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Abstract 
 This paper presents recent results of experiments conducted on our micro-manipulation system between Tokai University and 
Thailand (KMUTT) via the Internet.  PHANToM is used as a haptic interface at the master side.  The forces observed at the 
master side (Tokai Univ.) are transmitted to the slave side (KMUTT) while position commands are sent in the opposite 
direction.  The results show that although forces are successfully fed back to the operator at the remote site, a communication 
time delay causes some problem when there is a sudden change in the force observed, such as an initial contact or lifting off 
the surface.  It is verified through experiments that an employment of a virtual environment model can circumvent such a 
problem even if the model is still at a rudimentary level.  
 
Keywords: Micro manipulation, teleoperation, force feedback, haptic interface, force sensing 
 

 
1. はじめに 

 
近年，半導体産業，バイオ産業，医療現場等の様々な

分野で，各種顕微鏡の映像を元に実時間で微細作業を行

うニーズが増加している(1)-(3)．この場合，対象物は数mm

～数μmと非常に微小であるため，人の手で直接操作する

ことは困難である．そのためマニピュレータ等の補助器

具を用いることが多いが，作業者が視覚情報のみを頼り

に作業を行う場合，器具と対象物との接触状態の把握が

難しく，作業に長い時間を要したり，器具や対象物の破

損を招く可能性がある．そこで操作性を向上させるため

作業者に視覚情報に加え，触覚情報も提供することので

きる力覚フィードバック型マイクロマニピュレーション

システムの利用が注目されている(4)-(6)． 

本研究では，左右独立した操作用プローブに加え，試

料テーブルにも独立した自由度を具備すると共に，左右

各プローブが操作時の反力を検出する機能を有する微細

作業用システムにおいて，東海大学（スレーブサイド）

とタイ（マスターサイド）を結んでインターネットを介

した遠隔操作実験を行った。その際，通信時間の遅延に

よる悪影響を低減するために，操作反力を単純な線形ば

ねで記述することによる操作用プローブの環境モデルを

マスター側に導入し、その効果を検証するために環境モ

デルを用いる場合と用いない場合について比較実験を実

施した．その結果，接触時など操作反力が大きく変動す

る状況下において環境モデルの効果があることを確認し

た．以下に本論文の構成を示す．第２章では微細作業シ

ステムの概要を説明し，第３章では実験方法および結果

について述べ，最後に結論および今後の展望について述

べる． 

 
２． 微細作業システム 

 
2.1 システム概要 

本システムは，マイクロマニピュレータシステム

(MMS) とハプティックデバイスシステム(HDS)から基本

的なシステムが構成される．システム構成の概略をFig.1

に示すとともに，実際の作業風景をFig.2に示す．MMSの

動きはHDSの動きと連動しており，Fig.2に示すように作

業者は右手でHDSのスタイラスペンを握り，モニター画

面に表示された走査型電子顕微鏡（SEM）の映像を見なが 
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Fig.1  Micro Manipulation System   

 

Fig.2  View of the system operation 

 

ら操作を行う．その操作により生じるHDS側の位置変化

がMMSの微小変位として伝達されると同時に，MMS側の

プローブ先端部に生じる微小な接触反力を，HDSにより

増幅して作業者の手先に伝達することができる．その他

様々な力検出機構や，反力フィードバック装置，情報伝

達経路を基本システムから拡張することにより，様々な

ニーズに応じた微細作業を行うことができる環境を提供

している． 

 
2.2  マイクロマニピュレータ 

 本研究で使用するマイクロマニピュレータ（Fig.3）は

SEM内に設置され，作業者はSEMにより映し出されたマニ

ピュレータの映像を見ながら操作する．鏡面対象配置さ

れた左右マニピュレータ部と，試料ステージ部から構成

され，それぞれXYZ軸方向の移動が可能であり微動部と粗

動部を有する．さらに試料ステージ部はDCモータをアク

チュエータとしてZ軸まわりに回転することが可能とな 

Fig.3  View of the micro-manipulator unit 

っており，その回転範囲はエンドレスとなっている． 

微動部に関してはそれぞれに３つの独立したアクチュエ

ータが付属している．このアクチュエータにはFig.4(a)に

示すようにピエゾ（PZT）素子を用いている．ピエゾ素子

そのものの変位は10数μmと小さいため，てこの原理に基

づく変位拡大機構を用いてアクチュエータとしての駆動

変位を確保する．この変位拡大機構を有限要素法を用い

て変位解析した様子をFig.4(b)に示す．ブロック右側の穴

部を固定しピエゾ素子を駆動すると，素子はブロックの

剛性の低い右側方向に伸びる（Fig.4(b)①方向）．そして

２段てこを介してブロック左端は縦方向（Fig.4(b)②方

向）に変位することになる．動作範囲は各軸共に200μm

となっており，その位置決め分解能は50nmとなっている．

粗動部は手動による動作になっており，動作範囲は±

2mmである． 

 

 

 

 

 

(a) piezo-driven flexture hinge    (b) FEM analysis of the unit 
Fig. 4  Piezoelectric actuator unit 

 

2.3  制御システム 

本マニピュレータは，スタンドアローン方式であり，

ジョイスティックコントローラ（３軸回転式ポテンショ

メータ），コントロールパネル，ハプティックデバイス（2.1
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におけるHDSに該当），マウスと様々なコントロールデバ

イスによる操作が可能である．なおハプティックデバイ

スとは力覚を提示する装置を指し，本研究では米国

SensAble Technologies社製のPHANToMデスクトップを用

いている．ハプティックデバイスを用いて作業をする場

合，まずPHANToMの３軸座標情報をPC-2で読み取り

AD/DA変換ボードを介しPC-1に送りマニピュレータの右

アームの３軸を制御する(Fig. 5 (a))．そして，マニピュレ

ータからは力覚情報が歪ゲージよりPC-2に返され，

PHANToMに反力を生成して，マニピュレータのプローブ

に働く力を作業者に認識させることができる(Fig. 5 (b))． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5   Signal flow diagram of the micro-manipulation system 

  

３．実験方法および結果 
 

3.1  インターネットを介した遠隔操作 

筆者らはこれまでに反力フィードバック機能を備えた

マイクロマニピュレーションシステムが，マニピュレー

タ側と作業者側をAD/DA変換ボードを介し，局所的に接続

される形で十分な機能性を有することについて実験等を

通じて検証を行ってきた
(7)
 ．ここではマニピュレータ側

と作業者側をインターネットで結び，遠隔操作が可能な

システムへの拡張について述べる．実際にはPHANToMの

3軸座標情報およびMMSからの力覚情報のデータをインタ

ーネットを介して送受信しあうことで，遠隔地からの操

作を可能としている．データの送受信はソケットインタ

ーフェイスを用いたTCP/IPによって行われる． 

 

3.2  インターネットを介した力覚フィードバック実験 

本実験は，インターネットを介してマイクロマニピュ

レータを遠隔操作する際の力フィードバックの安定性を

評価するため，以下の３種類のネットワーク環境につい

て行った．この3種類の差異は，MMSが常に東海大学に設

置された状態にあるので，遠隔操作を行うためのHDSをど

こに設置するかによるものである．(Ⅰ) HDSをMMSが設置

される同じ実験室内に設置．局所的に結線されているの

と等価的状態，(Ⅱ) HDSを茨城県の共同研究先企業に設

置しADSL回線経由でアクセス，(Ⅲ) HDSをタイのモンク

ット王立工科大学（KMUTT）に設置しタイ側の学内LAN

経由でアクセス．ただし(Ⅱ) の実験については(Ⅰ)と

(Ⅲ)の中間的な結果だったため紙面の都合により省略す

る．いずれの実験も以下に示す手順で実施した．  

非接触状態のプローブに試料ステージをジョイスティ

ックコントローラ操作によって接近させ，互いに接触し 

Fig. 6   Expermental setup for measuring reflective forces 

Force sensor
Positive Z-axis force

(b) signal flow of force information 

(a) signal flow of positional information 
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たときのプローブに加わった接触力およびその力をイン

ターネットを介してPHANToMにフィードバックしたと

きに作業者が手元に感じる力を測定した．PHANToMから

発生する力はPHANToMのペン先を固定用ジグを介し力

覚センサに固定し測定を行った（Fig.6）． 

参考のために，インターネットを介さずに局所的に接

続された場合の力覚フィードバック実験の結果を示す

(Fig.7)．図は上から順に試料ステージの上昇距離，プロ

ーブ先端における接触力，PHANToMにフィードバックさ

れた力を示している．図から試料ステージを約2.5μm上

昇させた時に試料に接触していることがわかる．その後

さらに試料ステージが上昇し，プローブに加わる力の上

昇に伴ってPHANToMにフィードバックされる力も上昇

していることも確認できる．またPHANToMはプローブが

受けている力を約500倍に拡大し作業者の手元に伝えて

いることも確認できる． 

Fig. 7  Force feedback with a locally connected system 

(top: displacement of the specimen table, middle: reflected force  

feedback, bottom: probe contact force) 

 

次に，昨年東海大学とタイのモンクット王立工科大学 

トンブリ校との間で実施した実験を結果をFig. 8に示す．

ここではTCP接続を行っている．Fig. 8より明らかなよう

に，波形が階段状になっているとともに，実験所要時間

が約５分という長時間に及んでいる．これは，制御ルー

プの中にソケット通信用のコードがあり，送信したデー 

Fig. 8  Force feedback between Tokai and Thailand via TCP 

(top: displacement of the specimen table, middle: probe contact  

force (Tokai), bottom: reflected force feedback (Thailand)) 

 

タが確実に先方に受信されてからでないと次のループに

進めない処理となっているため，パケットロスが頻発し

た場合にシステムの動作に大きな障害をきたすことを表

している．その問題がFig.7ではTCP接続であるにもかか

わらず表出しなかったのは，回線が学内LANのみであるの

で通信時間も短くパケットロスもほとんどない状態での

操作であったためと思われる．次にTCP接続をUDP接続

に切り替えて同様な実験を行った．その結果をFig. 9に示

す．これによって，データの送受信確認が行われないこ

とによるパケットロスのリスクが増す一方で，全体的な

データの通信遅延問題は大幅に改善していることがわる

（Fig. 9）．その結果，ステージの昇降動作も大幅に速く 

Fig. 9  Force feedback between Tokai and Thailand via UDP 

(top: displacement of the specimen table, middle: probe contact  

force (Tokai), bottom: reflected force feedback (Thailand)) 
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なりFig.8に見られるような階段状の波形も解消された． 

またそれによって，結果的にFig. 8では通信の遅延以外に

データの送受信確認に大幅な時間を費やしたために，通

信遅延の方が後者に埋没して見えていなかったが，UDP

接続にすることで後者に起因する遅延がなくなり，純粋

な通信遅延時間が顕在化してきた．この結果，経由する

ネットワーク環境の性能が未確定の場合，特に今回の

(Ⅲ)における実験のような場合には，TCP接続ではなく

UDP接続が適していることがわかる．しかしUDP接続で

はパケットのチェックが行われない分，受理したデータ

の信憑性をユーザ側できちんと管理する必要がある． 

さらに実際の作業を想定した実験として試料表面にプ

ローブで傷を付け文字を書く実験をタイ・モンクット工

科大学トンブリ校からの遠隔操作において行った．この

実験はタイからの遠隔操作により，鏡面加工を施したア

ルミニウム表面にプローブで傷を付け文字を書く実験で

ある．作業中の試料ステージの位置とプローブに加わる

接触力を測定した．本実験を行うにあたり，通信時間の

遅延に加えUDP接続を用いている都合上，時折不適切な

データが受信されることがあり，それをそのまま

PHANToMでの力の提示に用いると過大な力を発生した

り誤動作の原因となる．そこでマスターサイドで受信デ

ータの簡単なフィルタリングを行い，異常な値を有する

データは利用しないようにした．具体的なフィルタリン

グ方法としては，マニピュレータから送られてくる位置

情報を一時保存し，スレーブサイドから送られてきたデ

ータがその保存されたデータと比較してある範囲内（例

えば±100以内）であれば受信し，その範囲を超えるデー

タは却下することとした．また反力を生成する条件の設

定権をServer側に持たせることで操作性の向上を図って

いる．Fig.10は，タイ側での実験風景であり，ディスプレ

イに映っている円錐型のＣＧモデルは，プローブを模し

て作成した仮想環境モデルである．実際に遠隔操作を開

始する時点で試料表面にプローブを接触させた瞬間を用

いて，仮想環境と実際の環境との位置的なキャリブレー

ションを行っている．仮想環境側で創出される仮想反力 

Fig. 10  Virtual environmental model used at the remote site 

 

は，仮想試料表面と仮想プローブの相対変位に基づいて

線形バネモデルにより発生させている．キャリブレーシ

ョンを通じて仮想環境の試料表面の位置が確定した場合，

その位置から試料内方に向けてプローブ変位ｘの正方向

を定義すると，仮想プローブの変位によって生じる反力 

f は以下の式で与えられる．このときのバネ定数は試行

錯誤により適正値を選択している．  

  
00
0

<=
≥=

xiff
xifkxf

  ただしｋはバネ定数 

今回このような単純な線形バネモデルを用いた理由とし

ては，その簡便さに加え，反力を発生するHDSのペンは操

作者の手に握られており，人間の手そのものが受動的な

ダンピング効果を生むため，単純バネでも発散などの問

題は起こらないと判断したためである．本仮想モデルを

用いて遠隔操作によりプローブに2種類の異なる軌跡を 

Fig. 11  Teleoperation experiment (line drawing) 

(top: actual force feedback, bottom: virtual model feedback) 
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描かせた．最初の結果をFig. 11に示す．Fig.11における2

本の横線のうち上側の線は，東海大学側のシステム内で

実際に観測した接触反力に基づく力覚フィードバックを

頼りに描いたものである．それに対し下側の線は，仮想

プローブモデルから生成される力覚フィードバックを用

いて描いた結果である．両者の描画時における反力の時

間変化をFig. 12に示す．Fig. 12 (i)より，実環境では時間

遅延により反力が遅れてマスターサイドに届くため，プ

ローブが試料表面に接触した直後に突出的な接触力を生

じていることがわかる．これは時間の遅れがあるなかで，

操作者に力覚としてフィードバックされるまでにすでに

プローブを押し込み過ぎており，それが突出した反力と

して認識した操作者が慌ててプローブを引く動作を表し

ている．一方，仮想モデルでフィードバック信号を生成

する場合（Fig. 12 (ii)），そのような接触時の突出信号も

認められない．また，プローブを移動しながら描いてい

る最中の力の変動は，前者に比べて後者の方がかなり小

さくより安定した描画作業が行えた． 

Fig. 12  Reflected force measurement (line drawing) 

(top: actual force feedback, bottom: virtual model feedback) 

 

先の結果からも明らかなように，仮想モデルの導入に

より，操作者は通信時間の遅延に起因する突出力に遭遇

することなく，試料表面との安定な接触状態を維持でき

ることがわかる．これをさらに検証するため，次に同じ

仮想モデルを用いて試料表面に円軌跡を描かせることを 

Fig. 13  Teleoperation experiment (circle drawing) 

 
Fig. 14  Reflected force measurement (circle drawing) 

 

試みた．その結果得られた円軌跡をFig.13に，描画時のプ

ローブで観測された接触力をFig.14に示す．軌跡の様子，

接触力の変動具合から作業の安定性が確認された．本実

験終了後，全く同じ描画作業をその場に居合わせたモン

クット工科大学のタイ人学生に試してもらったところ，

本システムを全く触ったことがない操作者でも，簡単な

機材の使用方法に関する説明を聞いたのみで，ほぼ同様

な円軌跡を描くことができた．この事実からも仮想モデ

ルの有用性が裏付けられていると言える．つまり，作業

者が自らの動作を，遅れた映像，遅れた力フィードバッ

ク信号に基づいて進める従来型の作業と異なり，仮想モ

デルで局所的に生成される力フィードバック信号に基づ

いて仮想環境モデルの変化を注視しながら行う作業形態

の方が，優れた遠隔操作環境を提供していることが確認
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できた． 

 

 
４． まとめ 

 
ハプティックデバイスとマイクロマニピュレータをイ

ンターネットを介して接続することで，遠隔操作が可能

な力覚フィードバック型マイクロマニピュレーションシ

ステムを構築し，データの送受信方法を TCP から UDP

に変更することによりシステムの大幅な高速化を実現で

きた．さらに操作プローブの仮想モデルを作成し，仮想

環境モデルに基づく力覚フィードバック信号の生成を可

能にした．また，必要に応じて実環境と仮想環境を切り

替えることにより，安定した作業空間を提供できるよう

になった．そしてタイと東海大学を結ぶ遠隔操作実験を

行うことによって，通信方法がシステムの安定性に与え

る影響や仮想環境モデルの有効性が確認できた． 

 さらに今後の課題としては，以下の項目が挙げられる． 

 現在の仮想環境モデルはプローブのみを対象とし

ており，作業によってはそれ以外のモデルも必要な

場合が考えられる． 

 現状のシステムでは，遠隔作業中に生じる作業環境

の変化は一切考慮されていない．時間と共に実環境

と仮想モデルの乖離が起こることも想定されるの

で，適当なタイミングでモデルの再構築または較正

が必要になると考えられる． 

 仮想環境モデルの利用は，通信時間の遅延そのもの

に対しては何もしておらず，今回のような比較的単

純な作業の場合はよいが，より複雑な作業を行うに

は，やはり時間の遅延に対する積極的な対応策が必

要になると考えられる． 
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