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Abstract: We investigate virtual surface simulator that equipped the vibrator and visual display in the paper. The vibrator 

presents fine surface profile of a target object measured by our MEMS tactile sensor. The visual display presents captured 

image of the object the user touches. Here, we focused on human perception for simulated surface when both visual and 

haptic information simultaneously. Experimental results shows that the subjects are able to select correct pair of visual and 

haptic stimulation when the system presents image of the object and a tactile impression than haptic sutimulation only 

condition. Visual information allows the subject to feel a virtual object more precisely. 

 

１． はじめに 

 人は物体を見ただけで, その材質や質感などを認知

することができる. 質感の認知は視覚, 触覚, 聴覚と

いった個々の感覚より得られるとともに, 様々な感覚種

をまたがるクロスモーダルな性質を有している. 特に, 

触覚に関しては視覚によって得られる質感と密接な関

係を持っており, 視覚情報だけで触り心地が分かると

いったクロスモーダルな情報処理がどのように行われ

ているかは未だに謎であり, 重要な問題である.[1] 視

覚情報と触覚情報の関連性を解明する研究として, 視

覚情報を提示しながら触覚マウスを用いて触感を提示

する実験[2,3]などがおこなわれてきたが,マウスを介し

ているためアクティブタッチの再現が不可能であった.  

 これまでに, 我々は前実験として MEMS 触覚センサ

を用いて取得した対象素材の微細表面形状データを, 

振動子を用いて機械振動に変換し, タッチパネルを用

いることで能動的触覚として指先に提示するシステム

の開発をおこない, 対象素材の触感の再現性を検証

した.[4] その結果, 人間が素材をなぞり比べ分類した

結果[5]と同程度の再現性を確認した. 今回の実験で

は, 視覚が触覚に与える影響を評価するために, シミ

ュレータに改良を加え, 指先に触覚を提示する際に, 

同時に視覚情報を提示し, 対象素材の触感の再現性

に与える影響を評価した. 

 

図 1: MEMS触覚センサ概略図 



２． MEMS触覚センサ 

 本研究で使用する MEMS 触覚センサの概略図を図

1に示す. Si 基盤上に表面 MEMS プロセスにより, マ

イクロカンチレバーを作成し, それが柔軟な弾性樹脂

PDMS(ポリジメチルシロキサン) に埋め込まれた構造を

している. 触覚センサに外力が印加されると, PDMS 

が変形し, それに伴い埋め込まれているカンチレバー

が変形する. カンチレバーの変形はカンチレバー上に

作製した薄膜ひずみゲージの電気抵抗変化といて検

出される. カンチレバーはセンサ表面に対して傾斜構

造をしており, 1 素子は 3 つのカンチレバーで構成さ

れている. また, カンチレバーは力に対して垂直方向

にも水平方向にも変化可能であり, 力印加時の抵抗変

化を用いることで垂直応力と剪断応力を同時に計測す

ることが可能である. 以上により, MEMS 触覚センサは

人間の指先の感覚が持つ特徴に類似しており, 触覚

センサとして適しているといえる. このセンサを用いて

32 種類の素材に対し, なぞり操作を行い, 微細表面

形状データを取得した.[6] 

 

３． テクスチャ再現システム 

 本提案では MEMS 触覚センサで取得した各素材の

微細表面形状データを, ボイスコイルモータを用いて 

図 2: テクスチャ再現システムの概略図 

 

 

図 3: 微細表面形状データの変換過程 

機械振動に変換し指先に触覚として提示する際に,視

覚情報を同時に提示することで計測した各素材の映像

を提示しながら触感を再現するシミュレータを開発した. 

テクスチャ再現システムの概略図を図 2に示す. 

 

3.1 シミュレータについて 

 MEMS 触覚センサで計測したデータは, 触覚センサ

をサンプルに対して水平に移動した際のセンサ出力で

あり, サンプル表面の微細な凹凸に応じた, 空間系列

の形状データである. 本提案では図 2 に示すように, 

この形状データをユーザが PC の画面をなぞる速度に

合わせて, ボイスコイルモータの上下振動として再現

する. 指先の動きに合わせてスムーズに再現するため

に, ここでは空間系列の微細表面形状データを, 時系

列データの音響データに変換し, その再生位置や再

生速度を指先の動きに合わせて制御することで, 空間

系列データとして再現している. 図 3 に微細表面形状

データの変換過程を示す. 触覚センサによるサンプリ

ング条件は 1cmのサンプル表面を 0.05mm/sの速度で

スキャンし, この際に 60Hz でサンプリングしたので, 

1cm あたりで 12000 サンプルが収録できた. この空間

系列データを, サンプリングレート 48kHz の時系列の

音響データと見なし, wavフォーマットに変換する. この

wav フォーマットデータを Microsoft 社の DirectX を用

いて再生する際に, 指先の移動速度に応じて再生周

波数を制御すると, 結果的に対象サンプル表面の空

間系列データとしてのテクスチャを機械振動としてシミ

ュレーションできる. なお, DirectX で制御可能な再生

周波数は, 読み込んだ wav フォーマットデータに設定

されているサンプリングレートの 2 倍までしか対応して

いない. 48kHz で wav フォーマットに変換することで, 

最大 96kHz まで再生周波数を制御可能で, 指先の移

動速度 80mm/s まで対応することが可能である. 指先

速度を再生周波数に変換する式を下記の式(1)に示す. 

再生周波数 SR, センサのサンプリング周波数 SRs, 指

先速度 V(mm/s), センサの移動速度 Vsである. 

)/(* ss VVSRSR         (1) 

例えば, 現在のサンプリングでは, Vsは 0.05mm/s, SRs



は 60Hzであるため, 指先の移動速度 Vが 10mm/sの

場合は, 12kHz で再生することになり, 触覚センサを

10mm/s で水平に動かしたときに得られるサンプリング

結果が, PC のオーディオインタフェースから出力され, 

ボイスコイルを駆動できる. 

 

４． 評価実験について 

4.1 実験の目的 

 MEMS触覚センサで取得した微細表面形状データに

基づき触覚提示をおこない, その際に視覚情報を同

時に提示する事で, 対象素材の触感の再現性に与え

る影響を評価した. 図 2 に示すように, 被験者にシミュ

レータ内で, 触覚情報のみを示したマスターの領域(以

後マスター領域)をなぞってもらい, 6 種類の素材の視

覚情報と触覚情報を提示した領域(以後選択領域)とな

ぞり比べ, マスター領域の触感と同じ触感だと思ったも

のを選択領域から一つ選択させた. 比較実験として, 

選択領域に視覚情報を提示しない実験をおこない, 

結果を比較することで視覚譲歩が触覚情報に当たる影

響を考察した. 

 

4.2評価実験の手順 

 振動音が評価結果に影響が出ないように被験者に

耳栓を着用させた. 4.3章で述べる 6種類の素材から,

ランダムに 1 つ素材を選び, 触覚情報のみをマスター

領域に提示させた. 視覚提示条件の実験では, 選択

領域に視覚情報と触覚情報を提示し, 視覚なし実験

では, 選択領域は触覚提示のみをおこなう. 今回の実

験では被験者 5 人に対し, マスター領域に対応させる

素材 1つにつき 3 回評価を行った. したがって, 被験

者は一回の実験で 18回なぞり比べる. 

表 1:  質感分類の階層的クラスター分析の結果 

 

 

図 4: 素材イメージ 

4.3 実験に使用する素材について 

 触感の異なる素材を集めるために, 身の回りにある

32 種類の素材に対して, 官能評価実験をおこない, 4

つのグループにクラスタリングした.[5] この 4 つのグル

ープから, 代表的なサンプルを 6つ選出し実験に用い

た. 素材代表を選出する指標として, 官能評価実験

[5] の因子分析結果である第 1因子「凹凸-摩擦因子」,

第 2因子「冷温-硬軟因子」, 第 3因子「乾湿因子」から, 

第1因子に着目した. 表1に示す質感分類の階層的ク

ラスター分析の結果から, 各グループの第 1 因子の特

徴量の平均値とし, これにもっとも近い特徴量を持つ

素材を 6 つ代表素材として選出した. なお, 素材数の

多かったグループ 1, グループ 3 に関しては 2 素材選

出した. その結果, グループ 1 からレーヨンとガーゼ, 

グループ 2 から革, グループ 3 から上質紙と光沢紙, 

グループ 4から発泡スチロール(EPS)が選出された. 図

4に素材のイメージを示す. 

 

５． テクスチャ再現の評価実験結果 

 シミュレータを用いて視覚提示条件での実験をおこ

なった際の, 被験者 5人のマスター領域の素材に対す

る選択領域の素材の選択率を表 2 として示す. 視覚な

し条件の実験をおこなった際の結果を表 3 に示す. 表

の縦軸はマスター領域の素材, 縦軸は選択領域の素

材を表しており, 素材名が着色されている隣り合う素材

は, それぞれ同グループに属している. 表中の数値が

大きいほど, マスター領域に対応する素材に対して選

択領域に対応する素材を選択したことになる.  



表 2: 視覚提示条件での素材選択率(%) 

 

 

表 3: 視覚なし条件での素材選択率(%) 

 

また, 対角線の値はマスター領域に対応した素材に対

して, 選択した選択領域に対応する素材が同素材の

場合の選択率である. この値が大きいと, マスター領

域の素材に対して, 正しく選択領域から触感を判別で

きたという事である. 対角線の値を平均すると, 表 2 で

は 86.7%, 表 3では 62.2%であり視覚情報を提示した方

が, 識別閾が上がったといえる. また, 同素材, 同グ

ループ以外の素材組の評価値を平均すると, 表2では

1.8%, 表 3では 4.9%であり, こちらの結果からも視覚情

報を提示した方が, 識別閾が上がったことが確認でき

た. 

 

６． 評価実験結果の考察 

 今回の実験結果より, 視覚情報と触覚情報を同時に

提示した方が, 触覚情報のみを提示した時よりも触感

の識別閾が全体的に上がることを確認した. これまで

の MEMS 触覚センサによる材料識別実験[6] の知見

から, MEMS触覚センサは冷温感, 乾湿感に関する情

報は直接計測できないが, 表面の微細形状, 摩擦感

を計測できることが分かっており, 視覚情報を提示しな

かった際に, 同グループでない EPS とレーヨン, EPS と

ガーゼの組み合わせの誤識別が最大 46.7%であること

から, これらを識別する要因は今回シミュレータで考慮

されていなかった冷温感や乾湿感, 硬軟感が影響して

いると考える. また, 視覚情報を提示する事で 18.3%ほ

ど識別閾があがったが, 最大 20.0%の選択率で誤った

識別をしていることから, 人が EPS とレーヨン, EPS とガ

ーゼを識別する際には, 視覚情報よりも触覚情報が重

要なのではないかと考える. 逆に, 同グループである

上質紙と光沢紙の組み合わせに関しては, 視覚情報

を提示する事で 36.7%も識別閾があがったことから, 人

は上質紙と光沢紙を識別する際には, 触覚情報よりも

視覚情報が重要であると考える. 今後は, 被験者の数

を増やしデータの信頼性を高める必要がある. 

 

７． まとめと今後の課題 

 MEMS 触覚センサを用いて取得した対象素材の微細

表面形状データを, 振動子を用いて機械振動に変換

し, 指先に触覚として提示する際に, 視覚情報を同時

に提示する事で, 対象素材の触感の再現性に与える

影響を評価した. 実験結果から, 視覚と触覚を同時に

提示する事で, 触覚のみを提示した場合よりも, 全体

的に識別閾が上がることを確認した. 素材の組み合わ

せによって, 視覚が触覚よりも識別に影響を与えてい

る, 触覚が視覚よりも識別に影響を与えているという傾

向が見られたので, 今後何を基準に識別に影響を与

える感覚が変化するのか, 被験者を増やしデータを集

め, 光学的な観点からなどから比較し検証を行う必要

がある. また, ボイスコイルモータの改良と検証をすす

めて, 指先に適切な触感を提示する必要がある. 
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