指先における時空間的知覚補完現象の計測
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We replicated a recently described phenomenon observed on the fore- arm when a tactile stimulus moving on the
skin, is interrupted, and instantly reappears at a distant location. Under proper conditions, the stimulus is felt as if the
space of the gap is perceptually obliterated. We replicated this phenomenon on the fingertip using virtual edges and
produced psychometric responses curves, varying the time taken by a moving edge to traverse the gap. Most people
failed de detect 2 mm gaps when the traversal time falls under 0.2 s. The same gaps are veridically detected when they
are traversed at the same speed as in the surrounding regions of the stimulus. We discuss implications of these findings.
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1. はじめに
人間の視覚において，情報が取得できない盲点は脳によっ
て補完され，認識することはできなくなっている．このことは
人間が得られていない情報を得られている情報から推測して
いることを示している．
このような補完現象は，視覚[1]，聴覚[2][3]，触覚において
報告されている．特に触覚領域における補完に関する最近の
報告としては Seizovacajic と Taylor の研究がある[4]．これは，
前腕に対して提示される非連続的な刺激が，刺激がない区間
の横断時間を０にすることによって連続的に知覚されること
を報告している．この研究では，10cm の間隔で 2 つのブラシ
を配置することで，実際に刺激が与えられない区間の横断時
間を０にすることを可能としている．ただし，この研究では計
測された横断時間条件には制約があり，マグニチュード推定
法を使用した計測しかなされていなかった．
本研究の目的は先に示した結果を指先において再現するこ
とである．この目的を達成するため，我々は指先に空間的に刺
激を提示できる触覚ディスプレイ装置を利用した．横断時間
を自由に調整可能であるため，心理物理曲線が計測可能とな
った．本稿はこの研究の予備的調査として，恒常法を利用し横
断時間（以下時間的ギャップとする）を変化させたときに空間
的刺激が与えられない区間（以下空間的ギャップとする）が知
覚されるかどうかの弁別閾を計測した．
図 1 は我々が採用した刺激，それらが変化する様子を模式
的に示している．刺激は３つの段階で構成されている．まずエ
ッジのような刺激が事前に定めた距離だけ皮膚上を移動する．
次に刺激が消滅する．その後ある距離だけ離れたところから
再度刺激が提示される．図１a では刺激が消失してから再度提
示されるまでの時間がそれまでの移動速度に対応している．
これは現実物体における移動と同一である．図 1c では[4]の実
験と同様にエッジ上の刺激が時間的ギャップなく瞬時に移動
する．実験では，被験者は提示された刺激が空間的ギャップを
持っていたか否かに関して回答した．

Fig. 1 Phenomenology. a, a virtual edge moves on the skin and
disappears in a gap for a duration compatible with constant speed.
b, the virtual edge moves ‘too fast’ in the gap. Equivalently, the
delay for reappearance is reduced. The gap is felt to be smaller. c,
the virtual edge moves at “infinite” speed in the gap. Equivalently,
the delay is zero. The gap is not detected.

2. 実験
2.1 実験装置
刺激提示装置として TactileLab 社の Latero を用いた[5](図 2)．
本装置はそれぞれのピンが 1 自由度で水平方向に変位するこ
とにより皮膚変形を発生させる装置である．本ディスプレイ
は 8×8 のピンを用いて構成され，それぞれのピンは 1.2mm 間
隔で配置されている．それぞれのピンは独立に制御すること
が可能である．
本ディスプレイは離散的に配置されたピンによって構成さ
れているが，時空間的に連続的な刺激を提示することが可能
である．Wang らの報告によれば[6][7]，指先端の皮膚を２点間
で拡張させることにより仮想的なエッジ感覚を提示すること
ができると示している．またこの効果は線形重ね合わせをす
ることが可能であるとも示している[17]．つまり，２つ以上の
拡張された皮膚領域が隣り合っている場合，得られるエッジ
感覚は１つのものよりもより広いエッジ感覚を得ることがで
きるというものである（図 3 参照）
．このことは空間的に移動
するエッジ感覚を補完することが可能であることを示してい
る．例えば，拡張された領域を収縮する際同時に隣接する領域
を拡張することでエッジが滑らかに移動したように感じられ
ることなどが考えられる．

Fig. 2 Tactile display with a 10 mm by 10 mm active surface
described in greater detail in reference [5].

Fig. 3 a, Two adjacent virtual edges (red and green) created by the
local traction given by deflecting traction surfaces differentially. b,
sum of the two adjacent virtual edge
2.2 提示刺激
本実験では 2.1 で示したエッジ刺激を用いる．この刺激は２
つの隣接するピンを相反する方向に拡張させることで生じる
ことができる．以下にエッジ刺激を連続的に移動させること
を目的として作成された i 列目のピンの基本動作関数を示す．
pi =(-1)i sin(2πft)
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この式は，隣接するピンが相対する方向に振動し，エッジの
移動に伴い振幅が変化することを示している．この振幅変化
は正規分布関数に則って変化する．またピンを常に振動させ
る理由として，エッジ刺激を持続して感じられることを目的
としているためである．f は周波数，t は経過時刻，σはエッ
ジ刺激の鋭さ（振幅変化率の大きさ）
，w はディスプレイが刺
激提示可能な幅，v は刺激の移動速度である．本実験ではそれ
ぞれ f を 30Hz，σを 1mm，w を 1.2mm，v を 2.0mm/s とした．
式 1 は単純に仮想的なエッジが空間的ギャップなく移動する
ものである．本実験では図１に示すような刺激パターンを生
成するため，式１を用いて各ピンでの変位を定義した．
𝑝𝑖 (𝑡)
𝑖 = 0,1,2
0
𝑖 = 3,4
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g は空間的ギャップ，δは時間的ギャップである．本実験で
は，g を 2.0mm，δを７条件設定した．それぞれ 0.0, 0.16, 0.33,
0.50, 0.66, 0.83, 1.00 秒である．ピン動作の概略を図 4 に示す．

Fig. 4 Example of movement of each pins. i is the row number of
pins. Time passes from a to c. Stimulation is jumping between
figure b and c. Pin number 3 and 4 do not vibrate all the time.
.
2.3 被験者
被験者は著者ら２名を含む計８名（23-63 才，男性５名，女
性３名）であった．著者らを除き，被験者は実験の目的を知ら
ず，今まで実験刺激を体験したことはなかった．すべての被験
者は右利きであった．
2.4 実験手続き
本実験では単一刺激による恒常法を用いた[8]．本手法はラ
ンダムに提示される刺激と個人が持つ潜在的標準と比較を行
うものである．実験は１条件あたり１０試行，合計７０試行行
った．各条件の刺激提示方向は各条件１０試行の内５回は右
から，５回は左からとした．実験では刺激はランダムに提示さ
れた．実験中被験者にはヘッドホンからピンクノイズを提示
した．これはディスプレイから生じるノイズによって回答さ
れることを防ぐためである．実験中被験者は好きなタイミン
グで休憩を取ることとした．
被験者は「提示された刺激が空間的なギャップがあったか
どうか」に関してそれぞれの刺激提示後に回答を行った．被験
者には空間的ギャップの大きさは伝えなかった．また練習は
行わなかった．

3. 結果
図 3 に全被験者の結果をシグモイド関数にフィッティング
したものを示す．エラーバーは標準偏差を示す．すべての被験
者はおおよそ同じ弁別閾を示したが，知覚感度は大きくばら
ついていた．２つの例を図 4 及び図 5 に示す．これら２つの

グラフは同様の閾値であるが異なる感度を示している．この
違いは今まで体験したことのない刺激に対する反応であるこ
とを考えると大きな問題ではない．
本実験の結果に関して，１人の被験者を除くすべての被験
者は，時間ギャップが 0.2 秒未満であるときに刺激の不連続性
を検出する可能性が低く，現実と同一の時間差である 1.0 秒の
際に不連続性を検出可能であることが示された．

Fig. 5 Results of all participants

4. 考察
本現象が発生する要因として，空間を飛び越える急激な速
度変化により，それまでの連続的動作からの予測と大きく乖
離した結果，予測に置かれる比重が大きくなったため，連続的
に変化していると認識されたと考えられる．人間は身体のす
べての領域，特に四肢において様々な速度で移動する物体を
認識することが可能である．しかしながら本実験で使用され
た刺激は空間を飛び越える，つまり無限時間で移動する刺激
であるため，今までに経験されたことがない新しい刺激であ
る．通常連続的に動く対象の認識は予想と現実の誤差を最小
にするように行われる．このことはすでに視覚領域で解説さ
れている[15][16]．つまり，もし視覚領域で行われいている移
動物体の知覚方法が触覚に適応されるのであれば，時間的ギ
ャップが小さくなればなるほど連続的刺激の経験による予測
の重み付けが大きくなり，空間的ギャップが消失したと考え
ることができる．
このような空間的ギャップの減少及び消滅に関してはラビ
ットイリュージョンなどでも同様の報告があげられており
[9][10][11][12][13]，モデルに関しても報告がなされている[14]．
しかしながらこれらのモデルは離れた２点を独立に刺激する
ものとなっており，移動する刺激に関しては考慮されていな
い．このことから今後は本現象のさらなる調査，及びモデル化
が課題となる．

5. おわりに
本稿では，2.0 mm / s の速度で指先の皮膚上を移動する刺激
の空間的ギャップ 2.0 mm は，0.2 秒より小さい時間的ギャッ
プでは検出されないことが示された．ここで議論された知覚
現象は触覚ディスプレイを設計する際に有用なデータを提供
することが可能であると考えられる．
今後はこの知覚補完現象のさらなる調査を行う．また移動
する触覚刺激に適用可能な知覚モデルを提案し、知覚メカニ
ズムを調査してゆく．
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