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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のユーザローカル環境におけるユーザと力を物理的に交換する装置であって、
該装置は、
ａ）該ユーザの身体部分（２００２）に接続するための接続要素（２０２）と、
ｂ）該接続要素を基準（１１８）に物理的にリンクするリンケージ手段であって、該リン
ケージ手段は、
ｉ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の少なくとも３つの独立自由度にお
いてパワー供給を行うパワー手段（１２０、１３０、１４０）と、
ｉｉ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の少なくとも２つの独立自由度を
パワーフリーである非パワー供給状態に維持する手段（２０３、２０５）と、
ｉｉｉ）該パワー供給が行われた少なくとも３つの自由度に関して該基準（１１８）に対
する該接続要素（２０２）の動きを追跡する追跡手段（１２１、１３１、１４１）と、
ｉｖ）該追跡された動きに基づいて信号を生成する信号生成手段と
を含む、リンケージ手段と、
ｃ）該パワー手段を用いて、該ユーザと力を物理的に交換することを制御する手段（５７
０）であって、該制御する手段は、非ローカル環境における相互作用に基づいて該パワー
手段のうちの少なくとも１つによって生成された力に応答して、該接続要素を介して力を
該身体部分に印加することを制御するように構成されている、制御する手段と、
ｄ）情報を格納するジオメトリモデルレジデンス（１２３０）であって、該情報は、ｉ）
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非ローカル基準フレームと、ｉｉ）該非ローカル基準フレームに対するユーザローカル基
準フレームであって、ユーザのローカル環境に対応するユーザローカル基準フレームと、
ｉｉｉ）該非ローカル基準フレームに対するスプリングタイプ要素を含む非ローカル環境
の形態とを表す、ジオメトリモデルレジデンス（１２３０）と、
ｅ）該接続要素（２０２）のユーザ基準ポイント（２２２）の位置と該非ローカル環境と
を比較するコンパレータ（１２３２）と、
ｆ）該非ローカル環境に対する該ユーザ基準ポイント（２２２）の位置とフォースルール
（５８０）のセットとに基づいて、力を表す信号を生成するフォース生成器（１２８０）
であって、該フォースルール（５８０）のセットは、該スプリングタイプ要素の偏向され
た形態を示す該ユーザ基準ポイント（２２２）の位置信号に応答してスプリングの出力フ
ォース信号を特定するスプリングフォースルールを含む、フォース生成器（１２８０）と
、
ｇ）該力を表す該信号と該フォースルールのセットとに基づいて、該非ローカル環境の形
態を表す情報に対して変更を行う非ローカル環境反応計算機（１２３６）と
を含む、装置。
【請求項２】
前記自由度においてパワー供給を行うパワー手段（１２０、１３０、１４０）は、非ロー
カル環境（５８０）において生成された信号に基づいて該自由度においてパワー供給を行
う、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記パワー供給が行われた自由度のうちの少なくとも１つは、前記基準（１１８）に対す
る平行移動を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記パワーフリーである２つの自由度のうちの少なくとも１つは、前記基準（１１８）に
対する回転を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記リンケージ手段は、前記基準（１１８）に対する前記接続要素の少なくとも４つの自
由度においてパワー供給を行うパワー手段（１２０、１３０、１４０、８１６）を含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記リンケージ手段は、
直交した第１のリンクベアリング（１０３）および第２のリンクベアリング（２０５）と
、
該第１のリンクベアリングまたは該第２のリンクベアリングのいずれかにリンクし、かつ
、該第１のリンクベアリングまたは該第２のリンクベアリングのいずれかに直交する第３
のベアリング（２０３）と
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記リンケージ手段は、一対のアクチュエータ（１３０、１４０）を含み、
該一対のアクチュエータ（１３０、１４０）は、互いに対して相対的に可動であり、かつ
、該一対のアクチュエータ（１３０、１４０）よりも前記基準（１１８）に近いリンク（
１１６）に対して相対的に可動である、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記接続要素は、５本バーリンケージ（１０１、１０２、１０４、１０６、３５６）を含
む、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
前記リンケージ手段は、少なくとも２つの質量部（１３２、１４２）を含み、
該少なくとも２つの質量部（１３２、１４２）は、前記基準（１１８）に対して相対的に
可動であり、かつ、互いにおよび前記接続要素（２０２）に対して相対的に可動であり、
それにより、該少なくとも２つの質量部（１３２、１４０）と、前記５本バーリンケージ
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の４本バー（１０２、１０４、１０６、３５６）と、該接続要素（２０２）との重心は、
該５本バーリンケージの軸（Ｂ２）に存在する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記質量部（１３２、１４２）の少なくとも一方は、アクチュエータである、請求項９に
記載の装置。
【請求項１１】
前記５本バーリンケージの４本バー（１０２、１０４、１０６、３５６）は、平面を定義
し、該４本バーは、該平面に垂直な軸（Ｂ２）の回りを回転可能に前記基準（１１８）に
接続されている、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
前記接続要素は、シンブル（２０２）を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
前記接続要素は、ロッド（６０２）を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
前記接続要素（２０２）は、人間の指（２００２）と係合する大きさである、請求項１に
記載の装置。
【請求項１５】
前記接続要素（２０２）は、前記ユーザの身体部分と係合する大きさであり、該ユーザの
身体部分は、人間の足、指、手、頭部、臀部、腕、脚、舌および足爪先からなる群から選
択される、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
前記接続要素（２０２）は、圧力に耐える要素（６０２）を含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項１７】
前記接続要素（２０２）は、張力に耐える要素（６０２）を含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項１８】
前記接続要素（２０２）は、前記ユーザと引張力および反発力を交換する手段（２０２）
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
前記接続要素を基準に物理的にリンクする手段は、
ａ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の３つの独立自由度においてパワー
供給を行う手段（１２０、１３０、１４０）と、
ｂ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の３つの独立自由度をパワーフリー
である非パワー供給状態に維持する手段（１０３、２０３、２０５）と
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
ａ）前記少なくとも３つのパワー供給が行われた独立自由度を追跡する追跡手段（５５０
）と、
ｂ）該追跡された少なくとも３つの自由度に基づいて、マスター信号を生成する信号生成
手段（５７２）と、
ｃ）前記追跡手段（５５０）から前記非ローカル環境（５８０）に該マスター信号を通信
する手段（５７０）と、
ｄ）該非ローカル環境から前記パワー供給を行う手段（１２０、１３０、１４０）に非ロ
ーカル信号を通信する手段（５６０）と
をさらに含む、請求項２に記載の装置。
【請求項２１】
前記少なくとも３つの独立自由度においてパワー供給を行う手段（１２０、１３０、１４
０）は、前記非ローカル信号に基づいて該自由度においてパワー供給を行う、請求項２０
に記載の装置。
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【請求項２２】
前記リンケージ手段は、前記基準（１１８）に対する前記接続要素（２０２）の３つの独
立自由度をパワーフリーである非パワー供給状態に維持する手段（１０３、２０３、２０
５）を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
第１のユーザローカル環境における装置とユーザとの間で力を物理的に交換する方法であ
って、
該方法は、
ａ）装置を提供するステップであって、
該装置は、
ｉ）該ユーザの身体部分（２００２）に物理的に接続するための接続要素（２０２）と、
ｉｉ）該接続要素（２０２）を基準（１１８）に物理的にリンクする手段と
を含み、
該リンクする手段は、
（ａ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の少なくとも３つの独立自由度に
おいてパワー供給を行う手段（１２０、１３０、１４０）と、
（ｂ）該基準（１１８）に対する該接続要素（２０２）の少なくとも２つの独立自由度を
非パワー供給状態に維持する手段（２０３、２０５）と
を含む、ステップと、
ｂ）該接続要素（２０２）を該ユーザの身体部分に接続するステップと、
ｃ）該接続要素（２０２）の該少なくとも３つの独立自由度においてパワー供給を行うス
テップ（１３１８）であって、該パワー供給を行うステップは、
ｉ）非ローカル環境において信号を生成するステップと、
ｉｉ）非ローカル信号に基づいて、該自由度においてパワー供給を行うステップとを含む
、ステップと、
ｄ）該パワー供給を行う手段を用いて、該ユーザと力を物理的に交換するステップであっ
て、該交換するステップは、非ローカル環境における相互作用に基づいて該パワー供給を
行う手段のうちの少なくとも１つによって生成された力に応答して、該接続要素を介して
力を該身体部分に印加することを制御することを包含する、ステップと、
ｅ）ユーザ基準フレームに対する接続要素のユーザ基準ポイント（２２２）の位置を追跡
し（１３１２）、それに対応する信号を生成するステップと、
ｆ）該ユーザ基準ポイント（２２２）の位置を表す信号を受信するステップと、
ｇ）情報を格納するステップであって、該情報は、ｉ）非ローカル基準フレームと、ｉｉ
）該非ローカル基準フレームに対する該ユーザ基準フレームと、ｉｉｉ）該ローカル基準
フレームに対するスプリングタイプ要素を含む非ローカル環境の形態とを表す、ステップ
と、
ｈ）該ユーザ基準ポイント（２２２）の位置と該非ローカル環境とを比較するステップ（
１３１６）と、
ｉ）該非ローカル環境に対する該ユーザ基準ポイント（２２２）の位置とフォースルール
のセットとに基づいて、力を表す信号を生成するステップであって、フォースルールのセ
ットは、該スプリングタイプ要素の偏向した形態を示す該ユーザ基準ポイント（２２２）
の位置信号に応答してスプリング要素出力フォース信号を特定するスプリングフォースル
ールを含む、ステップと、
ｊ）該力を表す信号と該フォースルールのセットとに基づいて、該非ローカル環境の形態
の情報を変更するステップ（１３２０）と
を含む、方法。
【請求項２４】
各ベアリング（１０３、２０５、２０３）は、回転軸（Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３）を有し、該３
本の回転軸は、ユーザ基準ポイント（２２２）に一致する、請求項６に記載の装置。
【請求項２５】
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前記接続要素（２０２）は、前記身体部分（２００２）が挿入されるシンブルを含み、該
シンブルは、該身体部分（２００２）が該シンブルに接続された場合、該ユーザ基準ポイ
ントが該身体部分内にあるように構成されている、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
前記身体部分は、指（２００２）を含む、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
前記パワー手段（１３０）は、前記接続要素（２０２）の少なくとも３つの自由度のうち
の少なくとも１つにおいてパワー供給を行う少なくとも１つの無鉄電機子モータを含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
前記物理的にリンクする手段は、複数の相互接続リンク（１１２、１０４、１０６、１０
２、３５６）を含み、
該複数の相互接続リンクのうちの少なくとも１つ（１０２）は、ユーザ接続要素（２０２
）に機械的にカップリングされており、
前記装置は、
モータ（１３０）を該複数の相互接続リンク（１１２、１０４、１０６、１０２、３５６
）に機械的にカップリングするケーブルトランスミッション（１１２、１３６、１３４）
をさらに含む、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
前記パワー手段は、
ユーザ接続要素（２０２）の少なくとも３つのパワー供給が行われた独立自由度のうちの
少なくとも１つにおいてパワー供給を行うアクチュエータ（１３０）と、
該アクチュエータ（１３０）をリンケージに機械的に接続するケーブルトランスミッショ
ン（１１２、１３６、１３４）と
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３０】
前記物理的にリンクする手段は、非パワー供給状態にある少なくとも３つの自由度のうち
の少なくとも１つに関して、前記基準（１１８）に対するユーザ接続要素（７０２）の位
置を決定するセンサー（７０６）をさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３１】
前記パワー供給手段（１２０、１３０、１４０）は、非パワー供給状態にある前記検出さ
れた自由度のうちの少なくとも１つに関して、前記ユーザ接続要素（７０２）の位置に対
して少なくとも３つのパワー供給が行われた自由度においてパワー供給を行う、請求項３
０に記載の装置。
【請求項３２】
前記物理的にリンクする手段は、複数の相互接続リンクをさらに含み、
該複数の相互接続リンクのうちの少なくとも１つは、ユーザ接続要素に機械的にカップリ
ングされており、
前記パワー手段は、
該ユーザ接続要素の３つのパワー供給が行われた自由度のうちの少なくとも１つにおいて
パワー供給を行うアクチュエータ（１３０）と、
該アクチュエータを該複数の相互接続リンクに機械的にカップリングするフレキシブルな
トランスミッション部材（１３６）と
をさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３３】
前記アクチュエータ（１３０）は、無鉄電機子モータである、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
前記アクチュエータ（１３０）は、外面を備えたキャプスタン（１３４）を有したモータ
を含み、
該外面は、該キャプスタンの周囲の少なくとも一部に延びている溝を有し、
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該溝は、前記フレキシブルなトランスミッション部材（１３６）と係合する大きさおよび
形状を備えている、請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
前記パワー手段は、キャプスタン（１３４）を有するモータ（１３０）を含み、
前記フレキシブルなトランスミッション部材（１３６）は、前記複数の相互接続リンクの
１つの周囲の少なくとも一部に沿って延び、かつ、ループが形成されるように交差してお
り、該ループは、該キャプスタン（１３４）上に係合している、請求項３２に記載の装置
。
【請求項３６】
前記少なくとも２つの独立自由度を非パワー供給状態に維持する手段は、３つの独立自由
度を非パワー供給状態に維持する手段（１０３、２０３、２０５）を含み、
前記少なくとも３つの独立自由度においてパワー供給を行うステップは、前記接続要素の
３つの異なる自由度を非パワー供給状態に維持するステップをさらに包含する、請求項２
３に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
背景
本発明は一般的にオペレータと機械との間のインターフェースに関する。特定すれば、こ
のインターフェースと接触状態にある人間オペレータに信号を提供するインターフェース
の分野に関する。さらに特定すれば、本発明は一般的には人であるオペレータに対してフ
ォース（force：物理力）信号を提供または提示する、あるいは、オペレータからフォー
ス信号を受信するインターフェースに関する。フォース信号は本来両方向性であるため、
インターフェースとユーザはフォース信号を”交換”あるいは互いに”共有”すると言う
こともできる。
機械は現代生活には不可欠であり、あらゆる機械は人間のオペレータによって直接的、あ
るいは間接的にコントロールされなければならない。機械をコントロールしたり、機械か
ら情報を受け取るためのインターフェースは、機械が提供する機能に鑑みて可能な限りそ
の利用が容易であることが望ましい。このような機械の例には、オペレータが存在する環
境（environment）とは異なる環境で作動するスレーブ（slave）ロボット機械がある。他
には、材料成形機、乗り物、パワー機械等がある。コンピュータも機械の部類に入る。コ
ンピュータは、例えば、テキスト（ワープロ）、数字（スプレッドシート）、記録（デー
タベース）、図形構成（作図と着色プログラム）等を表すデータを処理する。
ユーザは、レバー、ジョイスティック、マウス（ボタンとトラッキング機構付き）、エク
ソスケルトン（exoskeleton）、キーボード、タッチスクリーン、デジタルパッドまたは
タブレット、ヘッドマウス等の多様な装置を介してこのような機械をコントロールし、イ
ンターアクト（interact）する。典型的には、ユーザは自身の環境にて”マスター”イン
プット装置を操作し、典型的には異なる環境にある”スレーブ”ロボットはユーザの指令
に従って作動する。マスター装置の形態はスレーブ装置の形態に合致することもあれば、
幾分かは合致しないこともある。
機械のロッド状従属物のような剛体に対しては、基準フレーム（reference frame）に対
するその関係を明瞭に特定するのに必要な自由度の数は典型的には６であると考えられて
いる。理論上は、３つの自由度で基準フレームに関する剛体上の地点の位置特定が可能で
あり、３つの追加的自由度でその基準フレームまたは等価基準フレームに関する剛体のオ
リエンテーション（orientation：方位性）が特定できる。
マスター装置のコンポーネントには典型的には多数のデグリー（degree：程度）の動作自
由度が与えられており、ユーザによる多様な動作を可能にしている。そのようなデグリー
数は１から６、またはそれ以上ともなる。
これら多数の自由度は多数のジョントやアクチュエータによって提供される。従って、マ
スターアーム（腕）は何本かのフィンガー（指）を備えたハンドボーション（手）を有す
ることも可能であり、各フィンガーはいくつかのジョイント（関節）を有することができ
る。このハンドはリストジョイント（手首関節）を介してフォアアームセクション（前腕
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部）に接続され、エルボージョイント（肘関節）を介してアッパーアームセクション（上
腕部）に接続され、ショルダージョイント（肩関節）を介してトランク（本体）に接続可
能である。トランクから最も離れているフィンガーのジョイントの場合には、基準フレー
ムに対するその状態は６の自由度で特定可能であり、そのうち３はその地点に関するもの
であり、３はそのオリエンテーションに関するものである。
しかし、多数のジョイントと、それらの多様なフレキシビリティのためにアームアセンブ
リ全体ではこれら６つの自由度をはるかに越えた自由度を有するかも知れない。末端指を
同一状態に置くような他のアーム要素のいくつかの配置は可能である。アームをドライブ
する多くの、または全部のアクチュエータは、１軸に沿った位置のごとき１つの自由度の
状態の確立に貢献することができる。
従って、アーム全体は６を越える多くの自由度を有する。しかし、アームのどの剛体ポー
ションの状態の特定にも６の動作自由度が必要となるだけである。
フォース感応システム（force reflecting system）として知られるこのようなマスター
／スレーブ機械システムのいくらかは、多様な自由度デグリーを介したマスターコンポー
ネントのモーションが幾分かは影響を受けるか制限されるようにアクチュエータを提供し
ている。典型的には、これらのモーションは、スレーブが遭遇するフォースのごときスレ
ーブロボット機械の環境の条件に基づいて影響を受ける。従って、ユーザはマスター機械
を掴んだりして機械と接触し、スレーブ環境に何等かの関係を有する動作自由度に対する
コンストレイント（constraint）を体験し、フォースフィードドバック信号を受信する。
テレオペレータとはこのような装置のことである。
場合によっては、妨害ステージを含むマスターからスレーブへの接続を通じて遠隔的では
なく、あたかもスレーブ環境と直接的に接触しているかのようにユーザがそのフォースを
感じることが望ましい。これを達成するシステムは”フォース感応”システムと呼ばれる
こともある。接触という人間の触覚システムに関係するため、このようなフォース感応イ
ンターフェースはまた”触覚（haptic）”インターフェースとも呼ばれる。このようなイ
ンターフェースを設計するにおいて考察すべき典型的な事項は、ポジション及びフォース
あるいはトルクフィードバックの忠実度、構造の単純さ、バックラッシュ（反動）の低減
、モーション自由度の独立、ワークスペース形態、信頼度、反応度、感度、装置容積の減
少、並びに反応のバンド幅（bandwidth）等である。ここでのバンド幅とは、反応速度と
、適用フォースとの組合せレンジを意味する。
伝統的な物理機械のコントロールに加えて、人間のオペレータは物理的ではなく、コンピ
ュータモデルにおいて”具現化された”あるいは存在するような”バーチャル”機械及び
バーチャル環境をコントロールすることが知られている。
単純な例は通常コンピュータの利用に関して無数に存在する。例えば、コンピュータ作図
及び着色プログラムを使用し、ユーザは互に移動、創作、破壊、変更、引延等が可能なバ
ーチャル図形体の群をコントロールする。他の例は、コンピュータファイルのディレクト
リを示し、これらファイルの操作（コピー、削除、オープン、変更等）に関してユーザに
命令を提供させるための、現在普及している”デスクトップ”メタフォール（metaphor）
である。ワープロプログラムの範囲においては、ユーザはバーチャルコントロールを操作
してドキュメントテキストの異なる部分をスクロールし、一部を削除（”カット”）し、
他の部分に追加（”ペースト”）する。他にも多数の例が存在する。基本的には、そのよ
うな例は、コンピュータインターフェースによって表されるようなデータ要素の表現にユ
ーザが影響を及ぼすものをすべて含む。
さらに複雑な例には、対象物のさらに複雑な可視化やセッティングを利用する等でさらに
現実的な環境を創造するものや、ヘルメット、特殊眼鏡等の投影装置が含まれる。
ユーザは前記のごとき多様な物理的インプット装置の手段によってバーチャル環境とイン
ターアクトすることができる。音響効果もまたインターフェースの一部となる。
バーチャルあるいは人工環境は現実環境を再現またはシミュレーションすることもでき、
外科手術、地質調査、危険貨物操作等の技術の実習等にも利用が可能である。
多様なインターアクションシステムは、物理的強度を増加し、手の器用さを改善し、知覚
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力を増大させ、さらに、人間のユーザを現実または人工の遠隔環境または抽象環境に投影
させることで人間の能力を拡張させることができる。そのような遠隔環境は典型的な人間
界のスケールよりもずっと大きくも、あるいは小さくもできる。
フォースフィードバックの提供により、フォース感応システムは、飛行シミュレータのご
とき周知タイプの模擬装置、リモコン装置とは異なるシステムとすることができる。ユー
ザのスレーブ環境との物理的インターアクション感知力を向上させるためには、単に可視
で可聴であるだけでは不足である。接触は、環境との双方向インターフェースを提供する
人間の５感の唯一のものである。接触を利用して人間は環境に影響を及ぼし、同時に環境
からの影響を感じることができる。そのような直接的なフィードバックは、スレーブ環境
での存在感または影響力をユーザに感じさせる。事実、接触によってフォース信号は、手
を握り合っている２人の人間によって共有される等価で反対方向のフォース同様にユーザ
と機械との間で交換されて共有される。
フォース感応マスターの目的は、実際にはローカル環境（local environment：ユーザ環
境）に存在しない物体と接触している感触をユーザに与えるというものである。以下にお
いて”非ローカル環境（non-local environment：非ユーザ環境）”物体と呼称される物
体は、物理力スレーブ機械によって操作されている現実物体であっても、コンピュータデ
ータモデルとしてのみ存在する環境内での物体表現であってもよい。
理想的な触覚インターフェースとは、操作対象の環境とは別物であるインターフェースと
接触していることをユーザに気付かせないものである。実物にタッチしているのか、装置
を使用してバーチャル物体にタッチしているのかをユーザに区別させないものである。さ
らに、ユーザの厄介物とならないようなものである。理想的なインターフェースとは、ユ
ーザが空間を自由に移動しているときにユーザに対して外力を一切作用させないものであ
る。
壁面等の剛質面は、高速で接触した場合においてさえも実際と同様に剛質と感じられなけ
ればならない。固形物の角部はシャープに感じられなければならない。弾性面は弾性感触
を提供すべきである。
フォース感応インターフェースを構築するいくつかの周知な試みでは”エクソスケルトン
（exoskeleton）”を使用している。エクソスケルトンはユーザに着用され、しばしば、
アームやフィンガーに沿ったいくつかの地点でフォースを発生させる。Ｂ．Ａ．マーカス
、Ｂ．アン、及びＢ．エバーマンの「ロボット装置用マスターコントローラのＥＸＯＳリ
サーチ」（”第５回年次ワークショップ：宇宙作業における適用及びその研究”誌：ＳＯ
ＡＲ１９９１年、ページ２３８－２４５、１９９１年７月）参照。エクソスケルトン装置
の設計には多くの条件が付随している。その構造は複数の身体部分に取り付けられなけれ
ばならず、エクソスケルトンの関節は人体の関節と効果的にマッチしなければならない。
このような構造体に重量カウンタバランスさせ、それらに剛体であってカップリングされ
ていない伝動装置を提供することは困難である。そのような構造体は、ユーザにフィード
バックシステムの人工的構造物として感じさせないように重量がカウンタバランスされて
いなければならない。伝動装置は剛体であって、非ローカル環境との直接接触を感じさせ
るものでなければならない。
別タイプのフォース感応インターフェースは外的に基準（ground）されたジョイスティッ
クを利用している。これら装置の典型的なものは、伝統的な”ホットセル（hot-cell）”
操作システムと、フォース感応ハンドコントローラである。従って、本発明のいくつかの
目的には、それが物理的物体であろうとコンピュータ表現物体であろうと、高度な現実感
での非ローカル環境との人によるインターアクションを可能にすることが含まれている。
本発明の１目的は、高度に忠実なポジションとトルクあるいはフォースフィードバックを
提供し、ユーザに非ローカル環境の条件を高感度で提供することである。ユーザインター
フェースはユーザに対して明快で、可能な限りで邪魔にならないことが重要である。この
目的には当然ながら、システムのバックラッシュ（backlash）の低減化が含まれている。
本発明の別目的は、巨大過ぎたり、複雑過ぎる装置を使用せず、物理的に適したサイズの
ワークスペース（作業空間）でユーザの作業を可能にしたインターフェースの提供である
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。さらに別目的は、現実感豊かなシミュレーションのために、非ローカル環境条件に充分
に素早く反応し、適当なスティッフネス（stiffness）と感度とを表現し、さらに、比較
的に大きな反応バンド幅を有し、比較的素早いモーションがユーザに感知されて伝達され
るような装置の提供である。さらに別目的は、衝撃等の非連続的出来事を表現することで
ある。
概　要
１好適実施例においては、本発明はユーザにローカルなユーザ環境におけるユーザとのフ
ォース物理的交換のための装置である。この装置はユーザの身体部分との物理的接続のた
めの接続要素と、その接続要素と基準との間のリンケージとを含む。このリンケージは基
準に対するその接続要素の少なくとも３つの独立自由度にパワーを供給するためのパワー
手段と、基準に対するその接続要素の少なくとも１の独立自由度をパワーが供給されない
状態に維持するための維持手段とを含む。その接続要素の３までの独立自由度をパワーが
供給されない状態に維持し、５までの独立自由度にパワー供給することが可能である。し
かし、その接続要素のみのパワー供給された自由度と、パワーが供給されないフリーな自
由度の数は６を越えない。リンケージもまた３つのリンクされたベアリングを含むことが
でき、それらのうち２ペアはジンバルアセンブリ（ginbal assembly）のごとくに直交し
ている。このベアリングの軸は基準ポイント（reference point）で交差している。例え
ば、接続要素はユーザの指を挿入させるシンブル（thimble）であってもよく、その交差
ポイントはシンブルに接続されたユーザの指の中であってもよい。
このリンケージは基準、相互、及び接続要素とに対して可動な少なくとも２の質量体を含
むこともでき、これらアイテム間の中央部は接続要素のモーションに拘らず基準に対して
実質的に静止状態とされる。これら質量体は複数のアクチュエータであってもよく、これ
らを１本のケーブルを介してローカルな基準された要素に接続することもできる。他のユ
ーザ接続要素は、頭、尻、足、手、腕、脚、舌、爪先等の他の身体部分を収容できるサイ
ズのロッドあるいはスタイラス（stylus）またはシンブルを含む。
パワー供給されていない（パワーフリー）自由度の動作をトラック（track：追尾）する
ことは時に有益である。基準は接続要素が接続される対象物以外のユーザ身体部分であっ
てもよい。
別実施例では、パワー供給された自由度（powered freedoms）が追尾され、その自由度の
トラッキングに基づいて信号が発生される。この信号は非ローカル環境に伝達される。こ
の非ローカル環境は物理的環境であっても、バーチャルなコンピュータ在中の環境であっ
てもよい。
さらに別実施例では、本発明はユーザ環境である第１環境でフォースをユーザと物理的に
交換するための装置である。この装置はユーザ接続要素と、その要素を基準に接続するた
めのリンケージとを含む。このリンケージは１対のクォータジンバル（quarter gimbal）
を含んでおり、接続要素はこれらクォータジンバルの一方の１端に固定された回転ベアリ
ングに固定されている。他方のクォータジンバルの自由端は５本のバーリンケージの１本
のバーの延長部に接続されている。これら５本のバーリンケージは２つのアクチュエータ
で作動されるものであり、それぞれ、リンケージのバーの異なる１本と、アクチュエータ
よりも基準に近い支持体との間で接続されている。この支持体は第３アクチュエータで基
準に対して作動される。これら３つのアクチュエータは結合され、接続要素の３つの自由
度にパワー供給する。これらジンバルは結合され、接続要素をパワーフリーの状態で維持
する。
本発明のさらに別実施例は特定の地点で信号を発生させるための装置である。この装置は
両方とも同じケーブルで基準に接続された１対のアクチュエータを含む。両アクチュエー
タを特定の地点に動的に接続するためにリンケージが提供されている。これらアクチュエ
ータは５本のバーリンケージを介して両方とも基準とこの特定地点との間に接続可能であ
る。
本発明のさらに別実施例はフォースを表す信号を発生させるための装置であり、これは実
際にはバーチャルスイッチである。この装置は、ユーザ基準フレームに対するユーザ基準
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ポイントの位置を表す信号を受信する受信機と、非ローカル基準フレーム、この非ローカ
ル基準フレームに対するユーザ基準フレーム、及び、この非ローカル基準フレームに対す
るスイッチタイプでスプリングタイプの要素を含む非ローカル環境のアレンジの表現体を
保存するためのモデルとを含む。
この非ローカル環境に対するユーザ基準ポイントの位置を比較するためにコンパレータが
提供されている。フォースを表す信号を発生させるためにはフォース発生機が提供されて
いる。フォース信号は非ローカル環境に対するユーザ基準ポイントの位置と、一連のフォ
ースルール（rule）とに基づいている。フォースルールは、スプリングタイプ要素の歪め
られた形態を表示するユーザ基準ポイントの位置信号に対応して、スイッチのアウトプッ
トフォースを特定するスプリングフォースルールを含む。このスイッチアウトプットフォ
ース信号は非リニア関数で特定される。従って、現実的なバーチャルスイッチが提供され
る。本発明はフォースを表す信号とフォースルールのセットとに基づいて非ローカル環境
の表現体を変更させるオペレータをも含む。例えば、スイッチの表現体は非ローカル環境
での位置を変化させる。
本発明の別好適実施例はフォースを表す信号を発生させるための類似装置であり、非ロー
カル環境は、その領域面に垂直方向であるフォースに対応してその断面積を変化させるタ
イプの要素を含む。このような要素は”ダイアゴナル（diagonal）”タイプの要素と定義
される。このような要素はブリストル（bristle）なブラシ（筆）あるいはスポンジを含
む。前記のバーチャルスイッチ実施例と類似したこのような実施例で、このフォースルー
ルは、ダイアゴナルタイプ要素の歪んだ形状を表示するユーザ基準ポイントの位置信号に
対応して、ダイアゴナル要素アウトプットフォース信号を特定するスプリングフォースル
ールを含む。これは、歪みつつあるブラシの剛質部分をプッシュする際にユーザが得る感
覚をシミュレートできる。フォース信号に基づいて非ローカル環境への変化を計算するオ
ペレータは、前記のダイアゴナルタイプ要素の選択領域の断面積の表示変化を特定する。
非ローカル環境は、作画用基板に押し付けられたときに絵の具が付着したブラシが提供す
るマークに類似した、ダイアゴナルタイプ要素の選択領域の断面積の表示をも含むことが
できる。この装置はこの表示を長期に保存するための保存手段をも含むことができ、ユー
ザが加えた力に基づいて変化する太さを有した着色線を保存することができる。この非ロ
ーカル環境はまたブラシの異なるサイズ、剛性、及び形状に類似した複数のそのようなフ
ォースルールをも含むことができる。
本発明の別好適実施例において、フォース発生機は非ローカル環境に対するユーザ基準ポ
イントの位置の時間記録に基づいてフォースを発生させることができる。このフォースル
ールは、ユーザ基準ポイントの時間ポジション変化を示すユーザ基準ポイントの位置信号
の時間記録に対応したフリクション（friction）アウトプットフォース信号を特定するフ
リクションタイプのルールを含む。
本発明の別好適実施例は前記実施例に類似している。非ローカル環境は基準ポイントがそ
の上を移動する作図用基板の表現体を含む。フォースルールは、移動する基準ポイントの
ためのルールを特定するのではなく、基板のためのフォース発生ルールを特定する。フォ
ース発生機は、非ローカル環境に対するユーザ基準ポイントの位置と、一連のフォースル
ールに基づいてフォースを表す信号を発生させるために提供されている。これらルールは
作図用基板－フォースルールを含んでおり、作図用基板タイプ要素の歪んだ形状を示すユ
ーザ基準ポイントの位置信号に対応して、作図基板アウトプットフォース信号を特定する
。この装置はさらに、フォースを表す信号と一連のフォースルールに基づき、非ローカル
環境の形態の表現体に変化を与える非ローカル環境反応計算機を含むこともできる。作図
用基板タイプ要素ルールは作図用基板タイプ要素の選択領域の表面形状の表示体での変化
を特定する。基板の表面の肌合を非ローカル環境に含ませたり、波打ち壁としてモデル化
が可能である。
本発明の別好適実施例は第１ユーザローカル環境における装置とユーザとの間でのフォー
スの物理的交換のための方法であり、ユーザの身体部分への物理的接続のための接続要素
と、この接続要素と基準との間のリンケージとを有した前述装置の提供ステップを含む。
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このリンケージは基準に対して接続要素の少なくとも３つの独立自由度にパワー供給する
パワー手段と、接続要素の少なくとも１の独立自由度をパワーが供給されない状態で維持
する維持手段とを含む。この方法はまた、ユーザの身体部分にその接続要素を接続し、接
続要素のその少なくとも３つの独立自由度にパワー供給するステップを含む。
本発明の別好適実施例は、例えばバーチャルペイントブラシ等のフォースを表す信号を発
生させるための方法である。この方法は、ユーザ基準フレームに対するユーザ基準ポイン
トの位置を表す信号を受信するステップを含む。別ステップは、非ローカル基準フレーム
、その非ローカル基準フレームに対するユーザ基準フレーム、並びに、その非ローカル基
準フレームに対するダイアゴナルタイプでスプリングタイプの要素を含む非ローカル環境
の形態の表現体を保存する保存ステップである。ユーザ基準ポイントの位置は非ローカル
環境に対して採用される。非ローカル環境に対するユーザ基準ポイントの位置と一連のフ
ォースルールとに基づいて、フォースを表す信号が発生される。フォースルールは、ダイ
アゴナルタイプ要素の歪んだ形状を示すユーザ基準ポイントの位置信号に対応してダイア
ゴナル要素アウトプットフォース信号を特定するスプリングフォースルールを含む。非ロ
ーカル環境の形態の表現体は、フォースを表す信号と一連のフォースルールとに基づいて
変化される。ダイアゴナル要素スプリングタイプルールはダイアゴナルタイプ要素の選択
領域の断面積の表現体変化を特定する。
【図面の簡単な説明】
本発明のこれら及び他の特徴、アスペクト、並びに利点に関しては、以下の詳細な説明、
請求の範囲、及び添付の図面からさらに理解が進むであろう。
図１は本発明の１好適実施例の一部を表す斜視図であり、３つのパワード及び追尾動作自
由度（three powered and tracked freedoms of motion）を有した装置を提供する３つの
アクチュエータと１つのリンケージとを示している。この装置はさらに、３つのモーショ
ン自由度を有するユーザ接触アセンブリをも含む。
図２Ａは本発明の１好適実施例の一部を表す斜視図であり、ユーザの指が接触している３
つのフリーデグリー自由度のジンバルとシンブルとを示している。
図２Ｂは本発明の１好適実施例の一部を表す斜視図であり、ユーザ接続要素の回転アスペ
クトを測定可能とさせる軸を示している。
図３は図１に示す本発明の実施例の逆方向斜視図であり、１つのアクチュエータが取り外
されている。
図４はキャプスタンとケーブルとを介してディスクに接続されたアクチュエータの斜視図
である。
図５は略式ブロック図であり、インターフェースと非ローカル環境に対する人間オペレー
タとコンピュータコントロールシステムとの間の信号交換を示している。
図６はユーザに３つのフリーデグリー自由度で掴ませるためのスタイラスアレンジを有し
た本発明の１実施例の一部を斜視図で示している。
図７はユーザに２つのパワーが供給されていない自由度と、１つのパワーが供給された自
由度で掴ませてトルクを発生させるためのハンドルインターフェースを有した本発明の１
実施例の一部を斜視図で示している。
図８はユーザに１つのパワーが供給されていない自由度と、２つのパワーが供給された自
由度で、ワンド（wand）に沿った多様なポイントにおけるバーチャル物体との接触をユー
ザに感じさせるワンドインターフェースを有した本発明の１実施例の一部を斜視図で示し
ている。
図９Ａは図１に示す本発明の１実施例のワークスペースの略図である。
図９Ｂは図１に示す本発明の１実施例のワークスペースの略図である。
図１０Ａは図１と図３とに示す本発明の実施例の側面図であり、ユーザ接続アセンブリと
、ホームポジションにあるアクチュエータとを示している。
図１０Ｂは図１と図３とに示す本発明の実施例の側面図であり、１つのアクチュエータが
ホームポジションにあり、他方はそこから移動している様子を示している。
図１０Ｃは図１と図３とに示す本発明の実施例の側面図であり、他方のアクチュエータが
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ホームポジションにあり、図１０Ｂでホームポジションにあった一方は移動している様子
を示している。
図１１は３つのジンバルアセンブリに接続されたユーザの指の斜視図であり、各装置の残
部は図示されていない。
図１２はブロック図であり、バーチャル環境をコントロールする本発明装置の１実施例の
要素を略式に示している。
図１３はバーチャル環境のコントロールのための本発明の方法実施例のフローチャートで
ある。
詳細な説明
本発明は、現実あるいはバーチャルである”非ローカル”環境とのインターアクトに使用
可能な装置を含む。このバーチャル環境とは典型的なコンピュータデータ処理タイプでも
、一般的とは言えないような特殊タイプのものであってもよい。
１実施例においては、ユーザの指と係合するシンブルが提供されている。このシンブルは
リンケージを介して支持されており、３つの動作自由度が全て”非パワード（unpowered
）”状態のユーザの指に提供されている。非パワードまたは”パワーフリー（free of po
wer）”とはそれらがパワー供給されていないこと、あるいはこれら自由度を介してモー
ション（motion）に対していかなる抵抗（例えば、フリクションまたはダンピング）がな
いことを意味している。（これら非パワード自由度を介した動作の位置または地点は追尾
されても、あるいはされなくともよい。追尾されなければ、本文中では”フリー”である
という。）この実施例においては、リンケージは３つの追加的モーション自由度が”パワ
ー供給される（powered）”ようにアレンジされる。”パワー供給される”とは、非ロー
カル環境での条件によりこの装置がこれら自由度を介して動作に抵抗するか、または動作
をアシストする能力を有している（力が加わっている状態）ことであり、典型的には、こ
れら３つの自由度に関するユーザの動作を追尾する。
普通では望ましくはないが、パワー供給されてはいるが追尾されていない（非追尾：untr
acked）自由度を有することは可能なことである。従って、その実施例は説明しない。
本明細書と請求の範囲とを通じて、”非ローカル環境”とはユーザが存在する環境ではな
い環境のことである。非ローカル環境とはバーチャル環境でも、コンピュータ発生環境ま
たはコンピュータ在住環境でも、あるいはスレーブ機械の環境でもよい。例えば、医師と
同じ部屋にいる患者体内のスレーブ機構を操作することは、通常の意味においては実質的
に”ローカル”と判断されよう。しかし、医師はマスター機械とスレーブ機械との間の接
続を介して作動するスレーブ機械ではなくてマスター機械を操作する。従って、患者体内
の環境は、医師との物理的近距離にもかかわらず”非ローカル環境”である。
本発明は２人（または３以上）の人間オペレータでも使用が可能であり、各々は異なる物
理的インターフェースに係わる。各オペレータのインターフェースは本発明によってコン
トロールされ、別オペレータの環境において、そのオペレータによって実施されたフォー
スとモーションとに対応したフォースとモーションとを発生させ、さらに、そのインター
フェースに対して”ローカル”である環境においてそのオペレータによって実施されたモ
ーションとフォースとをトラッキング（tracking）する。従って、それら２人のオペレー
タは互いに”バーチャル”接触が可能であり、各インターフェースは通常の”スレーブ”
及び”マスター”として機能する。
”非ローカル環境”相の別意味は、データを表現するコンピュータ発生環境である。必要
条件ではないが、そのデータは自身で物理的状況を表すことができる。例えば、毎日の平
均気温等の上下する数字のインデックスを反映するデータは、線グラフとして表すことが
できる。この非ローカル環境はデータの上昇／下降グラフである。この上昇下降グラフは
ユーザにより”感知”及び”審査”可能であり、このことはコンピュータメモリに表され
ている他のバーチャル物体が感知されるのと同じことである。
図１に示すように、ユーザ接続要素２００はリンク１０２の端部に搭載されている。ユー
ザ接続要素２００はジンバルアセンブリであり、リンク１０２の延長として定義される軸
Ｇ1周囲で自由回転し、フリクション（摩擦）のないベアリング１０３を介在させて搭載
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されている。ジンバル（ユーザ接続要素）２００は図２Ａでさらに詳細に示されている。
シンブル２０２は４半形ジンバル２０４で支持されており、エンド（４半形）ジンバル２
０４のに接続するバレル部２０６を通過する軸Ｇ3周囲でスピン可能である。それを介し
てシンブル２０２が搭載されているベアリング２０３は実質的にフリクションを発生させ
ない。４半ジンバル２０４自体もフリクションがないベアリング２０５を介して別４半ジ
ンバル２１０のバレル部２１２に接続されている。エンドジンバル２０４はバレル部２１
２を通過し、シンブル２０２内で軸Ｇ3と交差する軸Ｇ2周囲を自由回転可能である。ジン
バル２１０、エンドジンバル２０４、及びシンブル２０２で構成されているジンバルアセ
ンブリ２００全体は、ジンバル２１０のバレル部２１４を通過する軸Ｇ1周囲を自由回転
可能である。実質的に、軸Ｇ1は他の２軸Ｇ2とＧ3とユーザ基準ポイントで交差する。従
って、ユーザがシンブル２０２に指を挿入すると、ユーザはその縦方向、すなわち軸Ｇ3
周囲に指を回転させることができる。さらにユーザは軸Ｇ1周囲に指の根元をスイングす
ることができ、手の平を下側に向けた状態で外側に広げた手の親指と小指との間に広がる
平面を移動させることができる。同様に、ユーザは手の平と甲との間の平面にて軸Ｇ2周
囲にその指の根元をスイングできる。これらの動作自由度はユーザの指２００２のオリエ
ンテーションを１独立基準フレーム（reference frame）あるいは”基準（ground）”に
対して説明するものであると考えられる。
本発明の１アスペクトは、ユーザの指先と現実との多数のインターアクションを実現する
ことであり、その環境は前記定義の指のオリエンテーションに関する自由度を介して動作
に抵抗しない。さらに、これらの自由度に対するユーザの指の位置はその環境のユーザに
よる感知に関係がなく、ユーザの指の動きに対するその環境の反応にも関係がない。本質
的には、その指は外世界と１点でインターアクトする。従って、これら自由度を積極的に
パワー供給することは必要がなく、場合により、これら自由度を介したユーザの動作を追
尾したり、これら自由度と協調させたりすることは不要である。典型的な１実施例におけ
るパワー供給された動作自由度と、非パワード自由度とによって特徴付られる装置の簡単
な説明の後に、本発明のこのアスペクトを以下においてさらに詳細に解説する。
説明は、足、腕、舌、頭、尻等を含むユーザ身体部分の他の全ての部分と、３つのパワー
ド自由度で３つの非パワード自由度との組合せ以外のパワード自由度と非パワード自由度
との組合せにとの間のインターアクションにまで及ぶ。１身体部分を使用したコンピュー
タとのインターフェースに加えて、例えば、下半身マヒの場合等ではユーザは口を含む身
体開口部を使用する必要が生じるかも知れない。さらに説明はポイントタイプ器具（鉛筆
、スタイラス、スカルペル等）とそれらの環境との間のインターアクション、並びに、ラ
インタイプ器具（例えば、ラットテールファイル、剣、杖）とそれらの環境との間のイン
ターアクションにも及んでいる。
図１に示すように、ユーザ接続ジンバル２００はペアとなった平行リンク１０６と１０４
とにヒンジ（蝶番接続）されているリンク１０２上で自由回転式に支持されている。ヒン
ジ体１０８と１１０とはリンク１０２を可能な限り摩擦を発生させないように平行リンク
１０４と１０６とにそれそれヒンジ接続している。リンク１０４と１０６とは、図１の破
線で部分的に示されており、以下でさらに詳述する機構を介してディスク体１１２に接続
されている。
ディスク体１１２はフレーム体１１４を介してベース部１１６に支持されており、ベース
部自身は基準されたサポート体１１８に支持されている。ベース部１１６とフレーム体１
１４とは固定されており、軸Ｂ1周囲を角度θ1Bで共回転する。図１には図示されていな
いが、それら両方を回転式に支持するようにベアリングが提供されている。このベアリン
グもまた可能な限りフリクションがないものである。
図示されていないが”基準”は基準フレームとして作用するアイテムであり、基準に対し
てユーザ接続要素の全動作と位置とが計測される。図示の実施例において、接続要素はシ
ンブル２０２である。多くの適用例では、基準は地上に対して、またはユーザのローカル
環境に対して固定されている。従って、基準は床、壁または家具に対して固定が可能であ
る。しかしこれは必須要件ではない。ユーザの別身体部分を基準とすることも可能である
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。例えば、ユーザの頭、尻または胸を基準とすることができる。基準自体は、水中または
液中のブイ、漂う風船、移動する自動車のような”漂流体”であってもよい。重要なこと
は、基準とは基準フレームであり、それに対する接続要素の動作と位置とが計測されるこ
とである。
フレーム体１１４とベース部１１６とを介した基準サポート体１１８への接続によって、
軸Ｂ1周囲のジンバルユーザ接続アセンブリ２００の動作が可能となる。ジョイント部（
ヒンジ体）１０８と１１０とはヒンジされており、ジンバルアセンブリ２００をアーク状
ではなく、直線的、例えば、図３のように軸ｙに沿って移動させることも可能である。
軸Ｂ1周囲のベース部１１６の動作に関しては、制約にも、コントロールにも、パワーア
シストにも言及してこなかった。しかし、１好適実施例においてはアクチュエータ１２０
が提供されており、軸Ｂ1周囲の動作を積極的にコントロールする。（本文中の”アクチ
ュエータ”とはモータユニットか、または他のフォース発生手段のことである。必須では
ないが、しばしばアクチュエータにはエンコーダが装備される。）簡単に説明すれば、ア
クチュエータ１２０は本体１２２と、キャプスタン１２４が搭載される回転軸（図示せず
）とを有している。アクチュエータに電流が流されると（配線は図示せず）、キャプスタ
ン１２４は本体１２２に対して軸上でスピンする。本体はサポート体１２５に回転式に固
定され、サポート体は基準サポート体１１８に固定されている。よって、キャプスタン１
２４は基準に対して回転し、本体は固定されたままである。ケーブル１２６はキャプスタ
ン周囲に巻き付けられており、いずれかの端部でベース部１１６に係留される。ケーブル
は、キャプスタン１２４が回転するとき、キャプスタンがケーブル１２６をその周囲で引
っ張るように提供される。従って、フレーム体１１４と前述のアセンブリ全体も軸Ｂ1周
囲を回転する。よって、トルクがベース部１１６にかかることになる。
アクチュエータ１２０はポジジョンセンサー能力をも提供する。典型的には、アクチュエ
ータ１２０は、キャプスタン１２４と本体１２２との間の相対的回転ポジションを継続的
に追尾する通常のポジションエンコーダを含む。よって、適切な図形（geometrical）分
析が提供されれば、軸Ｂ1周囲のベース部１１６の位置は決定可能となり、その位置信号
はエンコーダによって発生が可能となる。エンコーダの代用にポジショントランスジュー
サ（transducer）を使用することができる。例えば、ポテンショメータ（potentiometer
）、リゾルバー（resolver）、ホール効果センサー（hall effect sensor）等でよい。
以下においてさらに詳細に説明するように、アクチュエータ１４０は、ディスク体１１２
の中心を通過する軸Ｂ2周囲でリンク１０６にトルクを発生させるように追加提供される
。追加アクチュエータ１４０はケーブル１３６を介してディスク体１１２と接続され、軸
Ｂ2周囲のアクチュエータの位置を継続的にトラックするためにエンコーダ（図示せず）
を含むこともできる。
さらに、第３アクチュエータ１３０が同一ケーブル１３６を介してディスク体１１２と接
続され、軸Ｂ2周囲でリンク３５６にトルクを発生するようにアレンジされる。アクチュ
エータ１３０は軸Ｂ2に対して別ヒンジジョイント体（３５２、図３、１０Ａ。図１には
図示せず）の回転位置を継続的に追尾するためのエンコーダ１３１をも含む。リンク１０
６、１０４、及び３５６と、ヒンジジョイント体１１０と１０８との間にあるリンク１０
２の部分１０１との図形化によって、軸Ｂ2に対するヒンジジョイント体３５２のこの位
置を継続的に追尾することは、軸Ｂ3に対するヒンジジョイント体１０８のポジションを
継続的に追尾することと同じことである。これは、２つのヒンジジョイント体１１０と１
０８との間の距離が知られており、この場合にはヒンジジョイント体３５２と軸Ｂ2との
間の距離に等しく、さらに、リンク１０４と１０６のアレンジが知られており、この場合
には平行状態であり、リンク３５６とリンク１０２の部分１０１の場合と同様だからであ
る。
前記の実施例ではリンク１０６と１０４とは平行であるが、その必要はない。同様に、リ
ンク１０１と３５６も平行である必要はなく、同一の長さである必要もない。必要なこと
はそれらの相対的な長さが知られていることである。ヒンジ体はリンク１０４と１０２、
１０２と１０６、並びに１０６と３５６の間に提供される。リンク１０６と３５６とは両
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方とも回転軸棒３５４周囲を回転し、回転軸３５４はディスク体１１２とフレーム体１１
４とに接続されていることで基準に接続されており、フレーム体１１４は基準サポート体
１１８に接続されている。どのリンクを移動させても他の４のリンクの動作を規制する。
しかし、リンクの動作は基準に対しては規制されず、回転軸３５４に対して規制される。
従って、このリンケージは５棒タイプリンケージである。あるいは、回転軸３５４はリン
ク１０６あるいは３５６の一方に固定が可能であり、回転ベアリングを介してディスク体
１１２に接続が可能である。
ヒンジ体の相対的位置を知り、装置の図形を知れば、軸Ｇ1、Ｇ2、Ｇ3が交差するシンブ
ル２０２先端内のユーザ基準ポイント２２２の基準に対する位置を正確に特定することが
可能となる。従って、この装置はユーザの指先の正確な位置を決定することができる。
図１、図３及び図１０Ａで図示されているように、アクチュエータ１３０と１４０とは両
方とも１本のケーブル１３６を介してディスク体１１２に接続されている。ディスク体１
１２はフレーム体１１４を介して搭載されており、軸Ｂ2周囲を回転することはできない
。各アクチュエータ１３０と１４０とはそれぞれリンク３５６と１０６とに搭載されてお
り、アクチュエータの本体はそのリンクに対して回転できない。アクチュエータに電流が
提供されれば（配線は図示せず）、本体と、対応キャプスタンとの間、例えば、本体１３
２とキャプスタン１３４との間に相対的回転が発生する。ケーブル１３６はキャプスタン
周囲に巻き付けられており、両端でディスク体１１２に係留され、キャプスタンは回転す
るときアクチュエータをディスク体周囲にてケーブル端のいずれか側に引っ張る。この作
用はアクチュエータと伝達要素の通常の使用態様とは異なる。通常はアクチュエータは静
止状態であり、伝達要素は基準に対して移動する。ケーブル１３６の張力はアクチュエー
タがスリップもバインドもせずにどちらの方向にも移動できるように提供される。図８の
ケーブルの巻き付け形状（キャプスタンとディスク体１１２の周囲）によって、通常の単
純ループ形状の場合よりも低い摩擦で高い張力が得られる。
まずアクチュエータ１３０を考察してみる。アクチュエータ１３０は軸Ｂ2に沿ったディ
スク体１１２の中心を通過する軸３５４周囲をピボットする箱型フレーム３５５の一部で
ある短アーム部３５６に接続されている。短リンク（アーム部）３５６は中心を越えてヒ
ンジジョイント体３５２まで延びており、そこで短リンク３５６は長リンク１０４にヒン
ジ接続される。短リンク３５６は部分３０１を含み、部分３０１は回転軸３５４からヒン
ジジョイント体３５２に延びている。リンク１０４はリンク１０２に接続されており、リ
ンク１０２からはジンバルユーザ接続アセンブリ２００が懸垂式に提供されている。
４つのリンク３０１、１０１、１０６、及び１０４が名目上の”ホーム”位置にアレンジ
されて”方形”を形成しているとき（図１０Ａ）、もしユーザがリンク１０２の長軸と一
般的に垂直にユーザ接続アセンブリ２００を移動させ、ヒンジ体１０８をヒンジ体１１０
周囲にアーク状で移動させ、ヒンジ体３５２を回転軸３５４周囲にアーク状で移動させ、
アセンブリ２００を図１０Ｂに示す形状にさせるなら、短アーム体３５６は回転軸３５４
周囲をピボットし、アクチュエータ１３０を他方のアクチュエータ方向に向けてケーブル
に沿って移動させる。アクチュエータ１３０のモーションによって、キャプスタン１３４
とハウジング１３２との間の相対的回転が発生し、軸Ｂ2に対するアクチュエータ１３０
の位置が決定可能となる。アクチュエタ１３０のポジションから、ユーザ基準ポイント２
２２の位置のアスペクトが決定可能となる。
アクチュエータ１３０に電流が流され、ユーザに適用されたトルクがそれに対抗するに不
充分であれば、そのアクチュエータは動くことになる。アクチュエータ１３０のディスク
体１１２周囲のモーションは短アーム体３５６の動作と、短リンク３５６にヒンジ体３５
２でヒンジされたリンク１０４の端部の動作とが発生し、結果としてリンク１０２にヒン
ジされた他端部の動作が発生する。同様に、このような動作はユーザ接続ジンバルアセン
ブリ２００に対応動作を引き起こす。
アクチュエータ１４０も同様に作動する。アクチュエータ１４０もアクチュエータ１３０
を接続している同一ケーブル１３６を介してディスク体１１２に接続されている。アクチ
ュエータ１４０はリンク１０６の１端に搭載されており、リンク１０６はディスク体１１



(16) JP 4550945 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

２の中心にて回転軸３５４（軸Ｂ2）周囲をピボットする。（リンク１０６は”Ｌ”状リ
ンク延長部３０６により、回転軸３５４を越えてアクチュエータ１４０に延びている。）
リンク１０６はヒンジ体１１０を介してリンク１０２の端部に接続されており、リンク１
０２にはジンバルアセンブリ２００が接続されている。従って、図１０Ａに示す、シャフ
ト（リンク）１０２の長方向に一般的に平行である方法にて名目上の”ホーム”位置から
の（図１０Ｃに示す位置への）ユーザ接続アセンブリ２００の動作は、リンク１０６のヒ
ンジ体１１０を回転軸３５４周囲に一般的にアーク状で動かす。この結果、アクチュエー
タ１４０はディスク体１１２周辺を引かれ、アクチュエータ１３０から離れる。アクチュ
エータ１４０のエンコーダ１４１は軸Ｂ2周囲のその位置を決定できることになる。この
ポジションから、ユーザ基準ポイント２２２の位置のアスペクトが決定可能となる。
同様に、もしアクチュエータ１４０に電流が流されれば、アクチュエータ１４０はディス
ク体１１２周辺を移動せられ、ジンバルアセンブリ２００をそのホーム位置から図１０Ｃ
に示す位置へと移動させる。
このように、アクチュエータ１３０、１４０、１２０に接続されたエンコーダ１３１、１
４１、１５１の各々によって発生される位置信号を、様々なリンクの周知図形の組合せと
合わせて考察すれば、ユーザ基準ポイント２２２の基準に対する正確な相対位置が、軸Ｇ
1、Ｇ2、Ｇ3が交差するシンブル内に決定可能となる。この位置は本システムの他の部分
でも利用可能である。例えば、コンピュータバーチャル環境に対するユーザの指先マッピ
ング位置の決定に応用できる。さらには、非ローカル環境の位置に対する非ローカル環境
のどの位置にスレーブ装置を移動させるかに関するユーザの意図を決定するのにも使用が
可能である。
前記の実施例は、ユーザの指先に対して３つのパワード、追尾動作自由度と、３つのフリ
ー（非パワード／非追尾）動作自由度とになるリンク構造を利用している。前記同様に、
パワー動作自由度（powered freedom of motion）とは、そのメカニズムがその動作自由
度を利用しようとするユーザの試行に対して抵抗（またはアシスト）を提供できることで
ある。図示の実施例においては、パワー自由度（powered freedoms）は同時に”追尾”さ
れている。すなわち、そのメカニズムはその自由度に対するユーザポジションを同時に継
続トラック可能であることを意味している。非追尾のパワード自由度を有することは典型
的には有益ではないが、パワード自由度は追尾されても非追尾でも可能である。追尾され
た自由度はパワー供給されていてもあるいは非パワードでもよい。図示の例では、パワー
供給された自由度は３つのアクチュエータ１２０、１３０、１４０にて制御され、それら
にはモータとエンコーダとが含まれている。静止基準フレームを基準と考えると、その３
つのパワード自由度は、図３に示す軸ｘ、ｙ、ｚで示される３次元空間内のユーザの指先
位置に関連させて考察することが可能である。
これら３つのアクチュエータ１２０、１３０、１４０のいずれも、軸ｘ、ｙ、ｚに関する
変換（translation）パワード自由度のいかなる随意の組合せを介しても個々には動作に
パワー供給できない。その代わり、それらは共同作用でそのような動作にパワーを供給し
てトラックする。同様に、３つのアクチュエータのいずれもこれら３軸に関する随意フォ
ースベクトルを確立するトルクを個々には提供することができない。これに関しても共同
でそのようなフォースを確立するように作用する。
本例の３つのフリー自由度は静止基準フレームに対するシンブルの回転位置を毎定義する
と考えることが可能である。この回転位置は軸Ｇ1、Ｇ2、Ｇ3が交差するユーザー基準ポ
イント２２２に変換（トランスレート）されたｘ、ｙ、ｚフレームに関して測定される。
この変換基準フレームは図２Ｂにおいて軸ａ、ｂ、ｃで表されている。このような回転位
置は回転のレストポジション、例えば、軸Ｇ1、Ｇ2、Ｇ3が軸ａ、ｂ、ｃとそれぞれ一致
するような位置に関して測定される。これら３軸ａ、ｂ、ｃと３軸Ｇ1、Ｇ2、Ｇ3との間
には相違がある。Ｇ軸は装置に固定されており、ジンバル要素の相対的位置によってそれ
らのオリエンテーションを変える。例えば、もしユーザがシンブルをその先端がリンク１
０２を指すように旋回させれば、軸Ｇ1とＧ3とは一致するであろう。しかし、軸ａ、ｂ、
ｃは常に直交しており、軸ｘ、ｙ、ｚの原点に原点を有する基準フレームに関して同一オ
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リエンテーションに残る。軸ａ、ｂ、ｃの原点は３本のＧ軸が交差するユーザー基準ポイ
ント２２２の変換で移動する。
この例のフリー動作自由度は、軸ａ、ｂ、ｃ周囲のシンブルの回転である。その回転は、
軸Ｇ1周囲の中間四半ジンバル２１２のフリースピンと、軸Ｇ2周囲のエンド四半ジンバル
２０４のフリースピンと、軸Ｇ3周囲のシンバル２０２のフリー回転とを介して提供され
る。これら自由度は指を左から右、手の平から甲、及び、指長軸周囲の指回転の組合せに
対応している。これら自由度のいずれも図１のシステム実施例によっては妨害もアシスト
もされない。
図示の実施例においては、これらいずれの自由度もトラックもパワー供給もされていない
。よって、これら自由度を介したユーザモーションは検出も、記録も、非ローカル環境へ
の伝達も一切されない。その環境がそれらに影響を及ぼすこともない。
本発明の主要アスペクトは、パワー（場合によってはトラックされた）自由度数を物理的
に達成可能な最大自由度数よりも少なく制限することで達成可能である。例えば、モータ
とエンコーダとをジンバルアセンブリの各ジョイント体と回転シンブルとに提供し、シン
バルに６のパワード自由度を提供することは技術的には可能である。しかし、このような
アレンジは欠点を有している。さらに、特にポイントタイプとラインタイプの適用等の多
数の有益な適用において、高フィデリティフォースフィードバックを提供する装置の提供
にはさほど多くのパワード自由度の提供は必要ではない。
例えば、ユーザの指先と物理界との間でのインターアクションを考察すると、ほとんどの
インターアクションはポイントタイプインターアクションであると考えられ、実世界では
指にはトルクがかからず、単に１点でフォースベクトルが適用されるだけである。言い換
えれば、ユーザの指が長軸周囲に捻られることのない多くのインターアクションが存在す
る。同様に、指の長軸に直交する２直交軸周囲において無視できる程度のトルクが適用さ
れるような多くのインターアクションが存在する。さらに、指は１端で固定されており、
これら２軸のいずれの周囲においても自由に回転できない。これら２軸に関して提供され
たいかなる限定トルクもフォースとして忠実にモデル化可能であり、手の平から甲、親指
から小指、またはそれらの組合せのラインに沿っての方向付けが可能である。前記の考察
はボタンを押したり、ループを引っ張ったり、物体を押したり、探索したり、親指と他の
指との間で物体を持ち上げたり、タップしたり、引っ掻いたり等に対して適用される。
同様に、そのようなポイントタイプインターアクションに対しては、指先の変換位置が重
要であるが、指の回転ステータスは関係しない。もしユーザが単純ボタンを押せば、ユー
ザがボタンに指先の肉部分で接触しようが、爪部分で接触しようがそのボタンは同じよう
に押されるであろう（摩擦は無視する）。同様に、ボタンは指先の角度や左右（親指から
小指）、上下（手の甲から手の平）には関係なく押される。
物理的環境はしばしばそのような自由度に影響を及ぼさないので、このシステムがユーザ
の指のそのような自由度及びユーザ接続要素２０２に影響を及ぼすことができる必要性は
ない。同様に、物理界はそのような自由度に対する位置に関わりなくユーザ活動に対して
同様に反応するので、このシステムはそのような自由度に対する位置を追尾する必要はな
い。しかし、ユーザ接続アセンブリ２００の本質的に摩擦のないジョイント体とジンバル
とに提供されるそのような自由度を入手できることは重要である。
今日まで、ほとんどの周知システムは、経験される自由度（典型的には剛体に対して６）
全部に対してパワートラックコントロールを提供しようと試みたか、または、例えば１軸
周囲の回転を制限することで、利用可能な自由度数を限定しようと試みてきた。
最大数の自由度に対してパワー供給され、追尾されたコントロールを提供するには多数の
アクチュエータが必要となる。アクチュエータは比較的に重くて通常は高価である。それ
らの制御には追加的コンピュータパワーとプログラムとが必要である。追加アクチュエー
タとの連絡には追加的伝達手段が必要である。それらの重量はカウンタバランスされねば
ならず、あるいは、何等かの方法で対処され、ユーザにそれらの存在を察知されないよう
にしなければならない。
これらによって装置の複雑さが増加し、容積が増大する。さらにユーザの動作に対する対
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応を遅らせ、望むものよりも狭いバンド幅となる。
３つの自由度のみにパワー供給し、図１に示すようなアレンジを使用することには別な利
点もある。ここではユーザ基準ポイントは装置に接続されたユーザの身体部分にあり、こ
の場合はシンブル内の指にある。このアレンジによってユーザはシャープで小さな物体を
感じることができる。ユーザの触覚は増強される。なぜなら、装置は接触ポイントがユー
ザの身体部分内にあるかのように作用するからである。この効果は、大きなグローブを取
り去り、物体に皮膚面で接触することで達成される増強された触覚鋭敏度と同じである。
異なる点は、この場合にはその触覚感度が、皮膚と妨害肉部とを介して仲介されるフォー
スではなく、あたかもユーザの筋肉と骨とが直接的にフォースを交換しているかのように
増強されることである。
以上、本発明の１好適実施例を説明してきたが、その一般的な特性は以下で説明されてい
る。これら一般的な特性は多様な態様にて達成可能であるが、それらは全て「請求の範囲
」に属するものである。
アクチュエータは再現が求められるタイプの非ローカル環境を模擬あるいはシミュレーシ
ョンするフォース（物理力）を創出できるサイズにて提供されなければならない。この装
置は、ユーザがアクチュエータを飽和状態とせずに表面剛性を経験できるだけの充分に大
きなフォースを発生させるものでなければならない。この提供によってユーザは壁を不動
であると感じることができる。大きな最大フォースは衝撃フォースをさらに正確に表示さ
せる（例えば、スレーブ装置が壁を叩くとき）。装置が発揮可能な最大フォースは、装置
特有なバックドライブフリクション（back drive friction：以下にて説明）に関しても
検討されなければならない。バックドライブフリクションに対して発揮可能な高比率の最
大フォースを有することは望ましい。なぜなら、高比率は装置が発揮できる大力学範囲の
フォースに変換されるからである。
１例として、人間の人差指が発揮できる平均最大フォースは約５０ニュートン程度であり
、過去の研究によれば、遠隔ロボットハンドマスターに対しては４０ニュートンが適切な
設計最大値であるとされている。一般的な解説には、Ｐ．Ｈ．スッター、Ｊ．Ｃ．イアト
リディス、Ｎ．Ｖ．タコールの「遠隔操作における指への反映－フォースフィードバック
に対する反応」（ｐｒｏｃ．／ナスダ会議／「スペース遠隔ロボット」ページ６５－７４
、ＮＡＳＡ ＪＰＬ１９８９年１月）参照。しかし、低フォース能力でも充分に目的を果
たすことが発見された。例えば、最大フォースが８ニュートンしかないアクチュエータが
剛体壁のイメージを創出するに使用が可能であることが発見されている。
カウンターバランスシステムの一部として作動するアクチュエータを有した前記実施例に
対して、小型アクチュエータの使用でも素早い反応と、広いバンド幅と、さらにフレキシ
ブルなカウンターバランスが提供可能である。さらに、ユーザに対する危害や不快感のリ
スクをも低減している。小型アクチュエータの使用はさらに、バックドライブフリクショ
ンを低減し、装置の慣性力を減少させるという２の望ましい追加的設計基準を満たしてい
る。
装置は可能な限り低いドライブフリクションを有するものでなければならない。フリクシ
ョンは装置がユーザに与えようとする（反映させようとする）フォースにノイズを加える
。さらに、非ローカル界が不自然であるという感覚をユーザに提供する。大きなフリクシ
ョンはユーザを疲労感をも与える。前述のように、バックドライブフリクションに対する
最大フォースの比が可能な限り高くて幅広い力学的範囲が提供されることが望ましい。従
って、特に、必要とされる最大可能フォースが小さいことも望ましいため、フリクション
は可能な限り小さいことが望ましい。典型的な装置においてはフリクションは少なくとも
次の３発生源から生じる。すなわち、構造体のベアリングと、アクチュエータからリンケ
ージへのトランスミッションと、アクチュエータ自体とからである。ベアリングとトラン
スミッション内のフリクションは非常に低く抑えることができる。従って、アクチュエー
タ技術では達成可能なフリクション下限と、バックドライブフリクションに対する最大フ
ォース比の上限とが設定される。フリクションフォースに対する最大フォース比はアクチ
ュエータの選択によって定まるが、フォースの特定作動範囲はトランスミッション比によ
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って決定される。
装置は低慣性力のものでなければならない。装置の慣性はユーザが一定速度で動いていれ
ば大きな問題とはならない。しかし、ユーザが加速したり減速するとき、システムの慣性
力はユーザに対して外部質量による不快感をユーザに与えるであろう。さらに、装置の慣
性力は装置の命令に対する反応バンド幅をも制限する。典型的には、全ての装置は小さな
フォースをスロースピードで提供することができ、あるいは、一定状態で提供することが
できる。よって、本装置の特徴は、バンド幅を決定する比較的に大きなフォースを素早く
提供する能力である。指操作式インターフェースにおいて、ユーザが感知する見かけの質
量が１００ｇ以下に抑えれらていることが望ましい。ユーザが感じる見かけの質量は構造
体の慣性とモータの反映慣性（reflected inertia）とに比例的に関係している。モータ
装置の反映慣性はトランスミッション比、Ｎ、２乗に比例する。
装置は作動空間内の全ポイントにおいて静的にバランスされていなければならない。フリ
クションの場合と同様に、装置のアンバランス部分に作用する重力によって発生する外部
フォースは、ユーザが経験するフォースを汚染するかも知れない。さらに、フォースの度
重なるオフセットはユーザを急速に疲労させる。機械的構造のアンバランスの積極的な矯
正は可能であるが、このことはシステムのアクチュエータの力学的範囲の犠牲を伴う。基
準に対して広範囲なオリエンテーションでバランスを維持することが望ましい。例えば以
下で説明するように、図１に示す本発明の実施例は、ベース部１１６がユーザ接続ジンバ
ル２００の重力的上方であろうと重力的下方に位置していようと１０ｇ以内で静的にバラ
ンスされている。
いくつかの理由により、トランスミッションにはバックラッシュはほとんど発生すべきで
ない。まず、装置のユーザ基準ポイントの位置はアクチュエータの位置から計算されるも
のであるならば、計算された位置の誤差は最低でもトランスミッションのプレーに等しい
であろう。次に、バックラッシュはモータからユーザ接触アセンブリへ伝達されるフォー
スを断絶させる。バックラッシュゾーン内にあれば、ユーザはトランスミッションの他方
端部のモータ負荷を感じない。しかし、ユーザあるいはモータが装置をバックラッシュゾ
ーンから移動させるとき、モータは再度係合するので、過渡的ショックが発生する。バッ
クラッシュによって導入される非直線性もまたサーボアルゴリズム（servo algorithm）
を脱安定化させる傾向にある。
指の位置の細かな変化も人間のユーザには容易に察知される。０．０１インチ（０．２５
４ｍｍ）以下程度の位置変化でさえも感知され、よって許容できない。さらに、トランス
ミッションでのバックラッシュによって創出されるフォース非直線性はモデル化すること
が困難であり、フォースコントロールを困難にする。従って、バックラッシュがゼロであ
るシステムが使用されるべきである。
構造、トランスミッション、及びサーボコントロールループのスティッフネス（安定度：
stiffness）は装置全体のスティッフネスとバンド幅とを決定する。構造とトランスミッ
ションとのスティッフネスは非常に高くすることが可能である。従って、開示された装置
の限定スティッフネスはサーボループであると言える。
安定サーボループで達成可能な最大閉鎖ループスティッフネスは、装置の慣性、装置に提
供されるユーザの指のインピーダンス、トランスミッション比、サーボレート（servo ra
te）、及びエンコーダ解析能力の関数である。典型的にはトランスミッション比はこれら
ファクターのうちで変化させるのに最も容易なものである。
最後に、装置の位置解析度は２つの理由で高くなければならない。まず、高解析度は装置
にバーチャル環境のさらに正確な位置情報を反映させる。次に、エンコーダの解析度は、
閉鎖可能なコントロールループのスティッフネスに制限を設定し、同様に、粘性／慣性で
ある効果の発生を制限する。
前述の本発明の１好適実施例は前述の触覚システムの相反する特性要件をクリアしている
。その装置は３つのパワード、追尾動作自由度と、３つのフリー動作自由度とを使用して
いる。前述のように、このような装置は広範囲な指活動のため、ユーザの指先と現実との
間のインターアクションを忠実に提供する。装置は装置ジョイント部にかかるトルクを発
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生させるためにモータを使用し、ユーザの指とのデカルトフォースベクトルを発生させて
抵抗することができる。図５で略式に示されているデータ処理ユニットはデカルトフォー
スベクトルにヤコビ（関数）行列式の転置（transpose）を掛けて必要なモータトルクを
算出する。これはシステムのジオメトリとアクチュエータの位置とに基づき、ユーザ基準
ポイント２２２でモータトルクをフォースに関連させるものである。
アクチュエータのサイズ決定には、ワークスペースの範囲、すなわち、リンク１０６、１
０４、及び１０２の長さが選択されなければならない。前述の実施例に対しては、装置は
使用中のユーザの手首の位置より一般的に上方に位置した第１起動（actuated）ジョイン
ト部を有しており、他要素のサイズは、装置のワークスペースを越えることなく、ユーザ
に手首、指の付け根、及び指関節の移動を最大限度まで許容するものである。ベースディ
スク部分１１６は４．５インチ（１１．４３ｃｍ）の直径を有している。ディスク体１１
２は３インチ（７．６２ｃｍ）の直径を有している。軸Ｂ2とヒンジ体１１０との間のリ
ンクの長さは５．５インチ（１３．９７ｃｍ）であり、ヒンジ体１１０とユーザー基準ポ
イント２２２との間のリンクの長さは５．５インチ（１３．９７ｃｍ）であり、ヒンジ体
１１０と１０８との間の距離は１．２５インチ（３．１７５ｃｍ）である。望む動作範囲
と、望む最大発揮可能フォースと、トランスミッション比とを有したアクチュエータに関
して、そのアクチュエータに対する必要最大トルクが見つけられる。１３０ｇの重量を有
し、最大トルクが２４ニュートン－ｃｍである適したアクチュエータの例は、スイスのマ
キソンインク社の”ＲＥ２５－０５５－３５ＥＢＡ ２０１Ａ”である。そのモータは、
無鉄アーマチャ技術（ironless armature technology）を採用しており、トルクの乱れ（
リップル：ripple）とアーマチャ慣性力とを減少させている。この選択されたアクチュエ
ータとの使用に適した高解析エンコーダは２，０００カウント／回転を提供する。この１
例はカルフォルニア州パロアルトのヒューレットパッカード社のモデル５３１０である。
一般的に、利用可能なギア減少（reduction）トランスミッションは前述のごとく望む値
よりも大きなバックラッシュの影響を受ける。場合によっては”ダイレクトドライブ”技
術が使用可能である。しかし、これには高いストールトルク（stall torque）を備えたモ
ータの使用が必要となる。これには非常に大きくて重いモータの使用を要し、結果として
慣性と容量とが増加する。よって、ユーザの指と物理界とのインターアクションをシミュ
レーションするシステムに対しては、ダイレクトドライブシステムは欠点を有している。
しかし、多数の部分、例えば、ユーザの握り拳や足とのインターアクションのシミュレー
ションにはダイレクトドライブ技術が適していることがある。
ケーブルトランスミッションは非常に小さなフリクションでゼロバックラッシュ特性を提
供可能であり、トランスミッションリダクション（reduction）をも提供することができ
る。バックラッシュはケーブルをプレテンション（予備緊張：pretension）させることで
ゼロとすることができる。ケーブルトランスミッションの使用にはいくつかのファクター
の考察が必要である。ケーブ配線はモータとキャプスタンベアリングの放射フォース（ra
dial force）が最低限であることを条件とする。プリー体周囲に１回転以上巻き付けられ
たケーブルは限定されたキャプスタン幅を必要とする。なぜなら、それらはキャプスタン
がスピンするときにキャプスタンを”ウォーク（walk）”するからである。ドライブキャ
プスタンがケーブル上に維持できるテンションすなわち張力は、ドライブはｅμθに比例
しており、このμはケーブルとキャプスタンとの間のフリクションの係数であり、θはケ
ーブルがキャプスタン周囲に巻き付く角度である。
ケーブルは、その周囲にフリクションを発生させず、大きなケーブル疲労なく移動できる
限定された最小プリー半径を有している。例えば、前記実施例での使用に適したサバコー
ポレーション社のＳＴ－２０３２である直径０．０２８インチ（０．７１ｍｍ）のケーブ
ルに対しては、最小半径は０．２インチ（５．０８ｍｍ）である。トランスミッションは
長スパンでの余分なフリーケーブル長を回避すべきである。長いフリーケーブルはトラン
スミッションに追従（compliance）を導入する。さらに、プレテンションされたケーブル
長はエネルギー源として作用し、周波数によっては不都合な共鳴を引き起こす。最後に、
キャプスタンへの螺旋溝の提供は有益である。この提供によりケーブルは毎度同様に移動
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し、相互に摩擦し合うこともない。この螺旋溝はケーブルとキャプスタンとの間のフリク
ション係数を効果的に増加させ、ケーブル疲労を減少させる。これらは両方とも装置に望
ましい特性である。
一般的に図１に示される本発明の実施例は優れたアレンジを提供しており、そのアレンジ
によって本発明の要素は互いにカウンターバランスし、静的なバランスが提供され、慣性
が大幅に低減されている。このアレンジはトランスミッションをも単純化している。軸Ｂ
1に作用するモータ１２０は基準に対して固定されており、よって、装置の慣性を増加さ
せない。しかし、アクチュエータ１２０とトランスミッションの一部を形成するベース部
１１６は軸Ｂ1周囲で装置の慣性を増加させる。従って場合によっては、トランスミッシ
ョンに必要ではないディスク体部分（例えばその半分）を慣性を減少させるために取り去
ることが有利となる。このような形態は全オリエンテーションに対してはバランスされな
い。従って、全ての状況で部分ディスク体を使用することは必ずしも有利ではない。
軸Ｂ2に垂直な平面での動作を協調して起動させる２つのアクチュエータ１３０と１４０
は、このアセンブリの他の部分とのカウンタウエイトとして作用し、それらが構造体をワ
ープスペース内の全ポイントで実質的静的にバランスさせる。（実際にこの装置は全位置
において１０ｇ内で静的にバランスしている。）この形態の１利点は、その静的バランス
の達成を目的として装置に不要な質量を一切追加していないことである。
カウンターバランスを達成するための手段は図１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃに関して見られる
。アクチュエータ１３０と１４０、それらを運ぶリンク３５６と１０６、リンク１０６に
平行なリンク１０４、リンク１０２、及びジンバル式ユーザ接触アセンブリ２００の質量
の中心は軸Ｂ2に残っている。例えば、もしリンク１０６がディスク体１１２に対して固
定されていれば、アクチュエータ１４０もまた固定されている。もし同時に、ジンバルア
センブリ２００が軸Ｂ2周囲にて逆時計回り（図１０Ａの場合）で図１０Ｂの位置へ移動
すれば、リンク１０４と短リンク３５６とは、アクチュエータ１３０がディスク体１１２
と軸Ｂ2との周囲を逆時計回りに引っ張られるように移動する。これらリンクの長さとそ
れら質量は、リンクのジオメトリに規制される所定の相対的位置に対して、質量の中心は
実質的に軸Ｂ2に残るように選択される。
同様に、図１０Ｃに示すような軸Ｂ2周囲で長シャフト体１０６を回転させるジンバルア
センブリ２００の動作は、同軸Ｂ2周囲のアクチュエータ１４０の対応動作を引き起こし
、軸Ｂ2の他方側のそのアセンブリ部分の重量に実質的カウンターバランスする。
前述の別々の２例のカウンターバランスは協調し、ジンバル接続アセンブリ２００のいか
なる動作も両アクチュエータの対応動作によってカウンターバランスされる。
１好適実施例においては、１ケーブル１３６のみが両アクチュエータ１３０と１４０とに
対して使用される。このことは、２アクチュエータに対して１本のケーブルのみを設置し
てプレテンションすればよいという利点を提供する。さらに、そのケーブルはプレテンシ
ョンが最低限の軸負荷と放射負荷とをモータベアリングに加えるように配線される。
両アクチュエータ１３０と１４０とがその上をドライブするドライブキャプスタンと及び
共有されたプリー体１１２の両サイズは複数のファクターで決定される。それらの相対的
サイズはリダクション（減少）比を最低とし、以下の制限を満足させるように選択される
。共有されたプリー体１１２はアクチュエータが接触せずに相互に３０度の角度以内で移
動できるように充分に大きくなければならない。しかし、このプリー体１１２は通常使用
時にユーザの手をブロックするほど大きい必要はない。このプリー体のサイズを小さくし
、２つのアクチュエータと、ベース軸Ｂ1周囲のそれらのトランスミッションとの回転慣
性力を小さくすることが有利である。最低利用サイズ（前述）が０．４インチ（１．０２
ｃｍ）のキャプスタン１４４と１３４、及び半径３インチ（７．６２ｃｍ）のディスク体
１１２を使用すると、ディスク体１１２とキャプスタン（１３４または１４４）とのトラ
ンスミッション比は７．５：１となる。よって、アクチュエータ１３０または１４０に対
して、軸Ｂ2周囲のトルクは、いずれかのアクチュエータによって発生されるトルクより
も７．５倍大きくなる。プリー体１１２のサイズが与えられれば、装置の動作範囲はその
静的バランスが達成されるように調整されなければならない。



(22) JP 4550945 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

同様な考慮が軸Ｂ1に対するトランスミッションサイズの選択に貢献する。図１に示す実
施例においては、２つの理由によって少々大きなリダクション比が使用されている。ベー
ス軸周囲の慣性は他の２軸Ｂ2とＢ3周囲の慣性よりも相当に大きい。ベース軸周囲のバン
ド幅が他の２軸周囲のバンド幅に対抗できるよう、その大きな慣性に対して大きなリダク
ション比が使用される。さらに、この構造体のベアリングのフリクションはこの軸に対し
てモータによって引き起こされるフリクションよりも高い。よって、そのトランスミッシ
ョン比の増加はバックドライブフリクションをそれほど増加させないであろう。従って、
ベース軸に対するトランスミッション比は約８．７５：１から、１１：１あたりが適当で
あろう。前記の装置に対して、ワークスペースの中央部に位置する接触ジンバル２００で
発生可能な最大フォースは、長リンク１０６とペンジュラムリンク１０２とに平行な軸に
沿って（このように配置されたとき）約８．５ニュートンである。この多少高いトランス
ミッション比のため、軸Ｂ1周囲の最大フォースは９．５ニュートンである。
装置が移動する図形の変化により、ユーザに感知される見かけの質量はワークスペース内
の全地点で必ずしも一定ではない。典型的には、いずれの方向の見かけ質量も６０ｇから
９５ｇの範囲である。装置はワークスペース内の全地点で１０ｇ以内に静的にバランスさ
れている。望むなら、このアンバランスはアクチュエータによって補正が可能である。
プレロード（予備負荷）されたベアリングとプレテンションされたケーブルとを備えた図
示のリンケージを使用すれば、図示の実施例のバックラッシュはゼロとなる。
図１に示す実施例に可能なワークスペースの形状は図９Ａと９Ｂとに示されている。ワー
クスペースのサイズはリンケージの一般的なスケールによって定まる。図９Ａと９Ｂのハ
ッチングされた半円で表されるワークスペースのディメンションは、もしユーザが全回転
を自由にさせることができれば、２点破線で示すように実際には完全な円である。このよ
うな場合、アクチュエータへ電流を送るどのワイヤにも特殊な工夫が必要となろう。ジン
バルアセンブリ２００の位置がｘとｙ（図３、または図９Ａと９Ｂに図示）の両方がゼロ
に近づくように変化するとき特異性が発生し、装置のｘとｙ方向の見かけ質量は無限に近
づくことは特筆すべきことである。
前述のことは、本発明の多くのアスペクトを採用した典型的なフォース感応触覚式ユーザ
インターフェースの電子－機械アスペクトを解説するものである。非ローカル環境（物理
的またはバーチャル）に関して電子－機械的装置を使用するためには、その非ローカル環
境へのコントロールインターフェースの提供が必須である。典型的なインターフェースは
図５に示されている。
前記と類似した電子－機械的装置５１０は人の触覚システム５１２に接続されている。人
間の触覚システムとは人ユーザ接触感覚である。この電子－機械的装置５１０は人間から
装置、並びに装置から人間への両方向にフォース（Ｆ）とポジション（ｘ）とを伝達させ
る手段を介して人の触覚システム５１２に接続される。（以下で説明する本発明の他の実
施例においては、これら２システム間のコミュニケーションは、フォース信号とポジショ
ン信号とではなく、またはそれらに加えてトルク（τ）信号と角（θ）信号をも含むこと
ができる。本発明の一般的特性を説明する際のごとき本明細書と「請求の範囲」とに使用
される”フォース”とは、線形フォースとトルク、及びそれらの派生力をも含むものであ
る。同様に、”ポジション”または”位置”とは、線形位置と回転位置との両方と、速度
、加速等のそれらの派生位置をも含むものである。）
この電子－機械的装置は、図１に示すシンブル２０２のごときダイレクトユーザ接続用ま
たは接触用の要素５０２を含む。（別なユーザ接続要素であるスタイラス６０２は図６に
示されており、以下で説明する。）この実施例は３つのフリー動作自由度と３つのパワー
ド、追尾動作自由度とを有しており、ユーザ接続要素５０２は、フォースと位置信号とを
伝達する接続体、すなわちベアリングを介してフリージンバル５００に接続されている。
（一般的にはこのポイントで伝達可能であるが、このリンケージはトルク信号も角信号も
伝達できない。）
ジンバル５００は機械式リンケージ５０６とケーブルトランスミッション５３６とを介し
てアクチュエータ５４０に接続されており、それら両方でフォース及びポジション信号（
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並びに恐らくはトルク及び角信号）をトルクと角信号のみに変換する。逆方向において、
機械式リンケージ５０６とケーブルトランスミッション５３６も共同でアクチュエータか
らのトルクと角信号とを、ジンバル５００に提供されるフォースと位置信号（及び恐らく
はトルクと角信号）に変換する。
前述のアクチュエータ１２０、１３０、及び１４０は回転位置エンコーダ５５０（前述に
おいては１２１、１３１、１４１）を含み、これらはアクチュエータの回転軸の相対的回
転位置をそれらに対応する本体に関して継続的に追尾する。この位置はパルス信号によっ
て特定され、この信号は電子機械的装置５１０のエンコーダ５５０からエンコーダリーダ
５６２へと伝達される。エンコーダリーダ５６２は電気入力／出力インターフェースの一
部であり、電子機械的装置５１０をコントロール装置５７０に接続する。これは典型的に
は手元の目的のためにプログラムされている汎用コンピュータで実現される。プログラム
された汎用コンピュータの代用として専用装置を提供することも可能である。各エンコー
ダからのパルス信号はエンコーダリーダ５６２に受信され、そのパルス信号は各アクチュ
エータの本体に対する回転軸の角位置を表す信号に変換される。
その角信号はコントロール装置５７０に伝達される。運動分析ユニット５７２はモータの
角位置を使用し、電子機械的装置５１０の静的一致化に関する情報を基にして、接続要素
５０２、あるいは望まれる電子機械的装置５１０のいかなる他の部分のユーザ基準ポイン
トのユーザローカル環境内での位置を決定する。装置の静的一致化あるいはコンフォメー
ションに関する情報にはその多様なリンケージの長さとオリエンテーション、トランスミ
ッション比等が含まれている。
典型的な適用においては、このユーザ位置信号は非ローカル環境のエンティティ（存在体
：entyty）に伝達される。このエンティティは遠隔物理的環境での物理的スレーブ装置で
あることもあり、バーチャルコンピュータ環境のエンティティのコンピュータ表現体であ
るかも知れない。あるいは、時間あるいは空間に関する温度を表すデータのごときコンピ
ュータ環境のデータを表すコンピュータ表現体であるかも知れない。
説明の簡略化のため、この非ローカルエンティティは物理環境内の物理的装置であると当
初に想定しよう。ローカル環境の非ローカル環境への位置マッピングが存在する。運動分
析ユニット５７２から伝達される位置を表す信号は、比ローカル環境のスレーブ装置の一
部をユーザが置きたいと願う位置の表現体であるかも知れない。スレーブ装置をユーザ位
置命令に従って移動させるために適当なコントロール装置が提供される。その非ローカル
環境においては、スレーブ装置は、装置がフォースをその上に感知するようにその非ロー
カル環境と遭遇する。このフォースは、歪ゲージ、またはアクチュエータを流れる電流計
等の、スレーブ装置と接続して提供される計器によって測定され、典型的には電気信号と
してスレーブ環境からコントロール装置５７０へと戻される。よって、略式ブロック５８
０は物理的システムでもよく、スレーブ装置と、その環境と、それとの接続とを含む。
１例を挙げれば、スレーブ装置は閉鎖スペースを移動する単純形状の指形ワンド体でもよ
い。このワンド体がスレーブ環境で壁に接触すると、スレーブワンドと壁との間のフォー
スに関して信号が発生される。別例においては、スレーブ装置はブロック５１０で略式に
示す装置と同一でもよい。
コントロール装置５７０はヤコビ行列適用ユニット（Jacobian application unit）５７
４を含む。これは非ローカル環境のフォースを表す電気信号を、ユーザとユーザ接続要素
５０２との間で対応フォース信号を発生させるためにローカル環境のアクチュエータが適
用しなければならないトルクを表す電気信号に変換する。この変換を実行するため、この
ヤコビ行列適用ユニットは、電子機械的装置のコンフォメーションに関する情報と、ユー
ザ基準ポイント２２２のカレントポジション（current position）に関する情報とを含み
、さらに操作する。この情報は運動分析セクション５７２によって使用される情報に非常
に類似し、関連している。
このトルクコマンドはデジタル－アナログ変換ユニット５６６に送られ、使用されている
特定アクチュエータの明細に基づいて電流に変換される。この電流は典型的にはサーボア
ンプユニット５６６で増幅され、電子機械的装置５１０のアクチュエータ５４０に伝達さ
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れる。アクチュエータ５４０に適用された電流はその本体と回転軸との間のトルクとなり
、接続されたリンケージを移動させるか、あるいは人間のユーザ触覚システム５１２に提
供されるフォースとなる。このフォースの強度及び実行されている仕事とによってユーザ
は動くか、あるいは動かないかが決定される。
前記の説明は、非ローカル環境５８０が物理的スレーブ装置を有した物理的環境であると
想定している。非ローカル環境がバーチャルスレーブ装置を備えたバーチャルコンピュー
タ発生環境とすることも可能である。例えば、非ローカル環境は多様な物体が全域に行き
わたった閉鎖領域の表現体とすることも可能である。スレーブ装置はバーチャル環境全域
を動き、物体と閉鎖領域とに遭遇する１点（ポイント）とすることもできる。バーチャル
環境での移動地点の位置は現実の物理的マスター機械でのユーザ基準ポイント２２２の位
置によって決定される。略図ブロック５８０で表されるバーチャル環境はフォース信号を
発生する。このフォース信号は、バーチャル環境が作動する法則に従って、ヤコビ分析ユ
ニット５７４に戻される。装置設計者は、バーチャル物体が存在するバーチャル位置にそ
の地点が移動したときにフォース信号が発生されるようにすることができる。このフォー
スの大きさと、それが存在する空間領域とは、設計者が不動物体、剛体または柔軟物体等
の感知を願うか否かで決定されるものである。
典型的には、このコントロールユニット５７０は適当にプログラムされた汎用デジタルコ
ンピュータを含む。前述実施例に対しては、６６ＭＨｚで作動するゲートウエイ２０００
インテル８０４８６ベースクローンのＩＢＭ社パソコンが適している。電気インターフェ
ース５６０は３つの１２ビットデジタル－アナログコンバータと、マサチューセッツ州コ
プリコントロールコープ社の製品モデル＃３０３である３つの電流制御サーボアンプと、
パワーアンプと、他のベーシックなコンピュータインターフェース用電子機器で構成され
ている。
前述のサーボループはそれに関連するゲイン（利得：ｇａｉｎ）を有している。このゲイ
ンは装置の全体的なスティッフネスの決定において重要なファクターである。コンピュー
タがサーボループをモータ周囲で閉じることができるレートは、本発明の前述実施例に対
するゲインを設定するときの重要な限定ファクターである。１ＫＨｚのサーボレートで、
１６ニュートン／ｃｍのスティッフネスが達成可能である。また、２ＫＨｚのサーボレー
トで３２ｎ／ｃｍのスティッフネスが達成可能である。サーボレートに貢献するファクタ
ーは、サーボループを完成させるようにコンピュータをコントロールするプログラムに必
要とされるクロックサイクル数と、その処理速度である。処理速度の増加、あるいは必要
な処理サイクル数の減少はサーボレートを増加させる。すなわち、装置の効果的なスティ
ッフネスを処理速度のある値まで増加させる。その後に、他の考察が実効を発揮するよう
になる。
前述の説明は、ユーザに接続されたマスター装置が非ローカル環境でスレーブ装置をドラ
イブするようなアレンジに焦点を当ててきた。フォースフィードバックは本質的に双方向
性である理由により、本発明はそれぞれのローカル環境に存在する２（人）のユーザに使
用が可能である。各々のユーザは、フォースを他方に伝達するコントロール装置に接続さ
れた前記のごときユーザ接続装置を使用する。従って、各装置はスレーブ装置及びマスタ
ー装置の両方の機能を有している。各ユーザは他方のユーザとエンゲージし、他方のユー
ザを動かし、他方のユーザの動作を感知することができる。
本発明はその非ローカル環境の特質によって限定されない。いかなる非ローカル環境も本
発明のユーザ接触装置と共に利用が可能である。バーチャル環境とのユーザインターフェ
ースを提供するのに使用が可能な要素の略式ブロック図は図１２に示されている。このよ
うな装置は図１に示す前述のハードウエア装置に接続される。バーチャル環境は図５に一
般的に示されているフォースコントロール要素５８０で発生される。図１２はバーチャル
環境を発生させる要素をさらに詳細に示している。
図形モデルレジデンス（geometrical model residence）１２３０はバーチャル環境の図
形記録を保存する。この図形は予め確立されている（preestablished）。典型的には、こ
のレジデンスはその環境の数学的表現でデータを保存し、領域（zone）、２次元及び３次
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元物体、境界、基準フレーム等を確立する。これはコンピュータメモリあるいは他の等価
装置で簡単に実行可能である。
前述のように、図５に示す運動分析要素５７２は、ユーザのローカル環境の基準フレーム
に対する、図１に示すユーザ装置のユーザ基準ポイント（または以下に説明するライン）
の位置を表す信号である。例えば、そのユーザ基準ポイントは３本のＧ軸の交点２２２で
もよい。その図形モデルレジデンス１２３０はユーザのローカル環境に対する基準ポイン
トの表現をも含み、その基準フレームをバーチャル環境の何等かのアスペクトにマップす
る。
運動分析ユニットの出力はコンパレータ１２３２に提供され、ユーザ基準ポイントまたは
ラインの位置をバーチャル環境の領域、物体、境界等の位置と比較する。ビデオスクリー
ン等の表示装置１２３８が存在すれば、そのような表示装置にバーチャル環境のグラフ表
現を表示することは有益である。さらに、ユーザ接触装置のグラフ表現または抽象概念、
及びバーチャル環境に対するその位置を（物理的環境並びにバーチャル環境の基準フレー
ム間でのマッピングに即して）表示することは有益である。
コンパレータには図５に示すフォース発生機に対応したフォース発生機５８０が接続され
ている。この部材はユーザ基準ポイントの位置（及び、速度の位置派生体、加速度等）に
対して、バーチャル環境の特徴に基づいてフォース関係ルールを適用し、フォースを表す
信号を発生させる。例えば、もしその環境が硬質壁に囲まれた閉鎖立方体であり、ユーザ
基準ポイントの位置がどの壁とも一致していなければ、このフォース発生機５８０はユー
ザに戻されることとなるゼロフォースを表す信号を発生させる。しかし、もしユーザがユ
ーザー基準ポイントをいずれかの壁と一致する空間内に入るように移動すれば、そのフォ
ース発生機はフォース信号を発生させる。単純な例では、それらの壁は非常に剛性が高い
バネ体としてモデル化され、Ｆ＝ｋｄの関係を有した構造関係を有している。このＦはフ
ォース信号であり、ｋは定数であり、ｄはユーザ基準ポイントが接触前に壁平面を越えた
距離である。従って、そのポイントがバーチャル壁から遠くに”越えれば”越えるほど、
その抵抗フォースは大きくなるであろう。
体験上、非常に硬質な壁はその壁面からの侵入を一切拒む。よって、もし非常に硬い壁が
バーチャル世界に表現されたら、ｋは大きな数となる。カーペット壁のように表面が柔ら
かい壁や、プラスチック窓のようなエラスチック壁は小さなｋ値で表される。
伝統的制御理論の法則はｋに対する許容値を定めている。これらの値はシステムの全体的
な精度と、その装置が必要な計算をする計算速度と、アクチュエータの解析度と、Ｄ／Ａ
変換機の解析度とによって決定されるものである。
どの場合にも、フォース発生機５８０は、１点（ポイント）と壁の特性を有した物体との
間に発生するであろうフォースを表す信号を、そのポイントの位置によって定まる形態（
conformation）で発生させる。このフォース信号はヤコビ適用ユニット５７４に送られる
。このユニットは接続要素にてユーザに適当なフォース、例えば、Ｆ＝ｋｄを感じさせる
にはどの信号をモータに送るべきかを決定するものである。
このフォース信号はバーチャル環境反応計算機１２３６にも送られる。この計算機はバー
チャル環境のジオメトリックな表現に変更が加えられるべきか否かを決定するものである
。前述したように、バーチャル環境内の領域は、もしフォースがそれら領域に適用されれ
ばどのように変換されるべきかを法則に則って定義される。例えば、完全剛性である壁は
変形せず、全く変化しない。従って、ユーザがいかに頑張ってその壁位置を押そうが、そ
の壁は移動しない。よって、その壁の表現体は移動すべきでなく、ユーザは接続地点をそ
の壁に一致する位置に移動させる度に発生されるフォースを感じなければならない。しか
し、もしバーチャル壁が柔質であれば、フォース計算機はその壁の静止面を越えるユーザ
の侵入に対応した限定フォースのみを発生させる。もしユーザがこのフォースに対抗し続
けるなら、この壁は構造関係式Ｆ＝ｋｄに応じた後退位置に留まる。よって、バーチャル
環境の表現体もまたこの壁の新しい位置を反映するように変化する。
壁の代わりに、そのポイントが発見される領域を質量を有した移動物体を表す領域とする
こともできる。この場合、発生フォースとバーチャル環境の変化とを支配するルール（法
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則）は単純なＦ＝ｋｘ関係とは異なり、そのポイント即ち物体の加速に関する情報を含む
ものである。従って、反応計算機は移動ユーザ接続地点とバーチャル環境内の物体との充
分な時間経緯記録を保存し、Ｆ＝ｍａタイプの関係に従って質量の反応が計算できるもの
でなければならない。このＦはユーザと装置との間のフォースであり、ｍはバーチャル物
体の質量であり、ａはその環境内のバーチャル物体の加速度である。
反応計算機はバーチャル環境の新形態（conformation）を決定し、この情報を図形モデル
レジデンス１２３０と、（存在すれば）表示体１２３８とに提供する。
本発明はさらに、ユーザ接続基準ポイントの物理的位置とバーチャル環境との間の比較の
実行に基づいてフォースフィードバック信号を発生させる方法をも含む。この方法のステ
ップは図１３に関して提供されている。これら方法ステップは、使用されているハードウ
エアが全計算を行い、必要な全ての表示を実行するやいなや何度も反復されるものである
。
この方法は１３１０で始められる。ユーザの接続地点の位置は１３１２で、例えば、運動
分析ユニットから受信される。次に、ユーザ基準ポイントの位置は１３１４で、バーチャ
ル環境の基準フレームと物理的装置との間で設計者が選択するマッピングを利用して、バ
ーチャル環境のジオメトリに関連づけられる。その後に１３１６で、バーチャル環境のど
の領域にマップされたユーザ基準ポイントが存在するか決定される。この領域に基づき、
適したフォース信号が１３１８で発生される。この信号は前記のように、その領域の特定
の構造関係式、その領域内のユーザ基準ポイントの位置、及び速度、加速度等の位置経緯
記録に基づくものである。このフォース信号は前記のごとくユーザ装置へ送られる。
この構成法則は、ユーザ基準ポイントの位置と動作とに基づいてバーチャル環境がどのよ
うに変化すべきかを規制する。これらの必要な変化は１３２０で計算され、バーチャル環
境の記録または映像、あるいは表現体はそれに合わせて変更される。もし表示装置が使用
されるなら、バーチャル環境とユーザ基準ポイントとの現況が１３２２で表示される。こ
のプロセスは１３２４で開始ステップにリターンされ、ユーザ基準ポイントの次の位置が
得られ、バーチャル環境とユーザとの間の効果が再び決定される。
前述の実施例は、３つの能動的パワード、追尾自由度と、３つの受動的非追尾、非パワー
ド自由度とを備えた、その環境とのポイントタイプインターアクションをモデル化してい
る。このような装置は指、手、頭、尻、足、舌、口等のユーザの身体のどの部分ともイン
ターアクトさせるのに使用が可能である。この装置のサイズと形態、及びその接続要素タ
イプはこのような使用に対して採用が可能である。
自由度の同一の組合せは、図６の６０２のようなスタイラス形状のユーザ接触要素と共に
使用が可能である。それ以外はこの装置は前記のものと同一である。ユーザは適当であれ
ばどのようにでもスタイラスを掴むことができる。ボールペン使用の場合と同様に、その
長軸に対していかに回転されるかはペン機能には関係ない。（このことは万年筆や平坦形
ポイントペンには適用されない。）同様に、その長軸に垂直な２本の直交軸に関してペン
がどのオリエンテーションを有しているかは一般的に重要なことではない。重要なのはペ
ン先の位置である。
すなわち、基材上にペン先があるか否かである。ペン先が基材上を移動されたか、あるい
は、基材から離されたか否かが重要なのである。
スタイラスタイプの接続要素６０２においては、ユーザはスタイラスタイプスレーブ装置
を非ローカル環境で操作することができる。例えば、スレーブ装置は絵筆でもよい。その
絵筆は現実のものでも、あるいはバーチャルでもよい。現実の絵筆であれば、ユーザはキ
ャンバスに筆先が接触する位置や、絵の具源等だけのコントロールに留まらず、筆の接触
後にどの程度の強さで筆先が押さえられ、筆先がどの程度広げられるか、すなわち、線の
太さまでコントロールできるであろう。さらにユーザは紙材質を感触でき、筆の性能、筆
と紙との抵抗、並びに顔料の粘性等をも感知できるであろう。
もしスレーブ装置がバーチャルであれば、装置設計者は、使用されているバーチャル基材
とバーチャルスタイラスとが、現実の絵筆と基材との場合と同様な反発感をユーザに提供
することができる。すなわち、ユーザがバーチャル絵筆でバーチャル弾性基材を強く押し
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てバーチャル基材に近づけば近づくほど、描かれたバーチャル模様は線太となるであろう
。このような実施例は、バーチャル基材平面を確立し、ユーザのスタイラスポジションを
特定し、その剛毛部分を特定するソフトウエアを使用して提供が可能である。バーチャル
絵筆の剛毛部分がバーチャル基材に接触の後、その反発力（フォース）はアクチュエータ
に発生し、現実の剛毛の反発力を模擬する。その反発フォースはバーチャル接触後にバー
チャル絵筆が移動した距離に比例する。描かれた模様の線幅もこの距離によって定まる。
この技術は、従来のように線幅を予備設定するのではなく、自然のままに異なる幅の線を
提供する現実的コンピュータスクリーン作画プログラムを提供する。
異なるタイプの絵筆も、そのフォースを移動幅と模様幅とに関連づける関係式を変化させ
ることで模擬（シミュレーション）が可能とある。
剛毛絵筆は、その断面に垂直であるコンポーネントで、フォースの影響下においてその断
面を変化させる一般クラスの物体の特定な使用例である。このようなものには、スポンジ
、フェルトマーカー、エラストマー消しゴム、等が存在する。これらのものは一般的に”
ダイアゴナル（直交：daiagonal）”タイプのアイテムと言う。
バーチャル基材にガラス、粗い水彩紙、キャンバス等の多様な材質を提供することも可能
である。同様に、その粘性特性に基づいて顔料もシミュレーションが可能である。この達
成のため、ユーザ基準ポイントの位置に加えて、その位置経緯も記録されなければならな
い。なぜなら、顔料の粘性要素は相対的移動速度に基づく構成関係式を有するからである
。
同様に、模様が描かれるバーチャル基材の”へこみ”や反発性もシミュレーション可能で
ある。例えば、金属板に載せられた１枚の紙のごとき硬質面や、重ねられた紙の上に載せ
られた紙のように柔軟質面のような特性も多様にシミュレーション可能である。
表面の材質は、ユーザ接続装置を選択基材の物理的サンプルと接触させ、その接触装置を
その表面上で移動させ、物理的絵筆（あるいは他の器具）があたかも物理的基材上を引か
れているときのように生じるユーザ接続装置の動きを発生させることで図形モデルにおい
てモデル化が可能である。これらのモーションは記録可能であり、このタイプのサンプル
のバーチャル面の定義に使用が可能である。多様なタイプのサンプルはこのように処理す
ることが可能であり、表面状態のライブラリが入手可能である。
波打ち壁としての材質も、シミュレーションされるその材質によって定義される波形のデ
ィメンションと平面部とでシミュレーション可能である。
図１２に関して前述したハードウエア装置の説明のように、フォース発生機１３８０は、
押引されているバーチャル剛毛要素の弾性に基づいたフォースを発生させる。
前述の一般実施例の他の適用方法も本発明の着想内であり、当業技術者であれば理解する
であろう。コンピュータでモデル化が可能ないかなる状況でも本発明のインターフェース
の利用対象である。図１と図６とで説明した実施例は、シンブル及びスタイラスのごとき
剛体で成るユーザ接触要素を有していることを特徴としている。この装置はその剛体を移
動させる３つの自由度をパワーし、さらに、これらの自由度を介した動作を追尾する。こ
の剛体の他の３つの自由度に関しては、装置はそれらをパワー供給も追尾もしない。しか
し、それらはユーザが移動する媒体として利用が可能である。
一般的に剛体の物理界とのインターアクションは６の動作自由度によって説明され、通常
は３本の直交軸に沿った動作及びフォースと、３本の直交軸に関する回転とトルクとで構
築される。前述したように、本発明の１つの重要なアスペクトは、物理的環境あるいはバ
ーチャル環境との効果的なインターアクションが、接続装置の剛体部分の全部で６の動作
自由度よりも少なくパワー供給されているユーザインターフェースで可能となることであ
る。前記の例は３つのパワード及び追尾自由度と３つの非パワード、非追尾自由度とを利
用している。３つの非パワード自由度を追尾するがパワー供給しないこともまた可能であ
る。
４つのパワード及び追尾自由度と、２つの非パワード、非追尾自由度とを使用した本発明
の実施例は図７において略式に示されている。そのユーザ接触要素７０２は普通のスクリ
ュードライバーと類似したハンドル体７０１を有している。ハンドル体にしっかりと固定



(28) JP 4550945 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

されたシャフト体７０３は、アクチュエータ７０６の回転軸を形成しており、またはそれ
に安定固定されており、その本体は４半（クォータ）ジンバル７０４のアームによってし
っかりと保持されている。それ以外はこの装置は図１に示すものと実質的に同一に形状化
されている。
このアクチュエータ７０６は前記アクチュエータ１２０、１３０、及び１４０と同様に内
部エンコーダを装備しており、その本体に対するハンドル体の回転位置を追尾することが
できる。それは（図示しない電気ケーブルを使用して）モジュール５７０と類似したコン
トロール装置へのインターフェースに接続されており、それはエンコーダによって発生さ
れた位置情報を処理し、トルクコマンドを発生する。発生されたトルクコマンドは電流信
号に変換（トランスレート）されてアクチュエータ７０６に送られ、非ローカル環境での
所定条件に従ってユーザの動作に対する適当な抵抗を提供する。前述と同様に、この非ロ
ーカル環境は物理的であってもバーチャルであってもよい。
この実施例は、ユーザが特定タイプのスクリュードライバーを使用する際に有用である。
このタイプの使用にはネジ締め、ネジ緩め、フォークでの”スパゲッティどり”等が含ま
れる。
例えば、スクリュードライバーの使用シミュレーションのごとき場合には、アクチュエー
タをそのハンドル体７０１内に配置し、そのシャフト体７０３をその４半ジンバル７０４
に固定することが有益である。これでも自由度のパワー化は可能であり、モータの質量を
ハンドル体内に配置する。この位置はスクリュードライバーの重心が存在する箇所である
。このように、現実界はアクチュエータの質量をカウンターバランスするための余分な質
量を必要とせずにシミュレーションされる。
ハンドル体７０２の回転位置は決定するが、この自由度を介して動作をパワー供給するモ
ータを含まないエンコーダを含む位置センサー７０６を提供することも有益である。この
実施例は、位置情報を伝達するが、ユーザに対してトルクフィードバックを提供する必要
がない状況で有益であろう。このような状況には、ユーザが視覚的に確認できる位置へと
ダイヤルを回転させることで選択するような状況が含まれる。モータを排除することの利
点は、まず重量が大幅に減少し、カウンターバランスと慣性の問題がさらに容易に克服さ
れることである。さらに、もしこの自由度を介したトルク計算が不要であるなら、そのコ
ントロール装置は単純化される。
本発明のユーザ接続アセンブリの別実施例は図８に略式に示されており、そこには２のパ
ワード、追尾自由度と、１の非パワード／非追尾自由度とを有したアセンブリが示されて
いる。この装置の残余部分は実質的に前述のものと同じである。すなわち、その他の３つ
のパワード、追尾自由度を有している。この場合のユーザ接触要素８０２はワンド体であ
る。このワンド体は長軸周囲に回転自由なエンド４半ジンバル８０４に、図６に関して前
述したスタイラスと同様に接続されている。
アクチュエータ８１６が提供され、その本体はリンク１０２に関して回転式に固定されて
いる。さらに、リンク１０２を介して本体はこの装置の残余部分と基準とに接続されてい
る。アクチュエータ８１６の回転軸は中央４半ジンバル８１０の１端８１４に固定されて
いる。中央４半ジンバル８１０の他端は別アクチュエータ８１２の本体８２０に固定され
ている。このアクチュエータ８１２の回転軸８２４はエンド４半ジンバル８０４の端部８
０８に接続されており、それにはスタイラス８０２が前記のごとく自由回転式に取り付け
られている。
この装置は非ローカル環境とのユーザインターアクションをラインに沿って、あたかも盲
人が杖でローカル環境の障害物の位置と、サイズと、形状とを特定するように提供する。
その盲人は杖でその環境を探索する。杖は杖に沿い、その長軸周囲のいかなる地点におけ
る物体にも遭遇することができる。杖がその長軸に対してどのように置かれているかはユ
ーザの環境との感触にとって問題とはならない。同様に、その長軸周囲の回転オリエンテ
ーションには関係なく、杖とのインターアクションに対しても環境は同様に作用する。よ
って、この実施例においては、ユーザ基準ポイントの代わりにユーザ基準ラインが存在す
る。
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図８に示す両アクチュエータは位置エンコーダとモータとを含むことができる。しかし、
前記のスクリュードライバータイプの実施例と同様に、特定の状況では１の自由度のみが
パワー供給され、他の自由度はエンコーダで追尾されるだけであることが要求されること
もある。さらに、２つの位置トランスジューサの提供も有利であろう。この場合、そのい
ずれもアクチュエータのトルクトランスミッション能力を有しておらず、両方とも位置感
知のみを提供する。偉大なオーケストラ指揮者のモーションを記録し、演奏終了後または
リアルタイムで模擬オーケストラを指揮させるのに使用することもできる。
前記の例示は本発明の一般性を限定するものではない。以下の表は本発明のアスペクトと
して着想された多様な組合せによるパワー供給され（Ｐ）、トラックされ（Ｔ）、フリー
である（Ｆ）（即ち、パワー供給も追尾もされていない）自由度の動作を示している。基
本的に、少なくとも３つのパワード、追尾自由度と、少なくとも１の非パワード自由度と
を有した全ての自由度組合せは本発明に含まれている。

本発明はさらにパワー供給されている自由度に対する全ての位置を対象としている。例え
ば、図７におけるスタイラス長軸周囲の動作はパワー供給されており、ジンバルアセンブ
リの他の２軸周囲の動作はパワー供給されていない。また、図示されている軸周囲ではな
く、これら他の２軸のみのいずれか周囲の自由度がパワー供給された自由度であれば、こ
れも本発明の一部である。同様に、図８に示すようにいかなる組合せの２軸にパワー供給
することも本発明の一部である。
図１の本発明は、ユーザ接触アセンブリ２００の位置が基準とされたサポート体１１８よ
りも重力的に下側に位置しているものである。ユーザ接触アセンブリがサポート体１１８
よりも上となるよう、それを上から下までフリップ（flop）された状態で使用することも
できる。
この装置はいかなる別オリエンテーションにても使用が可能ではあるが、場合によっては
互いにカウンターバランスしなければならないコンポーネントの形状と重量とを調整する
ことが必要となることがある。これは、仕様によってはそれらがバランスし、別仕様では
バランスしないからである。前述したように、”基準”とは装置設計者によって選択され
るいかなる基準フレームでもよい。基準は、ユーザ基準ポイント２２２にて装置に接続さ
れる身体部分とは異なるユーザ身体の一部であってもよい。あるいは、海上を漂うブイの
ように浮動状態のものでもよい。
図１１に略式に示されるように、少なくとも２つの装置を共同で使用することも便利であ
る。その１つはユーザの親指で操作されるもの１１２６であり、他方はユーザの他の指で
操作されるもの１１２２と１１２４とであってよい。このように、ユーザは非ローカル装
置の２本以上の指の間で非ローカル環境の物体を掴むことができる。シンブル２０２は片
側にて妨害されるだけであり、よって、４半ジンバルエンドアセンブリの使用でこのアレ
ンジは可能となる。
本発明には多数の適用法が存在する。それらには模擬または遠隔操作の機械あるいは楽器
が含まれる。例えば、ユーザは両手の各指と、ペダル用の１足に取付られた装置で非ロー
カル環境のピアノを演奏することができる。ペダル操作スレーブ機械は、ユーザの足に取
り付けられた装置で操作が可能である。またこのような装置は医師による遠隔地の患者の
弾傷の探索にも使用が可能であり、弾丸の破片を探し出すことができる。あるいは外科医
は、実際の患者からのデータを利用して特定手順の”ドライラン（dry run）”にこの装
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置を使用することもできる。例えば、患者頭部のスキャニングを実施することができる。
頭部を表す２次元または３次元のデータは非ローカル環境であり、実際には、腫瘍や損傷
等を含んだバーチャル環境である。バーチャル針プローブはこのスペースでナビゲーショ
ン可能であり、そのデータ領域の精度、質量、動作等により決定される適当なフォース信
号を発生させる。これらのフォース信号は図６に示すようなスタイラスタイプのユーザ接
続装置にフォースフィードバックを提供し、外科医に実際の患者でのその医療行為の実行
はどのようなものであるかを教える。このように、外科医は、封鎖物、障害物、等の問題
を示すかも知れない”実地”シミュレーションを達成する。外科医は接触感と視覚との両
方を頼りに繊細な手術を計画することができる。
本発明は１体のユーザ接続要素をユーザの両足の各々に取り付けることで、バーチャル地
形を歩かせるのにも使用が可能である。
本発明は、階段、壁、地面の穴などの実際の障害状況をシミュレーションし、盲人を完全
に安全な環境で訓練するのにも使用が可能である。
コンピュータインターフェースの一部としても本発明には多くの可能な使用法が存在する
。例えば、コンピュータファイルとドキュメント用の現在普及しているデスクトップメタ
フォールとでも使用することができる。従来のインターフェースは典型的にはボタンとト
ラックボールとが付いたマウスを使用する。デスクトップの表現体の現実感は本発明の使
用によって増強可能である。バーチャル環境内のアイテムは本発明によって従来方式より
もさらに現実味を帯びて利用可能である。説明した装置はエッジ、重量、肌合等を有した
物体に現実感をもって遭遇させる。本のページは実際に掴むことでめくることができる。
書類等は軽く押したり、掴んだり、動かすことができる。さらに大きくて重要なファイル
は、さらに重く厚くすることができる。異なる物体には異なる肌触りを与えることができ
る。
別なコンピュータインターフェースの利用法は、バーチャルボタンを押したり、トッグル
（toggle）タイプのスイッチのフリッキングである。例えば、プッシュボタンはコンピュ
ータスクリーン上に斜視図にて表示が可能である。そのユーザ基準ポイントがボタンゾー
ンに遭遇すると、ユーザはその表面を感じることができる。もしユーザがインターフェー
スを押すと、反発力がフォース発生機１３８０で発生され、ユーザは前述のごときＦ＝ｋ
ｄの抵抗感を実感することができる。もし通常の距離をこのフォースに対抗してユーザが
スイッチを押すと、”しきい値”は通過され、その後にフォース発生機は抵抗力を全く発
生させない。さらに少々スイッチを押すと、フォース発生機はボタンがあたかも押された
状態でロックされたかのように堅固な抵抗を発生させる。よって、ユーザはそのしきい値
を感知し、スイッチを押したことが確認できる。言い換えれば、反発力と移動距離との関
係を特定する機能は非直線的となる。
同様に、壁電気スイッチのごときトッグルタイプスイッチにおいては、スイッチはしきい
値を越えるまで一方から他方に移動する際に反発力を提供し、その後にスナップする。マ
ルチポジションとマルチエンゲージメントと、マルチリリースモードとを有した他のスイ
ッチバリエーションも可能である。
そのアクチュエータはロータリモータでも、リニアモータでも、油圧装置でも、他のいか
なる適したフォースあるいはトルクトランスジューサでもよい。
例えばシンブルあるいはスタイラスである、ユーザと装置との間の接続要素は耐張力、耐
圧縮またはそれらの両方のタイプでもよい。例えば、ストリングループは耐圧縮性である
が、耐張力性ではない。ポイントタイプまたはフラットタイププレートは耐圧縮性である
が耐張力性はない。ぴったりとフィットするシンブルや、掴まれたスタイラス等はそれら
両方に耐えることができよう。
本発明はコンピュータスクリーン等の可視表示装置上の３次元データ表示の有用性を増強
するのにも使用が可能である。そのようなデータは表示されるとき、３次元アイテムが２
次元媒体に表示されている理由により、しばしば不明瞭となる。本発明の使用でユーザは
バーチャル３次元スペースにおいてそのデータ形態を実際に感じることができる。３次元
以上のデータは、肌合、モーション等で表される追加次元を有することで触覚に対して表
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前記の実施例の１つは３つの自由度にパワー供給する３つのアクチュエータを使用してい
る。３つ以上のアクチュエータを使用して３つの自由度をパワーすることも普通のことで
ある。例えば、ポイントの位置を特定し、そのポイントを妨害物を越えてナビゲーション
する能力を望む場合には３つ以上のアクチュエータを使用する。このような場合には、追
加肘タイプのジョイント体が障害物の回避には利用可能であろう。同様に、４以上のフリ
ージョイント体の使用は３つのフリー自由度の提供を可能にするであろう。本発明はこの
ようなマルチジョイントタイプの装置をも含む。必要なことはユーザ接続要素が存在する
ことであり、そのユーザ接続要素の３つの自由度がパワー供給されており、その接続要素
の少なくとも１の自由度がパワー供給されていないことである。
前述の説明は本発明の例示を目的としたものであり、本発明の限定を意図したものではな
いことが理解されるべきである。本発明は好適実施例に基づいて示されており、また解説
されているが、当業技術者であれば、本明細書の「請求の範囲」に定義された本発明の精
神とスコープとから離脱せずに形態と詳細の多様な変更が可能であることは理解しよう。
本発明の「請求の範囲」は以下の通りである。

【図１】 【図２Ａ】
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【図４】 【図５】



(33) JP 4550945 B2 2010.9.22

【図６】

【図７】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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