力覚感覚提示インターフェイス
「押す・引っ張る・浮き上がる」
イリュージョン感覚を体感
産総研は、筑波大学大学院システム情報工学研究科と、ハイブリッド型の力覚
感覚提示インターフェイス

ジャイロ キューブ センサス

を開発した。これ

はバーチャルリアリティの分野におけるインターフェイスとして、任意の方向
に「押す・引っ張る・浮き上がる」などの感覚を提示できるものである。
AIST has developed a haptic interface ‘GyroCubeSensuous’ of force and torque
hybrid display in cooperation with the Graduate School of System and Information
Engineering, University of Tsukuba. The interface designed to generate both
translational force and rotational torque in the virtual reality environment. The
‘GyroCubeSensuous’ in your palm provides the sense of one-directional movement
out of reciprocated vibration of micro-displacement through adroit utilization of
human sensory characteristics. This makes you experience an illusion like the
interface is getting heavier or lighter, and even lifting in one direction.
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図 1 従来の力覚感覚提示インターフェイスと課題
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トルク感覚提示インターフェイス

図1-3

課題：非接地型で反力ベース
なしに力を提示できないか？
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3つの運動モード

物理的

ルリアリティの分野、IT産業におい
て新たな展開を与えることが可能な技
術である（図3）
。例えば、引っ張られ
る感覚で進行すべき方向に誘導する

位相差180°・同方向
→回転力（トルク）

ヒューマンナビゲーションシステム

振動

や、手術シミュレータ・遠隔手術の実
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並進力感覚

図 2 力・トルク・ハイブリッド型力覚感覚提示インターフェイス ジャイロ キューブ センサス
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モータ回転軸に対して任意の方向・強
度・周波数の振動・回転力・並進力感
覚を提示することが可能である。
人間の力覚感覚の非線形感覚特性を
巧妙に利用することで、手のひらの上
でジャイロ キューブ センサスが重く
なったり、軽くなったり、ついには、
浮き上がって感じられる力覚感覚のイ
リュージョンが実現された。この原理
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視覚障害者支援
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パソコン用入力ペン

図 3 GyroCube テクノロジーの応用
関連情報
● N.Nakamura, Y.Fukui：An Innovative Non-grounding Haptic Interface GyroCubeSensuous
displaying Illusion Sensation of Push, Pull and Lift, Proceedings of ACM Siggraph2005,
(2005 July).
● 産総研ホームページ、研究紹介・成果：http://www.aist.go.jp/aist̲j/new̲research/
nr20040521/nr20040521.html
● 産総研ホームページ、バーチャルミュージアム：http://www.aist.go.jp/aist̲j/museum/
life/gyrocube/gyrocube.html
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