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1 序論

近年, 力覚メディアを用いた分散環境の研究が活発に行われ
ている. 力覚メディアは, 力を伝えるための情報であり, これ
により仮想環境を扱う場合では仮想オブジェクトの形状や重
さ, 硬さなどを, 実環境では手の動きなどを伝達することが可
能となる. 従って, 従来の視覚・聴覚メディアのみを用いる場
合に比べ, 協調作業などにおいて, 作業効率を大きく改善する
ことができると期待されている [1]. そのため, 医療分野, ロ
ボット制御分野, 芸術・教育分野等の様々なアプリケーション
において, 力覚メディアが利用されるようになってきている.
しかし, インターネットなどのサービス品質 (QoS: Quality of
Service) 保証のないネットワークを介して力覚を転送すると,
ネットワーク遅延やパケット欠落などにより, ユーザ体感品質
(QoE: Quality of Experience) が大きく劣化する可能性があ
る. そのため, ネットワーク遅延やパケット欠落などが QoE
に及ぼす影響を調査する必要がある.
力覚を用いた協調作業では, 各利用者の力を他の利用者に

伝え, 相互に力覚を感じながら作業が行われる. そのため, 高
効率に自分の意思 (オブジェクトを動かす方向や止めたい位
置など) を他の利用者に伝達する必要がある. そのような研
究の例に文献 [1] がある. この文献では, 分散仮想環境におけ
る, 対等な立場の二人の利用者が協力しながらオブジェクトを
持ち上げ, 自分の意思 (オブジェクトを動かす方向) を力覚に
よって相手に伝達し, 目標物体を消去する作業を扱っている.
そして, ネットワーク遅延が意思伝達の正確さに及ぼす影響を
QoE 評価により調査している. その結果, ネットワーク遅延
が約 10ms 以下の場合は許容できることが示されている. し
かし, 実際のインターネット環境では, ネットワーク遅延だけ
でなく, パケット欠落も生じるので, これが力覚による意思伝
達の正確さに及ぼす影響も調査する必要がある. また, 力覚を
用いた協調作業においては, 作業の正確さだけでなく精度も重
要である. そのため, 仮想環境におけるネットワーク遅延など
が意思伝達の精度に及ぼす影響を調査する必要がある. さら
に, 仮想環境だけでなく, 前述の影響を実環境においても調査
する必要がある. しかし, これらの調査はこれまでに行われて
いない.
以下では, まず, 第 2 章において, 仮想環境におけるパケッ

ト欠落が力覚による意思伝達の正確さに及ぼす影響をQoE の
主観評価と客観評価により調査する. 次に, 第 3 章では, 仮想
環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に及ぼす影
響を調べる. 第 4 章では, 実環境におけるネットワーク遅延が
力覚による意思伝達の正確さに及ぼす影響を調査し, 第 5 章
では, 意思伝達の精度に及ぼす影響を調べる. 最後に, 第 6 章
で, 本研究の結論と今後の課題について述べる.

2 仮想環境におけるパケット欠落が意思伝達の正確さに及
ぼす影響

本章では, 文献 [1] の作業と同様に, 協力しながら一つのオ
ブジェクトを持ち, 目標物体を消去する協調作業を対象とす
る. そして, ネットワーク遅延が力覚の意思伝達に及ぼす影響
を (QoE: Quality of Experience) の主観評価と客観評価によ
り調査する.

2.1 力覚を用いた協調作業

図 1 に示すように, 協調作業では, 二人の利用者がクライア
ントに接続された触覚インタフェース装置を用いて, 三次元仮
想空間内で作業を行う. 二人の利用者は触覚インタフェース
装置を操作してカーソルで仮想空間内のオブジェクトを両側
から挟んで持ち上げて目標物体まで動かす [1]. さらに, 図 2
に示すように, 仮想空間の奥から手前方向に 35mm の場所に,
床に垂直な縦 4 横 5 の格子を表示し, この格子に沿ってオブ
ジェクトを移動させる. 格子上のランダムに選ばれた格子点
に目標物体が表示されている. 目標物体は, オブジェクトに内

包されると消去される. 消去されると, 目標物体はランダムに
選ばれた別の格子点に出現する.
オブジェクトを移動させるときに, 目標物体まで最短ルー

トを選択し, 目標物体を消去する. 複数のルートが存在すると
き, 上下左右のどちらの方向に動かすかの意思を伝達する必要
がある各格子点において, 各利用者は移動の方向をできるだけ
ランダムに決める. そして, 自分の意思 (オブジェクトを動か
す方向) を力覚によって相手に伝達するようにオブジェクト
を動かす. また, 各利用者は相手の意思が分かれば, 相手の意
思通りに合わそうとする. 分からなければ, 自分が行きたい方
向に移動しようとする. しかし, 二人の意思が異なり, 同時に
相手の意思が分かる場合には, オブジェクトが落ちる場合と,
どちらかの利用者の意思に合わされる場合がある. なお, オブ
ジェクトを落した場合は, 落ちた場所まで持っていき, 作業を
再開する.

図 1: システムの構成

図 2: 仮想環境の表示例

2.2 評価システムと評価方法

本章では, 文献 [1]と同じ評価システムを用いる. QoE評価
では, 前節の作業を行い, 自分の意思を力覚によって相手に伝
達し, 相手の意思が分かれば, 相手の意思通りに合わそうとし,
相手の意思が分からなければ, 自分が行きたい方向に移動する
(以下, 評価 1と呼ぶ) [1]. しかし, このような評価だけでは,
意思が正しく伝わったか否かが分からない. これを調べるた
め判断が必要な格子点を通過した直後にオブジェクトの移動
を一旦止めて, 各利用者は相手の意思, そして, 自分の意思を
記録者に口頭で伝える (評価 2と呼ぶ) [1]. この 2種類の評価
において, ネットワークエミュレータ (NIST Net) によってパ
ケット欠落率とネットワーク遅延を変化させて, QoE の主観
評価と客観評価を行う.
評価では, パケット欠落と固定遅延を発生させ, 装置の操作

性, 意思の伝達性, 総合品質 [1] に対して, 5段階妨害尺度 (5:
劣化が感じられない ∼1: 劣化が非常に邪魔になる)に従って
評点をつけてもらい，MOSを求めた.
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2.3 評価結果と考察

評価 1 と評価 2 の結果がほとんど同じであったので, ここ
では, 評価 2 の結果だけを示す. 評価 2 における, パケット欠
落率に対するMOS を図 3 に示し, 判断が必要な格子点を通っ
た平均回数, 相手の意思が分かった平均回数, 平均正答回数を
図 4 に示す.
図 3 より, 装置の操作性, 意思伝達性, 総合品質のMOS は

ほとんど同じであり, パケット欠落率が増加するにつれて, そ
れらは減少することが分かる. また, 固定遅延が 0ms と 10ms
のとき, パケット欠落率がそれぞれ約 30%, 約 10%以下であれ
ば, MOS が 3.5 以上になっている. 文献 [3] より, これらの領
域は許容可能であると言える. さらに, 図 4 から, パケット欠
落率の増加につれて, 判断が必要な格子点を通った平均回数,
相手の意思が分かった平均回数, 平均正答回数が減少すること
が確認できる.
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図 3: パケット欠落に対する MOS
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図 4: パケット欠落に対する平均回数 (固定遅延: 10ms)

3 仮想環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に
及ぼす影響

本章では, 文献 [2] の協調作業システムを使用し, 仮想環境
における作業を扱う. そして, ネットワーク遅延が力覚による
意思 (オブジェクトを止めたい位置) 伝達の精度に及ぼす影響
を QoE 評価により調査する. 作業内容として, 一対の利用者
は協力して仮想空間内のオブジェクトを上下または左右方向
から挟んで持ち上げる. 一対の利用者のうち一人 (移動役) が
指定のルートに沿って動かし, 他の一人が (止める役) が格子
上に描かれた停止線にオブジェクトの一辺が達したら, 止め始
める. 格子の一辺を約 2秒間でオブジェクトを動かす. 止め
る役の利用者がオブジェクトの動きを止めるときは, カーソル
をオブジェクトの進行方向と反対方向にまっすぐ押す. 移動
役は, 止めようとしていることが分かれば直ちに動きを停止
する. 評価システムは, 二つの端末がネットワークエミュレー

タ (NIST Net) を介して接続される. 端末間で転送される各
パケットに対して, ネットワークエミュレータを用いて固定遅
延を発生させる. QoE評価では, 触覚インタフェース装置の操
作性, 意思の伝達性, 総合品質, 仮想環境におけるオブジェク
トの停止位置と停止線の平均距離を採用した. その結果, 仮想
環境におけるネットワーク遅延が約 40ms 以下であれば許容
できることが明かとなった. また, 固定遅延の増加につれて,
オブジェクトの停止位置と停止線の平均距離も増加すること
が確認できた.

4 実環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の正確さに
及ぼす影響

本章では, 力覚メディア及びビデオを用いた遠隔制御システ
ム [4] を使用し, 実環境における協調作業を扱う. そして, ネッ
トワーク遅延が力覚による意思伝達に及ぼす影響を QoE 評
価により調査する. 本章での力覚メディア及びビデオを用い
た遠隔制御システムは, 文献 [4] と同様に, 二つの端末から構
成される. 作業内容として, 一対の利用者は, 協力して実環境
内の鉛筆 (触覚インタフェース装置のスタイラスに固定) を紙
に書かれた格子に沿って動かし, 目標物体まで移動させる. 目
標物体は両端末の同じ位置の格子点に置かれる. 第 2章, 第 3
章と同様に, 各利用者は, 自分の意思を力覚によって相手に伝
達し, 相手の意思が分かれば, 相手の意思に合わそうとし, 分
からなければ, 自分が行きたい方向に移動しようとする. QoE
評価方法は, 第 2 章と同じである. 評価の結果, ネットワーク
遅延が約 300ms 以下であれば, 許容できることが明かとなっ
た. 許容範囲が仮想環境と大きく違う理由は, 実環境と仮想環
境の力の計算方法が異なるからである.

5 実環境におけるネットワーク遅延が意思伝達の精度に及
ぼす影響

本章では, 第 4 章と同じシステムを使用し, 実環境における
ネットワーク遅延が意思伝達の精度に及ぼす影響をQoE の主
観評価と客観評価により調査する. QoE評価では, 触覚イン
タフェース装置の操作性, 意思の伝達性, 総合品質, 端末 1 に
おいてオブジェクトまたは鉛筆が停止した位置と停止線の距
離を採用した. その結果, ネットワーク遅延が約 200ms 以下
であれば, 許容できることが明らかとなった.

6 結論

本論文では, 仮想環境と実環境における力覚メディアを用い
た協調作業を扱った. この協調作業では, 各利用者の力を他の
利用者に伝え, 相互に力覚を感じながら作業が行われる. まず,
仮想環境において, 二人の利用者が自分の意思を力覚によって
相手に伝達する協調作業を対象とし, パケット欠落が力覚によ
る意思伝達の正確さに及ぼす影響を調査した. その結果, ネッ
トワーク遅延が 0ms, 5ms, 10ms のとき, パケット欠落率がそ
れぞれ約 30%, 約 20%, 約 10% 以下であれば許容可能である
ことが分かった. また, 仮想環境において, 二人の利用者が自
分の意思を力覚によって相手に伝達する作業を対象とし, ネッ
トワーク遅延が力覚による意思伝達の精度に及ぼす影響を調
査した. その結果, ネットワーク遅延が約 40ms 以下であれば,
許容可能であることが明らかとなった. そして, 実環境におい
て, 二人の利用者が自分の意思を力覚によって相手に伝達する
協調作業を対象とし, ネットワーク遅延が力覚による意思伝
達の正確さに及ぼす影響を調査した. その結果, ネットワーク
遅延が約 300ms 以下であれば, 許容可能であることが示され
た. さらに, ネットワーク遅延が力覚による意思伝達の精度に
及ぼす影響を調査した結果, ネットワーク遅延が約 200ms 以
下であれば, 許容可能であることが分かった.
今後の課題として, 別の作業を扱い, 同様の調査を行うだけ

でなく, 意思伝達の正確さと精度を上げる QoS 制御や他の力
の計算方法を検討すること等が挙げられる.

7 参考文献

[1] 黄他, 信学技報, MVE2013-3, May 2013.
[2] H. Yu et al., IEEE GCCE, pp. 664-668, Oct. 2014.
[3] 淺谷, 信学会, ISBN978-4-88552-112-6, May 1993.
[4] 渡邊他, 信学ソ大, BS-5-1, Sep. 2010.


