腱振動刺激による運動錯覚を用いた
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In the present virtual reality systems, because users must move their physical body, there are problems in safety, cost
and accessibility. In order to solve these problems, we have proposed a system that creates sense of movement without
physical movement of user’s body using kinesthetic illusion induced by tendon vibration. In this paper, we conducted
a psychological experiment to evaluate operability, body ownership and agency when using the proposed system. The
results suggested that the use of tendon vibration may contribute to the improvement of body ownership, although it
was not statistically significant. Also, there was a possibility that agency was lowered by tendon vibration.
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1. はじめに
現在普及しているバーチャルリアリティ（VR）システムで
は，ユーザはアバタを操作するために実際に身体を動かす必
要がある．代表的には，位置計測機能を持ったコントローラを
把持する方法や，画像処理によってユーザの姿勢を推定する
方法が用いられる．
VR において実際の身体が動作することは様々な問題の原
因となる．例えば，衝突や転倒といった安全上の問題，大きな
スペースが求められるという経済性の問題，運動機能に制限
があるユーザにおけるアクセシビリティの問題が生じる．こ
こで，実際に身体を動かすことなくアバタを操作できる VR シ
ステムを実現できれば，このような問題が解決できると考え
られる．このようなシステムは，Brain-computer interface（BCI）
によって実現可能である[1]が，BCI は技術的な難易度が高く，
また身体の運動を非侵襲的に抑止することは困難である．
一方で，自己受容感覚を変調することにより，実際には身体
が動いていないにも関わらず，動いた感覚（運動錯覚）を生じ
させることができる．その代表例である腱振動刺激[2]は，筋
肉の腱に振動刺激を加えることで，その筋肉が伸長するよう
な運動錯覚を生じる現象である．これは振動により筋紡錘が
発火するためと考えられており[2]，ある程度の周波数までは
振動周波数に対応した神経発火が生じることが知られている
[3][4]．
この現象は VR や Human-computer interaction（HCI）にも応
用されており，例として Hagimori ら[5]は，腱振動刺激と視覚
刺激を組み合わせることで，物理的には小さな運動を VR 内
で大きな動作として知覚させている．また Barsotti ら[1]は BCI
による操作と腱振動刺激による運動錯覚のフィードバックを
組み合わせている．
似たような運動錯覚現象は腱振動刺激以外の方法によって
も 生 起 可 能 で あ る ． 例 え ば Lecuyer ら の pseudo-haptic
feedback[6]は視覚刺激のみを用いて力覚を提示する手法であ
るが，動かないはずの装置が動いているように感じられたと
も述べられている．
望月ら[7]は筆者らと同じく実際の運動を必要としない VR

システムを実現するため，固定されたユーザの関節が発揮し
たトルクを検出してアバタを操作する手法を提案している．
しかし望月らのシステムは現時点では視覚的フィードバック
のみを用いており，腱振動刺激等による自己受容感覚の提示
は行われていない．
そこで筆者らは，ユーザの身体を固定した上でユーザの発
揮した力を検出することで操作を行うと同時に，腱振動刺激
を行うことで，固定されているにも関わらず身体が動く感覚
を提示するシステムを提案している[8]．しかしながら，シス
テムの評価に関しては簡易的な予備実験を行ったのみであり，
不安定ながらも運動錯覚が生じたことを確認したにとどまっ
ている．
本稿では，提案システムを実際に使用してもらい，腱振動刺
激がシステムの操作性および自己所有感・自己主体感に与え
る影響を調査する心理実験を行う．

2. システム
2.1 原理
システムの動作原理は筆者らの先行研究[8]を踏襲している．
ユーザの身体は変形しないフレーム上に固定され，動かせな
いようになっているが，身体を動かそうとして力を発揮する
と，力センサ（ロードセル）がその力を検知する（図 1a）
．コ
ンピュータは力に応じてアバタを動作させ， Head-mounted
display（HMD）に表示する（図 1b）
．また同時に振動子を駆動
し，身体が動作しているかのような運動錯覚を提示する（図
1c）
．
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Fig. 1 Operation of the system

2.2 実装
本稿の実験では先行研究[8]と同じく，肘関節の伸展・屈曲
という 1 自由度の運動のみを対象としたシステムを実装した．
システムの構成を図 2 に示す．ユーザの前腕が発揮した力は
ロードセルによって検出され，入力回路を介して PC に入力し
た．PC ではゲームエンジン Unity（Unity Technologies）を使用
し，アバタ（バーチャルな前腕）の動作を計算し，外部 GPU
を通して HMD（Vive Pro，HTC Corporation）で表示した．振
動波形は波形生成回路で生成され，オーディオアンプ（M50，
MUSE）で増幅される．振動子（Vp210，Acouve Laboratory）
は上腕二頭筋（BB）および上腕三頭筋（TB）の腱付近に，布
製サポータを用いて装着した（図 3）
．
バーチャルな腕の初期位置を実際の腕と一致させるため，
装置には位置トラッキング機器（Vive Tracker，HTC Corporation）
を取り付けた．また自己所有感の向上のため，Leap Motion
（Ultraleap）により実際の指の動きをアバタに反映した．
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Fig. 2 System configuration

数特性のため，振動振幅は周波数に依存する）．これは，腱振
動刺激において神経発火が周波数に対応するという知見[3][4]
や，それを応用して複雑な運動錯覚を提示した研究[9][10]に基
づいている．したがって各振動子の振動周波数𝑓BB [Hz]（上腕
二頭筋）
，𝑓TB [Hz]（上腕三頭筋）は
0 (4𝜔 < 0)
(2)
𝑓BB = { 4𝜔 (0 ≤ 4𝜔 ≤ 100)
100 (otherwise)
0 (−4𝜔 < 0)
𝑓TB = {−4𝜔 (0 ≤ −4𝜔 ≤ 100)
100 (otherwise)
と計算される．

3. 実験
3.1 実験手法
提案システムによるアバタの操作性および自己所有感・自
己主体感への影響を調査するため，被験者にシステムを使っ
てタスクを遂行してもらう実験を行った（図 4）
．実験は次の
3 条件で実施した．
・ Tendon 条件：前述のシステムをすべて実装した条件．
・ None 条件：振動刺激を行わず，HMD による視覚刺激の
みを用いる条件．
・ Tactile 条件：運動錯覚を生じないと考えられる高い周波
数の振動刺激を用いて，皮膚感覚的手がかりを与える条
件．振動刺激は Bark らの実験[11]を参考に，250Hz の正
弦波を次式に基づいて振幅変調したものである（ただし
𝐴BB，𝐴TB はそれぞれ上腕二頭筋，上腕三頭筋の振動振幅
であり，0 から 1）
．
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Fig. 3 Position of vibrators (Transparent film was used for
illustrative purposes)
2.3 ソフトウェア
バーチャル腕の肘関節は，検出された力に比例した角速度
で動作させた．具体的には，検出された力 [N]に対して角速度
の指令値𝜔command [deg/s]は
(1)
𝜔command = 50
と計算される．肘関節の角度𝜃[deg]はこれを積分したものであ
るが，−45 < 𝜃 < 45に制限している．したがって最終的な角速
度𝜔[deg]は，角度𝜃が上限や下限に達した際は 0 となる．
振動子に入力される振動波形は，正弦波を 0 から 100Hz に
かけて周波数変調したものである（実際には振動子等の周波

(3)

(4)

(5)
𝐴TB = 0.1 ×
実験には当初，研究室のメンバー13 名が参加した．しかし
Leap Motion の動作不良のため被験者 3 名のデータが解析から
除外され，10 名（22～25 歳，平均 23.6 歳，全員右利き，女性
1 名，男性 9 名）のデータを用いて解析を行った．
実験では最初に，振動子を腕に装着した状態で加速度セン
サ（LIS331HH，STMicroelectronics）を用いて，上腕二頭筋側
の振動子に 100Hz の正弦波を入力した際の加速度振幅が約
130m/s2 となるようにアンプのボリュームを調整した．また
100Hz の制限は振動を提示し，伸展・屈曲両方向に運動錯覚が
生じることを口頭で確認した．錯覚が十分に得られない場合
は錯覚が生じるまで振動子の位置を微調整した．
その後，被験者は Tendon，None，Tactile の各条件において，
Fitts の法則[12][13]に基づいてシステムの操作性を評価するタ
スクを行った（図 5）
．タスクは 50 試行で構成され，各試行で
は，被験者はバーチャルな腕を操作して角度をターゲットに
合わせ，範囲内に 1 秒間維持した．ターゲットの中心位置は
−30°から30°，ターゲットの幅は5°から15°の間でランダムに
設定した．タスク実行中は HMD 付属のヘッドホンからホワイ
トノイズを提示した．
また被験者はタスクを終えた後，表 1 の質問に 7 段階リッ
カートスケール（3：完全に同意しない，+3：完全に同意する）
で 回 答し ，自 己所 有 感と 自己 主 体感 を評 価し た ． こ れは
Kalckert らによる Rubber hand illusion の研究[14]で用いられた
ものを改変したもので，4 つのカテゴリから構成される．
順序効果を打ち消すため，3 条件の実施順序は可能な限りカ
ウンターバランスを行ったが，Leap Motion の誤動作により 3
名分のデータが除外された影響で，None-Tendon-Tactile および
Tactile-Tendon-None の順序は各 1 名，残りの順序は各 2 名の被

験者で実験が行われた．

Fig. 4 Experimental setup

Fig. 5 Scene presented to participants
Table 1 Questionnaire for evaluation of ownership and agency
(based on Kalckert et al. [14])
カテゴリ
質問項目
Ownership
自分の手を見ていると感じた．
表示された手が自分の体の一部だと感じた．
表示された手が自分の手だと感じた．
Ownership
右手が二つ以上あるように感じた．
Control
右手がないように，右手が消えたように感じ
た
本物の手がCG映像になっていたように感じ
た．
Agency
表示された手の動作を起こせたように感じ
た．
表示された手の動作を制御できたように感
じた．

3.2 結果
各被験者の各条件において，改良された Fitts の法則の式
MT = 𝑎 + 𝑏 log 2 (𝐴/𝑊 + 1) を フ ィ ッ テ ィ ン グ し ， index of
performance（IP）と呼ばれる値IP = 1/𝑏 [bit/s]を計算した[13]．
ただし本実験においてMT [s]は試行の所要時間，𝐴 [deg]は試
行開始時の角度とターゲット角度の差の絶対値，𝑊 [deg]はタ
ーゲットの幅である．フィッティングにおける相関係数は
0.139 から 0.851，平均 0.532 であった．
各条件における全被験者の平均 IP の比較を図 6 に示す．反
復測定分散分析の結果，条件間に有意差はみられなかった
（𝑝 = .898）
．Bonferroni の補正による多重比較においても有意
差はみられなかった（すべての組み合わせにおいて𝑝 = 1.000）．
アンケートの結果は Kalckert らの研究[14]と同様，同一カテ
ゴリの質問に対する回答を平均化し，各カテゴリのスコアを
算出した．各条件におけるスコアの比較を図 7 に示す．各条件
において Ownership-Ownership Control，Agency-Agency Control
間で Wilcoxon の符号順位検定を行うと，全条件で有意差がみ
られた（𝑝 < .05）．しかし各スコアにおいて Friedman 検定を行
うと，条件間の有意差はみられなかった（Ownership では𝑝 =
.393，Ownership Control では𝑝 = .087，Agency では𝑝 = .607，
Agency Control では𝑝 = .098）
．

Fig. 6 Comparison of average IP (error bars indicate standard
deviation)

表示された手は自分の意志に従っており，思
い通りに動かせた．
Agency
Control

表示された手が自分の意思をコントロール
しているように感じた．
表示された手がそれ自体の意思を持ってい
るように感じた．
表示された手が自分をコントロールしてい
るように感じた．

Fig. 7 Comparison of questionnaire scores

3.3 考察
Fitts の法則における IP 値では条件間の有意差はみられず，
図 6 を見ても Tendon 条件の IP 値は他条件とほぼ同じかわず
かに低い程度である．したっがって本システムにおいて，腱振
動刺激によって操作性は向上しなかったと考えられる．
アンケートの結果では個人差が大きいためか，条件間の有
意差はみられなかった．しかし図 7 を見ると他条件と比べて
Tendon 条件において Ownership のスコアが高くなる傾向がみ
られることから，統計的有意ではないものの，腱振動刺激によ
り自己所有感が増加する可能性が示唆された．
アンケートの評価に個人差が生じた原因としては，本実験
のタスクはバーチャルな腕をターゲットに合わせるという単
純な作業の反復であり，被験者が自由にシステムを操作する
機会が乏しかったため，自己所有感などを評価することが難
しかった可能性が考えられる．また，Leap Motion により指の
形状を反映するというシステムがかえって違和感を生じさせ，
全条件において自己所有感に悪影響を及ぼした可能性もある．
また Tendon 条件において Agency の低下と Agency Control
の増加が見受けられた．さらに一部の被験者は Tendon 条件に
おいて低い自己主体感を示唆するコメントを述べていた．こ
のことから腱振動刺激が自己主体感の低下を引き起こした可
能性が考えられるが，これはアバタの動作および振動周波数
の決定に単純な比例関係を用いているため，被験者にとって
予期しない運動錯覚が生じてしまったことが一因と考えられ
る．

4. おわりに
VR システムにおいて実際の身体が動くことによる問題を
解決するため，筆者らは腱振動刺激による運動錯覚を用いて，
ユーザの身体が固定されているにも関わらず身体を動かした
感覚を得られるシステムを提案している[8]．しかしシステム
の評価は十分に行われていなかったため，本稿では Fitts の法
則による操作性の評価と，アンケートによる自己所有感や自
己主体感の評価を実施した．評価実験の結果，操作性に関して
は腱振動刺激の効果を確認できなかった．アンケート結果に
関しては，統計的に有意ではないものの，腱振動刺激によって
自己所有感が向上する傾向が見られた．一方で，操作や振動提
示の手法が単純であったためか，腱振動刺激が自己主体感に
悪影響を及ぼした可能性も示唆された．
今後の課題としては，システムの有用性を評価するための
実験内容を改善することがあげられる．また，アバタの操作や
振動提示のアルゴリズムが単純であったことが自己主体感の
低下を引き起こした可能性を考慮し，より自然な操作と運動
感覚の提示が可能な手法を検討する必要がある．
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