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Abstract: This paper overviews recent attempts to control motion and emotion by haptic interface. Tactile
stimulation can induce motion, such as hanger reflex that induces involuntary head rotation by applying
pressure, induction of forearm motion by tangential deformation of the skin, and control of walking by
pulling earlobe. On the other hand, presentation of false physiological response by tactile sense can
modulate emotion, such as facilitation of affection by presenting false heartbeat, and acceleration of a
surprised feeling by artificial control of piloerection on the forearm. We also considered generalization of
these phenomena by considering bi-directionality of our information processing system.
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1.はじめに
現代は過去のどの時代よりも我々個々人が爆発的情報
量を日常的に扱い，行動に反映させなければならない時代
である．人と外界との情報のやり取りに関する分野である
ヒューマンインタフェース技術はこのために重要であり，
単なる「効率的な閲覧手段」「効率的な入力手段」を提供
するにとどまらず，情報という入力から行動という出力へ
のスムースな接続をいかに実現するかが問われていると
思われる．実際，直感的とされるインタフェース技術の多
くは，ユーザがどのように行動しやすいか分かりやすい，
つまりは適切な行動を引き出すように設計されている．
呈示された情報によって行動を生じる現象には，例えば
読んだ本に影響されて人生の進路を選択するというよう
な長期のものから，ブラウザに表示された広告をクリック
するような短期のものまで幅広く存在する．ここではその
中でも特に短期的な，解釈を経ずに直接的に運動を生じさ
せる現象について扱う．情報提示による直接的な運動誘発
の手法を数多く得，体系化することは，今後のインタフェ
ース技術にとって非常に重要であると考えられる．
本稿では主に触覚を用いた運動制御を扱う．触覚は視覚
に比べ同時に呈示可能な情報量は少ないものの，聴覚に比
肩する時間応答性を持ち，さらに身体の動かすべき部位に
直接呈示することが出来る．このため身体運動を引き出す
手段として好適であると考えられる．さらに運動にとどま
らず情動についても触覚によって制御可能であることを
述べる．

2.運動を誘発する触覚インタフェース
2.1.ハンガー反射
我々は運動を誘発する触覚呈示として，まずハンガー反
射現象に着目した．ハンガー反射は頭部にワイヤ製のハン
ガーを装着すると頭部が不随意に回旋してしまう現象で
あり，日本では 1995 年にバラエティ番組で紹介されたこ
とから広く知られるようになった（ハンガー反射は我々に
よる命名）．我々は本現象の生起条件を明らかにするため
に，頭部全周にフィルム状力センサを配置し，あらゆる方
向にハンガーを装着，頭部圧力分布とハンガー反射現象と
の関係を計測した[1] (Figure 1)．その結果，例えば左側頭
部前方への圧迫によって頭部は左側に回旋するという，力
分布と回旋方向，回旋の強さの関係が明らかとなった．

本現象は現在，医療応用に向けた研究が進められている．
首の姿勢に関する疾患として痙性斜頸(cervical dystonia)が
知られている．この疾患は頸部筋肉の異常な活動により正
面を向くことができなくなるものであり，通常の治療では
筋活動を抑えるためのボツリヌス毒注射や脳深部電気刺
激を行う．この疾患に対してハンガー反射を適用した所，
痙性斜頸による頭部姿勢異常とハンガー反射による回旋
を相殺させることで，正面を向くことが出来る，首の可動
範囲が広がるなどの効果が観察された [2](Figure 2)．

Figure 1 Hanger reflex and relationship between pressure
distribution and direction of rotation.

Figure 2 Wearable device for cervical dystonia

2.2.皮膚の牽引
ハンガー反射は頭部への皮膚刺激による運動誘発現象
であるが，刺激部位にかかわらず全身で同様の現象を生じ
させることが出来るかもしれない．
我々は身体運動を引き出すために 2 つの部位への触覚
呈示手法を試みた．第一に前腕皮膚に皮膚水平方向の歪を
生じさせる呈示手法である[3](Figure 3)．呈示によって前腕
が牽引された方向に動くことが確認された．このとき生じ
ている外力錯誤を確認するため，皮膚歪を生じさせると同
時にユーザに錘を持ち上げさせ，皮膚歪を生じさせない場
合と比較させることで，例えば上向きの皮膚歪呈示によっ
て，持ち上げる物体を 20g 程度軽く感じることが明らかと
なった．
第二に耳介を頭部装着型のデバイスによって牽引する
手法である[4](Figure 4)．歩いている最中に耳介を左右に牽
引すると，ユーザは牽引された方向に進行方向を変えてし
まう．実験では左右方向の牽引による誘導効果を検証した
が，興味深いことに前後方向や上下方向の牽引も同様に牽
引された方向に進みたい感覚を生じる．

する現象は例えば指先でも確認されている[5]．この誤認さ
れた外力に対して，首の姿勢を安定化させるために拮抗す
る反力が出力される．この反力によって頭部は左向きに回
旋するが，ここまでのプロセスは意識されない．このため
人は左向きに回旋したという結果のみを観察し，自力で回
旋したにもかかわらず「外力によって左向きに回旋させら
れた」と誤認する．
ハンガー反射の場合一見して，皮膚変形に「対抗する」
ように動いているように思われるが，腕や耳の牽引では皮
膚変形に「従って」動いているように思われる．つまりこ
の点から見るとこれらは逆の現象のように思われる．しか
し，ハンガー反射も，腕や耳の牽引も，「意識される外力
の向き」と「生じる自己の運動の向き」が一致していると
いう点では共通していると言える．ただしハンガー反射の
場合，前述の説明が正しければ運動が先に生じ，その原因
としての外力が意識されるという順番であるのに対し，腕
や耳の牽引の場合は外力が先に意識され，それに基づく運
動が生じるという順番であるように思われる．
触覚による外力の錯誤と運動の生成は他の例でも確認
されている．例えば Amemiya らの Buru-Navi は偏加速度振
動を与えるデバイスを手に持つことによってナビゲーシ
ョンを行うものであるが，意識される外力の向きと実際に
生じる運動の向きが一致していることが確認されている
[6]．
こうした現象と，視覚的なベクションにおける重心動揺
との対比は興味深い．ベクションにおいては，背景画像を
右に動かすと身体が右に傾く[7]．これは画像の運動方向と
は逆方向に身体が動いたと感じ，これを補正する方向に身
体が傾くと説明されている[8]．触覚における運動生成が意
識される「外力」と同じ向きに生じ，ベクションが意識さ
れる「自己運動」と逆向きに生じる，とまとめるなら，こ
れらは「知覚される自己の運動に対する補正」という類似
の現象であるかもしれない．ある向きに外力を感じること
は，逆向きに自己の運動を感じることとも解釈できるため
である．

Figure 3 Induction of forearm motion by tangential
deformation of the skin. (Top left) System structure. (Top right)
Experiment setup. (Bottom) Result of the experiment.

Figure 4 Control of walking by pulling earlobe. (Left)
System structure. (Right) Walking trajectory of each participant.
2.3.考察
以上の皮膚感覚提示による運動生起を統一的に説明す
ることは可能だろうか．
まずハンガー反射は現時点で次のような段階を踏むと
考えている．例えば左側頭部前方に呈示された触覚は，外
力によって生じたと解釈される．触覚によって外力を誤認

Figure 5 Possible processes of hanger reflex, arm skin
traction, earlobe traction, and comparison with vection.
我々はこの対比から示唆を得，ベクションを利用した歩

行制御も行なった．歩行中にオプティカルフローを呈示す
る試みはすでに存在したが[9]，視覚刺激を呈示するには通
常プロジェクタや頭部搭載ディスプレイなどの電子的装
置が必要であった．これに対して我々は多視点画像を生成
できるレンチキュラーシートを地面に敷設する手法を開
発した[10] (Figure 6)．歩行者がこのシート上を歩くと，視
点の移動に伴い観察される映像が変化し，結果として地面
に右向きのオプティカルフローを生じる．逆側から歩いた
場合も同様に進行方向右向きのオプティカルフローが生
じる．これによって無電源での右側通行の誘導を実現した．

Figure 7 Facilitation of affection by tactile feedback of false
heartbeat.
3.2.立毛による情動制御
情動にともなう身体反応の一つに立毛が挙げられる．
我々は前腕皮膚近傍の電極に 10kV ないし 20kV 程度の電
圧を加えることで人為的に立毛を生じる装置を作成した
[14](Figure 8)．検証実験ではサイレン音による驚き刺激の
みを聴かせる条件と，同時に立毛を生じさせる条件とを比
較し，驚きの量をアンケートおよび発汗量で比較した．そ
の結果立毛によって確かに驚き量が増大することが確認
された．

Figure 6 “Vection field” for pedestrian traffic control

3.情動を増強する触覚インタフェース
皮膚感覚は他の多くの感覚と同様，情動を喚起すること
ができる（ここでは情動を比較的短期の感情とする）．情
動は運動と同様，人にとってある種の出力であり，情報入
力から人間の出力へのスムースな接続を考える上で，情動
をともなう感覚呈示は欠かすことが出来ない要素である．
視聴覚を例に取ると，外部刺激による情動喚起にはいく
つかの戦略が存在する．第一にコンテンツの解釈による情
動喚起であり，第二に感覚自体が持つ情動的要素による情
動喚起である．後者は例えば視覚であれば色や明暗，聴覚
であれば協和性や調などが挙げられる．触覚においても全
身に振動を呈示することにより BGM のような触覚を実現
した例が存在する[11][12]．
一方で触覚は，身体に直接呈示可能であるため，情動に
ともなって生じる身体反応（発汗，脈動など）を「自分自
身の身体に生じている現象」として呈示することが他の感
覚に比べて容易である．これを利用した情動呈示の試みを
紹介する．
3.1.擬似心拍による情動制御
情動に伴い心拍が変化することは古くから知られてい
るが，Vallins らは逆に音として聞かせた心拍を変動させる
ことによって，異性の写真に対する好意が変化する事を見
出している[13]．我々は同様の試みを胸部に対する触覚呈
示によって行い，効果を検証した[14]．

Figure 8 Facilitating a surprised feeling by artificial control
of piloerection on the forearm.
3.3.考察
心拍および立毛の模擬呈示は，共に情動に関係する身体
反応を触覚的に呈示する手法である．情動体験のメカニズ
ムに関する古典的理論の一つである James-Lange theory で
は，「悲しいから泣くのではない，泣くから悲しいのだ」
と要約されるように，環境に対する身体的反応こそが情動
体験を引き起こす原因であるとしている[16]．本手法はこ
の考えに基づき，身体反応を感覚として呈示することで情
動に影響をおよぼしうることを利用していると言える．
一方で紹介した２つの手法は，情動を「増強」すること
は出来ても「発生」は出来ていない事には注意を要する．
擬似心拍の実験においては，被験者にとって本来好ましい
写真以外で擬似心拍を早めると強い違和感を生じたこと

が報告されている．また立毛による情動制御においても，
立毛呈示単独では生暖かい風を感じるのみであり，情動に
繋がることはない．つまり具体的な応用場面ではユーザの
情動がわかっていることが前提となり，コンテンツから生
じる情動を予想するか，ユーザの情動を検出する必要があ
る．
我々はこの考えに基づき，笑いに関して情動の検出と増
強呈示を行う「笑い増幅器」を実現した[17](Figure 9)．腹
部筋電として観察される笑いの初期動作を検出し，周囲に
配置した人形群を爆笑させることによって笑いの閾値を
下げることに成功している．コメディ番組などで用いられ
るラフトラック（笑い声）の挿入が笑いの場面をあらかじ
め設定する，いわば情動の予想に基づくものであるのに対
し，笑い増幅器はユーザの情動検出に基づいており，番組
視聴にかぎらない日常的な場面で応用が可能であると思
われる．
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Figure 9 Laugh enhancer using laugh track synchronized
with the user's laugh motion.
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4.おわりに
本稿では身体部位に直接感覚を呈示可能である触覚と
いう感覚チャンネルを用いて，運動と情動を制御する手法
の提案について概観した．運動の誘発に関しては，触覚は
身体の運動部位に直接呈示可能であるという点で他の感
覚に対して優れており，情動の制御に関しては，情動にと
もなって生じる身体反応を自身の身体に生じている現象
として呈示可能である点が優れていると言える．本稿では
さらに得られた考察に基づいた触覚以外の試みを紹介し
た．
筆者はこうした運動，情動の制御が，共に双方向性とい
うキーワードで結ばれる現象であると考えている．運動の
誘発においては，本来触覚は運動にともなって生じるもの
であるために，運動と触覚を同時に体験し続けた我々の脳
は，触覚を呈示されると逆に運動を想起してしまう．同様
に，情動の制御においても，情動的体験とそれにともなっ
て生じる生理反応およびその感覚は，日常生活で同時に体
験され続けており，そのために我々の脳は，本来生理反応
によって生じる感覚を呈示されるとその生理反応，ひいて
は情動を想起してしまう．つまり共にある種の想起の現象
として理解できると思われる．
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