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はやサトル：加速度センサを用いた速度認知デバイス
谷地 卓1,a)

星島 佑哉1

清水 哲也1,b)

概要：ヒトには 20 以上の感覚があり，器官で得た環境情報を認知している．内耳では三半規管にリンパ液
が流れることで，ヒトは加速度を感じることができる．これは飛行機やエレベータなどで体感することが
できる．しかしそれに対して，ヒトは速度を直接的に認知することができない．そこで今回はヒトが認知
することができない速度を計測し，認知できる感覚で伝えるウェアラブルなデバイスを開発する．

Haya-Satoru : a Device for Feed Backing Speed using Acceleration
Sensor
Tanichi Taku1,a)

Hoshijima Yuya1

Shimizu Tetsuya1,b)

Abstract: Human has sense of more than twenty that give information. Lymph flows to a semicircular
canal of a labyrinth thereby human can feel acceleration. for example, It’s possible to feel this in an airplane
and an elevator. However, human cannot feel speed. in this paper, we develop wearable device that convey
speed.

1. はじめに

人間は移動している際，視覚や加速度，風による触覚な
どから速度を間接的に知覚している．速度を直接的に知覚

人間は感覚器官によって環境の情報を入手している．人

することはできない．また，速度が一定のときには加速度

間には触覚などを知覚する体性感覚，目によって光を知覚

は小さいものとなるため，視覚などからの情報が得られな

する視覚，耳によって音を知覚する聴覚，舌で味を知覚す

いと人間は移動していることを知覚することはできない．

る味覚，鼻によって匂いを知覚する嗅覚，体の傾きを知覚

第六感とは人間が知覚できない感覚のことである．勘や

する平衡覚などがある．この中でも，視覚，聴覚，触覚，

霊感，未来の予知などが第六感とされ，様々な創作が行わ

味覚，嗅覚の五つは主要な感覚として五感と総称される．

れている．今回は人間が認知できない情報を認知すること

内耳の三半規管では，リンパ液が移動することで傾きや加

を第六感と扱い，第六感を体感することを目的として速

速度を知覚することができる．

度を体感することができるデバイス「はやサトル」を提案

人間以外の動物では，特に発達した器官をもち，人間が
知覚できない情報を入手しているものもいる．一部のヘビ
は視覚が発達し，赤外線を知覚することができる．これに
よりヘビは獲物の体温を知覚することができる．また，コ
ウモリは聴覚が発達し，人間の可聴域を超える超音波を知

する．

2. 関連研究
加速度センサを用いて速度を計算する様々な研究が行わ
れている．

覚することができ，反響定位によってレーダーなどのよう
に周りの情報を認知することができる．

2.1 「高機能携帯端末の加速度センサを利用した移動推
定手法」[1]
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この研究ではスマートフォンの加速度センサを利用し，
移動距離の推定手法を提案している．また，誤差対策とし
て GPS を用いた移動距離の補正方法を行っている．本研
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究では移動距離ではなく，移動速度を利用する．

✍ ✁✂●✄
✍ ✁

2.2 「PerMan: 頭部への刺激を用いた情報提示デバイ
スのエンタテイメントへの利用」[2]
この研究では，複数の振動モータによって情報提示を行

☞☎✆✝

うインターフェイスを利用している．複数の振動モータを
用いたインターフェイスは，向きと強さの情報を同時に提

✍ ✁

示することが可能であるため，本研究でも情報提示手法と
してこの手法を用いる．

✁✸✞

3. 実装

✁

3.1 システム概要
速度をフィードバックするデバイス「はやサトル」のプ
ロトタイプを作成した．このデバイスでは，3 軸の加速度

✘✟✠✡☛

を計測できる加速度センサを用い計測した加速度により，
前後左右の移動速度を計算する．
上下方向の移動速度に関しては重力を考慮した計算が必

図 2

要であるため，今回は計測を行わなず，前後左右の移動の
みの計測を行った．情報提示方法には振動モータを用い
る．振動モータを複数用いることで，速度の向きを，振動
の強弱によって速さの違いを提示する．今回は 4 つの振動
モータを用いそれぞれ 4 方向の速さを提示する．図 1 にシ
ステム構成図を示す．また，行っている処理の概要を図 2
に示す．

処理の概要

Fig. 2 Outline of processing

3.3 速度計算
計測した加速度を積分することによって，それぞれの方
向の移動距離が求めることができる．この移動距離から 1
秒間ごと速度を求めた．
移動している状態から再び静止すると計算上では速度が

0 になるはずである．しかし，計測した加速度の誤差が蓄
積するため，速度が 0 になることは少ない．そのため，い
くつかの条件を設け，その条件に当てはまる際は静止して

!"#$%&'(

いると判断し，速度を 0 にする処理を行っている．この条
件は，移動速度が小さく，数サンプルで加速度が 0 であり

☎✆✝
✑✞

✍ ✁✂●✄

続けるときとした．

3.4 振動モータの動作
速度によってそれぞれの振動モータを振動させる．使用
した振動モータを図 3 に示す．振動の強さを 5 段階にし，

✘✟
☎✆✝

✘✟
☎✆✝
図 1

✘✟
☎✆✝

✘✟
☎✆✝

今回は歩行程度の速度で第 2 段階，走った際の速度で第 4
段階の強さで振動するように設定した．

システム構成図

Fig. 1 System schema

3.2 信号処理
速度計算の際，誤差を含んだ加速度センサデータで計算
を行うと誤差が蓄積され大きくなってしまう．そのため次
の信号処理を行い，計測した加速度データの誤差を減らし
た．まず，ハイパスフィルタによって小さな加速度を除去
した．これにより，加速度センサが静止している状態に現

図 3

れる小さな加速度除去を行う．その後，ローパスフィルタ

Fig. 3 Vibration motor

使用する振動モータ

をかけることによって，データの平滑化を行っている．
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4. 検証実験

[2]

作成したデバイスを用い，速度を正しく認識できるかの
実験を行った．実験者はセンサのみを動かし，被験者は振

論文集,pp1-193-1-194,2012
兼古 哲也, 棟方 渚, 小野 哲雄:PerMan: 頭部への刺激を用
いた情報提示デバイスのエンタテインメントへの利用, エ
ンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2015
論文集,pp173-178,2015

動モータを取り付け，速度を認知できるかの検証を行う．
振動モータは，前後の移動を手首の上下，左右の移動を左
右にそれぞれ割り当て，次の実験を行った．(1) 加速度セン
サーを前後 2 方向のみ移動させ，どちらに移動したかを答
える．(2) 加速度センサーを左右 2 方向のみ移動させ，どち
らに移動したかを答える．(3) 加速度センサを斜めを含む
前後左右 8 方向に移動させ，どの方向に移動したかを答え
る．それぞれ 10 回ずつ行い．これらの実験を（1）,（2）,
（3）の順で行う．被験者 8 人に対して実験を行い，得られ
た平均正答率を表 1 に示す．
表 1

平均正答率

Table 1 Correct answer rate
平均正答率（%）
前後のみ（1）

88.75

左右のみ（2）

77.50

前後左右（3）

65.00

(1) と (2) の実験では，共に知覚した 2 方向を答えるが，
認識率が大きく違う結果が得られた．この原因として，(1)
より (2) の取り付け場所であると振動が骨に伝導しやすく，
骨に伝導すると向きが分かりにくくなることが考えられる．
また，振動モータ同士が近すぎることや，モータの数が少
ないなどの意見が挙げられ，これらも全体的に認識率が低
い原因として考えられる．これらをふまえて，振動モータ
の取り付け位置についてはさらに検討する必要がある．

5. おわりに
今回，第六感を擬似的に手に入れることを目的とし，人
間が知覚できない速度を体感できるデバイス「はやサトル」
を実装した．このデバイスを利用することによって，人間
が知覚できない速度を知覚することができた．しかし，
「は
やサトル」では求めた速度の精度が低いことが問題点で
あった．この問題は，速度を求める際には加速度センサの
値のみではなく，複数のセンサを用いることで解決できる
と考えられる．また今回は歩く/走る程度の速度を対象に
してデバイスを開発したが，乗り物に乗った際の速度にも
対応することで利用できる幅が広げることができる．今回
は，速度を知覚したが，今後は速度以外の情報を知覚する
様々な第六感デバイスを開発し，身体機能の拡張を行って
いきたい．
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