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Abstract: There is remarkable progress being made on the development of VR equipment using visual and auditory 

characteristics. On the other hand, haptic devices which generate the sensation of material have not progressed due to the 
complexities of tactile sensory receptor characteristics and skin structure. The authors have been conducting research on 
a method to reproduce the sensation of material. This sensation is meant to feel the same as touching an actual object. 
This method deceives the brain through the illusion phenomenon called Velvet Hand Illusion (VHI). The important point 
of this illusion phenomenon is that a non-existent velvet sensation is caused via the operation of sandwiching and rubbing 
two wires between the palms. This is consistent with Gestalt theory in that the sum of the parts is different from the whole. 
That is, VHI can be considered as being generated by a cognitive mechanism called tactile Gestalt grouping. In this 
research, we conducted a series of psychophysical experiments and found that VHI is caused by a law of closure and a 
law of common fate. 

1. 緒 論 

視覚・聴覚の特性を利用した VR 機器の開発が目

覚ましい．一方，触覚に関しては感覚受容器特性や

皮膚構造の複雑さ，対象と感覚器官の接触に伴う相

互作用の複雑さから，実物を触った時に感じる材質

感の再現を可能とする Haptic デバイスを開発するに

は至っていない[1]． 
著者らは，高性能の Haptic デバイスを開発する従

来のアプローチとは異なるアプローチで実物を触っ

た時に感じる材質感を再現する方法について研究を

進めてきた．そこでは，Velvet Hand Illusion（以後VHI）
という錯覚現象を活用して脳を欺く方法を採用して

きた[2][3]．VHI とは，テニスラケットのガットのよ

うな網を両手の掌で挟んで前後に擦ると，掌に滑ら

かな感覚が惹起されるという材質感を生む錯覚現象

である[4]．この錯覚現象の重要な点は，2 本のワイ

ヤを掌で挟んで擦るという動作で，存在しないベル

ベット感が生起することである． 
前述の VHI は，部分の総和は全体とは異なるとい

う Gestalt の考え方によく対応している．そこで，VHI
は触覚の Gestalt グルーピング[5] という認知メカニ

ズムによって生み出されていると考える．すなわち，

Gestalt により，我々は視覚では人の顔を認識し，聴

覚では会話や音楽を楽しむことが可能となるのと同

様に，触覚では材質感が惹起されると考える． 
VHI においては，一本線では VHI 感すなわち滑ら

かさが惹起されず二本線で惹起されることから，著

者らは二本線が触覚のGestaltを構成していると考え

ている．また，触覚で感じる Kanizsa の三角形[6]で
は形状の輪郭が途絶えるところで凹部が惹起される

[7]．このように触覚の Gestalt では，滑らかさや凹凸

のように材質や表面状態を惹起させるものである点

が視覚の Gestalt とは明確に異なる．このような触覚

の Gestalt の性質を明らかにすることが出来れば，触

覚認識機構を解明するとともに，実物を触った時に

感じる材質感を再現する方法を実現して Haptic デバ

イス開発に役立てることが可能となる． 
そこで本研究では，VHI 惹起の仮説として『掌全

体に圧力がかかる状態で，平行線が掌を往復運動す

ることによる機械受容器に与えられる刺激，および

その刺激で生起される Gestalt によって VHI が生じ

る』を提案し実験にて検証を行う． 

 
図 1 閉合と共通運命の要因（プレグナンツの法

則でまとめられている要因の一部） 

2. 実験装置 



VHI は 2 本の平行線が掌上で往復運動しなければ

惹起しないことから，共通運命の要因は必要条件で

ある．しかし，2 本の平行線による閉合の要因が必要

条件であることは未解明である（図 1）．そこで実験

において閉合の要因の必要性について調査した．実

験装置として点図ディスプレイ（図 2）を使用し，点

図により平行線が往復運動する刺激を提示する． 
 

 
図 2 点図ディスプレイ(SC10, KGS 社, Japan) 

 
図 3 線を構成するピン間距離 

 
図 4 線を構成するピンの間隔と VHI 惹起確率 

 

3.閉合の要因と VHI の関係の調査方法 

調査のために，ドットの集まりが疎であればその

疎の程度に従って閉合の要因は低下し，VHI 感が消

失するという性質を利用する．実験では線を構成す

る点間距離を 6 種類『55.2mm, 26.4mm, 14.4mm, 
9.6mm, 4.8mm, 2.4mm』準備した．図 3 は，これらの

ドットの集団の様子を模式的に表したものである．

被験者は，二本線の間に VHI が惹起されたか否かを

Yes か No で回答する．この試行を 1 セットとして，

各被験者に 4 セット実施した. 

４．実験結果と考察 

5 つの条件の VHI 生起確率を示したのが図 4 であ

る．心理物理学実験の場合生起確率が 50%の刺激を

絶対閾（錯覚惹起に必要な最低の刺激）とするため，

この実験結果から線を構成するピン間距離は 9.34 
mm 必要であることが分かる．この距離は掌の 2 点

弁別閾 13mm[8]よりも狭い間隔である．すなわち，

線で囲まれることがVHI惹起には不可欠な要因であ

るという事である．このことから，閉合の要因も共

通運命の要因と同様に不可欠な要因であることが分

かった． 

5.結 論 

触覚に関連した VR 技術開発のために，触覚の

Gestalt について Velvet Hand Illusion を利用して調査

した．その結果，触覚にも視覚・聴覚同様に Gestalt
が存在し，視覚研究で明らかにされたプレグナンツ

の法則が当てはまることが明らかにした．また視覚

の Gestalt では形状，聴覚の Gestalt ではメロディが

知覚されるように，触覚の Gestalt では触り心地が知

覚されることを明らかにした． 
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