
視覚，聴覚，触覚などの感覚モダリティ間には

交互作用があり，特に他のモダリティに対する視

覚の優位性が指摘されている。たとえば‘ba’とい

う音声と同時に‘ga’と発音している動画を提示す

ると，視覚情報の干渉により‘da’という音声が知

覚される現象は，マガーク効果として知られてい

る（McGurk,& MacDonald,1976）。

視覚－触覚の交互作用における視覚の優位性を

示す現象として，疑似触力覚（Pseudo-haptics:

Lecyer,Coquillart,& Kheddar,2000）が挙げら

れる。疑似触力覚とは，身体動作を画面上に反映

させるポインタとマウスなどの入力機器のCD比

（Control/Display Ratio：入力量に対する出力

量の倍数）を動的に変化させた際に，疑似的な触

力覚が知覚される現象である（宇治土公・鳴海・

伴・谷川・広田・広，2017）。たとえばポインタが

ある，領域に入ると減速するよう，CD比を1.0か

ら0.5に変化させると，実際には入力機器への触

覚的なフィードバックがなくても，観察者は入力

機器の動きに抵抗が生じたように感じる（Figure

1）。視覚以外の刺激も，疑似的触力覚を生じる要

因と成り得る。中島・西村・谷川・廣瀬（2008）

は，コンピュータゲーム中で，ユーザーの操作に

合わせて音を提示したり，コントローラーを振動

させたときにも疑似的触力覚が生じるとしている

（ただしこの場合にも視覚刺激の対提示が前提と

なっている）。

疑似触力覚に関するこれまでの研究では，CD

比の変化パターンや入力機器の特性などが主観的

な触力覚に及ぼす影響などが，主に弁別閾の測定

によって検討されてきた。実際の触覚的フィード

バックを与える機構は複雑になり，情報機器の入

力インタフェースとしては，コスト，サイズなど

の点で実装が困難である。このため，視覚情報の

みでも生じる疑似触覚が代替手段として注目され

てきたことが，先行研究における傾向の背景にあ

ると考えられる。一方知覚研究においては，色や

テクスチャなどの視覚的情報により生じる質感

（硬さ，重さなどの印象）が触力覚に及ぼす影響

を定量的に検討するための手段として，疑似触力

覚を利用できると考えられる。

対象の印象やイメージなど，感性的側面の測定

には，セマティック・ディファレンシャル法（SD

法）が用いられてきた。SD法では，反対の意味を

持つ形容詞を左右に配置した尺度を使用し，評定

を行う。例えば大山・田中・芳賀（1963）では，

色の印象評定を行う際，“冷たい－熱い”，“重い－

軽い”などの形容詞対を使用している。その結果，

“重い－軽い”の評価は，明度との相関が高い
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Figure 1.CD比を動的に変化させた場合の入力と画面表

示の関係

（白い四角の領域に入った時点で，疑似触力覚が生じる）



（r＝0.90）ことが見出された。ある感覚モダリ

ティの評価を別のモダリティに関する形容詞で評

定するという点において，SD法も人間の持つマ

ルチモーダルな交互作用を利用していると言え

る。このような比喩は，SD法による評定の場面だ

けではなく，“冷たい色”や“やわらかい音色”な

ど，日常的な言語表現でもしばしば用いられてい

る。

本論文では，視覚的情報が疑似触力覚に及ぼす

効果についての先行研究，およびこれらの研究で

用いられてきた測定法を概観し，視覚刺激の感性

的側面を検討するツールとしての可能性，現状の

問題点について考察する。

視覚的情報の効果

前述の通り，視覚刺激の印象自体も重さの評価

に何らかの影響を与えると考えられるが，従来の

研究では画面に提示されたテクスチャなどの質感

情報単独ではなく，CD比の動的変化との交互作

用のみが検討されてきた。

Lecuyer,Burkhardt,& Etienne(2004)では，

画面上の明るい部分ではCD比が低く（減速），暗

い低い部分では高くすると（加速），高輝度の部分

は手前に，低輝度の部分は奥まって知覚されると

している。例えばガウス関数を用いて輝度変化を

つけた場合，Figure2-aは手前に，2-bは奥まっ

て知覚される。しかし2-cのようにぼかしなしの

輪郭線で領域を表示した場合でも，CD比の変化

のみによって，手前・奥・変化なしの判断はほぼ

正確に行うことができ，CD比変化に使用した関

数（線形，多項式，ガウス関数），領域のサイズ，

背景との輝度差（CD比の変化量の大きさもこれ

に比例する）が正答率に影響することが示された。

これらの結果は，CD比の変化自体が陰影などと

同様に表面の立体的な構造を知覚する手がかりと

なっていることを示すが，画面上の輝度や色の変

化により生じる静的なパターンが，CD比の変化

による奥行きの近くにどのような影響を及ぼすか

については，言及されていない。

また，マウス入力とテクスチャのアニメーショ

ンを組み合わせることによって，弾力性を疑似的

に提示させる方法（Elastic Images）が，Ar-

gelaguet,Jauregui,Marchal,& Lecuyer(2013)

によって示されている。マウスボタンを押した際，

画面上でマウスポインタの位置を中心に背景画像

（スポンジ表面などのテクスチャ）をゆがませる

ことによって，操作者は弾力性を知覚する（Fig-

ure 3）。この際にゆがみが生じる範囲や，ゆがみ

の程度を変化させることにより，“硬さ”を表現す

ることも可能で，実験参加者は８段階の“硬さ”

を弁別することができた。

Argelaguetらの研究においても，テクスチャ画
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Figure3.Argelaguet et.al.(2013)の実験画面例

Figure 2.(ａ：左）手前に見える輝度変化，（ｂ：中央）奥まって見える輝度変化，（ｃ：左）ガウシアンぼかしなしの輪

郭線



像はすべての条件において同一のものが使用され

ており，テクスチャそのものの印象が表面の硬さ

の評価に及ぼす影響については，検討されていな

い。

測定方法

手続きと指標

多くの研究では，実験の指標として弁別閾を用

いている。たとえばLecuyer et.al.(2000)では，

CD比を12通りに変化させたときのすべての組

み合わせで一対比較を行い，上限閾，下限閾を求

めている。宇治土公他（2017）では，CD比を1.0

に固定した標準刺激とCD比を変化させた実験刺

激の比較を試行ごとに行い，恒常法を用いた測定

を行っている。

精神物理学的測定法を用いる場合には，実験参

加者は標準刺激と比較刺激の差異を，どちらをよ

り重く感じるかなどの言語報告で反応を行うこと

となる。一方中島他（2008）は，筋電を用いた定

量的測定を試みている。実験参加者はゲームコン

トローラー（Wiiリモコン）によって画面上のポイ

ンタを操作し，その際の手首２か所，肘１か所の

筋電測定を行った。この結果視覚的フィードバッ

クの有無による筋電（１試行20秒間の積分値）の

変化には有意差が見られたものの，フィードバッ

ク量による変化認められなかったとしている。た

だし実験参加者数が少ないこと（６名），フィード

バック量ごとの電位変化が，主観的な重さの評定

とかなり一致することから，単純にデータ数の不

足によるものとも考えられる。

しかし現時点では，実験参加者の主観的判断と

合わせて疑似触力覚の大きさを定量的に記述でき

る生理指標は，いまだ見出されていない。また中

島らの実験における主観的判断は，４件法による

簡易的なものであり，比較対象として，より精密

な主観的判断の測定も必要であろう。

入力機器

疑似触力覚は，情報機器における触覚フィード

バックの代替手段として研究が進められてきたと

いう背景がある。このため入力機器として使用さ

れている機材も，あえて一般に広く用いられてい

るものが選択される傾向があるようだ。Ar-

gelaguet et.al.(2013)などではマウスを用いてい

るほか，宇治土公他（2017）ではタブレット端末

のタッチパネルを使用している。この場合入力領

域と表示領域が同じとなるため，他の研究のよう

にポインタの移動速度を変化させることはできな

いが，スワイプ操作時の背景スクロール速度を動

的に変化させることで，同様の効果が得られると

している。また前述の通り中島他（2008）では，

ゲームコントローラー（Wiiリモコン）を使用して

いる。WiiリモコンはBluetoothと内蔵の加速度

センサーによって，コントローラーの位置，傾き

を検出できるほか，振動により触覚によるフィー

ドバックも可能である。

これらの機器では実験参加者は日常的に慣れた

動作で入力を行えるため，操作方法に個人差が出

易く，これが測定値上の個人差として反映される

可能性がある。若林（2017）では入力機器として

マウスを使用したが，操作する際の速度が，上限

閾・下限閾の大きさと関連していたことを報告し

ている。マウスをゆっくり動かした実験参加者で

は上限閾（より重いと感じるCD比）が小さくなる

傾向があり，逆に早く動かす実験参加者は下限閾

が小さくなる傾向がみられるとした。

反対に実験条件に即して，専用の入力機器を作

成した例もある。Lecuyer et.al.(2000)ではバネ

の入ったシリンダーをコンピュータ画面上のシリ

ンダ（CG画像）の動きと連動させることにより，

入力を行っている。感覚モダリティ間の交互作用

検証自体を研究の目的とするのであれば，このよ

うな形で実験参加者の操作を制約し，結果として

判断の個人差を縮小させるアプローチが望ましい

のかもしれない。

疑似触力覚という現象自体は，これまで見てき

たように，視覚情報の提示のみで生じる。しかし

触覚フィードバックを提示する場合には，主観的

等価点（PSE）を，視覚的フィードバックなしの

標準刺激と等価に感じられる触覚フィードバック

量と定義することができ，実験参加者に求められ

る判断はより明確となる。Lecuyer, Burkhardt,

Coquillart,& Coiffet (2001)では，３Ｄ入力機器

（3D Systems社製PHANToM desktop）を用

いて触覚フィードバックありの条件でPSEを測

定したところ，視覚フィードバックを対提示する

場合は－24％，すなわち約3/4の触覚フィード

バック量で同等の“重さ”が感じられるとしてい

る。ただし実験データの個人差は大きく，この原

因として，Lecuyerらは実験参加者の反応方略が
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①視覚情報と触覚情報を用いる，②視覚情報のみ

を用いる，③触覚情報のみを用いる，④判断の方

向が正反対の４通りに分かれたためと分析してい

る。

今後の研究課題

疑似触力覚は，情報機器の入力インタフェース

に利用可能な現象として研究が進められてきた。

したがって，入力機器の構造や実験課題に関して

は，実験参加者の自由な操作を妨げないよう配慮

されたものが多かった。これがPSEや弁別閾測

定時の個人差や（Lecuyer et.al.,2000），筋電な

どを用いた定量的測定の困難さ（中島他，2008）

につながっていると考えられる。

知覚研究においては，視覚情報のもたらす重さ，

滑らかさなどのクロスモーダルな印象の測定は，

主にSD法を用いた言語による測定で行われてき

た。その結果，例えば色の明度が重さの評定に強

い相関を示すなど（大山他，1963），視覚刺激，あ

るいは聴覚刺激における様々な属性が触覚に影響

を及ぼすことが確認されてきた。一方疑似触力覚

研究では，視覚刺激だけでなく，聴覚や力覚以外

の触覚的属性（入力機器の振動など）によっても

生じること（中島他，2008），CD比の動的変化と

視覚刺激の動きの組み合わせにより，凹凸などの

奥行き情報や（Lecuyer et.al.,2004），硬さなど

の印象も生じることなどが示されてきた

（Lecuyer et.al.,2013）。SD法によって見出され

てきた言語を媒介としての共感覚性（たとえば明

度と重さの関連）が，疑似触力覚刺激提示時の

PSEや筋電などの心理・生理指標へ体系的に影響

をもたらすかを検討することができれば，知覚過

程における認知的側面と感性的側面の関連を探る

ための手段と成り得ると考えられる。

しかし様々な刺激属性の効果を体系的に検討す

るためには，測定精度の向上が必須である。これ

までの疑似触力覚研究は，主に情報工学における

ヒューマンインタフェース開発を目的としたもの

であったため，多くは触覚フィードバックを必要

としない安価な入力機器で，実験参加者が比較的

自由に入力操作を行えることを前提として行われ

てきた。しかし心理・生理指標の測定自体を目的

とするのであれば，反対に最大の触知覚が生じ，

かつ測定誤差が最小となるような実験手続きを再

検討する必要があろう。最大限の触知覚を得るた

めには， Lecuyer et.al.,(2001）で示されたよう

に，触覚フィードバックの機構を備えた入力機器

を用い，フィードバック量の大小により弁別閾や

PSEを求めること，測定誤差の最小化のために

は，決められて起動を一定の速度でなぞるなど，

刺激，課題の条件によって，入力機器の操作を制

約するなどの工夫が必要であると考えられる。
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