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基礎論文

多点同時振動刺激による肩関節の運動錯覚
牛山 奎悟*1 田中 叡*1 髙橋 哲史*1 梶本 裕之*1
Simultaneous Multi-Point Vibratory Stimulation on Kinesthetic Illusion around The Shoulder
Joint
Keigo Ushiyama*1, Satoshi Tanaka*1, Akifumi Takahashi*1, and Hiroyuki Kajimoto*1
Abstract --- Whether it is possible to induce stronger and steady kinesthetic illusions by multipoint vibratory stimulation was investigated. We placed seven vibrators on the arm and presented
a total of 127 (27 - 1) vibration patterns by turning each vibrator on and off, and asked participants
to evaluate the illusion subjectively. The mean angular velocity and the mean subjective evaluation
value increased significantly with the number of actuated vibrators. However, the illusion’s
angular velocity did not increase dramatically. In short, the proposed method was effective for
inducing vivid illusions steadily.
Keywords: Arm Movement, Kinesthetic Illusion, Multi-Point Vibration, Proprioception, Tendon
Vibration

1 はじめに
自己受容感覚とは，自身の身体の状態に関する感覚
のことである．この感覚は自分の手や足の位置，姿勢，
動き，行使している力を把握するために必要であり，多
くは無意識下で働く．筋紡錘，ゴルジ腱器官，関節受容
器，皮膚受容器による求心性の信号が自己受容感覚
に主に寄与していることが知られている [1]．筋紡錘と
皮膚受容器は肢の位置や運動，ゴルジ腱器官は筋の
張力，関節受容器は関節の可動域のセンサである [1]．
人の運動機能や身体機能を解明するために，これらの
信号の中枢神経系における役割や処理について多くの
研究が行われてきた [2–5]．
こうした研究の多くでは，受容器を機械的もしくは電
気的に刺激する手法がよく用いられる．腱に皮膚上から
低い周波数の振動を印可することで筋紡錘を刺激する
ことができる [6, 7]．これに伴い刺激した筋が伸展する
方向に肢が動くような錯覚が生起することが知られてお
り，運動錯覚と呼ばれている [8, 9]．さらに，関節部の皮
膚をけん引することで筋紡錘を刺激した時と同様の運
動錯覚を生起することが可能であり [10, 11]，腱を電気
刺激することでも同様の錯覚が生起したことが報告され
ている [12]．自己受容感覚に対する寄与の高さ [1]
や刺激の簡便さなどから錯覚生起手法として腱振動が
用いられることが多い．
運動錯覚は反射によるものではなく，末梢からの信号
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が脳内で処理されることで生起する．このことは，腱振
動による運動錯覚が生起している際に，受動的な運動
を行う時に活動する脳内領域が活性化すること [2, 13–
15] や ， 刺 激 筋 の 拮 抗 筋 が 活 動 す る antagonist
vibratory response (AVR or inverted-TVR) という現象が
報告されていること [16, 17]，さらに，二次元，三次元上
の運動軌道を記号として知覚可能であること [3, 4] か
ら確認できる．
以上より，運動錯覚は物理的な運動ではなく外部刺
激により運動感覚のみを生起させる手法と捉えることが
できる．言い換えれば，身体運動の感覚を増強すること
ができる手法であり，バーチャルリアリティ (VR) 空間
内で運動をする体験や脳卒中による麻痺回復のための
リハビリテーションへの応用が検討されている [18–21]．
麻痺改善のリハビリテーションでは脳の損傷部が回
復していく過程における脳の可塑性が注目されている．
実際に，麻痺した部位の運動を促進し大脳皮質の運動
野を活動させることで麻痺の改善を目指す手法が提案
されている [22]．運動を行うためには運動を制御する
脳内の機能だけではなく運動を知覚する機能も重要で
あり [15]，運動感覚を増幅する手法として運動錯覚をリ
ハビリテーションに組み込む試みがされている．能動運
動と組み合わせること [23, 24] や VR 映像を利用したミ
ラーセラピーと運動錯覚の組み合わせ [19] が提案さ
れている．
しかしながら，運動錯覚は知覚の個人差が大きいこと
や筋の状態など多くのパラメータに依存することが知ら
れており，まだ多くの人に一貫した錯覚を生起させるこ
とは難しい．したがって，運動錯覚を VR 体験やリハビリ
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テーションに応用するためには，錯覚をより強く生起さ
せる手法を確立する必要がある．
錯覚を評価する際には，錯覚の鮮明さ，錯覚の速度
または変位量，錯覚の潜時，持続時間がよく用いられる
[13, 25, 26]．錯覚の速度や変位量については，刺激し
た肢とは反対側の関節運動を実験参加者に表現させ，
計測を行う手法が用いられている．これらの尺度に則る
場合，強い錯覚とはより鮮明で速く変位量も大きく，潜
時の短い錯覚と言える．
運動錯覚を生起するための振動条件については多く
調査されており，先行研究を踏まえた刺激パラメータの
設計指針については示されている [26]．運動錯覚の強
度は振動の周波数と振幅 [7, 27, 28]，押下力 [29]，提
示時間によって変化することが知られている [8, 13, 25,
30]．
さらに，振動提示位置も一つのパラメータである．筋
腹を刺激することでも錯覚が生起するが，腱に提示した
方が錯覚を生起しやすいことが知られている [26]．また，
同一の筋に対して複数の振動を提示するか，協同筋の
同時刺激により錯覚の増強が可能である [31]．ただし
振動のパラメータについては多く調査されているが，こ
の刺激位置に関する研究は比較的少ない．
運動を行う場合，一つの関節周りの運動であっても一
つの筋だけではなく，多くの筋の協調的な活動で運動
が実現されている．さらに，関節運動に直接関係しない
関節についても対応する部位の姿勢を保持するために
筋は協同されるはずである．例えば，物を把持し肘関節
まわりの運動を行う際には肘関節を回転させる筋だけで
はなく，手の姿勢を保持するために手首の筋も協同す
る．このことから，関節運動に直接対応する筋だけに限
らず，運動に関わる関節を含めてより多くの協同する筋
を同時に刺激することで錯覚を増強させられると考える．
そこで，本論文では，手先を前後させる運動に注目し，
その運動に関与する前腕，上腕，及び胸部の協同筋を
全 7 点で刺激を提示することで錯覚が増強可能か，ま
た各刺激の錯覚生起に対する貢献度合いより効果的な
刺激組み合わせを調査する 1．

TVR は実験参加者が刺激する肢を見ることができる
場合，または刺激する筋が収縮している場合に生起す
ると言われている [8, 16, 26]．さらに，振動提示中に実
験参加者の注意をそらすような音や前庭感覚の刺激な
どをすることで TVR が生起することも報告されている
[36]．
TVR も運動錯覚を生起させるための刺激パラメータと
同様の振動刺激によって生起するため [37]，この二つ
の現象を生起し分けるのは難しい [26]．反射によって
刺激部位が動かないように固定することで錯覚生起に
つながることも報告されているが，反射が生起していな
い状態の錯覚の方が鮮明であると報告されている [8,
26]．TVR を生起させるために 1 mm 以上の振動振幅を
用いている研究が多いこと [37] や，皮膚上の振動の
伝搬によって筋が伸び縮みされること [38] より，強す
ぎる振動は TVR を生起させる可能性が高いと言える．
2.2 振動刺激方法
運動錯覚は生起させたい運動の筋のみを刺激する
だけではなく，拮抗筋も同時に異なる周波数で振動刺
激することでも生起させることができる [39]．この手法に
おいて，同じ周波数で同時に刺激をしても錯覚は生起
せず，周波数をずらすことで錯覚が生起するようになる．
より低い周波数で刺激している筋が収縮する方向の錯
覚が生起し，周波数差が大きくなるほどより速い運動の
錯覚が生起する．この手法は錯覚を増強するためでは
なく，関節運動において拮抗筋からの求心性信号を加
味する際に利用されることが多い [16, 40]．
また，拮抗筋を周期的に交互に刺激することによって
よ り 強 い 錯 覚 を 生 起 す る こ と が で き る [7] ． こ れ は
Aftereffect [41] と運動錯覚が重なって生起し，強い錯
覚になると考えられている．Aftereffect とは運動錯覚が
生起している状態で振動刺激を止めることで，肢が錯覚
により移動した位置から物理的な位置まで戻る運動の
錯覚のことである．この手法は交互に刺激をしなければ
いけないという時間的な制約があり，応用をするのは難
しい．
3 実験

2 関連研究
2.1 緊張性振動反射
筋への振動刺激によって求心性神経が活動すること
で，運動錯覚だけではなく，緊張性振動反射 (tonic
vibration reflex; TVR) も生起する可能性がある．この反
射は，筋が急激に伸ばされた際に，その筋を収縮させ
る伸張反射と同様の神経の経路によって生起し，同時
に拮抗筋を弛緩させる [34, 35]．

男性 10 名，女性 2 名の計 12 名 (21 から 25 歳, 全
員右利き) が本実験に参加した．
本実験で生じさせた運動錯覚と刺激位置は著者らの
予備実験により決定された．運動錯覚は，腕を下に伸
ばした姿勢からの肩関節の伸展運動を採用した．この
運動は肩関節の運動ではあるが，前腕や手を支えるた
めに上腕及び前腕の筋も駆動され，結果的に関節を跨
いで複数の筋が協同する．そして，この運動は著者らの

1
本論文は Eurohaptics 2020 [32] 及びロボティクス・メカトロニクス講演会 2020 [33] にて
発表したものを加筆・修正したものである．
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予備実験において錯覚を知覚しやすかったことと，肩，
肘，手首の運動の向きが同じであり生起した錯覚を肩
関節の運動として評価しやすいことを考慮し決定され
た．刺激位置は，左胸，上腕，前腕の屈筋を刺激する
ことを意図した 7 ヵ所が選定された．
本実験の参加者は全員右利きであり，非利き腕側の
方が短い潜時で鮮明な錯覚を生起させやすいという報
告 [25] を基に左腕 (非利き腕) に振動を提示した．
振動刺激位置を図 1 の左側に示す．1 番は大胸筋鎖
骨部の近心腱，2 と 4 番は烏口腕筋の腱 (ただし 2 番
は三角筋，4 番は上腕二頭筋短頭も刺激する)，3 と 5
番は上腕二頭筋の腱，6 番は腕橈骨筋の遠心腱，7 番
は手関節屈筋群 (撓側主根屈筋, 長掌筋, 尺側手根
屈筋) の腱を想定した位置である．
実験参加者の運動を計測するために光学式モーション
キャプチャ (OptiTrack V120 Duo) を使用した．計測を
行うために，実験参加者には図 1 の右側に示すように
首近辺と左右両方の肩，肘，手首の 7 点にマーカを配
置した．これにより右腕と左腕との動きの計測を行った．
3D ゲームエンジン (Unity, Unity Technologies) により
モーションキャプチャ装置と通信し，120 fps で各マーカ
の位置と回転角度の取得及び記録を行った．計測座標
の原点は椅子背面の鉛直方向の中心線と床が交わる
点に設定した．マーカの座標は正面方向を z 軸，鉛直
上向きを y 軸とした左手座標系で記録された．実験環
境の概要と計測座標系について図 2 に示す．
3.1 振動刺激
振動子 (Acouve Lab VP210) は振動子ケース (図
3) に組み込まれ，ゴムバンドとサポータを用いて実験
参加者の身体に装着された．入力信号は波形生成ソフ
トウェア (Cycling'74 Max7) により 70 Hz の正弦波を生
成 し オ ー デ ィ オ イ ン タ ー フ ェ ー ス (Roland OCTACAPTURE) を介して 7ch に分配され，オーディオアン
プ (FX-AUDIO- FX202A/FX-36A PRO) により増幅さ
れて振動子へ入力された．70 から 80 Hz の周波数が鮮
明な錯覚を生起させやすいと知られており [26]，Roll
らの研究 [7] では 70 Hz において最も速い錯覚が生
起していたこと，Roll ら [3] や Thyrion ら [4] が複数の
筋に対して同様の周波数で刺激をしていたことを基に
振動周波数は一律に 70 Hz に設定した．
振動子ケースは複数の先行研究を参考に設計され
た．ケース内部では 3 本のバネによって振動子が吊るさ
れている．バネ一本当たりのバネ定数は 0.4 N/mm であ
り，全体のバネ定数は 1.2 N/mm である．本多ら [30] と
Ferrari ら [29] の報告より，強く振動子を押し込むほど
錯覚生起のための振幅の閾値は低くなるが，比較的弱
く押し込んでいる方が鮮明に錯覚を生起させられると推
察される．本実験では錯覚をより鮮明に生起させるため

図 1 (a) 振動子の配置．
(b) モーションキャプチャのマーカの配置．
Fig. 1 (a) Positions of vibrators, and (b) Positions of markers
for measuring movement.

図 2 実験環境の全体図．
Fig. 2 The overview of the experiment system.

に先行研究 [26, 28, 29] と比較し少し弱く押し込み力を
1.2 N から 2.4 N の間に設定した．押し込み力は皮膚に
接触する円筒状のヘッドの変位量を目視で観測するこ
とで調整した．さらに，振動子ケースのヘッド径は Tidoni
ら [25] や Leonardis ら [18] が利用している振動提示
装置と同様に 15 mm に設計した．
振動加速度は加速度センサ (Sparkfun LIS331) を
用いて本多ら [30] 及び Schofield ら [28] の報告で鮮
明に錯覚を生起させることができていた振幅に合わせ
約 90 m/s2 になるように統制した．この加速度は変位振
幅としては約 0.47 mm に相当する．
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具体的な手順として，実験者は閉眼状態の実験参加
者の左腕を肩まわりに屈曲・伸展及び内転・外転の二
方向へ正弦波的に動かした．このタスクはそれぞれの
方向で 3 試行ずつランダムに計 6 試行行った．各方向
における 3 試行の内，2 試行は約 3 deg/s の遅い運動，
1 試行は約 10 deg/s の速い運動が提示された．提示順
は実験参加者ごとに異なり，各試行の計測時間は 10 秒
であった．

図 3 振動提示装置．
Fig. 3 The device to apply vibration.

3.2 実験手順
実験参加者の疲労を避けるため，本実験は振動提示
する試行を半分に分け，二日間に分けて実施された．
まず実験参加者が椅子に座った状態で実験姿勢の
教示や実験の流れの説明を行った．実験姿勢は図 1
に示すように腕を外旋し手のひらを前に向けた状態で
身体の横に力を抜き，下げてもらった．また，触覚手が
かりによって錯覚生起が阻害されてしまう可能性 [42]
を考慮して，本実験では刺激する実験参加者の腕は固
定しなかった．次に実験参加者に実験装置を装着した．
振動刺激装置を装着する際は実験参加者に等尺性収
縮を行ってもらい，腕を触りながら目的の筋，腱の位置
を探し振動子を配置した．5，7 番の位置は上腕二頭筋，
手関節屈筋群の腱が表出しているため触れることで判
別可能である．1 番の位置は鎖骨，2 番の位置は烏口
突起，3 番の位置は三角筋と上腕二頭筋の境界部，4
番の位置は上腕二頭筋と三頭筋の境界部，6 番の位置
は腕橈骨筋とその腱の接合部を手がかりに振動子を配
置した．振動加速度及びモーションキャプチャの計測点
のキャリブレーションを行った後，実験参加者の運動表
現能力の計測と振動刺激により生起する運動錯覚を実
験参加者に評価させる実験を行った．実験全体を通し
て，実験参加者には，腕の力を抜いてもらい知覚した受
動的な動きには逆らわずに左腕の動きに意識的に注意
を向けるよう伝えた．
3.2.1 運動表現能力の計測
運動表現能力の計測について述べる．この計測の目
的は，錯覚の評価に用いる回答方法 (刺激側の腕の姿
勢を非刺激側の腕で模擬させること) が極端にできな
い実験参加者を除くことである．この計測は各実験参加
者で一日目にのみ行った．

3.2.2 振動子の全組み合わせによる振動提示
次に，振動提示及び錯覚の評価について述べる．振
動提示パターンは各振動子の On/Off の全組み合わせ
である 127 通り (27 - 1) を用い，実験参加者ごとに異な
る順番で 1 回ずつ計 127 回振動提示を行った．1 回の
振動提示時間は 5 秒間であり，振動提示後の約 5 秒間
のインターバルを合わせて 1 試行とした．さらに 10 回の
振動提示ごとに 1 分間の休憩を取った．また振動提示
中は実験参加者に目を閉じてもらい，振動の音が聞こ
えないようにヘッドフォンを装着させホワイトノイズを流し
た．実験参加者には，振動提示中に知覚した左腕の動
きを反対側の腕で表現させ，振動提示後に表 1 に示す
3 つの尺度で錯覚を 10 段階評価させた．これらの錯覚
評価の項目は，Tidoni ら [25] と Naito ら [13] が利用
した項目を基に採用された．
実験を行う前には，錯覚を評価する方法に実験参加
者が慣れるために練習として 5 回の試行を行った．振動
は実際の実験とは異なる振動パターンの順序で提示さ
れ，それぞれの刺激点は最低でも 1 回は刺激された．
練習は一日目と二日目との両日で設けられた．
表 1 錯覚評価の項目．
Table 1 The evaluation scales of the illusion.
評価尺度
Vividness

最小値 (1) と最大値 (10)
錯覚が全く鮮明でなかった (1)
実際に動いているように鮮明だった (10)

Duration

錯覚が生起しなかった (1)
提示時間と同じ時間錯覚が生起した (10)

Magnitude

腕が全く動かなかった (1)
腕が可動域の限界まで動いた (10)

3.3 解析手法
本稿では角速度は，振動刺激を開始する時の腕の
位置と終了時の腕の位置の角度差を振動提示時間で
割った平均的な値である．腕の角度は肩と手首の座標
から腕のベクトルを求めることで計算された．錯覚生起
までの潜時を考えれば，この計算によって求められるの
は正確な角速度ではないが，反射により屈曲運動が生
起することや錯覚が可動域限界まで生起した場合に錯
覚生起中にも角速度が変化し得ることを考慮し，最終的
な回転角度の時間平均を角速度として用いることとした．
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肩回りの伸展運動を生起させることを意図して振動提示
を行ったが，三角筋や烏口腕筋は腕の内転運動にも貢
献しているため外転方向の錯覚を生起させる可能性が
ある．また身体の構造上，伸展方向の運動表現を行う
際にも外転方向の成分が含まれるため，伸展方向と外
転方向の運動を解析の対象とした．
図 2 より座標平面で考えると伸展・屈曲方向の運動
は y-z 平面の運動，内転・外転方向の運動は x-y 平面
の運動に対応する．y-z 平面では伸展方向，x-y 平面で
は外転方向が正となるように計算を行った．
統計解析は統計ソフト SPSS (Statistics 24 Advanced,
IBM) を利用した．振動パターンごとの各方向の平均角
速度に対して強制投入法による重回帰分析を実施し，
振動提示数と二方向の角速度，平均主観評価値との
Pearson の積率相関係数による分析を実施した．

ことができた実験参加者もいたことから実験参加者間の
個人差が表れたものだろう．方向転換時の誤差につい
ては，実験参加者は運動の方向を切り替えるタイミング
を把握していなかったため，方向転換に遅延が生じた
からだと考える．
二方向を合わせて，最大でも運動表現の誤差は 15
degrees 程度であり，閉眼状態でもあったことを考慮すれ
ば精度よく表現できていたと言えるだろう．肩回りの伸
展・外転運動は先行研究で多く用いられている前腕の
運動と比較すると行いづらい運動ではあるが，運動表
現能力の測定結果より本実験に参加した実験参加者は
不自由なく運動を表現できていたと考える．以上より，
両方の腕のミラーリングが全くできない実験参加者は観
測されなかったため結果の解析には全実験参加者のデ
ータを利用した．

4 実験結果

4.2 実験参加者による錯覚の評価
全 1524 試行の内 11 試行 (0.72％) は振動提示中に
トラッキングが外れてしまったのでデータ処理には含ま
れなかった．角速度の解析には右腕の運動の角速度に
注目して行った．伸展・屈曲方向の角速度を ωyz，内転・
外転方向の角速度を ωxy と表す．

実験参加者が知覚した運動は主に肩回りの肘や手
首が連動した伸展および外転運動，肩または肘関節の
屈曲運動，前腕の回内運動であった．屈曲運動では肘
関節の運動も含まれていたが，他の肩関節の運動のみ
のデータと同様に角速度の計算を行った (回内運動は
移動量が y-z 平面，x-y 平面ではほぼ 0 であり，屈曲運
動は意図した錯覚の方向とは逆であり負の値となる)．ま
た，関節可動域以上に動いているような錯覚 (過伸展
[43]) の生起を報告した実験参加者はいなかった．
4.1 運動表現能力の計測
実験参加者それぞれの各方向における両腕の運動
軌道のグラフを図 4 に示す．運動の角速度を分けてプ
ロットしており，3 deg/s の運動軌道は二回の試行の平
均値を利用している．
伸展・屈曲方向に着目すると，多くの実験参加者が
精度よく運動表現をできていたことが分かる．実験参加
者 J や K のように一部の実験参加者において，定常的
に最大でも 10 degrees 程度の誤差や，運動の方向を切
り返すタイミングで左腕に比べて右腕の運動の誤差が
大きくなる傾向がみられる．方向転換の際に誤差が増
加することは 10 deg/s の運動において顕著である．
内転・外転方向に着目すると，伸展・屈曲方向に比
べて誤差が大きくなっている．実験参加者 A や L など
のように，運動軌道に定常的な誤差がある実験参加者
の数も増えている．また伸展・屈曲方向の軌道と同様に
方向を変化させるタイミングで誤差が大きくなる傾向も
みられる．
複数の実験参加者において両腕の運動軌道に定常
的な誤差があったことと運動方向を切り替えるタイミング
で誤差が大きくなっていたことについて考える．定常的
な誤差については，腕の位置をほぼ完璧に一致させる

4.2.1 振動提示数と平均主観評価値及び平均角速度
振動を提示した振動子の数に対する各平均角速度と
平均主観評価値の散布図を図 5 に示す．各振動提示
数においてサンプル数の偏りはあるが，全散布図にお
いて有意に正の相関がみられた．
4.2.2 振動パターンごとの平均角速度
各方向の振動パターンごとの平均角速度と標準偏差
を図 6 に示す．横軸の振動パターンは上から順番に 7
ヵ所の振動子に対応している．白い丸は振動を提示し
なかったことを示しており，黒い丸は振動を提示したこと
を示している．例えば, 図 6 の ωyz の平均値のグラフに
おいて, 最も大きい角速度の振動パターンは 2, 3, 4, 5,
7 番の振動子が On している場合であることを表してい
る．
さらに，各方向の平均角速度を目的変数，振動子そ
れぞれの On/Off を説明変数として重回帰分析を行った
結果を表 2 に示す．また，各方向の角速度の線形モデ
ルの回帰式を(1), (2)式に示す．
𝜔𝜔𝑦𝑦𝑦𝑦 = −0.031𝑣𝑣1 + 0.429𝑣𝑣2 + 0.134𝑣𝑣3 + 0.300𝑣𝑣4
(1)
+0.502𝑣𝑣5 + 0.165𝑣𝑣6 + 0.337𝑣𝑣7 − 0.377
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𝜔𝜔𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.017𝑣𝑣1 + 0.240𝑣𝑣2 + 0.042𝑣𝑣3 + 0.225𝑣𝑣4
(2)
+0.023𝑣𝑣5 + 0.121𝑣𝑣6 + 0.187𝑣𝑣7 − 0.113
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図 4 全実験参加者の運動表現能力の計測結果．運動速度と腕を分けてプロットしており，3 deg/s は 2 試行の平均値をプロ
ットしている (実線が左腕，点線が右腕に対応する)．(上) 伸展・屈曲方向の計測結果．(下) 内転・外転方向の計測結果．
Fig. 4 The results of the measurement of the ability to express the movement of all participants. The movement trajectory of 3
deg/s is the average value of two trials (solid line corresponds to the left arm and dotted line to the right arm). (Top) The results in
the extension and flexion direction. (Bottom) The results in the abduction and adduction direction.

図 5 (左) 振動提示数と平均角速度の相関関係．(右) 振動提示数と平均主観評価値の相関関係．**, p < 0.01
Fig. 5 (Left) Correlations (r) between vibration points and each average angular velocity. (Right) Correlations (r) between
vibration points and each subjective evaluation. **, p < 0.01
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表 2 振動パターンごとの平均角速度の重回帰分析の結果．
Table 2 The results of multiple regression analysis of each average angular velocity based of vibration patterns.
ωyz model: F(7, 119) = 38.210, p <0.001, the adjusted R2 = 0.674,
ωxy model: F(7, 119) = 30.847, p < 0.001, the adjusted R2 = 0.624

図 6 (上) 伸展・屈曲方向における振動パターンごとの平均角速度．(下) 内転・外転方向における振動パターンごとの平均角
速度 (エラーバーは標準偏差)．振動パターンにおいて白い丸は振動を提示しなかったこと，黒い丸は振動を提示したことを示
す (上から 1-7 番の振動子に対応する)．
Fig.1 Fig. 6 (Top) Average ωyz for each vibration pattern. (Bottom) Average ωxy for each vibration pattern (error bar means
standard deviations). Vibration pattern corresponds to vibrators 1 through 7 (from the top).
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5 考察

5.1 振動パラメータ
運動錯覚の研究において錯覚生起の潜時にはばら
つきがあり [26] 錯覚生起までに必要な振動提示時間
は実験環境によって異なることが推察される．刺激する
部位を固定する場合は，固定具が動かないことを認識
しているため運動を知覚するために数秒の時間を要し
たと考える．Goodwin ら [8] は 1 秒程度で錯覚が生起
したと報告しており，本実験は条件数も多く実験参加者
の疲労を避けるためにも Ferrari ら [29] と同様に振動
提示時間は先行研究と比べて短い 5 秒に設定した．
5.2 錯覚の個人差について
図 6 より，二方向の平均角速度において全体的に標
準偏差が大きく，下位の振動パターンでは平均値が負
になっている．これは実験参加者間で錯覚生起の度合
いが大きく異なっていたからである．実験参加者ごとの
左腕と右腕との伸展・屈曲方向の平均角速度を図 7 に
示す．右腕の平均角速度をみると，実際に実験参加者
ごとに錯覚生起度合いが異なっている．さらに左腕の平
均角速度を見ると，錯覚を知覚していた実験参加者は
伸展方向に少し左腕が動いていたことが分かる．また，
実験参加者 C と G は比較的多く屈曲をしていた．特に
実験参加者 G は実験中ほとんど刺激した腕が屈曲して

図 7 実験参加者それぞれの右腕と左腕の全振動パター
ンの平均角速度 (エラーバーは標準偏差)．
Fig. 7 The Average angular velocities of the all vibration
patterns for each arm of each participant (error bars mean
standard deviation).

しまっていた．これによって，角速度の平均値が負にな
ってしまう振動パターンがあった．
腕が屈曲した実験参加者がいた理由は，TVR が生
起したからだと考える．また実験参加者 C と G とは左腕
の平均角速度に対して，右腕の平均角速度の方が小さ
くなっている．これは TVR を生起させた際に運動の振
幅を小さく見積もること [44] と似た傾向である．
さらに，錯覚を知覚していた実験参加者は刺激した
腕が伸展・外転方向に動くことも観測された．これは錯
覚が生起した際に刺激筋の拮抗筋が活動する AVR [16,
17] による一種の反射現象だと考える．
5.3 振動パターンごとの平均角速度の重回帰分析
表 2 より，ωyz のモデルにおいて 2 番，4 番，5 番，7
番の振動子の標準偏回帰係数が 0.1%水準で有意に高
い値となっている．図 6 の上部のグラフより実際の振動
パターンにおいてもほとんどの上位パターンには 2 番と
5 番の振動子が含まれている．一方，ωxy のモデルにお
いて 2 番，4 番，6 番，7 番の振動子の標準偏回帰係数
が 0.1%水準で有意に高い値となっている．図 6 の下部
のグラフより，同様に実際の振動パターンと比較すると
ほとんど上位のパターンには 2，4，7 番の振動子が含ま
れている．
それぞれのモデルにおいて 2，4，7 番の振動子の標
準偏回帰係数が高いことは共通している．主に異なる
点は最も高い係数を持つ振動子である．ωyz のモデルで
は 5 番の振動子が，ωxy のモデルでは 2 番の振動子が
最も高い係数となっていることが分かる．
本実験では肩回りの運動を採用したため 2 番の振動
子の係数が二方向の運動錯覚で高くなったことは妥当
である．5 番と 4 番の振動子の係数が高くなったことは
肩関節の運動にも寄与している上腕二頭筋，烏口腕筋
に対応しているためだと考える．興味深いことに，肩回り
の関節の運動には直接関係していない手関節の屈筋
群への振動刺激が高い貢献を持っていた．これは, 手
関節屈筋群への振動刺激が手に対して外力が加えら
れて腕が動くというような運動イメージを生起させ，錯覚
が自然な感覚に近づき知覚されやすくなったのではな
いかと考える．実際に実験参加者が腕の受動的な運動
を感じたとコメントしている．
5.4 振動子数との関係
図 5 より，振動提示数が増えるにつれて平均角速度
や平均主観評価値は増加傾向にあった．平均角速度
は最大でも 2 deg/s 程度の値となり十分な増強ができた
とは言えないが，各主観評価値は振動提示数が増加す
るにつれて上昇しており，鮮明で比較的大きい動きの
錯覚が生起するようになっていた．さらに，振動提示数
が一つの条件の各方向の平均角速度の値を見るとほと
んど 0 になっており錯覚があまり生起していなかったこと
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や，錯覚が生起していた時間 (Duration) が有意に上
昇したことより，振動刺激数を増やすことは錯覚の潜時
を短くし，より鮮明な錯覚を多くの実験参加者に安定し
て生起させることに効果があったと考える．
一方で，刺激点を増やすにつれて錯覚が強くなると
すれば，全振動子で刺激をすることで一番強い錯覚を
生起させられるはずである．しかしながら，図 6 より全 7
点で刺激したパターンは少し低い順位に位置している．
重回帰分析の結果より，大きな負の回帰係数を持つ刺
激位置がなかったことから，効果があまりない刺激点は
あったが錯覚を妨げるような刺激点があったとは考えに
くい．よって，刺激点を増やすことによって振動感覚が
強くなりすぎてしまい，錯覚を知覚しづらくなってしまっ
たと考える．
以上より，図 6 の上位に位置する振動パターンを踏
まえ，重回帰分析によって得られた回帰係数が比較的
大きい刺激点を含んだ 3 から 5 つの振動刺激によって
十分に錯覚を増強可能だったと考える．
さらに，本提案手法を発展させれば振動感を抑えつ
つ，運動錯覚を生起させることが可能と考える．腱振動
による運動錯覚では，錯覚を増強するためには振幅を
大きくすることが有効であると知られている [26, 28] が
この手法では同時に振動感が強くなってしまい応用を
考えると現実的な手法ではない．また，強すぎる振動は
TVR を惹起してしまい，振幅増加による錯覚増強には
限度が存在する．つまり，純粋に振動振幅や刺激点を
増加させていくだけでは劇的に錯覚を増強することは
難しい．本実験より多点振動が個人差の影響を減らし，
より鮮明な錯覚を生起させることに主に効果があること
から，一点の強烈な振動ではなく，分散されたマイルド
な振動刺激によって運動錯覚を生じ得る可能性が示さ
れたと言え，このことは同一の筋において刺激数を増や
すことにも適用可能だと考える．応用という観点では，振
動を抑えつつ刺激点を増やし錯覚を生起させる方がア
プリケーションに組み込む際に適しているだろう．
5.5 刺激位置の筋や腱
先行研究において，刺激しやすさのため上腕二頭筋
の腱や手関節の腱が対象となることが多い．本論文で
は，筋腹を刺激しても錯覚を生起させられることをもとに
腱が上腕二頭筋や三角筋に覆われている烏口腕筋も
刺激対象として実験条件に組み込んだ．
4 番の位置は外転方向の錯覚生起に効果的であった．
この位置は烏口腕筋の腱を想定して配置をしており，実
際には，上腕二頭筋短頭の下に烏口腕筋の腱がある．
どちらも肩関節に起始していることや一点で二種類の筋
を刺激できることから 4 番位置の刺激が効果的であった
と考える．また，これらの筋は肩関節を補助的に内転・
屈曲することから伸展と外転の二方向の錯覚を生起し

得るが，表 2 の標準偏回帰係数より，比較的外転方向
の錯覚への貢献が大きかった．これより上腕二頭筋短
頭と烏口腕筋への刺激は伸展方向よりも外転方向の錯
覚を生起させる可能性が高いと言える．
生起させる錯覚の方向を考えると，伸展方向の錯覚
を生起させたい場合，外転方向の錯覚を生起させる可
能性がある烏口腕筋や上腕二頭筋短頭への刺激は避
けた方が良いと考える．つまり，純粋に伸展方向の錯覚
を生起させたい場合は，4 番の位置は利用せず，2 番の
振動子は三角筋の腱の近く，つまり烏口突起より少し上
の位置にずらす必要がある．
今回選定した刺激位置の中で，伸展・屈曲と外転・内
転の二方向を合わせて最も効果的だったのは直接腱を
刺激できない 2 番の振動子だった．2 番の位置は烏口
突起の近くである．烏口突起には上腕二頭筋の短頭と
烏口腕筋が起始しており，その上を三角筋が覆ってい
る．この位置への刺激が効果的であったのは，本実験
で対象とした伸展・屈曲方向と内転・外転方向の運動が
三角筋を主動筋とすることや，一点で多くの筋・腱を刺
激できることに起因すると考える．
5.6 応用におけるリミテーション
本研究では，関節運動の主動筋だけではなく関節を
またぎ複数の協同筋を刺激することで錯覚の増強を図
った．実験結果より，肩回りの伸展運動の錯覚でも肘や
手首への刺激が有効であることが分かった．多くの日常
動作において，各関節は異なる関節角度で制御され運
動が実現されることが多い (例えば，棒振り運動や物の
持ち上げ運動)．初期姿勢によって生起する錯覚の速
度は変化し得るため [28]，本研究の結果をこうした運
動に適用するためには更なる調査が必要である．しかし
ながら，肘と肩関節の筋を機能的に刺激し分けることで，
特定の方向の運動錯覚を生起させられることより [4]，
関節の運動方向が同じであれば関節をまたぎ多点で刺
激することで錯覚の増強を期待できると推測する．
麻痺肢のリハビリテーションについて，実際に外骨格
デバイスによる運動サポートと運動錯覚との組み合わせ
[45] や，ある運動タスク中に腱振動によって自己受容
感覚を増幅すること [23, 24] によって麻痺部位の運動
能力が向上したことが報告されている．これらは，筋電
気刺激によって麻痺肢の利用を促進するリハビリテーシ
ョン手法 [22] と同様に運動しやすさを向上させること
によって麻痺改善を目指すことが可能である．こうした
研究では一点での振動刺激が用いられているが，肘関
節や肩関節を含む運動を行う場合は刺激点を増やすこ
とで，より鮮明な錯覚を生起させ効果の増幅が期待でき
ると考える．しかしながら，指先の運動など使用する筋
が少ない場合は，本研究の結果を直接応用するのは難
しいが，同一の筋内で刺激点を増やすことで錯覚の増

―151―

日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.26, No.2, 2021

強は可能だと考える [26, 31]．
6 おわりに
本実験は，運動錯覚の増強を目的として振動提示数
を増やした際の錯覚について調査した．胸部，上腕及
び前腕の手先を前後させる肩関節まわりの運動に関係
する筋の全 7 ヵ 所に振動子を配置し ，各振動子の
On/Off の全組み合わせである 127 パターンの振動提示
を行った．運動錯覚の評価として実験参加者には，振
動提示中に生起した錯覚を反対側の腕で表現してもら
い，振動提示後に三つの主観評価の設問に回答しても
らった．結果として，振動子数が増加するにつれてより
速い運動の錯覚が生起するのではなく錯覚生起の個人
差を減らし，より鮮明な錯覚が安定して生起するように
なることが分かった．また, 特に運動錯覚に寄与する刺
激位置を特定することができた．
多点振動刺激は錯覚の速さは十分に増強できなかっ
たが，錯覚を知覚しやすさを増強できたため錯覚を制
御する点で有用であると言える．一方で，単調に刺激点
や振幅を増加するだけでは更なる錯覚の増強は期待で
きないことが示唆された．運動感覚はゴルジ腱器官や
皮膚受容器，更に視覚など他のモダリティからの求心性
の信号が統合的に処理され知覚されること [46, 47] か
ら，より強く納得感のある錯覚を生起させるために多点
振動と他モダリティへの刺激とを組み合わせていく必要
があると考える．
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