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第４章 狙いどおりの触覚・触感をつくるための
触覚センサ・デバイスの原理と技術要件
1節 触覚センサの検出機能と動作原理 (仮題)
1. まえがき
2. ユーザが触覚に期待する分野・技術
3. 触覚センサの難しさ
4. 触覚センサに求められる検出機能と特性，種類
5. 触覚センサの基本構成
6. 触覚センサの動作原理
7. すべり覚センサの動作原理
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(第４章 ３節)
8. 磁気粘性流体を用いた高解像度な硬さ触覚ディスプレイ
9. 指先による仮想能動触を利用した疑似力覚提示インタフェース
10. デジタル触感表現の可能性を広げる触感の記録・再生・拡張ツールキット
11. VRの世界をより深く体感する
シューズ・グローブ型触感フィードバックデバイス
12. 仮想空間・現実空間の手指の動きと
触覚を連動させる触感型ゲームコントローラ
13. 触覚インタフェースにおける特許・ライセンス動向
～Immersion Corporationの取り組みを中心に～

2節 触覚デバイスのための触覚呈示技術とその原理
1. 空中の任意の位置に振動触覚をもたらす空中超音波触覚呈示技術
2. 電気刺激を用いた皮膚感覚神経刺激による触覚提示技術
3. 形状記憶合金ワイヤの微小振動を利用した触覚呈示技術
4. タッチパネルのための機械刺激と摩擦刺激による触覚提示機能
5. 熱放射を利用した形状提示技術
6. 人間の風向知覚特性を考慮した風覚提示技術
7. 多様な硬軟触感を提示する表面触感制御技術
8. 複合現実空間における痛覚・温冷覚提示技術
3節 触覚をとらえるセンサ、触感をもたらすデバイス開発事例
1. 三次元方向の変位検出が可能な柔軟触覚センサ
2. 曲面への実装を叶えるしなやかな薄型触覚フィルム
3. 柔軟な材料表面を高精度で測定するMEMS触覚センサ
4. 大面積印刷技術による触覚・摩擦・温度分布が計測可能な電子皮膚
5. 視覚情報を額への触覚呈示に代替する視覚障害者用歩行補助具
6. 力感覚の大きさ・方向をダイナミックに変化させる携帯デバイス
7. 低侵襲手術への応用を目的とした小型触覚センサ

第５章 狙いどおりかを確かめるための定量化・官能評価法
1節 多様な触感を微細に表現するオノマトペによる
質感評価システムと個人差把握への応用
2節 専門家と幼児の触感覚における感性評価の差異
3節 高齢者および若年者の手の平性状が接触感判断に及ぼす影響
4節 熟練者の感覚技能を継承する風合いの客観評価
5節 官能検査法の特徴比較と実施時における留意点
6節 機械受容器の発火状態の定量化と触感の推定
7節 幾何学的指紋パターンを施した触覚接触子による
肌触り・質感の数値化と波形分析
8節 使用感の官能評価に近いデータを機器測定で得るための工夫
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5. 結語
2節 皮膚感覚を形成する神経回路とそのメカニズム
第二運動野から第一体性感覚野への反響回路を発見
５層の神経細胞の持続的活動によって皮膚感覚は知覚される
反響回路は皮膚感覚の知覚に必須である
反響回路モデルと知覚
連合回路モデルと反響回路モデル
トップダウン入力と幻覚
トップダウン入力と錯覚
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3. 表面素材の違いによる触覚記憶の特性
4. おわりに
8節 誰も知らない好触感をつくる
第３章 狙いどおりの触感をつくるための材料特性との相関
1節 触れてみたくなるテクスチャの理解と設計
1. 素材に対する触れてみたさの理解と設計
2. 素材に誘引される触れ方の理解と設計
2節 レオロジー測定による化粧品の摩擦力と物理特性の評価
3節 グリップ用ゴム材料の握り心地の客観評価と粘着特性の測定
1. はじめに
2. グリップ用ゴム材料の握り心地の客観評価
3. 握り心地に影響する粘着特性の測定と振動現象について
4節 樹脂表面テクスチャにおける粗さ感評価と決定要因
1. 実験
2. 実験結果
3. 考察
5節 精密切削加工を利用したプラスチック成形品の触感制御
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1. 触感の定量化
2. 嗜好性の調査と触感の目標値
3. 製品開発
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2. 発泡ビーズ入りクッションの感性評価
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1. はじめに
2. ティシューペーパーの製造工程
3. 市販されているティシューペーパーの基本的な紙質
4. 市販されているティシューペーパーの摩擦特性
5. 市販されているティシューペーパーの官能評価
6. ティシューペーパーの紙質・摩擦特性と官能評価値の相関関係
7. おわりに
9節 高級印刷用紙の風合い評価
1. エアラスについて
2. 実験
3. 結果と考察
4. 結論
10節 (調整中)
11節 布・糸構造、熱吸収最大値と接触冷温感の相関
1. 緒言
2. 測定法
3. 解析
4. 接触冷温感の測定例
5. 官能試験
6. 今後の課題
7. まとめ
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12節 静電植毛におけるパイル太さや長さで変化する風合い
1. 衣料用途
2. アルバム表紙、装丁包装
3. マージャン台
4. 手袋用途
5. 緩衝剤・保護テープ
6. 床材用途
7. かばん用途、靴用途
8. たわし、ブラシ用途
9. 化粧品・パフ
10. 自動車用途
11. 植毛加工と特性一覧表 12. 弊社取り扱いパイル一覧表
13節 心地よい手触り・肌感覚をもたらす添加剤技術
触った時の心地よさ
ワックス系添加剤の効果：すべり性向上・粘着性低減・ソフトフィール感
表面調整剤の効果：すべり性、親水性の制御
層状無機粒子添加剤（クレイ系添加剤）：さらさら感・帯電防止
まとめ
第４章 狙いどおりの触覚・触感をつくるための
触覚センサ・デバイスの原理と技術要件
1節 触覚センサの検出機能と動作原理
1. まえがき
2. ユーザが触覚に期待する分野・技術
2.1 目的による分類
2.2 主な応用による分類
3. 触覚センサの難しさ
3.1 触覚の他の感覚との違い
4. 触覚センサに求められる検出機能と特性，種類
4.1 検出機能と特性
4.2 触覚センサの分類
1) 触圧覚センサ
2) すべり覚センサ
3) 近接覚センサ
4) その他のセンサ
5. 触覚センサの基本構成
5.1 センサ構成
5.2 検出素子へのアクセスとセンサ信号の伝送方式
1) 一対一配線方式
2) マトリクス配線方式
3) シリアルバス方式
4) 無線方式
5) 境界接続方式
6. 触覚センサの動作原理
6.1力から電気量への変換方式
1) 電気抵抗方式
2) 静電容量方式
3) 光学方式
4) 光遮断方式
5) 光導波板方式
6) 弾性体変形/変位の画像計測
7) 圧電効果（電荷）方式
8) 磁気変化方式
9) 超音波
7. すべり覚センサの動作原理
7.1 すべり検出方式
8. 近接覚センサの動作原理：近接情報検出方式
1) 光反射光量方式（フォトリフレクタ）
2) 三角測量方式
3) 光往復時間TOF方式
4) 静電容量方式
5) 渦電流方式
9. これまで開発されてきた触覚センサの例
1) 感圧導電ゴムを用いた方式
2) 圧感受性インクを用いた方式
3) 触覚センサスーツ
4) 荷重分布中心位置と総荷重検出センサ
5) 近接覚・触覚複合型センサ
6) 静電容量型触覚 iCub skin
7) 光導波板を用いた方式（指先装着）
8) ゲルの変形を用いた方式
9) 半導体圧力センサのアレイ状に配置
10) 半導体式せん断力センサ
11) 導電性流体を用いたもの（BioTac）
12) EIT(Electrical Impedance Tomography)法
13) E-skin
14) E-textile
10. 触覚センシングで解決すべき問題
2節 触覚デバイスのための触覚提示技術とその原理
1. 空中の任意の位置に振動触覚をもたらす空中超音波触覚提示技術
2. 電気刺激を用いた皮膚感覚神経刺激による触覚提示技術
1. タッチパネルのための電気触覚ディスプレイ
2. バーチャルリアリティのための電気触覚ディスプレイ
3. 感覚代行ののための電気触覚ディスプレイ

3. 形状記憶合金ワイヤの微小振動を利用した触覚呈示技術
1. 触覚呈示ディスプレイ
2. パルス発生の確率密度制御による触感覚の呈示
3. 視覚と触覚の同時刺激によるテクスチャ呈示システム
4. VR空間の疑似触覚呈示
5. まとめ

で検索！

8. 複合現実空間における痛覚・温冷覚提示技術
1. MR型視覚刺激が痛覚に与える影響
2. MR型視覚刺激が温冷覚の知覚位置に与える影響
3. おわりに
3節 触覚をとらえるセンサ、触感をもたらすデバイス開発事例

1. 三次元方向の変位検出が可能な柔軟触覚センサ
1. 柔軟触覚センサ
2. 小型柔軟触覚センサ
3. 小型3軸触覚センサ
2. 曲面への実装を叶えるしなやかな薄型触覚フィルム
3. 柔軟な材料表面を高精度で測定するMEMS触覚センサ
4. 大面積印刷技術による
触覚・摩擦・温度分布が計測可能な電子皮膚

1. はじめに
2. 歪みセンサと温度センサの基礎特性
3. 電子皮膚デバイス
4. まとめ
5. 視覚情報を額への触覚呈示に代替する
視覚障害者用歩行補助具
6. 力感覚の大きさ・方向を
ダイナミックに変化させる携帯デバイス
7. 低侵襲手術への応用を目的とした小型触覚センサ
1. 触覚センサの低侵襲手術への応用
2. 有機強誘電体とは
3. 有機強誘電体を用いたカテーテル型触覚センサ
8. 磁気粘性流体を用いた高解像度な硬さ触覚ディスプレイ
9. 指先による仮想能動触を利用した
疑似力覚提示インタフェース
10. デジタル触感表現の可能性を広げる
触感の記録・再生・拡張ツールキット
11. VRの世界をより深く体感する
シューズ・グローブ型触感フィードバックデバイス
12. 仮想空間・現実空間の手指の動きと
触覚を連動させる触感型ゲームコントローラ
13. 触覚インタフェースにおける特許動向
～Immersion Corporationの取り組みを中心に～
第５章 狙いどおりかを確かめるための定量化・官能評価法
1節 多様な触感を微細に表現するオノマトペによる
質感評価システムと個人差把握への応用
1. はじめに
2. オノマトペに結びつく手触りの快不快
3. オノマトペによる質感評価システム
4. 個人差を簡便に把握するためのシステム
2節 専門家と幼児の触感覚における感性評価の差異
1. 背景と目的
2. 方法
3. 結果
4. 考察
5. 結論
3節 高齢者および若年者の手の平性状が
接触感判断に及ぼす影響
1. 実験
2．接触感と物性、界面における物理量との関係
3. 接触感と手の平性状
4. 接触感と温湿度環境
4節 熟練者の感覚技能を継承する風合いの客観評価
1. はじめに
2. 衣料用天然皮革の風合い
3．おわりに
5節 官能検査法の特徴比較と実施時における留意点
1. 感性情報とは
2. 官能検査とは
3. 官能検査方法について
4. 製品の「快適性」を評価する官能検査手順

4. タッチパネルのための機械刺激と摩擦刺激による触覚提示機能

6節 機械受容器の発火状態の定量化と触感の推定
1. 触感と触覚受容器
2. 機械受容器の特性
3. 機械受容器の発火状態の定量化
4. 触感の推定
5. まとめ

5. 熱放射を利用した形状提示技術

7節 幾何学的指紋パターンを施した触覚接触子による
肌触り・質感の数値化と波形分析
1. 指紋パターン付触覚接触子の有効性
2. 触覚の数値・波形分析

1. タッチパネル用の触覚提示デバイスに求められる機能と能力
2. 機械的刺激を与えるタイプの触覚提示デバイス
3. 静電気によって摩擦を増加させる触覚提示デバイス
1. 概要
2. 背景
3. 熱放射を利用した触覚ディスプレイ
4. 熱放射を用いた触覚ディスプレイシステムの触覚提示実験
5. 結論

6. 人間の風向知覚特性を考慮した風覚提示技術

8節 使用感の官能評価に近いデータを
機器測定で得るための工夫
1. スキンケア化粧品モデルの処方
2. 測定装置
3. 解析方法

7. 多様な硬軟触感を提示する表面触感制御技術
1. はじめに
2. 先行研究例と課題
3. 不均一構造の柔軟物体の再現
4. 粘弾性体（特に粘性の大きい柔軟物体）の再現
5. 各触感の比較と統合
6. まとめ

※仮目次につき、変更となる場合がございます。

