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1. はじめに 
触覚情報の呈示技術は，視聴覚情報と比べて進んで

おらず，実現されているものは振動刺激による単純なもの

が主である．詳細な触感呈示技術は研究，開発されてい

るが，システムの肥大化や複雑化によって，実用化され

ていない．筆者らは，触錯覚を利用することによって，こ

の課題を解決できるのではないかと考え，微触感錯覚(以

下，微触感)を利用した触覚呈示システムを提案した．微

触感は，シースルー型 Head Mounted Display (以下

HMD)を用いて仮想物体を身体表面上に重畳表示した

際に発生し，存在感や空気の動きなどの微弱な感覚を得

られる錯覚である．本研究では，微触感呈示システムを

体験した際に得られる錯覚の基本特性，及び表現方法

の検討を行った． 

 

2.呈示条件による検討 
2.1 目的及び実験方法 

 微触感を体験する際に最も適した呈示条件を調べるた

め，実験を行った．映像呈示は両眼光学シースルー型

HMD(Moverio BT-100, EPSON)によって行い，呈示する

画像及びフィルタの付加によって，各呈示条件の再現を

行った(表 1)． 
表 1 実験条件 

条件  透過表示 立体視 
両眼半透明条件 あり  あり  
両眼不透明条件 なし  あり  
単眼半透明条件 あり  なし  
遠距離条件 あり  あり（スクリーン位置に融像） 

 

条件は，「仮想物体を半透明・不透明で呈示」，「単眼

で呈示」，「仮想スクリーン面に映像を呈示」の 4 条件であ

る(表 1)．仮想物体が透過表示されているか，立体視でき

るという 2 点の違いがある．仮想物体は，眼前 30cm の位

置に再生される直径 40mm の白色の球体とした(図 2)．単

眼条件は優位眼のみに呈示したため視差はなく，焦点位

置である 2.5m 先に再生された．両眼不透明条件では，

白球の背景が透過しないようフィルタを追加した．これら

の条件について一対比較法を行い，どちらの条件がより

錯覚を認識しやすいかについて評価させた．参加者は図

1 のような姿勢で映像を観察し，実験者は教示・回答の記

録などを行った． 

微触感の体験方法は次の通りである．まず，仮想物体

が手の上に乗って見えるように，両手を目の前に掲げさ

せた．次に，首を左右に振るよう指示をし，仮想物体の左

右の振幅運動を再現した．参加者は，この様子を観察す

ることで微触感を得た．参加者は 21歳から 39歳までの男

女 12 名(男性 9 名，女性 3 名)であった． 

 

 
 

 
図 1 実験環境 図 2 両眼半透明条件(上)と両眼

不透明条件(下) 

 
2.2 結果 

 錯覚の感じ方について，「風」，「冷たさ」，「存在感」とい

った報告がされたが，その強度は弱いとする報告があっ

たため，微弱な感覚であることが示唆された． 

錯覚を感じる部位については，白球と掌が接触してい

るように見える場所で生じるという報告があった．一方で，

白球が浮いている場合，身体と交叉している場合は錯覚

が生じなかったとする報告もあった．この事から，仮想物

体が身体表面上にあるように観察できることが，微触感に

とって重要な要素であると考えられた． 

 次に，錯覚の認識のしやすさについて，得られた結果

を心理尺度上に表現した(図 3)．両眼半透明条件及び不

透明条件は，他の 2 条件に比べ有意に錯覚が認識しや

すいこと，遠距離条件は単眼条件よりも有意に錯覚が認

識しにくいということが分かった．錯覚が発生しやすい 2

条件としにくい2条件の違いは，立体視によって奥行き情

報が知覚可能かという点である．手と仮想物体の位置が

合わない場合，錯覚が起きないという報告もあり，奥行き

が定位できることは微触感において有効であるといえる．

以上から，仮想物体を身体表面上に重畳表示する際，

立体映像による呈示，及び接触している様に観察するこ

とが有効であるといえた．しかしながら，体験された感覚

は多様であったため，より多くの参加者の意見を収集し，

微触感の質的傾向を検討する必要があると考えられた． 

 
図 3 各条件の心理尺度上での座標 

** ** 



3.微触感の質的特性の調査 
3.1 調査概要 

 微触感について多くの意見を収集し，触感の傾向を検

討するために調査を行った．調査は，CEATEC Japan 

2012 の展示において，両眼半透明条件を用いて行った．

体験者は立ったまま HMD を装着し，両手または片手を

眼前に掲げ，頭を振ることで体験を行った．その際，イン

タビューを行い，錯覚の感想，錯覚強度を記録した．錯

覚強度は体験者の様子から判断し，歓声をあげる・はっ

きりと感じると報告した場合は 5，全く感じないとした場合

は 1 とした． 

 体験者は 387 人(男性 340 人，女性 47 人)であった．  

 

3.2 結果 

錯覚強度について，約 3/4 の体験者に微触感が体験

され，約 1 割の体験者は特にはっきりと錯覚を感じられた

ことが分かった(図 4 左)． 

次に，錯覚の感想を集計した(図 4 右)ところ，「存在感」

に関する報告が最も多かった．続いて，「風」，「冷たい」，

「温かい」とする報告が多かった．感想が多様化した原因

として，仮想物体がどのような触感を与えるか想像するに

は単純すぎる表現であったことが考えられる．このため，

より具体的な触感を想起する仮想物体を呈示した際の影

響を検討する必要があると考えられた． 

 

 
図 4 錯覚発生強度についての評価，及び微触感の感想 

 
4. 微触感の視覚表現による影響調査 
4.1 調査概要 

 具体的な触感印象を与える仮想物体を呈示することで，

触感の印象を操作できるかどうかを検証するため，温冷

感に注目し，触感を想起できるかどうか調査を行った． 

 調査は高臨場感ディスプレイフォーラムにおいて行わ

れ，温冷感を想起する仮想物体として炎と氷を用いた(図

5)． 

展示者は体験の仕方について体験者に教示を行い，

その後 HMD を装着させ，仮想物体に両手または片手を

添えるようにして観察させ，体験の際得られる微触感につ

いてインタビューを行った．錯覚の発生について，「感じ

る」，「詳細な説明をすると感じる」，「感じるような，感じな

いような」，「感じない」の 4 段階で評価を行った．また，仮

想物体によって与える触感を変化させることができるか調

査するため，炎と氷のコンテンツを続けて観察した際に得

られる感覚が変化するかどうかについて確認した． 

体験者は 41 人(男性 37 人，女性 4 人)であった．  

 
4.2 結果 

錯覚の発生についての評価結果が図 6 である．85%の

体験者が，はっきりと錯覚を得ることができ，1 名を除いて

全員に何らかの微触感が得られた．この事から，具体的

な触感印象を与える仮想物体を用いることで，微触感を

認識しやすくなる可能性が示唆された．仮想物体によっ

て感じ方が変化するかという点については，約 3/4 の体

験者が，微触感の変化を感じられたと報告した．この事か

ら，視覚表現によって固有の触感が与えられる可能性が

あると考えられた． 

 

   
 

図 5 炎と氷の仮想物体 図 6 錯覚の発生についての評価 

 

 微触感の表現については，温度に関するものが最も多

く，炎では約 43%の体験者が「温かい」，氷では約 71%の

体験者が「冷たい」と報告した．他には「空気の流れを感

じる」，「気配・存在を感じる」といった報告が少数得られ

た．「空気の動き」や「存在感」に関する報告は，単純な表

現の仮想物体を用いた際にも得られたことから，微触感

に共通の感触である可能性があると考えられた． 

以上から，具体的な触覚を想起する仮想物体を用いる

と，ある程度触感印象を操作することが可能であることが

分かった．しかしながら，対象とする感覚によっては表現

できる強度に差が生じる可能性が示されたため，応用す

る際は注意が必要であるといえる． 

 
5. まとめ 

 本論文では，身体部位上への仮想物体の重畳表示によ

って発生する，微触感による触感呈示システムを提案した．

この触感呈示システム及び錯覚について，基本特性とその

表現方法を調べるため，調査・検討を行った．その結果，

以下のような知見が得られた． 

 

・仮想物体を身体部位上に重畳表示することによって，微

弱な触感覚が生じる 

・仮想物体が身体表面と接触しているよう映像を呈示する

ことが錯覚発生の要因となる 

・仮想物体が身体と接触しているよう呈示する際，立体映

像での呈示が有効である 

・仮想物体の視覚表現によって，触覚の印象をある程度操

作することが可能である 

 

 微触感は，視覚と触覚のクロスモーダルな知覚によって

得られる触錯覚の一つであり，以上の知見から，簡易なシ

ステムによって様々な触感表現が実現できる可能性がある

と考えられる．今後の技術の進歩とともに，視聴覚情報に

続いて触覚情報の提供が検討されると考えられるため，そ

の際に，機器の操作性の向上や映像における質感の提供

について，微触感が応用できると期待される．しかしながら，

個人差等の要因による影響があるため，温度感以外の触

感を対象とした表現についての詳細な検討や，具体的な

システムによる検証が今後の課題であると考えられる． 


