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Abstract: Based on the Gestalt theory, we can recognize a combination of dots and lines as a shape in sight and some sounds as 

melodies in hearing. Recently we clarified that a smooth sensation of Velvet Hand Illusion (VHI) is caused by the tactile Gestalt, since 

VHI is created by not one line but two-line movement. In this paper, we attempt to formulate tactile Gestalt. The law of closure treated 

as a major factor of Gestalt is divided two factors: one of them is a factor of linear movement and the other is a factor of elasticity. In 

the formulation the factors of Gestalts, travel distance of two lines at same direction is calculated to obtain the VHI intensity generated 

by the linear movement factor, while travel distance of two lines at inverse direction is for the elasticity factor. We performed a series 

of experiments to estimate effects of phase difference of two lines’ movement on subjective intensity of VHI. The formulated equations 

can estimate of the experimental results with sufficient precision. 

1. 緒 論 

近年，VR の適用事例は多岐にわたっており[1]，そ

の中でも触れたり操作したりする感触を演出する

Haptic デバイスは，操作者に臨場感を与える上で不

可欠である．Haptic デバイスの中でも表面の質感を

生起させる技術は難しく，高度なアクチュエータを

開発することで皮膚に所望の感覚を作り出すアプロ

ーチ[2]や，錯覚現象を利用して脳を欺くアプローチ

で感覚を作り出そうとする試みなど様々な手法が提

案されている． 

著者らは，材質感を生起する触覚の錯覚（錯触）と

して知られるベルベットハンド錯触（Velvet Hand 

Illusion; VHI）を活用する研究を進めている．VHIと

は目の粗い網目を両手で挟んでこすると網目の間に

滑らかな膜のような感触を得る錯触として知られて

いる[3]．存在しない面を感じることから，心理・生

理学のアプローチでの研究も進められている[4]．

VHIは網目より二本の鋼線（Fig. 1）の方がより強い

錯覚が生起することが知られている．また，一本の

鋼線では生起しないことも知られている．これは，

線を部品とした場合に単独では誘発されず，二本以

上の部品が統合されて生じることを意味しており，

視覚や聴覚で議論されてきた Gestalt 理論[5]が適用

される事例とみなせる[6]．視覚・聴覚の Gestalt 研究

では，点と線の関係性がどのように美しいデザイン

と認識されるか，あるいは音の周波数の重ね合わせ

や連続性がどのようなメロディーを生み出すかなど，

物理刺激と人の感性の関係についても明らかにされ

てきている[7]．一方，触覚については触錯覚現象が

Gestaltにより生起することが明らかにされてきてい

るが，感性と刺激の関係については明らかにされて

いない．両者を表現できる数式モデルを作ることに

より，触り心地や感性を触覚の Gestaltで操ることが

可能となると考えられる． 

本研究では，VHIの基本的な刺激条件である 2本線

が往復運動する刺激を変化させた際の，VHI の滑ら

かさの度合いの変化から，触覚の Gestaltの定式化を

試みる．すなわち，2本線が位相差運動した際の，相

対的な線間距離の変化から定式化を試みる．その際

に，代表的な Gestalt の要因として知られる閉合の要

因を“平行移動の要因”と“伸縮の要因”に分けて，

二本の線が同方向に移動する距離（平行移動の成分）

と逆方向に移動する距離（伸縮の成分）を計算して

それらに比例してVHI感の度合いが決定されるとし

て定式化する．その後，心理物理学実験の結果を用

いて定式化の妥当性の検討も行う． 

 

Fig. 1 Velvet hand illusion generated in the two wires 



2. 触覚の Gestalt の定式化[8] 

二本線で囲まれた面にVHIが生起されることと，

一本線では生起されないことを考慮すると，VHIは

少なくともGestaltの閉合の要因と共通運命の要因に

よって生起されると考えられる．本稿では，閉合の

要因を閉合された領域が平行移動する“平行移動の

要因”，並びに“伸縮の要因”に分けて考える． 

二本の線をAとBとし，AとBは角速度𝜔振幅𝑟で単

振動しているとする．AとBの間に位相差𝜙′がある場

合，AとBの速度𝑣𝑎と𝑣𝑏は次式で表される． 

𝑣𝑎 = 𝜔𝑟 sin𝜔𝑡              (1) 

𝑣𝑏 = 𝜔𝑟 sin(𝜔𝑡 + 𝜙′)           (2) 

 平行移動の要因により生起されるVHI感を𝐺1とす

る．𝐺1は，同方向に動く線の1周期の移動距離に比例

するとする．すなわち， 

𝐺1 = 𝑎1 {∫ |𝑣𝑎 + 𝑣𝑏|
2𝜋 𝜔⁄

0
𝑑𝑡} + 𝑏1𝐷     (3) 

𝐷と𝑎1はそれぞれ線間距離と換算係数である．式(1)

と(2)を式(3)に代入して計算すると， 

𝐺1 = 4𝑎1𝑟(1 + cos𝜙′) + 𝑏1𝐷       (4) 

次に伸張の要因に生起されるVHI感を𝐺2とする．

𝐺2は，逆方向に動く線の1周期の移動距離に比例する

とする．すなわち， 

𝐺2 = 𝑎2 {∫ |𝑣𝑎 − 𝑣𝑏|
2𝜋 𝜔⁄

0
𝑑𝑡} + 𝑏2𝐷    (5) 

平行移動の要因と同様に式(1)と(2)を式(5)に代入

して計算すると次式となる． 

𝐺2 = 4𝑎2𝑟(1 − cos𝜙′) + 𝑏2𝐷      (6) 

最後に式(4)と(6)に含まれる位相差𝜙′と物理刺激

としての位相差𝜙の関係を式𝜙′ = 𝑐𝜙𝑑で表せるとす

る．このようなべき乗則は，Stevensの法則を考慮し

たものである．ここで，𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑は実験で定まる係数

とする．𝐺1と𝐺2についてそれぞれ別の値として実験

により各係数を決定する．以上の結果，式(4)と式(6)

は次式のようになる． 

𝐺1 = 4𝑎1𝑟{1 + cos(𝑐1𝜙
𝑑1)} + 𝑏1𝐷    (7) 

𝐺2 = 4𝑎2𝑟{1 − cos(𝑐2𝜙
𝑑2)} + 𝑏2𝐷    (8) 

 

Fig. 2 Experimental device 

3. 心理物理学実験による定式化の検証 

図２の装置を用いて定式化の妥当性の検証を行う．

この装置は，2 本線の往復運動の位相を任意に変化

させることができる．実験では被験者 10人に対して

位相差刺激（0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180[deg]）を与え，VHIの強さがどの程度かを被験者

に回答してもらった．その評価法としてマグニチュ

ード推定法を採用し，ベルベット生地の滑らかさを

7 として，VHI の感覚を 0～７の実数で回答させた．

その実験結果を図 3 に示す．点で示されているのが

10 人の被験者が回答した VHI の主観的感覚の平均

値である．また，その結果に合うように𝐺1，𝐺2のパ

ラメータを調整してフィッティングを実施した． 

𝑎1 = 0.0108, 𝑏1 = 0.030, 𝑐1 = 1.45, 𝑑1 = 0.4   (9) 

𝑎2 = 0.0083, 𝑏2 = 0.023, 𝑐2 = 1.1, 𝑑2 = 1.1    (10) 

図 3 からわかるように，0～80°の範囲では𝐺1が実験

結果とよく一致しており，80～180°の範囲では𝐺2が

実験結果とよく一致している．位相差の変化に伴っ

て平行移動と伸縮の要因は変化して，ある位相差の

条件では両要因の内で強い方がVHI感を生起させる

と解釈できる．  

 

Fig. 3 Estimation of formulated tactile Gestalts factors 

この 2 つの要因が重なった際に，強い方の要因が

採用されるという現象は視覚や聴覚にもよく起きる

現象である．例えば，有名な例として妻と義母の絵

画がある[9]．この絵画では同じ絵を見ているにもか

かわらず，妻と老婆が交互に認識される．この現象

は，絵を見る人の注意により Gestalt の要因の強さが

変化するために生じる．このような Gestalt特有の性

質が本研究結果であらわれることからも，VHI は

Gestaltの性質が反映された錯覚現象であることが分

かる． 

4.結 論 

本研究では VHI の生起に関係の深い Gestalt の要

因の内，閉合の要因について定式化を行い，心理物

理実験の結果が説明できるか検討した．触覚の場合



には閉合の要因は“平行移動の要因”と“伸縮の要

因”に分けることで実験結果をよく説明できること

を明らかにした．今後は閉合の要因以外の要素も取

り入れた数式モデルを検討していく予定である． 
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