝑣𝜎(𝑡, 𝑤) 

 ひずみの移動平均：𝜀𝑎(𝑡, 𝑤) 

 区間𝑤におけるひずみの標準偏差 : 𝜀𝜎(𝑡, 𝑤) 

ここで，𝑤は移動平均を算出する際の時間軸上のウ

ィンドウ幅であり，各特徴量の数値は時刻 𝑡における直

近𝑤個の値の平均値や標準偏差として算出される．本

実験システムでは，サンプリング間隔∆𝑡は 30 ミリ秒で

あるため，例えば  𝑤 = 10とした場合，時刻 𝑡までの 300

ミリ秒における 10 個の計測値が特徴量算出の対象と

なる．また，本実験システムでは手指が物体と接触状

態である際の計測値から特徴量を抽出することを目指

しているため，時刻 𝑡までの𝑤個のひずみ値において， 

 𝜀𝑛(𝑡 − 𝑘∆𝑡) > 0 (∀𝑘 ∈ ℕ, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑤 − 1) (2) 

すなわち， (𝑡 − 𝑤∆𝑡)~𝑡ミリ秒の間で接触状態である

場合のみに，時刻 𝑡におけるウインドウ幅を用いた測定

値を特徴量算出の対象とする．時系列計測値において，

時刻 𝑡における一時点の計測値のみから，押し込み操作

となぞり操作の特徴量を抽出するのは困難であるが，

一定時間内における手指操作を多次元の特徴量として

数量化することによって，多角的かつ定量的に評価で

きることが期待される．様々な物体に対する押し込み

操作となぞり操作の識別に有効なウィンドウ幅𝑤は自

明ではないため，被験者実験を通して得られた計測デ

ータに基づいてウインドウ幅𝑤を選定する．   

 

3. 評価実験  

3.1. 手指操作の計測実験  

本研究において被験者実験は，実物体を対象とした

一本の手指での操作における指先ひずみと指先位置の

測定値に基づいた特徴量が，押し込み操作となぞり操

作の識別に有効か否かを検証することを目的としてい

る．実験において，被験者は弾性体に対して，押し込

み操作となぞり操作をそれぞれ 5 回繰り返しこの一連

 

図 1. 計測センサの構成  
   

 図 2. 被験者実験に用いた弾性体  
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の手指操作における指先位置  𝒑(𝒕)とひずみ  𝜀(𝑡)を計測

することとした．ここで，操作対象とする弾性体は，

(A)厚さのみが異なる 3 種の弾性体， (B)硬さのみが異

なる 3 種の弾性体，(C)形状のみが異なる 3 種の弾性体

の 3 つの組み合わせの計 9 種の弾性体を用いた（図 2）．

ただし，弾性体 (B)に関しては，材質によって被験者が

得る触感の違いを低減するために，計測の際には物体

表面にラップを被覆した．このように，ある条件のみ

が異なる弾性体を操作対象として選定したのは，対象

物体ごとの計測結果に違いが生じた際に，対象物体の

どの特性が計測結果に影響を及ぼしたのか判定しやす

くなると考えたためである．また，計測を行う際に操

作対象の底面は作業台に固定した．被験者として， 20

代健常男性 9 名，女性 1 名，計 10 名（全員右利き）を

対象に実験を行った．  

実験方法  

手指操作の計測実験は以下の手順で行った．  

 被験者は右手示指に計測センサを装着する  

 接触判定に用いる閾値 𝜀0を決定するために，非接触

状態を維持したまま，実験環境空間内で示指の平行

動作，回転動作を行った際の指先のひずみを 10 秒間

計測する  

 ひずみ値の正規化のために，電子計量器に対して示

指で 1000g の押し込み操作を行った際に得られるひ

ずみ値𝜀1を計測する  

 各弾性体の表面に対する 5 回の押し込み操作，なぞ

り操作における𝒑(𝒕)，𝜀(𝑡)をそれぞれ計測する  

 計測値𝒑(𝒕)，𝜀0と𝜀1より正規化された 𝜀𝑛(𝑡)から，操作

識別に用いる特徴量抽出を行う  

押し込み操作，なぞり操作を行う際には，弾性体表

面上において接触位置，指圧，指先移動方向，指先移

動量それぞれが変化するよう被験者に指示した．ここ

で，操作対象とする弾性体の順序効果による測定結果

への影響が生じないよう，被験者 1 から被験者 9 まで

は Latin 方格の標準形に従って，それぞれが 9 つの弾

性体を異なる順番で操作するように測定を実施した．

また，被験者 10 は，被験者 1 と同じ順序で弾性体操作

を行うように測定を実施した．  

実験結果  

10 名の被験者の弾性体 (A)3 種に対する手指操作計

測データのうち，被験者 1 名分の計測データに関して，

𝑤 = 30とした際の異なる特徴量の組み合わせごとのプ

ロット例を図 3 に示す．図 3 において，特徴量プロッ

トの連続的な推移が認められる箇所は，指先が物体に

触れ始めてから離れるまでの一連の物体操作における

特徴量の推移を示している．図 3 より，選定する特徴

量の組み合わせによって，特徴量プロットの概形が異

なることが確認できる．また，特徴量プロットの形状

の違いから，押し込み操作となぞり操作それぞれに対

応するクラスタの形成が確認できる．  

次に，ウインドウ幅𝑤が特徴量分布に及ぼす影響を

確認するために，特徴量の組み合わせとして𝑣𝑎(𝑡, 𝑤)と

𝜀𝜎(𝑡, 𝑤)を選定し，𝑤の値を 40 から 10 ごとに 10 まで変

化させた際の特徴量プロット例を図 4 に示す．特徴量

プロットの対象は図 3 と同様の計測データとした．図

4 より，𝑤の値が大きいほど，特徴量プロット数が少な

くなっていることが確認できる．これは，特徴量抽出

の対象となる測定値が，全て接触状態と判定されるま

でに𝑤 = 40では 1.2 秒，𝑤 = 30では 0.9 秒，𝑤 = 20では

0.6 秒，𝑤 = 10では 0.3 秒をそれぞれ必要とするため，

𝑤の値が大きいほど時間を要することに起因している．

また，図 4 では𝑤の値が小さいほど，特徴量プロット

 

   図 3. 異なる特徴量の組み合わせごとのプロット例       図 4. 𝑤の特徴量分布への影響  

   （o:押し込み操作 x:なぞり操作）           （o:押し込み操作 x:なぞり操作）  
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のばらつき具合が大きくなっていることが確認できる．

これは，𝑤の値が小さいほど，一つのウインドウあた

りの計測値の個数が少なくなるため，ウインドウ内の

計測値に基づいて特徴量を算出する本分析手法では，

一時点における計測値が特徴量に与える影響が大きく

なることに起因している．  

3.2. 手指操作の特徴量の決定  

解析概要  

押し込み操作となぞり操作の識別に有効なウイン

ドウ幅𝑤と，測定値に基づいた特徴量の組み合わせの

選定を行う．図 2 で示した弾性体のうち，弾性体 (A)

厚さのみが異なる低反発ウレタン 3 種に対象する 10

名分の計測データを分析対象とした．  𝑤を一定の範囲

内で設定し，特徴量の候補として，𝑣𝑎(𝑡, 𝑤)と𝜀𝑎(𝑡, 𝑤)，

𝑣𝑎(𝑡, 𝑤)と 𝜀𝜎(𝑡, 𝑤)，𝑣𝜎(𝑡, 𝑤)と 𝜀𝑎(𝑡, 𝑤)，𝑣𝜎(𝑡, 𝑤)と𝜀𝜎(𝑡, 𝑤)の

4 通りの組み合わせから，押し込み操作となぞり操作

の識別を試みた．検証方法として， 𝐾-分割交差検証を

用いた識別精度の算出を実施した．被験者 10 名分の計

測値のうち，9 名の計測値を訓練データ，1 名の計測値

をテストデータと定め，10 回の検証による平均値を認

識率として算出した．各検証において，SVM 機械学習

を用いて押し込み操作となぞり操作を二値分類する線

形決定境界を算出し，決定境界に基づいてテストデー

タの識別結果として正解率を算出した．  

解析結果と考察  

操作識別に用いる 4 つの特徴量の組み合わせにおい

て，上述した識別精度検証の手順に従って，𝑤の値に

応じて算出した認識率を表 1 に示す．表 1 より，押し

込み操作となぞり操作の識別に用いる特徴量の組み合

わせとして𝑣𝑎(𝑡, 40)と𝜀𝜎(𝑡, 40)，𝑣𝑎(𝑡, 30)と𝜀𝜎(𝑡, 30)を用い  

表 1. 特徴量の組み合わせごとの認識率  

特徴量  𝒘 = 𝟒𝟎 𝒘 = 𝟑𝟎 𝒘 = 𝟐𝟎 𝒘 = 𝟏𝟎 

𝑣𝑎(𝑡, 𝑤) 𝜀𝑎(𝑡, 𝑤) 86.64 86.90 83.90 77.88 

𝑣𝜎(𝑡, 𝑤) 𝜀𝑎(𝑡, 𝑤) 69.21 71.58 72.08 68.39 

𝑣𝑎(𝑡, 𝑤) 𝜀𝜎(𝑡, 𝑤) 91.16 90.34 88.10 83.14 

𝑣𝜎(𝑡, 𝑤) 𝜀𝜎(𝑡, 𝑤) 79.38 81.03 80.65 77.44 

た際に，90%以上の認識率で操作識別を達成している

ことが確認できる． 𝑣𝑎(𝑡, 𝑤)と 𝜀𝜎(𝑡, 𝑤)の組み合わせにお

いて，𝑤の値が小さいほど認識率は低下する．一方で，

𝑤の値が小さいほど，手指と物体の接触をより早く判

定することが可能である．従って，本研究での押し込

み操作となぞり操作の識別においては， [𝑣𝑎(𝑡, 30) 

𝜀𝜎(𝑡, 30)]を特徴量として定量分析を行うこととした．  

3.3. 手指操作の認識率算出  

解析概要  

選定した 2 次元特徴量 [𝑣𝑎(𝑡, 30) 𝜀𝜎(𝑡, 30)]による押し

込み操作となぞり操作の識別性能の確認を行う．計測

実験で得られた計 9 種の弾性体（図 2）を対象として，

10 名の被験者による手指操作測定値の分析を試みた．

3.2 節と同様の解析方法によって，異なる被験者によ

る押し込み操作となぞり操作，異なる弾性体に対する

押し込み操作となぞり操作の識別性能を調査した．  

解析結果と考察  

計測データ例として，硬さのみが異なる弾性体 (B)，

形状のみが異なる弾性体 (C)それぞれを対象とした手

指操作の特徴量プロット例を図 5 に示す．図 5 では，

被験者 1 と被験者 6 の計測データを例示しており，そ

れぞれの図における直線は，それぞれの被験者の計測

データをテストデータとした際に算出された線形決定

 

図 5. 硬さが異なる弾性体への手指操作の特徴量分布（ o:押し込み操作 x:なぞり操作）  
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境界を示す．図 5 より，被験者ごとに特徴量分布が異

なることが確認できる．これは，被験者が計測時に自

由意思で押し込み操作となぞり操作を行っていること

に起因している．また図 5 より，算出した線形決定境

界によって，被験者及び弾性体の硬さや形状の違いに

対応して押し込み操作となぞり操作の識別が可能であ

ることが期待できる．  

押し込み操作となぞり操作の識別結果として，交差

検証によって得られた，テストデータとした被験者ご

との正解率を図 6 に示す．被験者 10 名分の正解率の平

均として認識率（91.20%）を直線で示す．また， 9 種

類の弾性体を対象とした交差検証を新たに実施し，テ

ストデータとした弾性体ごとの正解率を図 7 に示す．

弾性体 9 種類分の正解率の平均として認識率（91.14%）

を直線で示す．𝑣𝑎(𝑡, 30)と 𝜀𝜎(𝑡, 30)を特徴量の組み合わ

せとして用いることにより，被験者及び操作対象物体

によらず 90%以上の認識率で押し込み操作となぞり操

作識別を達成していることが確認できる．また，いず

れのテストデータに対しても， 80%以上の正解率で操

作識別を達成していることも確認できる．従って，二

次元特徴量から算出した線形決定境界を用いることに

よって，被験者や弾性体の種類によらない押し込み操

作となぞり操作の識別を高い認識率で達成したと言え

る．  

 

4. おわりに  

本研究では，実物体を対象とする自然な手指操作の

定量分析の最初の試みとして，一本の手指による押し

込み操作となぞり操作の識別を目的とした． 実物体に

対する自然な手指操作における指先位置と指先ひずみ

の時系列測定値から，ウインドウ幅を用いて一定時間

内における手指操作を数量化した特徴量の抽出を行っ

た．被験者実験により得られた 10 名分の手指操作計測

より，押し込み操作となぞり操作の識別に有効なウイ

ンドウ幅と，手指操作の特徴量として指先ひずみの標

準偏差と指先位置速度の移動平均を選定した．また，

これらの計測値に基づく二次元特徴量から算出した線

形決定境界を用いることによって，被験者や弾性体の

種類によらない押し込み操作となぞり操作の識別を高

い認識率で達成しました．今後は，自然な手指操作を

分析対象とすることが可能な本研究の特長を残しつつ，

操作対象とする手指操作や弾性体の複雑化を段階的に

進め，より多くの計測データによって分析結果の汎用

性および信頼性が高まることを期待する．  
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   図 6. 異なる被験者による操作の認識率         図 7. 異なる弾性体に対する操作の認識率  
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