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自動二輪車における頭部触覚を用いた周囲情報通知手法の提案
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1. はじめに

3. システム概要

自動二輪車は，事故時のリスクが高く，ヘルメ
ットによって視界が狭まり，周囲の音も聞こえづ
らくなるため，ライダーが即時に判断できるよう
に周囲の危険を通知することは重要である．また，
危険回避行動を行うためには，どの方向にどの程
度の危険があるかわかる直感的な通知が必要であ
る．
既存の自動二輪車における情報通知手段は，視
覚による通知がほとんど 1)であり，安全にかつ即時
に通知するためには，目視による周囲の確認やス
ピードメータといった他の視覚情報との競合を回
避することが望ましい．そこで，他の情報と競合
しない通知手法として，触覚刺激による通知を提
案する．本研究では，ヘルメットに設置した振動
アクチュエータにより，周囲にある車や人といっ
た対象物までの距離や接近度，方角について通知
可能な分解能を評価した．

アクチュエータの取り付け位置と，実際に取
り付けた写真をそれぞれ図 1 の AB に示す．提案
するシステムは，フォスター電機株式会社製の振
動アクチュエータ(ACHOSTIC HAPTIC Actuator)を
振動させる．振動アクチュエータは，ヘルメット
の淵に対して図 1 の a~h に示す 8 か所に設置する．
使用するヘルメットは図 1 の 1~4 で示すように 4 つ
のクッションで構成されており，アクチュエータ
の設置位置はそれぞれ a，b，c は 1，c，d は 2，e
は 3，g，f は 4 のクッション上にある．図 1a~h に
設置されたそれぞれのアクチュエータは，音声デ
ータを 4 つのアンプで増幅して振動させる．
使用する振動パターンの音声データは，先行研
究 3)で取得された人，小型四輪，大型四輪，二輪の
音声データに対し，その振動に含まれる最も音圧
の大きい周波数が，スピーカの共振周波数である
55Hz になるように全体をシフトさせ，2kHz 以上の
音域を削除した．

2. 関連研究
自動四輪車における触覚情報による周囲情報通
知としては，座面に設置した振動アクチュエータ
によって，方角と強度を通知できることが示され
ている 2)．また，振動パターンの違いにより，車両
や歩行者といった種別の通知が可能であることが
示されている 3)．一方，方角や種別の情報は伝えら
れないものの，振動によって二輪における警告を
伝えることの有用性は示されている 4)．自動二輪車
において直感性の高い方角や種別の情報通知を行
うためには，エンジンによる振動や装備等，外的
要因の影響を考慮する必要があり，この状況下で
の通知可能性を検討した例はあまりない．
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4. 自動二輪車における振動通知評価実験
人間が知覚可能な方角や強度の分解能を求める
ため，提案システムを用いたアンケートによる実
験を行った．エンジンによる振動を考慮するため，
Ｖ型 2 気筒 1670cc エンジンを搭載するヤマハ発動
機株式会社製 MT-01 に乗車し，法定速度内で使用
頻度の高い 1500～2000rpm の回転数を維持したア
イドリング状態で実験を行った．
振動位置は，図 1 の a~h の 8 か所と a，c，e，g

差の小さい
と音圧差の大きい B の 2 パターンで
図 1 Aアクチュエータの取り付け位置
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の 4 か所で正答率を比較した．振動強度は，音圧
比較を行った．パターン A は，4 種別の音声データ
(0dB)に対して大(-6dB)，中(-10dB)，小(-12dB)の
3 段階とした．パターン B は，人，二輪の音声デー
タ(0dB)に対して大(-2dB)，中(-8dB)，小(-12dB)，
小型四輪，大型四輪の音声データ(0dB) に対して
大(-3dB)，中(-8dB)，小(-12dB)の 3 段階の音声デ
ータを使用した．
実験では，各取り付け位置に対し，3 段階の振動
強度をすべて含む 4 回の振動を種別，振動場所，
振動強度がランダムな順で振動させた．振動強度
は，“大”，“中”，“小”，“振動を感じな
い”の 4 段階で評価してもらった．

であった．誤回答は，全て図 1 に示すヘルメット
の同一クッション上に設置された振動アクチュエ
ータ同士であった．ヘルメット内のクッションの
影響を大きく受ける結果となったことから，クッ
ションの配置についてより深い検討を行うことで，
さらに分解能が向上する可能性がある．また，図 3
に示すように，a，ｂ，ｈは同一クッション上であ
りながら，c と g と比べて高い正答率であった．こ
のことから，人間の頭部のうち，前面の触覚認知
の分解能が高いことが分かった．一方，4 方向の正
答率は全体，各設置位置での正答率は共に 100%で
あり，4 方向の方角での通知は現在使用しているヘ
ルメットにおいても十分可能であることが示され
た．

4.1. 振動強度域の検討
各振動強度の正答率を図 2 に示す．横軸は振
動強度，縦軸は正答率をパターン A, B のそれぞ
れ示している．図 2 に示すように，パターン A
では“中”，“小”を混同し，正答率が低かっ
た．また，“振動を感じない”評価が 1 件あっ
た．それに対してパターン B では，振動強度毎
の判別がつきやすくなった．よって，十分な振
動強度差があれば，提案システムによって 3 段
階の振動強度の判別が可能であることを示され
た．

5. おわりに
二輪における，視覚，聴覚と競合せず，直感的
に回避行動がとれる新しい周辺通知の方法として，
ヘルメット淵に設置した振動アクチュエータの触
覚刺激による通知の有用性を評価した．自動二輪
車のエンジン振動下において，3 段階の振動強度と
4 方向の方角で判別できることを示した．今後は，
振動パターンによる種別の通知の検討，振動アク
チュエータのヘルメットへの取り付け方法を検討
し正答率の向上を目指す．
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4.2. 適切なアクチュエータ設置位置の検討
次に，設置位置毎の正答率を図 3 に示す．横
軸は，設置位置とそれに対応する図 1 に示す振動
アクチュエータの設置位置を記しており，縦軸は
正答率を示している．8 方向の全体の正答率は 84%
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