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直感的な入力による仮想空間上のモデル構築及び操作
松井貴明，青木晋，田熊隆史，加瀬渡（大阪工業大学）
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はじめに

ジェスチャによるシミュレーショ

2

ンモデルの構築

力学や機構学を学ぶ上で，力の掛かり方などを体
得することは重要である [1]．体得する方法の一つは
実際に装置を組むことだが，それには多大な時間と

2.1

システム構築

コストが必要である．別の方法は物理シミュレータ

本システムではジェスチャの動きに合わせてシミュ

でモデルを構築し，挙動を確認する方法である．こ

レーション上で物体を生成する．手の動きを測定す

の方法では容易に装置を試作，調節することができ

るために Kinect for Windows(以後 kinect と表記) を

るが，プログラミングの習熟が必要であり，簡単な

用いる [4]．物理シミュレータの物理エンジンとして

モデルを構築するのにも多大な時間を要する．
本研究では，プログラミング言語を必要とせず直

Open Dynamics Engine(以後，ODE と表記する) を
用いる [5][6]．

感的な操作でのモデル構築を実現するため，操作イ

システムの構成を図.1 に示す．モーションキャプ

ンターフェースとしてのジェスチャと，モデル知覚

チャから手の位置情報を取得し，値を一度ファイル

としての錯触に注目する [2][3]．昨今ジェスチャによ

に書き込む．物理シミュレータはこのファイルにア

る入力は様々な分野での利用が期待されており，ジェ クセルし，手の位置情報をオブジェクトの位置・サ
スチャでの入力を使用することで直感的・感覚的操

イズとして使用する．

作が可能になると考える．更に錯触を誘発させるこ
とによって，モデルの質感や運動の状態の知覚が期
待できる．
初学者でもシミュレーションモデルの構築が容易
な点から，本システムは教育向け動力学シミュレー
タなどに適していると考えられる．本システムを実
現するにあたり，様々な機構を構築できる機能と，モ
デルにかかる力の大きさなどを直感的に理解できる
図 1: システムの流れ

錯触誘発システムなどが必要である．本研究では，カ
メラを用いて手の位置・姿勢情報を取得し，両手の
幅などを物体のサイズとして反映させてオブジェク
トを生成する．また，触覚提示には指先に取り付け
たバイブレーションモータによる振動を用いる．本
稿ではジェスチャによるモデルの構築法と錯触誘発
システムについて述べる．

2.2

オブジェクト作成の流れ

本システムにおけるモデル構築を以下に示す．オブ
ジェクトを複数作成する場合は再度 (1)〜(3) の手順
を踏む．また各操作には図.2 の Kinect for Windows

SDK[7] のスケルトンモデルから抽出した手先位置を
使用する．
1. オブジェクトの種類を選択．本システムで生成で
きるオブジェクトの種類は Box，Ball，Cylinder，

Capsule の 4 種類 (図.3) である．オブジェクト
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図 5: オブジェクトサイズの指定（Cylinder）

ずれ幅を高さとしている．
図 2: 手先位置の抽出

の種類はキーボード操作により切り替えが可能

3. オブジェクトの位置・角度を指定．オブジェクト
の位置決定の方式を図.6 に示す．手の位置情報
のうち左手の位置を現在操作しているオブジェ
クトの位置とする．

である．

図 6: オブジェクトの位置の指定

オブジェクトの角度の変更方式を示す．回転は四
元数で表している．四元数を用いるために kinect
から取得してきた両手位置情報から式 (1)(2) か
ら両手がなす角と回転軸を計算する．求めた両
手がなす角と回転軸を ODE に既存の API 関数
図 3: オブジェクトの種類

を用いてクォータニオンに変換し，オブジェク
トに回転を与える．クォータニオンに与えるオ
ブジェクトの回転角度 θ と回転軸の向き r は以

2. オブジェクトのサイズを指定．オブジェクトの

下に示す．

サイズ変更の方式を図.4，図.5 に示す．Box の場
合，図.4 の左の図において左右両手の横幅，上
下のずれ幅，奥行きの幅を Box の横，縦，高さ

cos θ =

としている．

a·b
|a||b|

r =a×b

(1)

(2)

ここで a，b はそれぞれ回転前，回転後の左手→
右手ベクトルを表す（図.7 参照）．
図 4: オブジェクトサイズの指定（Box）

3
Ball の場合，両手の幅をそのまま Ball の直径，
Cylinder，Capsule では両手の幅を直径，上下の
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図 7: オブジェクトの角度の指定

クトの接触情報を操作者の触覚に与える．視覚情報と
合わせて触覚情報を提示することにより，より正確な
オブジェクトの操作が期待できる．モーションキャプ

図 8: 各デバイスの手及び腕部固定予想図

チャにはカメラ OptiTrack V100:R2 を 4 台使用し，
カメラから得られた情報を画像解析ソフト Motive
で処理し，位置情報を ODE に伝える．シミュレー
ションからの接触情報を XBee-PRO 802.15.4(Series

1)（以後 XBee と表記）を介して PC からマイコン
Arduino MEGA ADK（以後 Arduino と表記）に無
線で伝える．Arduino がモータドライバに信号を出
力し，バイブレーションモータ（MABUCHI 製 RF-

J20WA-5Z145）に電圧を印加，駆動させる．Arduino
からモータドライバへの出力信号値は Arduino TFT

図 9: システム構成図

LCD Screen（以後 TFT 液晶と表記）に表示され常
にモニタできる．バイブレーションモータとモータ
ドライバ，Arduino，XBee，TFT 液晶は手及び腕部

バ イ ブ レ ー ション モ ー タ は 直 径 6.0mm，高 さ

図.9 にこれらのシステム構成図を示す．カメラか

17.4mm，重量 2.4g と小型軽量であり，指先に取り付
けることが可能である．本システムでは着脱が容易

ら得られた映像を元に Motive が物体の位置情報を

になるよう，面ファスナーを用いて指先に固定する

に固定する予定である（図.8 参照）．

ファイルに書き込む．シミュレータはファイルのデー （図.10）．これを Arduino からの PWM 信号によっ
タ読み込みを繰り返し，シミュレーション上のオブ て，出力を制御し駆動させる．
ジェクトに位置情報を反映させる．シミュレーショ
ン上でのオブジェクトの接触情報を XBee を介して

PC から無線で Arduino に伝える．オブジェクトが
接触している場合 Arduino からモータドライバを介
してバイブレーションモータを制御し，操作者に触
覚情報を与える．

図 10: モータ固定方法
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実験設定

錯触による操作性向上の有用性を確認するため，

ODE 上に構築した Box の操作性を調査した．実験
で用いる ODE 上のオブジェクトを図.11 に示す．物
理シミュレーション上で幅・奥行き 1.0m，高さ 6.0m，
重量 1.0kg の Box と直径 0.2m，重量 1.0kg の Ball を
生成する．Box と Ball の重心は同一直線上に固定さ
れ，その直線上を自由に行き来できる．Ball はモー
図 12: F2 と PWM の関係

ションキャプチャによって手の位置と同期して動く
ようにする．Box は空中に浮かせており常に進行方
向と反対側に自身の移動速度に比例した力 F1 [N] を
受けている．F1 の式を式（3）に示す．この式におい
て K1 は比例定数，v[m/s] は Box の移動速度である．

F1 = −K1 v

Ball をジェスチャを用いて操作し，Box を押して
10m 移動させる．操作者は Box を一定速度で移動さ
せることを目標として Ball を操作する．これを視覚
情報のみを提示した場合と，視覚情報と触覚情報を

(3)

Box と Ball が接触した場合 Box には Ball から離
れる方向にそれぞれの重心間距離に比例した値の力

合わせて提示した場合とで交互に 10 回行い，その
際 Box の移動速度を比較した．操作者の目標通りに，

Box がより一定速度で動くものを操作性が高いとす

F2 [N] が加わる．F2 の式を式（4）に示す．この式に る．実験では K1 = 3，K2 = 25 として実験を行った．
おいて K2 は比例定数，d[m] は重心間距離である．
F2 = K2 ((a + b) − d)

(4)

3.2

結果

実験の結果を図.13,14 に示す．図.13 は各時刻にお
ける移動平均，図.14 は各試行での平均値と標準偏差
を表す．これらの図において (a) は視覚情報のみの
操作，(b) は視覚情報と触覚情報を合わせて提示し
た操作である．視覚情報のみの場合移動速度は 1.0〜

1.5[m/s] とバラつきが見られた．一方で視覚，触覚情
報の場合は 1.0[m/s] に集中することがわかった．ま
た，視覚情報のみの場合各試行での移動速度の変化
が大きく，試行ごとに移動速度にも大きな差がある．
一方，視覚，触覚情報の場合各試行での移動速度は
視覚情報のみに比べ一定であり，試行毎の移動速度
の差も小さくなっている．
図 11: 実験設定側面図

これらの結果から視覚情報と触覚情報を合わせて
提示した場合，視覚情報のみを提示した場合に比べ
移動速度が狭い範囲に集中する傾向があることがわ

モータへは F2 ，すなわち Box からの反力の値を元

かる．また，試行ごとの平均移動速度の差は視覚情

にした 10 段階の PWM 信号を出力する．F2 と PWM

報と触覚情報を合わせて提示した場合の方が小くな

の関係を図.12 に示す．F2 の大きさが 0%より大きく

る傾向がある．この理由として過去の試行での触覚
11%以下である場合 PWM のデューティ比 20%程度 の感覚を覚えており，それが操作に影響を与えた結
でありそれ以降 10%程度ずつ上昇していく．デュー 果であると考える．以上のことから視覚情報と触覚
ティ比が 20%より小さいとモータが駆動しない場合 情報を合わせて提示した場合，視覚情報のみを提示
があるため，モータ駆動時の最低出力は 20%程度と した場合に比べて操作者の目標通り一定速度で動か
している．また，PWM のデューティ比が 100%の時 せる傾向にあることがわかった．
モータに印加される電圧は 5.0[V] である．
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システムでは振動を提示する事によって視覚情報の
みを操作者に与えた場合に比べ，操作性を向上させ
る事ができた．振動以外の触覚提示方法も検証する
必要があるため，今後は被験者実験からデータ収集
し改善を行う．

(a) 視覚情報
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まとめ
本研究はプログラミングの知識がない人でもシミュ

レーション上でモデル構築を容易に行うことができ
るシステムとして，ジェスチャを用いたモデル構築
と錯触の誘発システムを提案した．本システムでは
ジェスチャを用いてシミュレーション上のオブジェ
クトのサイズ，位置，角度，を指定した．錯触誘発
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