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(57)【要約】
【課題】位置情報を直感的に力覚提示し、提示された情
報に対して直感的な操作が可能な入力装置及び入力プロ
グラムを提供することを目的とする。
【解決手段】各々車両の周囲に対応して乗員の両腕の各
々に沿って設けられると共に、車両の周囲情報を提示す
るための力を乗員の腕に与え、かつ、乗員の腕から付与
された力を受け付ける複数の力覚提示ユニット１４と、
車両の周囲情報を提示するように対応する位置の力覚提
示ユニット１４を制御すると共に、乗員から力覚提示ユ
ニット１４に対して力が付与された場合に、予め定めた
操作を行う指示を出力する制御装置３０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々車両の周囲に対応して乗員の両腕の各々に沿って設けられると共に、車両の周囲情
報を提示するための力を乗員の腕に与え、かつ、乗員の腕から付与された力を受け付ける
複数の提示部と、
　車両右側の前記周囲情報を提示するように右腕に対応する前記提示部を制御し、車両左
側の前記周囲情報を提示するように左腕に対応する前記提示部を制御し、かつ前記複数の
提示部のうち車両前方に対応するものほど前側の前記周囲情報を提示し、車両後方に対応
するものほど後側の前記周囲情報を提示するように前記提示部を制御する制御部と、
　前記複数の提示部の何れか一つに対して乗員の腕から力が付与された場合に、前記力が
付与された前記提示部に対して予め定められた操作を行う指示を出力する出力部と、
　を備えた入力装置。
【請求項２】
　車両の周辺を監視する周辺監視部を更に備え、
　前記制御部が、前記周辺監視部の監視結果に基づいて障害物を検出すると共に、検出し
た障害物の車両に対する位置を特定し、特定した位置に対応する前記提示部によって障害
物の存在を前記周囲情報として提示するように前記提示部を制御する請求項１に記載の入
力装置。
【請求項３】
　前記複数の提示部の各々について、前記提示部にかかる圧力を検出する検出部と、
　前記制御部によって前記提示部が制御された際に、前記検出部による前記提示部につい
ての検出結果が所定値となるように前記提示部による前記提示するための力を調整する調
整部と、
　を更に備えた請求項１又は請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記複数の提示部の各々について、前記提示部にかかる圧力を検出する検出部を更に備
え、
　前記出力部が、前記制御部の制御により前記提示部によって前記周囲情報が提示された
場合に、前記検出部による前記提示部についての検出結果に基づいて乗員による操作を判
断し、判断結果に応じて前記提示部に対して前記予め定められた操作を行う指示を出力す
る請求項１～３の何れか１項に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記出力部は、前記制御部によって制御された前記提示部に対して乗員から力が付与さ
れた場合に、前記提示部に対して予め定められた操作を行う指示を出力する請求項１～４
の何れか１項に記載の入力装置。
【請求項６】
　コンピュータを、請求項１～５の何れか１項に記載の入力装置の前記制御部及び前記出
力部として機能させるための入力プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車周辺の情報を乗員に提示し、提示された情報に対する操作入力が可能
な入力装置及び入力プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、操作感のリアリティを向上させるために力覚提示を利用する技術が提案され
ている（例えば、非特許文献１、２）。
【０００３】
　非特許文献１では、車線逸脱による事故を未然に防ぐために、走行中の車線からはみ出
しそうなときは、警報ブザーなどによってドライバーに注意を与える。さらにレーダーク
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ルーズコントロール作動時に、ドライバーのステアリング操作をサポートすることで、車
線に沿った走行を支援するレーンキーイングアシストと称する技術が提案されている。具
体的には、道路形状（白線や黄線）をカメラの撮影画像に基づいて認識して、自動車の走
行状態に応じて電動パワーステアリングを制御する。当該技術では、ステアリング自体が
入力装置として機能し、自動車周辺の情報がステアリングのアシストという形態で力覚提
示されている。
【０００４】
　また、非特許文献２では、自動車周辺の物体を赤外線センサで検出し、人の頭部に自動
車の周辺情報の位置情報を、振動アクチュエータを駆動することによって伝達する情報提
示装置が提案されている。当該技術では、情報提示装置によって提示された振動を参考に
、人が自動車をコントロールする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】[online]、[平成２６年４月２１日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：ht
tp://www.toyota.co.jp/jpn/tech/safety/technology/technology_file/active/lka.html
＞
【非特許文献２】[online]、[平成２６年４月２１日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：ht
tp://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/perception/haptiKar/index-j.html＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、非特許文献１では、位置情報を直感的に提示することができないので、
改善の余地がある。
【０００７】
　また、非特許文献２では、提示された情報に対する直感的な操作までは考慮していない
ので、改善の余地がある。
【０００８】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、位置情報を直感的に力覚提示し、提示
された情報に対して直感的な操作が可能な入力装置及び入力プログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の入力装置は、各々車両の周囲に対応して乗
員の両腕の各々に沿って設けられると共に、車両の周囲情報を提示するための力を乗員の
腕に与え、かつ、乗員の腕から付与された力を受け付ける複数の提示部と、車両右側の前
記周囲情報を提示するように右腕に対応する前記提示部を制御し、車両左側の前記周囲情
報を提示するように左腕に対応する前記提示部を制御し、かつ前記複数の提示部のうち車
両前方に対応するものほど前側の前記周囲情報を提示し、車両後方に対応するものほど後
側の前記周囲情報を提示するように前記提示部を制御する制御部と、前記複数の提示部の
何れか一つに対して乗員の腕から力が付与された場合に、前記力が付与された前記提示部
に対して予め定められた操作を行う指示を出力する出力部と、を備えている。
【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、複数の提示部は、各々車両の周囲に対応して乗員の両
腕の各々に沿って設けられれると共に、車両の周囲情報を提示するための力を乗員の腕に
与え、かつ乗員の腕から付与された力を受け付ける。
【００１１】
　制御部では、車両右側の周囲情報を提示するように右腕に対応する提示部が制御され、
車両左側の周囲情報を提示するように左腕に対応する提示部が制御され、かつ複数の提示
部のうち車両前方に対応するものほど前側の周囲情報を提示し、車両後方に対応するもの
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ほど後側の周囲情報を提示するように提示部が制御される。これにより、提示部によって
提示された指示力によって車両の周囲情報を乗員が直感的に認識することができる。
【００１２】
　また、出力部では、複数の提示部の何れか一つに対して乗員の腕から力が付与された場
合に、力が付与された提示部に対して予め定められた操作を行う指示が出力される。例え
ば、複数の提示部の何れか一つによって指示力が与えられた場合に、それに反する力を乗
員が提示部に与えた場合に、予め定めた操作を行う指示を出力部によって出力するので、
直感的な操作が可能となる。従って、位置情報を直感的に力覚提示し、提示された情報に
対して直感的な操作が可能な入力装置を提供することができる。
【００１３】
　なお、請求項２に記載の発明のように、車両の周辺を監視する周辺監視部を更に備え、
制御部が、周辺監視部の監視結果に基づいて障害物を検出すると共に、検出した障害物の
車両に対する位置を特定し、特定した位置に対応する提示部によって障害物の存在を周囲
情報として提示するように提示部を制御するようにしてもよい。これにより、車両周囲の
障害物の存在を提示部によって乗員に報知することができる。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明のように、複数の提示部の各々について、提示部にかかる
圧力を検出する検出部と、制御部によって提示部が制御された際に、検出部による提示部
についての検出結果が所定値となるように提示部による提示するための力を調整する調整
部と、を更に備えるようにしてもよい。これによって、提示部によって所定の指示力で周
囲情報を提示することができる。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明のように、複数の提示部の各々について、提示部にかかる
圧力を検出する検出部を更に備え、出力部が、制御部の制御により提示部によって周囲情
報が提示された場合に、検出部による提示部についての検出結果に基づいて乗員による操
作を判断し、判断結果に応じて提示部に対して予め定められた操作を行う指示を出力する
ようにしてもよい。これにより、乗員の腕から提示部に対する力の付与を乗員の操作とし
て検出部によって検出することができる。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明のように、出力部は、制御部によって制御された提示部に
対して乗員から力が付与された場合に、提示部に対して予め定められた操作を行う指示を
出力するようにしてもよい。これによって、提示された情報に対応する操作を直感的に行
うことが可能となる。
【００１７】
　なお、本発明は、請求項６に記載の発明のように、コンピュータを、請求項１～４の何
れか１項に記載の入力装置の前記制御部及び前記出力部として機能させるための入力プロ
グラムとしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、位置情報を直感的に力覚提示し、提示された情報
に対して直感的な操作が可能な入力装置及び入力プログラムを提供することができる、と
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態に係る入力装置の概略構成を示す図である。
【図２】車両周囲を複数に分割した分割領域の一例を示す図である。
【図３】力覚提示ユニットの構成を示す概略図である。
【図４】本実施の形態に係る入力装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図５】本実施の形態に係る入力装置における制御装置による制御の具体例を説明するた
めの図である。
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【図６】駆動ドライバの機能を説明するための機能ブロック図である。
【図７】本実施の形態に係る入力装置における制御装置で行われる処理の一例の流れを示
すフローチャートである。
【図８】本実施の形態に係る入力装置による力覚提示による障害物の直感的な確認を説明
するための図である。
【図９】力覚提示ユニットによって乗員の腕を支持する例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。図１は、本実施の
形態に係る入力装置の概略構成を示す図である。
【００２１】
　図１に示すように、本実施の形態に係る入力装置１０は、乗員の両腕を前に伸ばした状
態で両腕を支える支持部１２の上に設けられた複数の力覚提示ユニット１４を備えている
。
【００２２】
　複数の力覚提示ユニット１４は、乗員に力覚提示することにより、車両周囲の情報を提
示する。本実施の形態では、図２に示すように、車両の周囲を複数の領域に分割して、そ
れぞれの分割領域に予め対応させた両腕の位置に各力覚提示ユニット１４が設けられてい
る。
【００２３】
　さらに具体的には、支持部１２上における、左手の位置、左腕（例えば、手首から肘ま
での間）の３位置、左腕の肘部分の位置、右手の位置、右腕（例えば、手首から肘までの
間）の３位置、及び右腕の肘部分の位置の合計１０カ所に力覚提示ユニット１４が配置さ
れている。
【００２４】
　そして、左手の位置の力覚提示ユニット１４は、車両前方の左側の分割領域（左前ＬＦ
）に対応させ、左腕の３位置の各力覚提示ユニット１４は、車両左側方の３つの分割領域
（側方左前ＳＬＦ、側方左中ＳＬＳ、側方左後ＳＬＲ）に各々対応させ、左腕の肘部分の
位置の力覚提示ユニット１４は、車両後方の左側の分割領域（左後ＬＲ）に対応させて、
車両周囲の情報に応じて対応する力覚提示ユニット１４を動作させるようになっている。
【００２５】
　一方、右側についても同様に、右手の位置の力覚提示ユニット１４は、車両前方の右側
の分割領域（右前ＲＦ）に対応させ、右腕（例えば、手首から肘までの間）の３位置の各
力覚提示ユニット１４は、車両右側方の３つの分割領域（側方右前ＳＲＦ、側方右中ＳＲ
Ｓ、側方右後ＳＲＲ）に各々対応させ、右腕の肘部分（例えば、手首から肘までの間）の
位置の力覚提示ユニット１４は、車両後方の右側の分割領域（右後ＲＲ）に対応させて、
車両周囲の情報に応じて対応する力覚提示ユニット１４を動作させるようになっている。
【００２６】
　次に、各力覚提示ユニット１４の構成について説明する。図３は、各力覚提示ユニット
１４の構成を示す概略図である。
【００２７】
　各力覚提示ユニット１４は、乗員の腕に当接して力覚提示するための当接部１６を有し
ている。当接部１６には、ラックギヤ１８が接続されており、ラックギヤ１８によって当
接部１６が図３矢印Ａ方向に移動させることにより、乗員に力が提示される。
【００２８】
　ラックギヤ１８は、筐体２０内に設けられたモータ２２によって駆動される。モータ２
２の回転軸にはピニオンギヤ２４が設けられており、ピニオンギヤ２４がラックギヤ１８
に咬み合っている。すなわち、モータ２２が回転することによりピニオンギヤ２４が回転
して、ラックギヤ１８が図３矢印Ａ方向に移動されることにより、乗員に力覚提示が可能
とされている。なお、図３に示すように、筐体２０内には、２つのリミットスイッチ１９
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が設けられ、ラックギヤ１８には、ストッパ１８ａが設けられている。すなわち、ラック
ギヤ１８が移動してストッパ１８ａがリミットスイッチ１９に当たることにより、モータ
２２の回転が停止するようになっている。
【００２９】
　また、力覚提示ユニット１４の当接部１６には、圧力センサ２６が設けられている。圧
力センサ２６は、乗員の腕に当接したときの圧力を検出して、力覚提示する際に、予め定
めた圧力の力が付与されているか否かを検出する。また、圧力センサ２６は、乗員の操作
によって当接部１６が押圧された場合にその圧力も検出する。
【００３０】
　続いて、本実施の形態に係る入力装置１０の制御系の構成について説明する。図４は、
本実施の形態に係る入力装置１０の制御系の構成を示すブロック図である。
【００３１】
　入力装置１０は、図４に示すように、入力装置１０を統括的に制御するための制御装置
３０を備えている。本実施の形態では、制御装置３０は、車両右側の周囲情報を提示する
ように右腕に対応する力覚提示ユニット１４を制御し、車両左側の周囲情報を提示するよ
うに左腕に対応する力覚提示ユニット１４を制御し、かつ複数の力覚提示ユニット１４の
うち前に位置するものほど前側の周囲情報を提示し、後ろに位置するものほど後側の周囲
情報を提示するように力覚提示ユニット１４を制御するようになっている。
【００３２】
　詳細には、制御装置３０は、ＣＰＵ３０Ａ、ＲＯＭ３０Ｂ、ＲＡＭ３０Ｃ、及びＩ／Ｏ
（入出力インターフェース）３０Ｄがバス３０Ｅに接続されたコンピュータで構成されて
いる。
【００３３】
　Ｉ／Ｏ３０Ｄには、周辺撮影カメラ３２、複数の力覚提示ユニット１４、及び操作系Ｅ
ＣＵ（electronic control unit）３４が接続されている。なお、図４では、力覚提示ユ
ニット１４は、簡略化して１つのみを示す。
【００３４】
　力覚提示ユニット１４は、モータ２２を駆動するための駆動ドライバ３６を有しており
、駆動ドライバ３６にモータ２２及び圧力センサ２６が接続されている。
【００３５】
　周辺撮影カメラ３２は、車両の周辺を撮影し、撮影結果を制御装置３０に出力する。本
実施の形態では、周辺撮影カメラ３２は、複数設けられている。すなわち、図２に示す各
分割領域を撮影可能な位置に周辺撮影カメラ３２が設けられて、各分割領域を含む撮影範
囲で撮影が行われる。
【００３６】
　また、操作系ＥＣＵ３０は、例えば、図示しない電動パワーステアリング等を制御して
、車両の操舵等を制御する。なお、操作系ＥＣＵ３０は、本実施の形態では、自動運転等
で適用される技術を適用することができるので詳細な説明を省略する。
【００３７】
　また、制御装置３０は、周辺撮影カメラ３２の撮影結果に基づいて障害物を検出し、検
出結果に基づいて力覚提示ユニット１４を制御するようになっている。例えば、制御装置
３０は、時系列の撮影画像の差分等を求めることにより、車両に近づく障害物を検出する
。そして、車両に近づく障害物が検出された場合に、対応する位置の力覚提示ユニット１
４を制御して乗員に力覚提示することにより、障害物の接近を報知する。車両周辺の各分
割領域と、各力覚提示ユニット１４との対応関係は、予め定めてＲＯＭ３０Ｂ等に記憶し
ておく。
【００３８】
　具体的には、図５に示すように、走行中に車両にボール等の障害物３８が近づいている
場合、制御装置３０は、周辺撮影カメラ３２の撮影画像から当該障害物３８を検出する。
このとき、障害物３８の方向や車両に対する位置を特定する。すなわち、障害物の車両に
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対する位置が図２に示す分割領域のうちどの領域であるかを特定する。そして、制御装置
３０が、特定した分割領域に対応する力覚提示ユニット１４を制御することにより、所定
の力を乗員の腕に付与して力を提示する。これにより、乗員に対して障害物３８の接近を
報知することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、制御装置３０が、力覚提示ユニット１４による乗員への力覚提
示に対して乗員が操作（例えば、力覚提示ユニット１４に対向した力を力覚提示ユニット
１４へ付与する操作）がなされたか否かを圧力センサ２６の検出結果、或いは、モータ２
２の回転位置等に基づいて検出するようになっている。そして、乗員による操作を検出し
た場合には、障害物を回避する操作であると判断して、車両の操作系ＥＣＵ３０へ操作指
示を出力する。これにより、操作系ＥＣＵ３０が、電動パワーステアリング等を制御する
ことで、操作系ＥＣＵ３４が、例えば、図５の矢印Ｂで示す方向へ車両の操舵を行うよう
に制御することで障害物回避することが可能となる。
【００４０】
　次に、駆動ドライバ３６の機能について説明する。図６は、駆動ドライバ３６の機能を
説明するための機能ブロック図である。
【００４１】
　駆動ドライバ３６は、図６に示すように、調整部４０、ＰＷＭ信号生成部４２、モータ
駆動部４４、及減算器４８を備えている。
【００４２】
　駆動ドライバ３６は、制御装置３０から指示力が提示されると、調整部４０により指示
力に対応するモータ２２の駆動量を算出する。
【００４３】
　ＰＷＭ信号生成部４２では、調整部４０が算出した駆動力に対応するＰＷＭ信号を生成
する。そして、モータ駆動部４４は、ＰＷＭ信号生成部４２が生成したＰＷＭ信号によっ
てモータ２２を駆動することにより、力覚提示ユニット１４によって乗員に対して力の提
示を行う。
【００４４】
　ここで、圧力センサ２６が、当接部１６と乗員の腕との間の圧力を検出して、減算器４
８を介して調整部４０へフィードバックする。すなわち、減算器４８は、指示力と圧力セ
ンサ２６の検出結果との差分を算出する。そして、調整部４０が減算器４８からの出力に
基づいて調整量を算出することにより、圧力センサ２６の検出値が所定の圧力となるよう
に、フィードバック制御を行う。これにより、力覚提示ユニット１４によって乗員に対し
て所定の力が提示される。
【００４５】
　また、本実施の形態では、操作認識アルゴリズム４６を備えている。操作認識アルゴリ
ズム４６は、減算器４８の出力（指示力と、圧力センサ２６の検出値に基づく力との差分
）に基づいて、乗員による操作が行われたか否かを判断する。例えば、減算器４８で算出
した差分値がプラス（＋）の場合（圧力センサ２６の検出値の方が大きい場合）はドライ
バの入力（操作）であると判定し、マイナス（－）の場合（圧力センサ２６の検出値の方
が小さい場合）は提示力の不足或いはドライバの入力拒否であると判定する。なお、操作
認識アルゴリズム４６は、駆動ドライバ３６に含まれる構成としてもよいし、制御装置３
０に含まれる構成としてもよい。また、操作認識アルゴリズム４６は、プログラムを実行
する構成としてもよいし、ハードウエアで実行する構成としてもよい。
【００４６】
　続いて、上述のように構成された本実施の形態に係る入力装置１０における制御装置３
０で行われる具体的な処理について説明する。図７は、本実施の形態に係る入力装置１０
における制御装置３０で行われる処理の一例の流れを示すフローチャートである。
【００４７】
　ステップ１００では、周辺撮影カメラ３２による撮影結果を制御装置３０が取得してス
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テップ１０２へ移行する。
【００４８】
　ステップ１０２では、制御装置３０が障害物を検出した否か判定する。該判定は、撮影
結果に基づいて車両周辺に障害物があるか否かを判定し、判定が肯定された場合にはステ
ップ１０４へ移行し、否定された場合にはステップ１１８へ移行する。
【００４９】
　ステップ１０４では、制御装置３０は、障害物の位置に対応する力覚提示ユニット１４
を特定してステップ１０６へ移行する。すなわち、制御装置３０は、図２に示す分割領域
のうちどの領域に障害物があるかを特定し、特定した分割領域に対応する力覚提示ユニッ
ト１４を特定する。
【００５０】
　ステップ１０６では、制御装置３０は、特定された力覚提示ユニット１４のモータ２２
を駆動してステップ１０８へ移行する。すなわち、制御装置３０は、特定した力覚提示ユ
ニット１４の駆動ドライバ３６に対して指示力を付与する指示を行う。これによって駆動
ドライバ３６が指示力を付与すべく、調整部４０により指示力に対応するモータ２２の駆
動量を算出する。そして、算出した駆動力に対応するＰＷＭ信号をＰＷＭ信号生成部４２
が生成して、モータ駆動部４４が、生成されたＰＷＭ信号によってモータ２２を駆動する
。これにより、力覚提示ユニット１４によって乗員の腕に対して力の提示を行われるので
、障害物の存在する方向を乗員が認識することができる。
【００５１】
　ステップ１０８では、圧力センサ２６によって圧力を検出してステップ１１０へ移行す
る。すなわち、提示された力が圧力センサ２６によって検出される。このとき、駆動ドラ
イバ３６は、圧力センサ２６の値が所定値となるモータ２２の駆動量を算出してモータ２
２を駆動することにより、提示する力の大きさが所定値となるように制御する。これによ
り、力覚提示ユニット１４から乗員に対して一定の指示力で情報が提示される。
【００５２】
　ステップ１１０では、制御装置３０が、力覚提示ユニット１４への操作を検出してステ
ップ１１２へ移行する。すなわち、駆動ドライバ３６の操作認識アルゴリズム４６によっ
て、減算器４８の出力（指示力と、圧力センサ２６の検出値に基づく力との差分値）がプ
ラス（＋）の場合はドライバの入力（操作）であるか否かを判定する。差分値がマイナス
（－）の場合は提示力の不足或いはドライバの入力拒否であると判定する。なお、力覚提
示ユニット１４への操作の検出は、例えば、提示する力の大きさが所定値に調整されてか
ら所定時間経過後等に行う。
【００５３】
　次にステップ１１２では、制御装置３０は検出した操作に対応する処理要求を操作系Ｅ
ＣＵ３０に行ってステップ１１４へ移行する。すなわち、指示力と、圧力センサ２６の検
出値に基づく力との差分値が圧力センサ２６の検出値の方が大きい場合には、乗員による
障害物の回避操作が行われたものと判断して、操作系ＥＣＵ３０に対して回避指示を行う
ことにより、障害物の回避操作を行う。また、圧力センサ２６の検出値の方が小さい場合
には、乗員による操作拒否であると判断して、何もせずそのまま次のステップへ移行する
。
【００５４】
　ステップ１１４では、制御装置３０が処理の終了であるか否かを判定する。該判定は、
例えば、本処理を終了する指示がなされたか否か、或いは電源オフが指示されたか否か等
を判定する。判定が肯定が否定された場合にはステップ１００に戻って上述の処理が繰り
返され、判定が肯定されたところで一連の処理を終了する。
【００５５】
　以上のように制御装置３０による制御を行うことにより、例えば、図８に示すように車
両の側方左側の分割領域に対応する方向から障害物（ボール）３８が近づいてきた場合に
、周辺撮影カメラ３２の撮影結果からボールを検出して、ボールの位置が側方左前の分割
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示ユニット１４を特定して駆動することにより、乗員の腕に対して力覚提示ユニット１４
によって力を提示する。これによって乗員は、障害物の接近を確認することができる。こ
のとき、車両の周辺の分割領域と、力覚提示ユニット１４とが予め対応付けられて駆動さ
れるので、図８で示すように、駆動された力覚提示ユニット１４から直感的に障害物の方
向を乗員が確認することが可能となる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、力覚提示ユニット１４に対して乗員が操作を行うことで、障
害物の回避操作指示を行うことができるので、回避操作についても直感的に行うことがで
きる。
【００５７】
　なお、上記の実施の形態における制御装置３０で行われる処理は、ハードウエアで行う
処理としてもよいし、プログラムを実行することによって行うソフトエアで行われる処理
としてもよい。ソフトウエアで行われる処理の場合には、図７で示す処理をプログラムと
して記憶媒体に記憶させて流通させるようにしてもよい。
【００５８】
　また、上記の実施の形態では、乗員の両腕を前に伸ばした状態で両腕を支える支持部１
２に各々車両の周囲に対応して設けられた、車両の周囲情報を提示するための指示力を乗
員の腕に与える複数の力覚提示ユニット１４を設けた例を説明したが、両腕に限るもので
はない。例えば、片腕の左側と右側に当接して複数の力覚提示ユニット１４を設けるよう
にしてもよい。或いは、両腕の代わりに両足に当接して複数の力覚提示ユニット１４を設
けるようにしてもよい。
【００５９】
　また、上記の実施の形態では、乗員の両腕を支持部１２によって支持し、支持部１２の
上に複数の力覚提示ユニット１４を設けた例を説明したが、これに限るものではない。例
えば、図９に示すように、力覚提示ユニット１４によって乗員の両腕を支持するようにし
てもよい。
【００６０】
　また、上記の実施の形態では、周辺撮影カメラ３２によって車両の周辺を監視して、監
視結果に基づいて障害物を検出するようにしたが、これに限るものではない。例えば、レ
ーザレーダ、電波レーダ、超音波センサ等によって車両の周辺を監視して、監視結果に基
づいて障害物を検出するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　　　　１０　　入力装置
　　　　１２　　支持部
　　　　１４　　力覚提示ユニット
　　　　２２　　モータ
　　　　２６　　圧力センサ
　　　　３０　　制御装置
　　　　３２　　周辺撮影カメラ
　　　　３４　　操作系ＥＣＵ
　　　　３６　　駆動ドライバ
　　　　４０　　調整部
　　　　４２　　ＰＷＭ信号生成部
　　　　４４　　モータ駆動部
　　　　４６　　操作認識アルゴリズム
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