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概要:人は安心感を得るためにモノに執着することがある．しかし，安心毛布などの事例ではモノと触れる範囲が

広過ぎる，人が能動的に密着のために振る舞わなければならないという課題があり，フレキシビリティが低い．本

研究では，局所的な手の状態に応じて巻き付く角度を変えながら指や手首にやわらかくまとわりつくデバイスを

提案する．具体的には，手にまとわりつくシリコンラバー製のソフトマテリアル，電子制御でソフトマテリアルの

内部に空気を注入する Programmable-Air，手の状態に合わせてソフトマテリアルを回転させるラジコンで構成さ

れる．また，実際に空気を注入したときのソフトマテリアルの内径を測定することにより，手首や指へのまとわり

つきやすさを示す． 
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1. はじめに 

人は安心感を得るためにモノに密着することがある． 

例えば，乳幼児は毛布やぬいぐるみに執着し肌身離さ

ず持ち歩くことがあり，この現象は安心毛布と呼ばれ

る．密着による安心感に着目した作品として，穴が数

か所開いている白くてやわらかい物体で，大人も体を

通し密着することができる Humanoids Family[1]がある． 

しかし，これらの事例は人とモノが触れる範囲が広過

ぎる，人が能動的に密着のために振る舞わないといけ

ないといった課題もありフレキシビリティが低い．筆

者は，犬や猫などが人にまとわりつくような在り方を

理想とし，手や足のようなより局所的な範囲を対象と

して，モノから人を自律的に追いかけ密着し続けるよ

うなデバイスを実現したいと考えている．本研究では

そのための基礎検討として，まずは手を対象とし，手

首や指の幾つかの状態に対して適切な柔らかさで自律

的に人に密着する仕組みを提案する．そのためにソフ

トマテリアルに着目し，適切な形状設計や，角度制御

と空気圧の印加の自動制御のための機構を工夫する． 

提案デバイスを図 1 に示す． 

 

(a) 指 (b) 手首(水平) (c) 手首(鉛直) 

図 1 提案デバイス 

 

2. 関連事例 

体の周りで動作するデバイスの研究として，磁石を

用いて服の上を動く Rovables[2] やロボットの群れが

机の上に置かれた腕に触れて様々な触覚フィードバッ

クを与える SwarmHaptics[3] が挙げられる．これらは

ヒトとの触れ方が二次元的であるが，本研究では，ソ

フトマテリアルに空気圧を印加することで 3 次元空間

内で手首や指にまとわりつく． 

自らの形状を変化させて腕や指に巻き付く例として， 

複数の関節で曲がることで手首や腕に巻き付くことが

できる LineFORM[4] やタコの動きを模倣したソフト

ロボットで，水中で物に巻き付くことのできる

PoseiDRONE[5] が挙げられる．これらは巻き付く際に

ユーザが自ら手をデバイスに合わせて移動する必要が

あるが，本研究では複数の状態を仮定し，それぞれの

手の状態に応じて自ら角度を変えてまとわりつく． 

 

3. 提案手法 

提案デバイスは表 1 に示すような，人の手首(水平)， 

手首(鉛直)，指を対象として，モノ自身から柔らかく

密着することを目指している．そのためにやわらかい

素材が自動的に曲がり，指や手首に巻き付く手法を確

立する．具体的にはソフトマテリアルとしてシリコン

ラバーを用い，(1)空気を内部に注入したときに形状が

変化し曲がることができるような形にあらかじめ成型

すること，(2)空気圧の印加を自動制御すること， (3)

また，手の状態に適した向きにソフトマテリアルを傾

けるため，サーボモータでソフトマテリアルの向きを

制御すること，を行う． 

 

4. 実装 

本システムは円弧状に成型したソフトマテリアルと

空気の注入・排出を行う Programmable-Air，そしてソ

フトマテリアルの角度を制御するラジコンデバイスか

ら構成される．これらを openFrameworks との通信によ

って制御する．openFrameworks とラジコンデバイスの



間では Xbee 通信，openFrameworks と Programmable-Air

の間ではシリアル通信を行う．システム構成図を図 2

に示す． 

 

図 2 システム構成図 

4.1.ソフトマテリアルの形状設計と巻き付き機構 

本研究で使用するソフトマテリアルを図 3 に示す． 

ソフトマテリアルはシリコンラバー Ecoflex 00-30 を

用いて成型され, 端から内部へ空気が入る構造となっ

ている．片面に伸縮しにくい紙を入れることにより， 

空気圧が印加されたときにソフトマテリアルが紙の入

っている面を内側にして曲がる．このようにして成型

し た ソ フ ト マ テ リ ア ル に 対 し ， 空 気 ポ ン プ

(Programmable-Air) を Arduino nano で制御することに

より，適切な空気量の注入を制御する． 

 

(a) 変形前 (b) 変形後 

図 3 ソフトマテリアルの変形 

4.2.回転機構 

ラジコンデバイスには，ソフトマテリアルを差し込

むアタッチメントが搭載されており，これをサーボモ

ータ SG-90 で回転させる．これによってソフトマテリ

アルの向きが変わり，様々な角度から手首や指に密着

する．表 1 にユーザのタスクとその時の手の状態，そ

れに応じたサーボモータの傾ける角度を示す． 

表 1 まとわりつく状況とサーボ制御 

手の状態 サーボ制御 タスクの例 

指 0° パソコン操作 

手首(水平) 90° 休憩 

手首(鉛直) 180° 読書 

 

5. 動作確認 

成型したソフトマテリアルに空気圧を印加すること

でどのくらい曲がるかを明らかにする．ソフトマテリ

アルにシリンジで 0[mL]から 60[mL]まで 10[mL]間隔

で空気を注入し，7 段階の空気量に対して，曲がった

ソフトマテリアルの内径をノギスで測定した．ここで

は，内径はソフトマテリアルに空気を注入し曲げた時

に現れる，内側の面を円弧とする扇形の半径の 2 倍と

定義する．測定した結果を図 4 に示す．空気を 60mL

注入することでソフトマテリアルの内径は 8.1cm から

3.4cm まで縮まった．20 代前半女性の手首囲の平均は

14.9cm であり[6]，手首の断面を円と仮定すると手首の

直径は 4.74cm となる．この値以下となった時に，手首

に密着すると定義する．40cc の空気を注入したときの

内径は 4.476cm であり，この値以上の空気が注入され

ると手首に密着することが分かる． 

 

図 4 ソフトマテリアルに注入した空気量と内径の関係 

 

6. 今後の展望 

本研究では幾つかの手の状態に応じて角度を変えて

手首や指にまとわりつくことを可能にした．しかし， 

現状まとわりつくことができるのは既知の位置にある

手と限定的である．今後の展望として，まとわりつく

体の部位を増やした上で，その部位の状態や移動に対

応し能動的にまとわりつきに来るデバイスを実現した

い．そのためには，人の身体の位置をカメラ映像で認

識し，それに応じてラジコンの位置を制御する必要が

ある．また，Programmable-Air と空気を送るチューブ

によって可動範囲に制限がかかってしまっている．よ

り広い範囲で動作させるために，空気を送る装置を小

型化し，デバイスと一体化させる必要がある． 
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