ユーザの手指形状・動作を複製する着脱可能な外骨格インタフェース
A Detachable Exoskeleton Interface that Duplicates the User’s Hand Posture and Motions
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概要：人の手指は，ある形状にとどめることやある動作を繰り返し行うことでそれらを道具として使用する機能を持って

いるが，この間自身の手指は他の動作をすることはできない．本研究では，ユーザの手指の形状や動作を複製し，その後
自身から切り離して独立させた状態で実世界の道具として用いる技術の実現を目指す．具体的には，ユーザの手指形状や
動作を複製する着脱可能な外骨格型インタフェースを提案する．改良を施したマイクロサーボモータを用いた関節角入
出力機構と，シリンダを内蔵した関節間伸縮機構を組み合わせることで，装着したユーザの指の各関節に応じた角度の記
録と再生を可能にする．本システムによりユーザの手指の形状や動作を記録することで，これらをユーザとは独立して実
世界上に配置・再生する仕組みを実現する．
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1. はじめに

人間の手指は身体の中でも非常に高い自由度を持つ部

位であり，モノの把持や操作などの様々な機能を持ってい
る[1]．筆者はその中でも，道具化と呼ばれる「自身の手指
をある形状にとどめることやある動作を繰り返し行うこ
とで，それを道具として使用する機能」に着目する．我々
は直感的に様々な手指の形状や動作をつくることができ
るが，この間自身の手指は他の動作をすることはできない．
本研究では，人の手指の形状や動作を複製し，自身から切
り離すことでそれを実世界の道具として用いる技術の実

図 1 システム外観

現を目指す．これまでに，自身の実寸大の手の形状を複製
する作品[2]や，ロボットや外骨格を装着することで手指動
作の機能を拡張する研究[3][4]が行われてきた．しかし前
者は複製する手指形状を後から変更できず，また後者はデ
バイスを装着している間しかその機能は拡張できない．本
研究では，外骨格を装着した状態で任意の手指の形状や動
作を記録し，その後取り外して独立した状態で記録した形

図 2 システム構成

状や動作を再生することが可能な仕組みを開発する．具体

間の長さを可変にする点である．これらの要件の 1 点目を

的には，マイクロサーボモータを用いた関節角入出力機構
と，シリンダを内蔵した関節間伸縮機構を組み合わせるこ
とで，手指の各関節の角度を記録・再生する外骨格型イン

満たすために関節角入出力機構を，2 点目を満たすために
関節間伸縮機構をそれぞれ考案する．
関節角入出力機構では，角度の入力検出ができるように

タフェースを提案する（図 1）．

改良を施したマイクロサーボモータを用いる．具体的には

2. システム

2 箇所の改良を行う．まず，サーボモータ内部のポテンシ

2.1 概要

ョメータからマイコンのアナログ入力ピンへ直接配線を

により構成される（図 2）．また各指型ユニットは複数の関

サーボモータ内部のマイクロコントローラとモータの導

本システムは 3 本の指型ユニットと制御回路，制御用 PC

節角入出力機構および関節間伸縮機構により構成される．
2.2 設計

本システムの設計において要件が 2 点ある．1 点目は，

機構が指型に収まるような大きさにするために，手指の各
関節角度の記録と再生を同一の部品で行う点である．2 点
目は，指型ユニットをユーザの指の上から装着して使用す
るために，指の関節の曲げに応じて指型ユニットの各関節

行う．これにより入力角度の検出が可能となる．その後，
線間にリレーを挿入する．これによりポテンショメータへ
の電源を確保しつつモータへの電流を遮断できるため，角
度の入出力の状態を切り替えることができる．
関節間伸縮機構では，シリンダを内蔵することで長さが
可変となる構造を用いる．これにより指型ユニットがユー
ザの指に沿って同じように曲がることで，関節角度の記録
を行うことができる．

2.3 実装

関節角入出力機構で用いるマイクロサーボモータには，

市販されているもので最小である HiTEC 社の HS-5035HD
（トルク：0.8 kg・cm，速度：0.00167 sec/度）を選定した．
マイクロサーボモータの改良のためのリレーには，HSIN

(a) 器としての手

DA PRECISION 社の 941H-2C-5D を用いた．関節間伸縮機

(b) ペンホルダーとしての手

図 5 手指形状を複製した道具

構を含む各指型ユニットの骨格は，ABS 樹脂を用いて 3D
プリンタによって作成した．これらの関節角入出力機構
と関節間伸縮機構を組み合わせることで，左手の第 1 指か
ら第 3 指までの 3 本の指型ユニットを実装した．各関節の
自由度に合わせ，第 1 指では MP 関節 1 つと CM 関節 2 つ
（以降，MP1 関節・CM1 関節・CM2 関節）を，第 2 指・
第 3 指では PIP 関節 1 つと MP 関節２つ（以降，PIP 関節・

図 6 複製したスクロール動作を繰り返す装置

MP1 関節・MP2 関節）を実装した．

で，その人にとってその都度使いやすい形状となる道具

3. 実験

本システムの精度を調べるための実験を行なった．具

体的には，指を曲げた際の各関節角度の変位とその際の
サーボモータの入力角度の変位を計測し，両者の相関関
係を調べた．指の各関節角度に関しては，各関節の側面
にマーカーを配置し，カメラで撮影した画像からその座
標を検出することで角度を算出した．サーボモータの入
力角度に関しては，得られるポテンショメータの値から
角度の算出を行なった．
結果を図 3 および図 4 に示す．これらの各関節に対して
それぞれ相関係数を求めた．その結果，すべての関節にお
いて相関係数が 0.9 を上回り，正の相関があった．

4. アプリケーション

4.1 手指形状の複製による道具化

本システムによりユーザの手指の形状を複製すること

とすることができる．本稿では，器やペンホルダーとし
て使用できることを確認した（図 5）．
4.2 手指動作の複製による装置化

本システムによりユーザの手指の動作を複製すること

で，様々な手指の動作を実世界上で繰り返し行う装置とし
て用いることができる．本稿では，まず単調な動作の繰り
返しを行うことを目指し，電子書籍等を読む際において繰
り返しスクロール動作を行う装置として使用できること
を確認した（図 6）．

5. ユーザスタディ

本システムの有用性を確かめるため，ユーザスタディ

を行なった．被験者は 20 代の男性 4 名（右利き 3 名，左
利き 1 名）であった．本システムを左手に装着し，被験者
が自由に意図した手指の形状の複製および動作の複製を
行なった後，アンケートに回答してもらった．その結果，
システムの出力精度に関する設問では 5 段階評価で平均
3.75，操作感に関する設問では平均 4.625，将来性に関する
設問では平均 4.0 となった．またシステムの使用例に関す
る自由記述の設問では「何かを持つホルダーとして使用し
たい」という意見が得られ，その他のコメントでは「親指
部分の複製精度が良くなかった」という意見が多かった．

6. まとめと今後の展望

本研究では，指の各関節角度を記録・再生することで，

図 3 関節角度とサーボモータの入力角度の関係
(PIP, MP1, CM1, CM2 関節)

ユーザの手指形状・動作を複製する外骨格インタフェー
スを提案した．今後の課題としては，親指部分の外骨格
の設計の改善や，ユーザの動作によるその人の癖や個性
をより反映したアプリケーションの提案等が挙げられる．
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