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Proactive Desk II：複数人が同時に利用可能な
力覚付きデジタルデスク環境
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著者らはすでに 2 自由度のリニア誘導モータ（LIM）を利用した力覚付きデジタルデスク環境を提
案したが，その手法により同時に制御できる物体は 1 つに限られた．本論文では複数人での共同作業
をも可能とする，複数物体を同時制御可能な新しい方式の LIM による力覚付きデジタルデスク環境
Proactive Desk II を提案する．提案手法では机の下に配置された多数のコイルを独立に制御し，異
なる強度の磁束を生成する．それらの集合として構成される磁界はある時刻において従来手法の LIM
と等価な状態となるよう制御し，それらを局所的に発生させることで複数物体を駆動させる．そして
いくつかのアプリケーションを構築し，複数人が同時に利用でき，個別に異なる力覚を体験可能であ
ることを確認した．

Proactive Desk II: Digital Desk Having the Ability
to Display Individual Haptic Information for Multiple Users
Shunsuke Yoshida,†1,†2 Haruo Noma,†3 Yasuyuki Yanagida†4
and Kenichi Hosaka†5
We have designed a haptic display for ordinary digital desktop operations. It employs a general two degree-of-freedom linear induction motor (2-DoF LIM) and provides two-dimensional
force on a desktop surface, but only for a single object. For cooperative tasks between multiple users, we propose the next-generation Proactive Desk II having a novel style of LIM
which can apply individual forces to multiple objects simultaneously. The system employs
a cluster of coils for synthesizing several traveling magnetic fields underneath the desktop.
These magnetic fields simulate a local region of the field created by standard 1-DoF LIM,
and these control multiple objects individually. Finally, we confirmed that this system can
provide individual haptic experiences for each user using several applications.

1. は じ め に

めに効率良く作業が進められる．

1.1 デジタルデスクと力覚提示
複数人での作業には机上を作業空間に用いる場面が

シームレスな対話環境の一形態であり，デジタル化に

多々見られる．たとえば，書類などのメディアを用い

スの代わりに手やジェスチャで机上の実物体や映像の

た作業には，机上を囲み書類を並べることで他者と情

アイコンを直接操作したり，カメラなどを用いて実環

報を共有でき，相手の作業内容を同時に確認できるた

境の状態を把握したりし，処理結果は机の上に映像と

デジタルデスク1) は机を介したコンピュータとの
より机上作業を支援する概念である．入力としてマウ

して出力する．さらにハードウェアや機能面での高度
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化を試みた様々な研究例も各所より報告2),3) されて
いる．
デジタルデスクの利点は，机を媒介としてユーザと
コンピュータが直接的に対話できることであり，机を
囲むようにユーザが集まることで，共同して作業を行
う場として利用しやすい．そのため大規模な都市設計
のシミュレーションやタスクなどのスケジュール調整
などへの応用例が報告されている4),5) ．
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システムに対する直観的な入出力手段を備えること

複数人で利用可能な力覚提示装置とする場合，個々

は円滑に作業を進めるうえで重要である．しかしなが

のユーザへ力覚情報を与える機能，すなわち複数物体

ら，従来のデジタルデスクでは入力は体を使い直接的

の同時制御が求められる．機械式と可動磁石式は，構

にデジタルな世界へ干渉するかのように指示するこ

造上制御させる機構が干渉しあうために複数物体を同

とができても，既存の出力手段は主に映像や音声のみ

時に制御すること自体が難しい．

を扱い，他の五感については積極的に利用されていな

電磁石制御式と LIM 式はともに磁力を用いるが，次

かった．操作反力の提示や机上物体の位置制御のよう

のような異なる特徴を持つ．前者はステッピングモー

に実世界へ干渉するかのような情報提示手段をさら

タの動作原理に類し，高い位置決め精度を持つが，力

に備えることは，ユーザ側の実世界とデジタルな世界

制御には非常に複雑な位置制御を要する10) ．一方後者

との境界を曖昧にし，ユーザは力覚を手がかりとした

は，一般的な回転モータと同様にローレンツ力によっ

より直観的なインタラクションができると期待される

て物体に推力をじかに生起させる．位置制御には他の

（図 1）．

枠組みが必要であるが，電力に応じて単純に発生力が

1.2 複数人で利用可能な力覚提示手法
力覚提示装置によってデジタルデスクに力覚の付与
を試みた研究もいくつかなされているが，既存の装置

向上するため力制御が容易である．よって力の提示と
いう視点からは LIM 式がより適していると考える．
そこで本論文では，複数物体を同時に制御可能な新

では構造上の問題から複数の力覚情報を同時に提示す

しい構造の LIM を提案し，複数のユーザの同時体験

ることは困難で，複数人が利用可能な装置は少ない．

や，両手を使った操作をも可能な力覚付きデジタルデ

すでに著者らが提案したリニア誘導モータ（Linear in-

スク環境 Proactive Desk II を構築する．

duction motor，LIM）の原理を用いた方式

6)

も，同

時に提示可能なのは単一の力覚情報に限られた．
机上の実物体を物理的に動かし，それを把持する
ユーザが移動時の作用を力覚として得る既存の力覚提
示手法を以下にあげる．
機械式 機械式のアームやワイヤが取り付けられた物
体を机上で移動させる方式7) ．

2. 複数物体が制御可能な LIM
2.1 LIM の動作原理
1 自由度の LIM は回転誘導モータを切り開いた構造
をしており，電力を 1 次元の運動に変換する（図 2）．

LIM は磁束を発生させるコイル群からなる固定子
（Stator）と，力が生起される移動子（Forcer，以下，

可動磁石式 机上の物体に磁性体を取り付け，盤面下

フォーサと呼ぶ）とで構成される．隣り合うコイルに

で平面方向に移動できる磁石との吸引力により物体

流れる交流電流に一定の位相差を持たせるため，コイ

の位置制御をする方式8),9) ．
電磁石制御式 盤面下に並べられた電磁石の斥力と吸

ルの配列方向へ見かけ上進行する磁界の波 B ができ
る．導体であるフォーサをこの進行磁界中に置くと，

引力の配分で机上の永久磁石を移動させたり10) ，櫛

磁束密度の時間変化により内部に渦電流 I が発生す

の歯状の鉄芯でできた盤面を物体側の電磁石の力で

る．そして進行磁界 B と渦電流 I とが作用し，フレ

移動させたりする方式11) ．

ミング則に従う力 F が磁界の進行方向に発生する．一

LIM 式 盤面下の 2 自由度 LIM で進行磁界を発生
させ，机上の非磁性導体に推進力を生起させ，移動
6)

させる方式 ．

般的に LIM での発生推力 F は，磁界の強度とフォー
サの材質や厚み，さらには進行磁界の速度とフォーサ
の速度の差で表される「すべり」で決まり，これらに
より発生する力の強度が制御できる．

図 1 力覚の付加されたデジタルデスク環境
Fig. 1 Digital desk enhanced by haptic feedback.

図 2 1 自由度 LIM の動作原理
Fig. 2 Principle of 1-DoF LIM.
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2.2 提 案 手 法
本論文では，1 自由度 LIM を任意方向に回転させて


すなわち，Δt 秒後に見かけ上磁界が BΔt
移動する


に
とすると，Δt 秒後の基準位相点 P = P + BΔt

配置した状態と等価な進行磁界を，任意の磁束密度を


おける基準位相 ωP
は，交流電流の周期を f として

生成可能なコイル群により合成する手法を提案する．

以下のように表される．

すなわち，固定子側にはコイルを碁盤目状に配置し，
各時刻においてコイルの磁束密度が進行磁界の波形の
一部を構成するよう，適切かつ独立に電流を制御する．
さらには，進行磁界を発生させる領域を限定すること


ωP = ωP + 2πf Δt − BΔtφ

(2)

2.3 既提案システムとの差異
既提案システム6) での力覚提示には，1 自由度 LIM

により，局所的な小領域ごとに個別の力を発生させる．

を X 軸，Y 軸に 2 台直交させて上下に配置し，2 自由

図 3 のように，便宜的に隣接するコイル間の距離を

度へ拡張する方式を用いた．両軸の LIM で生起され

1 とする X–Y 座標系をコイル上の平面に考える．1 自

る磁界の波は互いに干渉して合成磁界を作り，2 台の

由度 LIM のような平行に進行する磁界の波を作るた
めには，隣接するコイル間の交流電流に一定の位相差

LIM への電流量の配分により進行方向が制御される．
この方式は構造と制御が簡単であり，机上に見えるの

を持たせる必要がある．そこで，この隣接するコイル

は導体片のみであるためにデジタルデスクに適した方

間に流すべき電流の位相差を φ とすると，交流電流

法であった．しかしながら，力が発生するフォーサま

の位相差がコイル n 個目ごとに 0（= 2π ）になる場

での距離が上段と下段とで異なり，両軸の LIM の推

合は φ = 2π/n となり，距離 d 離れたコイル間の位

力発生効率に違いが出るために力覚提示装置として扱

相差は d · φ となる．

いにくく，盤面全体に一様な進行磁界が発生するため

ここで発生させる磁界の中心座標にある仮想的なコ

盤面全体が発熱するという問題があった．また，磁界

イル（基準位相点）P と，任意の座標にあるコイル C

内に置かれた複数の導体には同一方向の力しか発生し

を考える．ある時刻における P の電流の位相（基準
 と線分 C − P
位相）を ωP とし，磁界の進行方向 B

ないため，複数物体の制御は不可能であった．

とがなす角を θ とおけば，磁界を合成するために C

るものであり，局所的に仮想的な 1 自由度 LIM を任

に与えるべき電流の位相 ωC は，以下の式で与えら

意の状態で構築し，適切にその状態を制御する仕組み

れる．

を提案した．またシステムとして実現するために，後

ωC = ωP +d · φ = ωP +C −P  cos θ · φ
(1)
複数の小領域ごとに異なる力を発生させるためには，
発生させる領域の数だけ基準位相点を定義し，それら
からの距離を基に各コイルが独自に属する領域と位相

本論文は従来と異なる新しい LIM の構造を提案す

述する複数物体の追跡手段や，コイル単位での分散処
理による簡便な制御手段を提案する．

3. Proactive Desk II の構築

を決定すればよい．たとえば，P を中心として距離 3

3.1 システム構成

までの円形領域内にあるコイルの組で進行磁界を生成

上記提案手法を基に力覚付きデジタルデスク環境を

するなどと定義すればよい．図 3 中の白色のコイルは

実装した（図 4）．固定子に配置されるコイルは，櫛

上記条件に合致するコイルの例である．

形のケイ素鋼板を積層した鉄芯（10 mm 角，100 mm

なお，基準位相点は進行磁界とともに逐次移動する．

高）をコアとして，0.26 mm 径の絶縁銅線を 1,520 回
巻きにしたもの（各コイルの直流抵抗値は約 28 Ω）で

図 3 各コイルの基準位相点からの位相差
Fig. 3 Phase diﬀerences from the reference point.

図 4 試作機のシステム構成
Fig. 4 Conﬁguration of our prototype.
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図 5 コイルに流す電流の位相計算と生成
Fig. 5 Calculation of phase and generation of current for
applying to a coil.

ある．これが，コア中心間距離で 20 mm 間隔の碁盤
目状に 16×16，計 256 本配置されている．すなわち，

図 6 初期探索および光点追跡アルゴリズム
Fig. 6 Searching and tracking algorithm of light-spot.

本試作機にて磁界の生成される領域，換言すれば力が
生じる領域は，最大で 310 mm×310 mm となる．こ
の上には天板として 2 mm 厚のテフロン板が敷かれ，

表 1 追跡系の処理時間
Table 1 Processing time of the tracking system.

さらにその上にフォーサが置かれる．この天板は白色
で，映像表示用のスクリーン面およびユーザとの対話
領域として利用される．
コイルの磁束密度を独立して変化させるために，各
コイルには通信部，計算部，電流出力部からなる駆動

方式を用いる．たとえば半分の出力を得るためには，

回路が接続される．駆動回路群はバス型ネットワーク

テーブルの各パルス幅を 50%にして再生する．再生

（CAN: Controller Area Network，2.0B プロトコル

は，一定間隔でバスに流れるコイル群の同期をとるた

利用，1 Mbps）で制御用の PC（OS: RTLinux）と接

めのトリガのタイミング（200 Hz）まで行われ，次の

続される．PC は力覚提示あるいは位置制御に関する

時刻には再計算された位相で再生が始まる．

大局的な計算を行う．管理しているフォーサの数だけ

3.3 複数物体の追跡

進行磁界を発生させるために領域ごとに必要な制御情

力を生成する機能のみを持つ LIM をインタフェー

報（基準位相点，基準位相，力の方向と強度）を計算

スとして用いるには，フォーサの状態に応じた適切な

し，ブロードキャストする．通信部はバスに流される

フィードバック制御が必要である．ここでは実装の簡

指令を読み取り，計算部へ通達する．計算部は CPU

便さから，フォーサ上に取り付けられたバッテリ駆動

（H8S，20 MHz）を備え，制御情報を基に 2.2 節で述

する赤外光 LED の光点を追跡する方式を採用した．

べた計算を独立して行う．電流出力部は MOS-FET を
用いたフルブリッジで構成されるインバータであり，
次節で述べる方法で電流を流す．
フォーサには，非磁性の導体であり推力対質量比の

本システムでは，プログラマブルな DSP が搭載
され領域単位で像取得が可能な高速 CMOS カメラ
（AKAtech 社iMVS-155）を用い，図 6 に示す初期探
索と光点追跡のアルゴリズム12) をカメラに実装した．

点で効率の良いアルミ板を用いた6) ．また，マウス型

初期探索は光点追跡の前処理として，あるいは一部の

のフォーサでは 2.4 GHz 帯の無線を用いてクリック操

光点を見失った際に適時行う．フォーサには検出され

作を PC へと通知する機能も用意し，USB マウスと

た順に ID が与えられ，物理的な大きさの制約から光

して利用できるようにした．なお，本実装では力発生

点どうしは重ならないという仮定の下，個体識別を実

領域の広さやフォーサの大きさを考慮して 4 枚までの

現した．光点追跡では高速化のために前時刻の座標周

操作環境とした．

辺の小領域（窓領域）のみを撮影し，現時刻の座標を

3.2 駆動回路における電流位相の計算
交流電流は定電圧の PWM 方式により疑似正弦波

求めて位置情報のみを PC へ送信する．
実装した追跡系の処理時間を 表 1 に示す．ここで

として生成される．交流電流を 1 周期作成するための

全体の探索領域は 320 mm×320 mm 程度，窓領域は

パルス幅列は，一定間隔ごとのパルス幅の割合を適切
な解像度（最小 50 nsec）で表現したテーブルとして

20 mm×20 mm 程度の領域を撮影した際の画素数で
ある．前処理である初期探索は大まかな光点検出が目

用意した．すなわち，任意位相 α [rad] から始まる交

的のため，低解像度を選択したとしても問題はない．

流電流を作成するためには，テーブルの α/2π の位置

分解能を 2.5 mm（320 mm/128）程度とした場合の

から参照し始め，読み出される幅列に従い電圧を制御

処理時間は 10 msec 程度である．光点追跡の処理時間

すればよい（図 5）．出力する力の強度制御にも PWM

は 16×16 の窓領域では，4 点追跡を行ったとしても
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整により任意強度の出力が得られることを確認する．
実験に用いたフォーサは 50 mm 角で 3 mm 厚と

好ましい．32×32 の窓領域を選んだとしても数百 Hz

5 mm 厚のものであり，台に固定したフォースゲージと

の更新速度は得られており，実時間処理が可能である．

棒で接続した．CAN バスに流す信号は，磁界はフォー

4. 実験によるシステムの動作検証

サの周辺にのみ発生させ，出力方向を一定にし，出力

4.1 電流実行値と周波数と出力の関係

るよう実装されており，0 は出力がなく，127 で最強

2.1 節で述べたように，一般的に LIM は電流や周

の出力（3.2 節で述べたところの 100%）が得られる

波数により発生力が制御でき，出力効率の良い値が存

強度のみを変化させた．強度信号は 128 段階で指定す

ことを期待している．

在する．そこで周波数と電流実効値の条件を変化させ

図 8 に各信号につき出力値を 3 回ずつ計測した結

た際の発生力を実測し，本実装での効率の良い値を求

果の平均値を示す．この結果より，出力したい任意強

めることとした．

度に対して入力信号を求められることが確認できた．

実験はまず基準位相点をあるコイル上に定め，45 度
方向に並ぶコアを 1 つのアンプに直列に接続する．こ

また文献 6) の実験結果と同様に，フォーサの厚みに
よる出力の違いも確認できた．

れを 6 列作り各アンプから流す交流電流に一定の位相

信号値が 16 以下で出力がほとんど得られない原因

差を持たせ進行磁界を作った．そして磁界内にフォーサ

は，生起する推進力に対してフォーサとテフロン板と

（150 mm 角 5 mm 厚）を置き，台に固定されたフォー

の摩擦力が勝っているためだと考えられる．また，大

スゲージ（イマダ社 DPS-5）と糸で接続して発生力を

きい信号値で期待する線形な出力変化に対してやや減

3 回ずつ計測した．
計測結果を図 7 に示す．これより，コイルに与える

少していく傾向は，一定以上の電流がコイルに流れに

電流値により発生力が制御可能であることが確認でき

ような性質の良い出力を得るには，本実験結果の出力

た．なお，電流に 1.5 A を指定した際は 50 Hz を超え

特性をテーブルか関数として持ち，それに対応する信

るあたりからコイルのインピーダンスが大きくなり，

号値を与えるか，性質の良い付近のパルス波形を基準

くくなる 4.1 節の結果とも一致する．線形に変化する

電流が流れにくくなるために 1.5 A の実効値には達し

にし，128 段階に内挿して波形テーブルを作成し直せ

なかった．そこで本実装では，実効値で 1.5 A 程度に

ばよい．

なるように定義した．また，コイルの温度が上昇する

4.3 出力方向の制御
最後に，提案手法によりフォーサに対して任意方向

につれて力が減少することも確認された．その減少は

へ移動する力が発生可能であることを確認する．フォー

コイル温度上昇 10 度に対して 0.14 N ほどであった．

サ（50 mm 角 5 mm 厚）はコイル群中央付近に設置

今回は試作機であるため簡単な強制空冷での実装だが，

されたアンカと糸で結ばれており．強度を一定にして

なる 135 V の定電圧で，交流電流の周波数が 40 Hz と

この結果から十分な冷却手段が必要となる場面もある．

4.2 出力強度の制御

0〜45 度までの出力方向を期待する信号を 8 段階で与
え，その移動方向を計測した．

上記の条件では磁界進行速度（4.8 m/s）はフォー

図 9 に結果を示す．出力の角度は 0 度の信号を与

サを把持する手の動きと比較して十分速い．そこで

えた際の出力方向を基準とし，図中の破線は入力信号

2.1 節で述べた推力の制御で，すべりは考慮せず，固
定状態で磁界強度，すなわちコイルに流す電流量の調

に対する理想的な出力方向である．結果より，入力信

図 7 与えた交流電流と発生力の関係
Fig. 7 Relationship between applied alternating current
and generated force.

号に対して希望する方向への出力制御が可能であるこ

図 8 入力信号と出力強度の関係
Fig. 8 Relation between input signal and output strength.

3824

情報処理学会論文誌

とが確認できた．

4.4 考

察
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5. アプリケーション

操作範囲の拡大には単純にコイルの数を増やし，コイ

5.1 複数の物体制御
力覚付きデジタルデスクの機能として必要な，複数
の領域で同時に個別の力が発生可能なことを，簡単な

ルの座標情報を設定した駆動回路をバス型ネットワー

アプリケーションを構築して確認した．

今回実現した操作環境に対し，より広く，より多く
のフォーサを利用可能な環境への拡張は可能である．

クに接続すればよい．現在の規模でも理論的な CAN

図 10 はシーケンシャル制御の例であり，2 つの

バスの最大値の 1 割程度しか通信量がないため，拡張

フォーサ（50 mm 角 5 mm 厚，以下同じ）が決められ

への余裕は十分にある．制御できる物体数の増加はカ

た経路上を個別に移動する様子が示される．各時刻に

メラ側のプログラムを対応させるか，複数のカメラを

おけるフォーサがいるべき座標を制御用 PC 上でリア

用いればよい．なお，表 1 より実装した追跡アルゴリ

ルタイムに計算，あるいはデータ列として用意してお

ズムは点数が増えるごとに処理時間がほぼ単調増加す

き，カメラから得られる現時刻のフォーサの座標値と，

ることが分かる．たとえば 16×16 の窓領域で 10 点追

次時刻にいるべき座標値との比較から PID 制御によ

跡した場合には 580 Hz 程度の更新速度が期待できる．

りフォーサに与えるべき力の方向と強度を計算する．

また，試作した LIM の応答特性については，静止状

次に PC は求められた力を対象となるフォーサの付近

態からのフォーサの挙動を計測した結果，10 msec 前

にのみ発生させるよう，必要な制御情報を逐次ブロー

後で最大静止摩擦力を超えて移動が始まることを確認

ドキャストする．図は 2 つのフォーサが左右から互い

した．すなわち，本試作機における力覚の更新レート

がぶつかるほどの位置まで移動した後に離れ，上下に

としては 100 Hz 程度と考えられる．この数字は硬い

すれ違うようにして移動し，また左右から接触すると

触感を十分に表現できると一般的にいわれる 1 kHz 程

いう動きを繰り返している場面である．磁界はフォー

度の更新レートには及ばない．応答速度の向上を含め，

サのサイズとほぼ同じ円形の領域（直径 60 mm）で発

推力生成に関連する LIM 設計時の最適なパラメータ

生しており，図ではその範囲と力の方向と強度がプロ

の導出などは今後の課題である．特に今回の実装では

ジェクタで重畳表示されている．

すべりを考慮せずにパラメータを定義しているが，厳
密にはこれらを考慮したモデルの導入が必要である．
計測した磁場は，ほぼ接触した状態で 50 mT，5 cm
離れた場所で 12 mT で，10 cm では計測不能なレベ

図 11 はさらにインタラクティブな操作を加える例
であり，3 つのフォーサが円形の経路上を回転してお
り，もう 1 つのフォーサを表示されているアイコン上
に置くことで，回転の方向や速度が変化する．

ルであった（F.W.Bell 社 5170 ガウス計使用）．強度

これらの動きの観察により，本方式によって複数物

は距離の二乗に反比例することを考えると，操作時の

体の個別制御およびインタラクティブな制御が可能で

30 cm 程度の距離であれば，国際非電離放射線防護委
員会が示す防護指針（100 μT）以下であると考えられ
る．なお，本システムで発生する 40 Hz 程度の磁界は

あることを確認した．

超低周波磁界であり，世界保健機関によれば「問題が

ンの例である．複数のユーザが各自フォーサを手にし，

ある可能性がある」クラスに分類されている13) ．利用

コンピュータグラフィクスで描かれた迷路の壁から受

時はこれらの防護指針に従うことが望ましい

ける反発力を体感している．追跡された各フォーサの

5.2 複数人による個別の力覚体験
図 12 は，迷路状の壁を体験可能なアプリケーショ

位置を基に壁との接触判定を行い，接触状況（壁への
めり込み具合，壁の向き）に応じて適切な反発力を計
算し，フォーサ付近にのみ磁界を発生させる制御をし
ている．これを応用し，各々のユーザに力覚によって

図 9 入力信号と出力方向の関係
Fig. 9 Relation between input signal and output
direction.

図 10 個別位置制御の例示
Fig. 10 Demonstration of individual motion control.
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において，両地点で同期して動作するフォーサをそれ
ぞれが手に取ることにより，遠方にいる他者に操作の
力加減のような物理的な感覚量を指示しながら作業を
進めることが可能になる．あるいは，蓄積型の情報技
術と組み合わせることにより，遠隔地や過去の蓄積さ
れた力覚情報を共有したり追体験したりできるデジタ
図 11 円上を回転させる制御
Fig. 11 Circular motion control of objects.

ルデスクの提供も可能である．
このように，本システムにより従来手法では困難で
あった複数人が同時に体験可能な共同作業のための力
覚をともなうデジタルデスクとしての活用や，複数物
体の位置制御による表現力の向上が期待される．

6. お わ り に
本論文では複数人が同時に利用可能な新しい 2 自由
度 LIM を用いた力覚付きデジタルデスク環境 Proac図 12 迷路状の壁の体験
Fig. 12 Experience of virtual walls.

tive Desk II を提案した．実験といくつかのアプリケー
ションの例示により，4 枚のフォーサを独立に制御可
能なことや，力の方向と強度を個別に指定できること

個別の操作の指示を出したり，不用意に重要な機能の

を確認した．また試作機では最大 4 N 程度の力を発生

ボタンを押したりしないように物理的な拘束力で情報

でき，コイルに与える交流電流量を調節することでそ

提示するような，デジタルデスクでの力覚をともなう

の力の強度を制御できることを確認した．

インタラクティブな入出力環境が実現できる．

今後の課題としては，より詳細な試作装置の特性計

5.3 展
望
デジタルデスク環境に力覚を付加することにより得
られる恩恵の 1 つとして，既存のシステムを用いた実

測や最適化，当該装置を用いたアプリケーションの検

験結果14) より，映像のみの出力と比較して新しい創

謝辞 本研究は ATR メディア情報科学研究所にお

討，特に本提案により実現した複数物体の制御を応用
した協調作業環境の構築などが考えられる．

造性が得られる可能性がある．本手法をこれに用いる

いて，情報通信研究機構の研究委託 “超高速ネットワー

ことにより，複数人での場を共有した作画作業を通じ，

ク社会に向けた新しいインタラクションメディアの研

さらに新しい創造性が生まれることも期待される．

究開発” により実施した．

本力覚提示手法の特徴の 1 つとして，机上に必要と
なるものが複数の小さな導体片だけである点があげら
れる．これには机上操作時の空間的な制約や，視界を
遮るものが少ない操作環境を提供できるという利点が
ある．これにより，たとえば教育の場面において滑車
の働きを子供たちが学ぶ場合，滑車やおもりに見立て
たフォーサを手で操作し，実際に動きの変化をグルー
プで体感しながら現象を学習することがデジタルデス
クを通じて可能になる．また，景観シミュレーション
において，立体物をフォーサの上に載せて操作し，そ
の動きを記録したり配信したりすることにより，平面
的な映像でだけではなく立体物を直接触りながらの検
討も可能となる．
さらには力制御を得意とする LIM の特徴から，比
較的強い力を必要としたり，トルク的な力の表現を要
したりするアプリケーションの提供が容易である．こ
れにより，たとえば遠隔協調作業のアプリケーション
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