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ネットワーク遅延や
その揺らぎ、
パケット欠落

背景

ユーザ体感品質 (QoE: 
Quality of Experience)

の劣化

力覚を用いた遠隔制御システムを
用いる研究が注目

触覚インタフェース装置を用いることで, 反力(弾性と粘性
から成る)を感じられるので, より効率的な作業が可能

QoS(Quality of Service)
保証のないネットワークを
介してメディアを伝送 →

QoS制御

弾性はばねやゴムを押したときや
伸ばしたときに知覚

遠隔制御

粘性は水中や油の中で物を移動させた
ときに知覚



従来研究

 力覚を用いた遠隔制御システムに対して, ネットワーク
遅延に応じて動的に最適な弾性係数を選択する弾性
の適応制御*1を適用*2

 力覚を用いた遠隔制御システムに対して, 粘性係数の
最適値をネットワーク遅延に応じて動的に選択する粘
性の適応制御を提案*3

 上記の2つを組み合わせた粘弾性の適応制御を提案*4

*2 K. Matsunaga et. al., Proc. ICT-CSCC, July 2012. 

従来研究

*3 小松他, 信学ソ大, B-11-16,  Sep. 2017. 

粘弾性の適応制御に対してネットワーク遅延が大きく変化する
場合の動的な振舞を調査する必要がある. しかし, 未検討

問題点

QoE評価により有効性を確認

*4 T. Abe et. al., Proc. ICCE-TW, May. 2018. 

*1 藤本他, 信学論(B), J87-B,  Apr. 2004. 



目的

 力覚を用いた遠隔制御システムにおい
て, 文字を書く作業を扱い, ネットワーク
遅延が大きく変化する場合の粘弾性の
適応制御の動的な振舞をQoE 評価によ
り調査する.

 弾性の適応制御及び適応制御を行わな
い場合との比較を行い, 粘弾性の適応
制御の有効性を示す.

本研究



力覚を用いた遠隔制御システム

マスタ端末 スレーブ端末

ビデオカメラ

ネットワーク

触覚インタフェース装置
(Geomagic Touch)

ホワイトボード

ホワイトボードマーカー

手本とする文字が
書かれた紙

ビデオ



デモ






反力の計算方法

Ks ：弾性係数
Kd ：粘性係数

Mt−1
(m), St−1

(m)
：時刻 t におけるマスタ端末とスレーブ端末の

触覚インタフェース装置のスタイラスの位置ベクトル

Ṁt−1
(m) , Ṡt−1

(m)
：時刻 t におけるマスタ端末とスレーブ端末の

触覚インタフェース装置のスタイラスの速度

時刻t(>1)におけるマスタ端末側の

触覚インタフェース装置から出力される反力Ft
(m)の計算方法

Ft
(s) = - Ks（St−1

(s) -Mt−1
(s)） - Kd (Ṡt−1

(s) -Ṁt−1
(s) )

Ft
(m) = Ks（St−1

(m)-Mt−1
(m)）+ Kd (Ṡt−1

(m)-Ṁt−1
(m))

スレーブ端末側も同様に計算（ただし, 反力の方向は逆）

弾性 粘性



粘弾性の適応制御

�𝐾𝐾d = �
1.02 × 10−5𝐷𝐷 + 4.2 × 10−5𝑣𝑣 − 2.03 × 10−4 𝐷𝐷 ≦ 𝐷𝐷

peak

−6.13 × 10−6𝐷𝐷 − 2.12 × 10−4𝑣𝑣 + 2.99 × 10−3 𝐷𝐷＞𝐷𝐷
peak

Dpeak = －20v+228

�𝐾𝐾s : 弾性係数の最適値の推定値
D : ネットワーク遅延

�𝐾𝐾d : 粘性係数の最適値の推定値
v : 操作速度
Dpeak : 粘性係数が最大となる点

�𝐾𝐾s = 9 / (90+2D)



運筆速度の平滑化

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑉𝑉𝑡𝑡−1 + 1 − 𝛼𝛼 𝑣𝑣𝑡𝑡

時刻t（t≧1）における操作速度𝑣𝑣𝑡𝑡から次式によって, 
平滑化された操作速度𝑉𝑉𝑡𝑡を得る.
�𝐾𝐾dの式で𝑣𝑣の代わりに用いる.

𝑣𝑣𝑡𝑡:時刻t（t≧1）における操作速度
𝑉𝑉𝑡𝑡:時刻t（t≧1）における平滑化された操作速度

ただし, 𝑉𝑉0=0
α:平滑化係数

α=0.998とする.



評価方法 (1/3)

 �𝐾𝐾sと�𝐾𝐾dは推定式から決定

 粘弾性の適応制御, 弾性の適応制御, 適
応制御を行わない場合(𝐾𝐾S=0.10N/mm, 
𝐾𝐾d=0.0000Nms/mmに固定する場合,
𝐾𝐾S=0.03N/mm, 𝐾𝐾d=0.0005Nms/mmに
固定する場合)をランダムな順序で提示

「永」の文字を各書く作業*1

*1 渡邊他,日本VR学会論文誌, vol. 15, no. 2, 
pp. 251-262, June 2010.

 ITU-R BT.500-11の単一刺激法
 付加遅延 0ms, 𝐾𝐾S=0.1N/mm, 
𝐾𝐾d=0.0000Nms/mm (0msの最適値を
選択)で練習*2*3

手本とした文字
 縦横それぞれ10cmの文字

*2 K. Matsunaga et. al., Proc. ICT-CSCC, July 2012. 
*3 小松他, 信学ソ大, B-11-16,  Sep. 2017. 



評価方法 (2/3)

付加遅延

0秒から20秒 20秒から40秒 40秒から60秒
0ms 200ms 0ms

評価では, 60秒間にわたり文字を書き続ける
(6回程度「永」の文字が書かれる).



評価方法 (3/3)

練習のときを基準とし, 触覚インタフェース装置の操作性 (振動
や，反力の大きさなどを総合的に表した品質) について評点をつ
け, MOS (Mean Opinion Score) を計算
被験者は男性15名（21歳から24歳）

評点 評価基準

５ 劣化が分からない

４ 劣化が分かるが気にならない

３ 劣化が気になるが邪魔にならない

２ 劣化が邪魔になる

１ 劣化が非常に邪魔になる

5段階妨害尺度



書かれた文字の例 (1/2)
付加遅延0ms

書かれた文字の例 経過時間に対する反力



書かれた文字の例 (1/2)
付加遅延200ms

書かれた文字の例 経過時間に対する反力



評価結果 (1/3)



結論

 粘弾性の適応制御はネットワーク遅延が大きく変
化する場合にも有効

力覚を用いた遠隔制御システムにおいて, 文字を書く
作業を行った.
ネットワーク遅延が大きく変化する場合の粘弾性の適
応制御の効果をQoE評価により調査をした.



今後の課題

 さらに多様なネットワーク環境での制御の
有効性の調査
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