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安定性と忠実性を両立させる高解像度力覚レンダリングの開発
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本研究では，ビデオレート（60 Hz〜）で実行する解析法ベースの剛体を扱う VR 世界において高
解像度力覚レンダリング（10 kHz の力覚提示）を行うためのシステムを提案する．力覚の安定提示だ
けの実現であれば，VR 世界と力覚提示装置をバーチャルカップリングにより接続し，危険な発振が
発生しない低いカップリング係数で接続すればいい．しかしながら，安定提示のための実際のカップ
リング係数は非常に低い値しかとれず，剛体と力覚ポインタの結合度が低くなり，操作の忠実性が損
なわれてしまう．また，ビデオレートという低更新周波数を 10 kHz の力覚提示装置の高更新周波数
にどのようにアップサンプリングをするかが問題となる．提案するシステムは，安定性と忠実性の両
立を，2 段構成で約 160 倍のアップサンプリングを行うマルチレートシステムである．1 段目のバー
チャルカップリングにより剛体操作の安定性を，2 段目の高解像度力覚補間レンダリングによりカップ
リングにより失われた提示面の忠実性を補償することを目指す．また，提案システムによって実際に
安定性と忠実性がどのように両立されるのかを計算機シミュレーションにより検証する．そして，実
際に 6 自由度の力覚提示装置を 10 kHz の更新周波数で制御し安定性と提示面の力覚クオリティ（忠
実性）に関する評価実験を行うことで，その有効性を示す．

A Development of High Definition Haptic Rendering for
Stability and Fidelity
Katsuhito Akahane,† Yasuharu Koike† and Makoto Sato†
In this paper, we propose and implement a 10 kHz high definition haptic rendering that can
display on general video-rate (60 Hz) VR applications. Our proposal requires both fidelity
and stability in the multi-rate system, which the frequency ratio approximates at 160 times.
For satisfying two criteria, there are some problems to be resolved. In the view of getting
only stability, we can use a virtual coupling method to link a haptic display and a virtual
object. However, due to low its coupling impedance, this method isn’t good for realization
of fidelity and quality of manipulation. Therefore, we have developed a multi-rate system
with two levels up-sampling for both fidelity and stability of haptic rendering. The first level
up-sampling achieves stability with the virtual coupling, and the second level achieves fidelity
with 10 kHz haptic rendering to compensate the haptic quality lost from the coupling process. We confirmed that our proposed system could achieve the stability and fidelity of haptic
rendering through a computer simulation and a 6DOF haptic interface (SPIDAR-G) with a
rigid object simulation engine.

一般的な PC 環境では OS（オペレーティングシステ

1. は じ め に

ム）にリアルタイム性がないことなどにより 1 kHz の

近年，計算機処理能力の向上により，複雑な 3 次元

更新周波数を安定に維持することが難しいことから，

VR 空間を構築できるようになってきた．特に，物理

ユーザの要求する力覚提示を実現するのが困難であっ

シミュレーションをともなった VR 世界の構築が可能

た．そこで，我々はホストとなる PC の負荷に依存せ

になり，物理世界に力覚提示を加えたシステムも提案

ず 10 kHz での力覚提示を 3 自由度力覚提示装置で実

されている．従来から力覚の安定提示には力覚提示装

現した20) ．これにより，力覚提示能力（Z-width ☆ ）が

置を高速で制御することが必要であり，特に 1 kHz で

従来の約 10 倍となり，非常に硬い提示面が安定に提

制御することがいわれてきた7),12),13) ．しかしながら，

示可能となった．しかしながら，デバイス単体での性

1 kHz での制御では力覚の提示能力が乏しく，また，

能評価だけでは実際に力覚提示装置を一般的にビデオ
レート（60 Hz〜）で開発された VR アプリケーショ
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ンで用いる場合，その力覚提示性能を十分に活かせな
いことが明らかとなった．
その理由として，ビデオレートで実行可能な解析法
ベース4),14),15) の剛体シミュレータによる VR 世界で
は，制約条件により剛体の接触が計算されるため剛体
どうしが侵入し合うといったペナルティ法16),17),25) に
見られる欠点はなく，視覚提示から見た場合の忠実性
は高いといえる．しかしながら，このような VR 世
界で力覚提示を行うことを考える場合，力覚提示装置

図 1 提案手法のシステム構成
Fig. 1 System conﬁguration.

にインピーダンス型の装置を用いると，VR 世界と入
出力が一致しないために，これらを直接接続すること

レンダリング20)

2),8),19)

• 剛体の安定操作

ができない．そこで，バーチャルカップリング

を用いて安定に接続することが提案されている．カッ

まず，視覚提示側から見た要求項目について説明す

プリング係数を大きくすることで，剛体と力覚ポイン

る．一般に視覚の影響は人間の認知に大きな影響を及

タの結合度が大きくなり操作の忠実性を高くすること

ぼすことから，剛体操作時に剛体どうしが侵入するこ

が可能であるが，実際には VR 世界はビデオレートと

とによる操作の忠実性の減少を避けなければならない．

いう低更新周波数で実行されているため，安定に接続

また，一般的な VR アプリケーションの更新周波数は

可能なカップリング係数は大きくできず，力覚クオリ

ビデオレートを対象に開発されているため，これらの

ティが乏しい．この例からも分かるように，一般に力

アプリケーションでも力覚提示を可能にすることを目

覚提示の安定性と忠実性（力覚クオリティ）はトレー

指す．次に，力覚提示側から見た場合だが，接触時の

ドオフの関係になる．しかしながら，忠実性と安定性

剛体面の硬さは，我々が開発した 10 kHz の高解像度

を天秤にかけ，剛体接触時のような忠実性を重視した

力覚レンダリング20) で実現した硬さの力覚提示を目

いときには忠実性を，そのほかの安定性が要求される

指すこととする．また，操作の安定性は，力覚提示装

剛体操作では安定性を重視し，双方の良い部分を組み

置を利用するのは人間でありユーザに対して危険な装

合わせることで，これら 2 つの要素を高い次元で両立

置の発振は避けなければならないので，必要である．

させることができれば，従来では提示困難であったビ

これらの要求を実現するための問題点の 1 つは，VR

デオレートの VR 世界に対して，高解像度力覚レンダ

世界がビデオレート（60 Hz〜）という低更新周波数

リングが実現できると考えられる．

にもかかわらず，力覚提示には高解像度力覚レンダリ

2. 本研究の目標と提案

ング（10 kHz）と同等の提示面の硬さ（忠実性）を目
指すところである．すべての更新周波数を 10 kHz で

剛体操作で重要となる要素の 1 つに，剛体の接触感

実現できれば理想だが，現実的に剛体を扱う VR 世界

がある．特に，剛体どうしが衝突するとき，硬いもの

を 10 kHz で実現するのは一般的な PC 環境ではハー

と硬いものとがぶつかった感覚を力覚提示装置で提示

ドウェアの性能などから困難である．そこで，これら

する必要があると考える．よって，剛体の接触感であ

の要求を実現する約 160 倍のアップサンプリングを行

る提示面の硬さを忠実性の指標と考えることにする．

う提案システムの構成を図 1 に示す．

本研究においての要求項目を，視覚提示側と力覚提示
側の双方から見た場合に分けて以下に示す．

一般に，マルチレートのシステムの概念自体は
力覚提示の研究においてもすでに提案されてい

視覚提示側から見た要求項目

る1),5),6),10),20) ．しかしながら，これら従来の研究で

• 剛体どうしが侵入することを許さない（視覚的忠

は約 1 kHz までのマルチレートを対象としたシステム

実性）

構成であり，剛体面の忠実性を要求する場合，1 kHz

• VR 世界（剛体シミュレータ）の更新周波数はビ
デオレート（60 Hz〜）

の力覚提示では十分とはいえない．本研究では，力覚

• VR 世界の安定実行
力覚提示側から見た要求項目

ンダリングを用いるため，従来の 1 kHz の力覚レンダ

• 接触時の剛体面の硬さ（力覚的忠実性）
• 力覚提示の更新周波数は 10 kHz の高解像度力覚

体操作時の提示面のクオリティが飛躍的に向上すると

提示時の更新周波数が 10 kHz という高解像度力覚レ
リングでは提示できない Z-width を用いることで，剛
考えられる．また，剛体シミュレータをともなう VR
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世界に限らず，一般的なビデオレートで動作する従来
の VR アプリケーションでも高解像度の力覚提示が可
能となる．提案手法の重要な点は，VR 世界と力覚提
示装置の更新周波数比（約 160 倍）のアップサンプリ

図 2 力覚提示装置 vs. 解析法ベースの VR 世界
Fig. 2 Haptic interface vs. virtual environment.

ングを行うマルチレートを 2 段構成で用いることによ
り，1 段目のバーチャルカップリングで操作の安定性
を 2 段目の高解像度力覚レンダリングで提示面のクオ
リティの両立が実現できるところである．
本論文では，まず，提案システムの構成要素につい

図 3 バーチャルカップリング
Fig. 3 Virtual coupling.

て説明し，提案システムの計算機シミュレーション結
果と評価実験により，提案手法の有効性，すなわち剛

解析法ベースを選択した場合のそれぞれのシステムの

体操作の安定性と忠実性の両立が実現できることを

入出力に注目する（図 2）．まず，インピーダンス型の

示す．

デバイスでは，位置・姿勢情報（Vh ）をデバイスから
取得し，提示力（Fh ）をデバイスに出力する．一方，

3. 力覚提示装置

解析法では，シミュレータは対象物体にかかる力（Fe ）

力覚提示装置は，大きく分けてインピーダンス型と

を入力として受け取り，その物体の位置・姿勢（Ve ）

アドミッタンス型に分類される．本研究では，インピー

を出力する．そのため，この 2 つのシステムを直接接

ダンス型の力覚提示装置を対象とする．インピーダン

続することができない．このような入出力の異なるシ

ス型の力覚提示装置の力覚の安定提示に関する研究は

ステムを安定性を考慮して接続する方法として，バー

さかんになされているが，Colgate ら7) は，受動定理

チャルカップリングがある2),8),19) ．

を用いて安定提示のための条件式 (1) を求めている．

本研究で用いるバーチャルカップリングでは，図 3

一般に，力覚レンダリング（提示力の計算）には，力

のような形をとり，両者を仮想的なバネとダンパで接

覚ポインタと提示面の間に仮想バネとダンパを用いた

続する．そして，VR 世界の更新周波数（60 Hz〜）を

ペナルティ法により計算される．このとき，提示面の

バーチャルカップリングにより，PC と高解像度ハプ

インピーダンス，力覚提示装置の機械的インピーダン

ティックコントローラの通信速度である 1 kHz にアッ

スと更新周期の間に

プサンプリングする．これにより，後述する高解像度力

b>

KT
+ |B|
2

(1)

覚レンダリングに送られる情報の更新周波数が 1 kHz
となり，我々が文献 20) で示したような高い Z-width

b：デバイス固有のダンパ定数

の効果を同様に得られると考えられる．また，アップ

T ：更新周期
K ：提示面バネ定数
B ：提示面ダンパ定数

物体への力情報 Fe は，力覚ポインタへの提示力 Fh
の時間的平均値 F¯h を用いることにする（式 (3)）．

の関係があることが知られている7),13) ．これによれ
ば，提示面のインピーダンスを高くしたければ更新周

サンプリングを行うため，VR 世界に入力される対象

Fh = Zc (Vh − Ve )
Fe = F¯h

(2)
(3)

期を短くすること，すなわち更新周波数を高速にする

このようなバーチャルカップリングの場合，VR 世

必要がある．また，デバイス固有のダンパ定数を大き

界と力覚提示装置の結合の度合いはそのカップリング

くすることでも提示面のインピーダンスを高くできる

インピーダンス Zc に依存する．すなわち，忠実性を

が，デバイス固有のダンパ定数を上げることは，自然

増加させるためには VR 世界と力覚提示装置の結合度

な操作性（透明性）を損なうことになってしまう．よっ

であるカップリング係数を大きくする必要がある．し

て，提示面の安定性と剛体面のクオリティ（忠実性）

かしながら，VR 世界はビデオレート（60 Hz〜）と

をデバイスレベルで両立するためにはデバイスの更新

いう低サンプリング周波数で動作しているため，カッ

周波数の高速化が必要であることが分かる．

プリング係数を高く設定すると仮想バネやダンパの受

4. バーチャルカップリング

動性が保たれず9) ，仮想物体と力覚提示装置が発振す
る可能性がある．よって，実際に利用する場合，カッ

力覚提示装置と VR 世界の接続の問題を考える．力

プリング係数は低く設定せざるをえなくなり，そのた

覚提示装置にインピーダンス型，剛体シミュレータに

め VR 世界と力覚提示装置の結合度が低くなり，操作
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変換した式 (10)〜式 (14) の補間を行う．そして，約

160 倍のアップサンプリングのため，更新周波数比で

て失われた忠実性を取り戻すために，2 段目で面情報

提示力を逓倍する（式 (9)，式 (14)）．条件式 (1) に

と周波数比を用いた高解像度力覚レンダリングを用

よれば，制御周波数に比例して提示面のバネ定数を高

いる．

く設定できる．バーチャルカップリングで設定される

5. 高解像度力覚レンダリング

カップリング係数は，60 Hz のビデオレート（fSIM ）
の VR 世界で剛体を安定に操作するために設定されて

力覚補間には，文献 1)，22)，24)，26) などの研究

いるため非常に低い値であるが，力覚提示側は 10 kHz

があるが，本研究では我々が提案した文献 20) をベー

という更新周波数（fIHR ）でレンダリングされてい

スにした方法を用いる．まず，バーチャルカップリン

るので，より高いカップリング係数での提示が可能と

グによって生成された提示力 Fh（= F0 ）から提示面

なる．本研究では剛体操作を対象としているので，剛

w0 を推定する．F0 をカップリング係数 Zc のバネ成

体面のインピーダンスは可能な限り高くすることが重

分 Zck で除算することで提示面 w0 を推定する．これ
により，力覚ポインタの位置 P0 で，提示力 F0 を提
示する面 w0 を考えることができる．また，面情報を

要である．そこで，式 (9)，式 (14) により，更新周波
数比（rf ）で提示力を逓倍することで，アップサンプ
リングによる力覚情報の補間を行う．

力情報として抽象化でき，計算量が少ない力覚補間が

また，文献 20) では，補間する力は提示面を仮定し

可能となる．特に 6 自由度の力覚レンダリングにおい

ていたが，本研究ではカップリングされた物体にかか

ては，力覚ポインタに接続される物体の形状情報など

る力を補間することになる．よって，カップリングさ

が必要になるが，これらを力情報に抽象化して力の補

れた物体がそのほかの物体に接触していないときにも

間として力覚レンダリングを行うため，物体の形状情

補間機能を適用してしまうと，物体の慣性などの力ま

報などの複雑な情報が必要ないという特徴がある．ま

で，提示面として補間されるため正しく力覚提示でき

た，補間中は次に面情報が更新されるまでは，提示面

ない．そこで，力覚補間は面を提示するときにのみ適

はつねに一定であると仮定して補間することとする．

用することとする☆ ．

5.1 6 自由度 10 kHz 力覚補間レンダリング
以下では 6 自由度で 10 kHz の更新周波数を実現す
る力覚補間レンダリングについて述べる．並進 3 自由
度についての力覚補間レンダリングの概要図を図 4 に
示す．力覚ポインタの位置 P0 で，提示力 F0 を提示
する面 w0 を考える．補間中に力覚ポインタの位置が

p に変位すると提示面方向の変位 x から，提示力の
変化量 ∆F を求め，提示力を更新することで力覚補
間を行う．並進 3 自由度での本補間方法の評価実験の

並進 3 自由度に関する力覚補間レンダリング
∆p = p − p0
(4)
w0 · ∆p
x=
w0
(5)
w0 · w0
∆F = −kx − bẋ
(6)

(7)
F = F0 + ∆F
fIHR
(8)
rf =
fSIM
(9)
FI H R = rf F
回転 3 自由度に関する力覚補間レンダリング

結果20) では，10 kHz という高速な更新周波数のため

∆θ = θ − θ0
wT 0 · ∆θ
xθ =
wT 0
wT 0 · wT 0
∆T = −kT xθ − bT ẋθ
T = T0 + ∆T
TI H R = rf T

比較的計算量の低い演算で高い性能向上が得られた．
そこで，回転 3 自由度についても，並進 3 自由度との
アナロジから位置 p を姿勢 θ に力 F をトルク T に

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

5.2 高解像度ハプティックコントローラ
我々は，力覚提示装置を PC の負荷に依存せず安定
にかつ高速に制御するために高解像度ハプティックコ
ントローラを開発した20) （図 5）．このコントローラ
に搭載される組み込みプロセッサの Renesas Technol図 4 力覚補間レンダリング（並進方向）
Fig. 4 Interpolating haptic rendering.

☆

補間情報として，力覚提示の対象となる仮想物体が，そのほか
の仮想物体に接触しているかどうかを示すフラグを追加する．
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図 6 システム構成
Fig. 6 System conﬁguration.

図 5 高解像度ハプティックコントローラ
Fig. 5 High deﬁnition haptic controller.

の安定性を，2 段目の力覚補間によって接触時の提示
面の忠実性を実現する構成をとり，双方を合わせるこ
とで安定性と忠実性の両立を実現する構成となる．

ogy 社製 SH4（SH7750@200 MHz）を用い，デバイ
ス固有の処理を高速に演算し，プロセッサの高精度タ
イマを用いて精度の高い更新周波数を実現した．
本研究では，並進 3 自由度・回転 3 自由度の計 6 自

7. 提案手法のシミュレーション
提案手法による安定性と忠実性の両立について検証
するため，計算機シミュレーションを行った．シミュ

由度の位置・姿勢計算および力覚計算をこのプロセッ

レーションを行ったシステムは提案手法の図 6 と仮

サで処理している．開発環境には，HEW3（Renesas

に VR 世界も 10 kHz で実行できたとする図 7 であ

Technology）を使用し，C/C++コンパイラ・アセン

る．力覚ポインタを握る人間をバネ・ダンパとし，片

ブラに SuperH RISC engine tool-chain 7.1.3.0 を用

方を力覚ポインタに接続し，もう片方は接地した．人

いた．また，10 kHz という高更新周波数を実現する

間のインピーダンスは，複雑に変化しその状況をシ

ため，割込みのオーバヘッドを避けるため，リアルタ

ミュレーションすることは困難であるので，一定値と

イム OS は使用せず，速度が必要な部分はアセンブラ

した．仮想物体の位置を図 8 (1) に従って変位させた

によって記述している．

ときの力覚ポインタにかかる提示力をシミュレートし

6. システムの全体構成

た．図 8 (1) の変位は，仮想物体がそのほかの仮想物

提案システムをまとめる．VR 世界は，解析法ベー

している．また，カップリング係数と力覚補間係数を

体に接触したときにステップ上に移動した状況を想定

スの剛体シミュレータでビデオレートで実行可能とす

変化させ（表 1）どのような挙動を示すか調べた．A

る．力覚提示装置は，インピーダンス型の 6 自由度

から C は図 7 でのシミュレーションに用い，D から

のデバイスを 10 kHz で実行する．よって，システム
チレートシステム（図 6）である．VR 世界側から数

F は提案手法の図 6 でのシミュレーションに用いた．
7.1 シミュレーション結果
A〜C，D〜F のシミュレーション結果をそれぞれ

は，2 段で約 160 倍のアップサンプリングを行うマル
えて 1 段目のアップサンプリングは，バーチャルカッ

図 8 (2)，(3) に示す．また，比較のために力方向は 1

プリングによって VR 世界の更新周波数が PC と高

に正規化した．まず，図 8 (2) の結果より，カップリン

解像度ハプティックコントローラとの通信速度である

グ係数を上げることで，剛体接触時の立下りが急にな

1 kHz にアップサンプリングする．このときのカップ
リング係数は，安定性の確保のため低い値に設定し，

物体の硬さに応じて接触時の波形の立下りが急になる

剛体操作に安定性を持たせる．2 段目のアップサンプ

こと3),11) に対応する．つまり，剛体のように非常に

リングは，高解像度力覚レンダリングによって，コン

硬い物体として提示する場合，立下りが急になるよう

トローラに送られてきた提示面情報と 10 kHz で更新

な波形が提示面のクオリティを高める要因であること

される力覚ポインタの位置・姿勢に基づき提示力を計

が分かる．また，接触後の定常状態（図 8 の b）では

算する．このときの提示面のインピーダンスを比較的

それぞれ提示面の力の釣り合いの位置に収束する．

高い値に設定することで，剛体の接触時の接触感を現
実の剛体操作での接触感にできるだけ近いものにし，
剛体操作の接触感の忠実性を実現する．
このような，1 段目のカップリングにより剛体操作

る（図 8 の a）．これは，実世界で物体をたたくとき，

次にカップリング係数を低い一定値とし，力覚補間
（IHR）を適用した D〜F の結果の図 8 (3) を見ると，
接触時の立下りの波形が，あたかもカップリング係数
を力覚補間の係数に設定したかのような（図 8 の a）
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振舞いをすることが分かる．そして，定常状態では，

作では低いカップリング係数により安定性が保たれる

本来のカップリング係数の収束値（図 8 の b）に収束

構成になっていることが分かる．

する．つまり，接触時は非常に硬く剛体と力覚ポイン

また，力覚補間の係数を大きくすることにより，接

タが結合されるため忠実性が高くなり，そのほかの操

触時に非常に細かな波形が生成されることが分かる．
これは，カップリング係数を大きくした場合には発生
しない波形であり，力覚補間による誤差が原因と考え
られる．しかしこれは，非常に細かい波形であり，危
険な発振を起こすほどの振動とはいえない．また，文
献 3)，11)，28) などから，接触時にパルス的な信号

図 7 すべて 10 kHz で実行可能であったとした場合
Fig. 7 System conﬁguration of 10 kHz ideal simulation.

を与えることや，微小振動を与えることで，より物体
を硬く感じさせることからも分かるように，提示面の
硬さを感じさせる要因の 1 つになると考えられる．

8. 評 価 実 験
提案手法による安定性と忠実性の両立について
検証するため，評価実験を行った．VR 世界の剛体
シミュレータには解析法の Open Dynamics En-

gine（ODE）15) を用い，力覚提示装置には，並進・
回転 6 自由度提示可能なワイヤ駆動型力覚提示装
置18),21),23),27) SPIDAR-G/AHS10.0A（図 9）を用い
た．装置の仕様を表 2 に示す．

8.1 剛体面の接触実験
剛体面の接触時において，安定性と忠実性が実際に
どのように両立されるかを調べる．実験は，力覚ポイ
ンタを立方体の剛体にカップリングし，剛体を提示面
に接触させ，そのときの力覚ポインタの位置と提示
力を計測する☆ ことで行った．VR 世界は ODE を約

60 Hz のビデオレートで実行し，計測は 10 kHz で行っ
た．実験の様子を図 10 に示す．

8.1.1 実 験 1
まず，バーチャルカップリングのみで接続し，提示
面に関する力覚補間は適用せず，提案する力覚補間の
周波数比（×60/60，×1000/60，×10000/60）で提示
図 8 シミュレーション結果
Fig. 8 Simulation results.

力を逓倍する部分を適用した場合を調べる．10 kHz で
の面の力覚補間を適用しないので，実際の更新周波数

表 1 シミュレーションで用いるカップリング係数と補間係数
Table 1 Coeﬃcients between virtual coupling and
interpolating haptic rendering for simulation.

Virtual Coupling
Kc
A
100
1000
B
10000
C
D
100
100
E
100
F
A-C: without IHR
D-F: with IHR

IHR
K
—
—
—
100
1000
10000

図 9 SPIDAR-G/AHS10.0A
Fig. 9 SPIDAR-G/AHS10.0A.

☆

以下の実験結果では，提示面方向の成分を示す．
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表 2 SPIDAR-G/AHS10.0A の主な仕様
Table 2 Speciﬁcation of SPIDAR-G/AHS10.0A.

Workspace
200 (W) × 150 (H) × 200 (D) [mm]
24 bits encoder counter × 8ch
Input
0-100% (12 bits) × 8ch
Output (D/A)
Encoder resolution 500 [pulse/turn] × 4 [count/turn]
5.0 [mm]
Pulley radius
24.0 [mm]
Grip radius
880-1230 [N/dtx]
Wire tension
Maxon RE-max 24
Motor
Freq. (PC-HDHC) 1000 [Hz] (max: 3000 [Hz])
Freq. (HDHC-SPR) 10000 [Hz]
HDHC: High Deﬁnition Haptic Controller
SPR: SPIDAR-G

図 10 実験の様子
Fig. 10 View of experiments.

図 12

実験 2：VC k=100（一定），IHR k=100（一定）
Fig. 12 Ex. 2 (VC k=100, IHR k=100).

る．これでは，面のクオリティ（忠実性）を実現する
ことができない．一方，1 kHz の周波数比 ×1000/60
（図 11 (3)）では，発振せず安定に提示面を提示できて
いることが分かる．これは，実際の周波数比と等しい
ことから周波数比による補間が妥当であることが分か
る．また，倍率 × 10000/60（図 11 (4)）では，実際
の周波数比は 1 kHz であるので，実際の周波数比に比
べて 10 倍大きな倍率を適用していることになる．そ
のためゲインが大きすぎ，発振を起こしやすく面の提
示が困難であった．よって，10 kHz による面に関する
力覚補間を適用することによる性能変化を調べる必要
がある．

8.1.2 実 験 2
次に，バーチャルカップリングで接続し，提示面
に関する力覚補間を適用して周波数比を変えた場合
（×60/60，×1000/60，×10000/60）の影響を調べる．

図 11 実験 1：VC k=100（一定），IHR なし
Fig. 11 Ex. 1 (VC k=100 without IHR).

10 kHz の面の力覚補間を適用するので，実際の周波
数比は ×10000/60 である．実験結果を図 12 に示す．
実験結果より，周波数比で逓倍しない（×60/60）場
合では，力覚補間を適用しても，元となるカップリン

比は ×1000/60 である．実験結果を図 11 に示す．

グ係数自身が低い値のために有効ではない．また，周

実験結果より，逓倍しない（×60/60）場合（図 11

波数比 ×1000/60（図 12 (3)）の場合，実験 1 の結果

(2)）では，面の提示位置が大きくずれることが分か

と同様の波形が得られた．ただ，提示時に補間のため
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あり，ある程度までの波形ならば，提示面の硬さに寄
与すると考えられる．しかし，大きくしすぎると，危
険な発振ではないが細かなノイズがより多く発生し，
提示面への収束も遅くなることが分かる．また，パラ
メータを変化させた場合，接触直後の細かい波形に違
いが生じるが，これによる提示面の材質の変化は，今
後の課題とする．

9. ま と め
約 160 倍のアップサンプリングを実現する 2 段構成
のマルチレートのシステムにより，バーチャルカップ
リングによる操作の安定性と，力覚補間レンダリング
による接触時の提示面の硬さ，すなわち忠実性の両立
を提案した．提案手法の計算機シミュレーション結果
から，実際のカップリング係数は低いにもかかわらず，
剛体接触時の力覚提示が提案した力覚補間により，あ
たかもカップリング係数を高い値にしたかのような振
舞いをすることが分かった．また，6 自由度の力覚提示
装置において剛体接触の評価実験を行い，剛体接触時
の位置と提示力を 10 kHz で計測し，各種パラメータ
図 13 実験 3：VC k=100（一定），IHR k=100，1000，10000
Fig. 13 Ex. 3 (VC k=100, IHR k=100, 1000, 10000).

の変化によりどのように提示力の変化があるかを調べ
た．そして，提案する更新周波数比と提示面情報によ
る補間により，VR 世界がビデオレートという力覚提

細かな波形が生成されている．一方，10 kHz の周波

示には非常に低更新周波数にもかかわらず，安定に力

数比 ×10000/60（図 12 (4)）では，実際の周波数比

覚クオリティの高い提示面を提示できることが分かっ

と等しいことから，実験 1 での危険な発振もなく，安

た．これは，力覚提示を考慮されずに開発された一般

定に面を提示していることが分かる．

的な VR アプリケーションにおいても，安定性と忠実

以上の実験 1，2 より，剛体シミュレータがビデオ
レート（60 Hz）で実行されているにもかかわらず，周
波数比と面情報の力覚補間による 10 kHz での力覚提

性を両立させた高解像度力覚レンダリングが可能にな
ることを意味する．
今後の課題としては，今回は剛体の接触時について

示を行うことで，安定で提示面のクオリティ（忠実性）

の評価実験を行ったが，剛体のはめ込み操作など，接

の高い力覚提示が可能になることが分かる．

触点が多くなり提示力の方向変化が激しい場合の状

8.1.3 実 験 3
最後に，提案手法における力覚補間レンダリングの
補間パラメータを変化させたときの提示面への影響を
調べる．面に関する力覚補間の係数は k=100，1000，

10000 [N/m] の 3 つで行った．また，この場合の周波
数比は面に関する補間を行うので ×10000/60 である．
実験結果を図 13 に示す．また，設定パラメータが等
しい図 13 (2) の波形と図 12 (4) の波形は同一の波形
であり，時間軸のスケールが異なるだけである．
実験結果より，提示面の収束（図 13 (1)）を見ると，
提示面情報の補間パラメータを適宜調整することで，
より安定に提示面に収束することが分かる．また，補
間のパラメータを大きくすると，細かい波形が多く生
成されるが，計算機シミュレーションと同様の傾向で

況において，提案手法の有効性を示す必要があると考
える．
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