第 15 回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集(2010 年 10 月)

掌の上で動く他者の指先から得られる近接感
Tactile Proximity Sensation Induced by Other’s Finger Movement above One’s Palm
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Abstract: It is widely known that tickle sensation is not only induced by direct contact but also induced by the
gesture near the body surface. This phenomenon can be utilized for the remote communication as a way to
present pseudo haptic sensation with visual cue. In this paper, this pseudo haptic sensation was combined with
vibration and tickle sensation was evaluated. The result revealed that combination of vibration and the visual
cue presenting the gesture near the body surface induces as strong tickle sensation as the real tickle.
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1. はじめに

発させるために，自分の身体の一部を画面内に表示するこ

くすぐられる仕草をされると，皮膚に触れなくともくす

とを考える．このとき，携帯機器は手に把持して利用され

ぐったく感じることが知られている．これは視覚・触覚に

ることに着目すると，掌の画像を表示させておくのが望ま

応答する多感覚ニューロンの活動により生じることが指

しいと考えられる(図 1左)．すなわち，自己と他者のコミ

摘されている[1]．本稿では「触られていないにもかかわ

ュニケーション界面を携帯機器の映像表示およびタッチ

らず触られそうなくすぐったい感覚」を接触せずに得られ

パネル部と一致させることで，自己の身体近傍に「お互い

る身体感覚として「近接感」と呼び，遠隔地間でくすぐり

に触れ合える」コミュニケーション空間を構築できると考

あうための視覚的な触覚コミュニケーションへの応用を

えられる．これは装置を把持するという自然な動作によっ

目指す(図 1)．

て，掌の近接空間と画像表示部との相対位置が規定される

視覚的手がかりのみを用いて近接感を誘発することが

ことを意味している．つまり，リアルな没入環境を再現す

可能であるならば，触覚コミュニケーションにおいて特殊

るのではなく，積極的に身体近傍をコミュニケーションの

な触覚提示装置が不要となるという大きな利点がある．特

ために拡張された空間として活用することが可能となる．

に，近年爆発的に普及しつつあるタッチパネル型携帯機器
は大型の表示部を持つため，動画像の描画能力に優れ本稿

2.2 くすぐられる感覚を誘発する近接空間

の目的と相性が良い．そこで本稿では，まず他者の指先の

では，くすぐられていると感じられる視覚効果とはどの

運動を掌の上に視覚的に重畳させ，近接感を誘発させるこ

様に設計されるべきであろうか．第一に「くすぐる仕草」

とが可能であるか実験的に検証する．その結果を応用し，

を実現する必要があり，第二に「自身と他者の距離」を考

視覚的な触覚コミュニケーション手法を提案する．

慮する必要があると考えられる．
まずくすぐる仕草については，指先の細かく素早い動作
が効果的であることが一般的に知られている．Blakemore
らは，小脳の運動予測機能の検証のために掌に振幅 1.5cm
振動数 2Hz の運動をくすぐり刺激として用いている[2]．
また，自己運動に伴って生じた感覚は抑制されるはずであ
るが，感覚が時間遅延を伴う場合，より強くくすぐったい

図 1: くすぐりあえる視覚的な触覚コミュニケーション

と回答されることが明らかにされている[3]．しかし，こ
れら一連の研究は暗室下で実施されているため，視覚的な

2. 身体の近接空間への視覚的な近接感提示

要因によるくすぐったさの評価は行われていない．

2.1 装置を把持することで規定される掌の近接空間

一方で，聴覚刺激によるくすぐったさの評価は行われて

携帯機器の限られた画面を介して効果的に近接感を誘

いる．Kitagawa らは，内耳にマイクを持つダミーヘッド
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の耳を絵筆で撫で，その際に収録した聴覚刺激がくすぐっ
たさを誘発することを明らかにした[5]．特に 80cm 遠方の
スピーカで再生された場合よりも，ヘッドホンを介して提
示した際に強くくすぐったさを誘発したことが示されて
いる．これは運動する物体が自己身体の近傍に存在するこ
とを認識したためと考えられ，くすぐる仕草だけでくすぐ
ったく感じる現象と「身体近傍」という共通点を持つこと

図 2: 近接空間内で動く掌刺激装置の撮影環境

が指摘できる．
特に近年，他者の行動を自己の運動のように受容するミ
ラーニューロンが発見されただけに留まらず，視覚刺激だ
けでなく触覚刺激に対しても発火する多感覚ニューロン
の存在も指摘されている[1]．このニューロンは身体近傍
に物体が存在する場合にも発火することが知られており，
くすぐるふりをされるだけでくすぐったく感じてしまう

図 3:手掌部刺激装置と可動域

経験をよく説明するものと考えられる．
そこでこれらの知見を踏まえ，くすぐられている視覚効

た．刺激子の回転軸を鉛直下向きに設置したため，刺激子

果を得るための「くすぐる仕草の設計」と「自己と他者の

先端は手掌部と一定の距離を維持したまま水平面内を揺

距離による影響」について実験的に明らかにしていくこと

動する(図 3)．刺激子の可動域は概ね 3cm 程度であった．

を本稿の目的とする．

評価実験のために用いた動画再生装置 Apple 社製 iPod
touch (32GB モデル)の画面解像度と一致させるため，画像

3. 近接感を与える視覚刺激の設計

は 320x480(縦横比 2:3)に切り出した．図 4に作成した視

くすぐったく感じられる視覚刺激を設計するために，指

覚刺激の例を示す．皮膚表面からの高さ 0cm(接触条件)，

先に見立て物体を身体近傍で素早く運動させることを考

2cm，5cm 条件で撮影された映像から 1 フレームを抜粋して

える．これを視覚的に再現することにより，くすぐったさ

示す．図 3に示したように刺激子先端にはスポンジ素材が

が再現されるかを検討していく．つまり，映像媒体を介し

接着されているため，皮膚への接触時は視覚的に明確に理

てくすぐる仕草を収録しておき，視覚的に正しい位置関係

解されることがわかる(図 4左)．一方で，白熱球の光が刺

を再現した状態でユーザに提示すれば良いと言える．そこ

激子先端に遮られ手掌部に影を落とすため，皮膚への非接
で，指先に見立てた刺激子を身体近傍で揺動させることで， 触時であっても同様に明確に理解される(図 4中央・右)．
統制の可能な視覚刺激を作成する．
3.1 くすぐられる感覚を誘発する視触覚刺激の設計
身体近傍で揺動する刺激子から得るくすぐったさを評
価するために，表皮に接触した状態と身体近傍にある状態
を比較する．そこで身体近傍の空間として身体表面から法
線方向に 5cm までの空間を身体近傍空間と定義し，この空
間内で刺激子を揺動させ視覚刺激を作成した．
前述の目的から，刺激提示を行う身体部位は手掌部である
ことが望ましい．そこで，掌直上で刺激子先端を揺動させ

図 4: 実験で用いた視覚刺激例(左から 0, 2, 5cm 条件)

た際にユーザ視点で観察される刺激子の運動を視覚刺激
として用いることとした．特に，ユーザ視点で手掌部を観

近接空間内の刺激子と皮膚との距離条件として，手掌部

察した際に空間的整合性が保たれるよう，撮影時に配慮し

からの高さ 0，2，5[cm]の 3 条件を設定した．高さ 0cm 条

た．視覚刺激作成のための撮影環境は図 2の通りである．

件では常に手掌部に刺激子が接触している状態を保ち，2，

撮影はすべて同一の男性の左手の掌を背景に行われた．照

5cm 条件では手掌部に刺激子が接触することなく，手掌部

明として白熱電球を用い，図 2の Camera に示した位置に

近傍で揺動するのみである．ハイトゲージで皮膚表面から

Canon 社製 Eos Kiss X3 を設置し，
640x480[pixel]・30[fps]

の刺激子高さが調整された後に撮影を行った．

で動画撮影を行った．揺動機構としてハイトゲージに

さらに，刺激子が揺動する速さを揺動周波数と定義し，

MiniStudio 社製サーボモータ MiniS RB303c-jr(速度：

Blakemore らの用いた 2Hz を参考に 0，0.5，3[Hz]の 3 条

0.20s/60 度(4.8V)) を固定した．サーボホーンには断面

件を設定した．揺動周波数 0Hz 条件では，刺激子を手掌部

1cm 四方・長さ 30cm の檜材(図 2，3の Stimulator)が固定

中央の画面内に写り込ませた状態で静止させ続けた．以上

されている．
サーボモータに安定化電源より電源電圧 5.0V

の条件設定から，高さ 3 条件×揺動周波数 3 条件の合計 9

を与え，Arduino Duemilanove (ATmega328)で制御し

条件の視覚刺激を得た．
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な順序で提示された．被験者は 1 試行毎に回答用紙に次の

3.2 くすぐったさの近似解を目指した触覚刺激の設計
本稿で提案する視覚的なくすぐり刺激だけでは，くすぐ

2 つの質問に回答した．まず，くすぐったさを 0～10 まで

ったさが達成されない可能性が考えられる．つまり，視覚

の整数値に丸を記入する形式にて 11 段階評価で回答し，

的には手掌部に刺激子が接触しているが，触覚刺激が伴わ

次に振動提示の有無をアルファベット Y/N に丸で囲むこと

ないという違和感である．そこで，触覚的リアリティを付

で紙面に記入した．質問および解答欄は A4 用紙に質問紙

与し視覚的リアリティとの間に生じる矛盾を解消するた

として印刷され，実験中被験者は同一の質問紙を用いた．

めに，次の触覚刺激を合成した．

前述した振動刺激は練習開始前に提示され，振動強度が

皮膚に僅かな押下力で接する刺激子は，極めて微小な変

絶対検出閾値付近になるように次の手順で調整された．被

異を皮膚に生じさせる．このような触覚刺激に対し，特に

験者は画面内の案内に従い，音量レベルを調整することで

C 線維が応答することが知られているが[4]，微小変位に対

「振動を明確に知覚しうる最小の音量レベル」に調整した．

して極めて感度の高いパチニ小体も応答することが知ら

以後の練習及び本実験では，ここで調整された振動強度が

れている．このことから，皮膚表面の変位量が微小であっ

一貫して用いられた．
第3.1節で述べた高さ要因 0，2，5[cm]の 3 水準，揺動周

ても受容されうる確率が高い振動刺激として 250Hz 正弦波

波数要因 0，0.5，3[Hz]の 3 水準，触覚刺激要因，有/無の

を触覚刺激として用いた．

2 水準を設定し 3×3×2 の合計 3 要因 18 水準の被験者内計

ここで，皮膚に接触している刺激子がより素早く移動す

ると，より強い触覚刺激が皮膚に提示されると考えられる． 画とした．各要因の組み合わせは 1 試行 1 回のみとし，全
そこで触覚刺激波形として，図 5上部に示すように正弦波

18 試行とした．実験時間は 1 被験者あたり 15 分前後であ

250Hz を揺動周波数で振幅変調させた波形を予め合成し，

った．この間に実験者による教示・練習 3 試行・本実験 18

視覚刺激と併用した．特に視覚刺激との時間的な整合性を

試行，口頭での内観報告の聴取が含まれている．実験に参

維持するために，図 5下部に示す様に刺激子の揺動角速度
θ の位相角と振幅変調波の位相を一致させた．

加した被験者は 10 名(男性 6 名，女性 4 名，年齢 21～25
歳)であり，内 1 名は左利きであった．実験の様子を図 6

触覚刺激は動画内の音声信号として保持された．振動刺

に示す．

激は Wavosour でサンプリングレート 44.1kHz の音響信号
として合成し，Premiere Pro CS4 を用いて図 5の関係を維

4.2 実験結果および統計解析結果

持するよう動画像に重畳した．実験中の触覚刺激は iPod

振動刺激が提示されたか否かにという質問に対して誤

touch の音声出力端子から音声信号として出力され，東芝

って回答した回答数は，全 18 条件×被験者 10 名の合計

製 TA7252AP を用いたモノラルアンプ(出力 5.9W，電源電圧

180 試行において，3 回答のみであった．つまり誤回答率

15V)で増幅した後，iPod touch 背面下端部に貼付した

は 1.7%であり，被験者は触覚刺激の有無を正しく判断し

ALPS 社製 Force Reactor (AF series, L type) により提

た後にくすぐったさ評価を行ったことが確認された．

示された．

図 7は各条件で回答されたくすぐったさの評定値を平
均して示したものである．エラーバーは標準偏差を表して
いる．3 要因 3×3×2 の被験者内計画とみなし分散分析を
行った．その結果，揺動周波数要因の単純主効果が有意で
あった(F(2,18)=43.36, p<0.01)．また，振動刺激条件の
単純主効果が有意であった(F(1,9)=7.32, p<0.05)．高さ
要因の単純主効果および要因間の交互作用は認められな

図 5:視覚刺激と同期し振幅変調させた 250Hz 機械振動

かった．LSD 法を用いた多重比較の結果，揺動周波数条件
の平均の大小関係は 0Hz 条件<0.5Hz 条件および 0Hz 条件

4. 視触覚の無矛盾性評価

<3Hz 条件がそれぞれ有意であった(MSe=3.970, 5%水準)．

身体近傍で物体が皮膚に接触することなく揺動する場
合，触覚刺激は皮膚に提示されない．すなわち，見かけ上

4.3 視触覚リアリティの無矛盾性評価結果

皮膚に接触せずに揺動する物体を観察しながら触覚刺激

視触覚リアリティの無矛盾性評価のために，今回の全

が提示された場合もまた同様に，視覚的リアリティと触覚

18 条件の中でも次の 5 条件に着目し，1 要因被験者内計画

的リアリティの間に矛盾を引き起こす．そこで，身体近傍

として分散分析を実施した．比較対象として，(1)掌に接

位置のくすぐったさへの寄与を明らかにするために，本稿

触し刺激子が動かない{0Hz・0cm}無矛盾条件と，(2)これ

で設計した視触覚刺激を用いて心理実験を実施した．

に振動刺激を重畳させた矛盾条件に着目する．次に，(3)

4.1 実験条件及び手続き

掌に刺激子が接触し触覚刺激を伴ってくすぐる{3Hz・2cm}

空間的な整合性を維持するため，被験者は iPod touch を

無矛盾条件，そして最後に(4)掌に刺激子が接触せずくす

左手の掌に置いた．4 秒間の輝度 50％灰色画面の後，4 秒

ぐるふりをする{3Hz・2cm}無矛盾条件と，(5)これに触覚

間視覚刺激を提示した．全 18 試行は被験者毎にランダム

刺激が重畳された矛盾条件に着目した．分散分析の結果，
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条件の効果は有意であった(F(4,36)=21.97, p<.01)．LSD

近傍の空間でもくすぐったさを感じていると解釈できる．

法を用いた多重比較の結果，図 8に＊で示した条件間に平

特に，画面の中に提示した身体が自分の身体の一部と感じ

均の大小関係に有意差が認められた(MSe=2.188, 5%水準)．

られた結果であるとも考えられる．従って，本稿で設計し
た視覚刺激は，ユーザの空間近傍に視覚的な触覚コミュニ
ケーション空間を構築するために十分な効果を発揮した
といえる．
5.2 くすぐったさに寄与する視触覚の無矛盾性と矛盾性
視触覚リアリティの無矛盾性に着目するとき，「接触し
て見える視覚刺激に伴って振動刺激が重畳された条件」が
強くくすぐったく感じることが予想される．図 8はこの推
測と一致する結果を示した．また，くすぐるふりをする条

図 6: 実験環境（左手掌部上は視触覚提示装置）

件である｛非接触・揺動・振動なし｝条件においても，く
すぐったく感じていることが明らかとなった．これら無矛
盾条件に反し，｛非接触・揺動・振動あり｝条件は矛盾条
件であり，現実世界では起こりえない条件である．実験の
結果はこの条件が皮膚を直接くすぐられているように認
識している際に生じるくすぐったさを同程度にまでくす
ぐったさを与えていることが明らかとなった．つまり身体
近傍でくすぐられるふりをされるだけでなく，同時に触覚
刺激を重畳することで，くすぐられるふりをするよりさら
にくすぐったく感じられる可能性が示唆された．

6. おわりに
本稿では，身体の近接空間で動く他者の指先の動きに着
目し，遠隔地でくすぐりあうことを目的とした視覚的な触
覚コミュニケーション手法を提案した．今後は本原理を応
用したアプリケーションを作成し，遠隔地環境でのユーザ
スタディを実施し提案手法の効果を評価していく．
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