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多感覚への錯覚提示による VR 環境の構築
幡田恵彦1,a) 藤本真平1,b) 宮本靖久1,c) 松井和輝1,d) 鳥居航1,e)
Christian Manuel2,g) Stone Cleven2,h) 安藤英由樹1,i)

櫻井悟1,f)

概要：現在, VR 技術により様々な環境を構築しようという取り組みがある. しかし，世界を壊そうという
取り組みはなされていない. そこで, 私たちは環境を構築するための装置（HMD, 音響, 電気刺激）など複
数の手法を用い, 視覚・聴覚・味覚・前庭感覚に対して変調をかけた. これにより, 人間の感覚器官に誤っ
た情報を知覚させることで環境が壊れてしまったように感じさせる, エンターテイメント性を持った世界
の体験を狙った.
キーワード：VR, 視覚, 触覚, 味覚, エンターテイメント

Construction of the VR Environment with the Illusion on Multiple
Sense Organs
Yoshihiko Hatada1,a) Shinpei Fujimoto1,b) Nobuhisa Miyamoto1,c) Kazuki Matsui1,d)
Wataru Torii1,e) Satoru Sakurai1,f) Christian Manuel2,g) Stone Cleven2,h)
Hideyuki Ando1,i)

Abstract: Nowadays, there are many studies to compose various environment with Virtual Reality. However, there are few approach to destroy a world so we tried. By modulating to the sense of sight, hearing,
taste and vestibular with some method (HMD, sound and electrical timulation). Because of this, we give the
wrong information about environment to the subjects’ sense organs. From this, we aimed to compose the
broken Virtual Reality.
Keywords: VR, vision, tactile, taste, entertainment

1. はじめに

(視覚, 聴覚, 嗅覚, 味覚, 触覚) を通じて知覚し, 知覚した内
容を解釈して初めて現象を認識できる. しかし, その知覚

人間は環境の変化を知覚することで自身の存在を認識し,

が常に正しいとは限らない. 例えばなめらかな物体表面を

環境とのインタラクションを認識する. 人はこれらを五感

なぞっているにも関わらず凹凸面をなぞっているように感
じる触錯覚 [1] や単なる静止画が動いてみえる錯視などが
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存在する. 錯覚は人間の感覚器官の特性によって生じるも
のであり, 故意に引き起こす事が可能であることは上の研
究からも知られている事実である. しかし, 多くの錯覚は
各感覚器官に対して独立に入力されるもので, 複数の感覚
器官を同時に刺激することはまれである. また, その錯覚
現象は多くの場合において微小な変化であり, 自身ではそ
れが錯覚だと気づかないことも多い. 本稿は, あきらかに
錯覚だと認識できる状況において複数の感覚器官に対して
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誤情報を入力し, どのような知覚がなされるのかを検証す
るとともに, 多感覚への錯覚提示によって体験者に世界が
壊れたと認識させるようなエンターテイメント性を持った
体験として提供することを狙うこととした.

2. 刺激手法
2.1 前庭感覚
前庭感覚に影響を及ぼす装置として Galvanic Vestibular

Stimulation(GVS)[2] が知られている. 本稿では 2 極 GVS
を用いて Roll 方向の加速度感覚の提示及び眼振の誘導を
行う. 本稿では 3mA の電流刺激を乳様突起上の電極から 5

図 1

HMD 型デバイスとコップ型デバイス

秒未満の刺激を生成し印可した.
について, 物体の色を変化させるためには, 物体を検知する

2.2 視覚
HMD を用いて視覚情報の変調を行う. 食べ物の色によっ

必要がある. 検出方法には色情報を用い, 精度向上のため周
囲の色を黒に統制する. この際,HMD 型デバイスに取り付

て食欲が増進 [3], また部屋の色によって温感に影響を及ぼ

けられたカメラから情報を得,HMD によって視覚情報を提

す [4] といった専攻事例から視覚変調によって, 例えば味覚

示する. 次に, 前庭感覚については, バグ発生の際に眼振を

や嗅覚といった他の感覚器官での知覚に影響を及ぼすこと

発生させることを考えており, 飲み物を飲んでいる間, 交流

が考えられる. そのため, 視覚変調によって物体の色を本

の前庭電気刺激（GVS）によって前庭動眼反射を誘発する

来とは異なった色に変調させることで他感覚での知覚に及

ことで実現する.

ぼす影響の検証を行った.

3.2 コップ型デバイス
2.3 味覚

コップ型デバイスは味覚変調と視覚刺激のトリガーを兼

味覚への刺激としては実際に科学物質を用意する方法と

ねている. コップ型デバイスの取っ手には接地電極を取り

電気刺激の二通りが知られている. ここでは, GVS と電極

付け, 導電性の飲み物の中に陽極を設置しておく. 飲み物を

を併用することによる電気刺激での味覚変調を行い, 上で

口にした際に手と舌が通電することで, 味覚が変化する.

述べた視覚変調による影響の検証を行った. 詳細について
はシステム構成で述べる.

4. 実験と評価
4.1 実験内容

2.4 聴覚

本稿で提案した電気刺激による味覚提示と HMD を用い

聴覚単体での錯覚は少なく, 多くの場合視覚情報などと

た視覚刺激によってコップ型デバイスで飲んだ試料の味

合わせて用いられることが多い. 本稿では, 人の声が人の

知覚に変化が生じるか検証するため, 以下の実験を行った.

存在する位置とは別位置から聞こえてくる音源ずれ, 及び

コップ型デバイスに知覚閾値以下に調整した塩化ナトリウ

剛体同士の接触によって聞こえる音が想定された音と異な

ム水溶液を注いだ. これは塩味を提示するためではなく, 導

るといった刺激を生成し被験者に体験させた.

電性を確保するための操作である. 視覚刺激は, どの角度

3. システム構成

から見てもコップ型デバイス全体に変調が及ぶよう球を重
畳するものとし, 色は緑色とした. 用意した実験条件は, 電

本システムは HMD 型デバイスとコップ型デバイスの二

気刺激による味覚提示の有無と視覚刺激の有無による４条

つから構成される. HMD 型デバイスでは視覚刺激に加え,

件とした. 視覚刺激の有無に関わらず被験者は HMD を装

2 極 GVS を搭載している. 本装置によって前庭感覚及び視

着した状態で試料の味の確認を行い, 図 2 の質問項目に答

覚への刺激を生成する. またヘッドホンを用いて聴覚刺激

えてもらった. 各条件において, まずは電気刺激による味覚

を与える. コップ型デバイスには AR マーカー及び電極を

提示も視覚刺激も行わない通常状態で試料の味を確認させ

配しており, 視覚刺激のトリガーになるとともに, 味覚刺激

た. その直後に各条件で提示する刺激を与えた状態で試料

を与える.

の味を確認させ, 試料の味やその変化に関する質問書への
回答を求めた (表 1). 質問書は各項目に対して１点（全くそ

3.1 HMD 型デバイス
本企画における HMD 型デバイスによって, 視覚・前庭
感覚への錯覚を生起させることを目的とした. まず, 視覚
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う思わない）から５点（全くそう思う）の範囲で回答する
ものとした. 被験者は２０代男性５名であり, 各条件につい
て１試行ずつ行った.
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性がある.

5. おわりに
本実験では, 視覚刺激と味覚刺激の同時提示による, より
効果的な錯覚提示によってあたかも世界が壊れたという認
識をさせるような VR 空間構築の可能性が示唆された. 視
覚情報の変調は, 飲み物の色のみを変化させられるように
今後調整する（図 4）とともに, 他の感覚刺激同士での相互
作用についても検証していく.

図 2

質問項目

コップ型デバイスへの視覚変調
表 1
質問内容

質問項目

1

塩味を感じた

2

金属を舐めたような味を感じた

3

自身の舌の感覚が変化したように感じた

4

飲み物の味が変化したように感じた

5

コップが重くなったように感じた

6

飲み物の味が薄くなったように感じた

7

飲み物の味が濃くなったように感じた

図 4 今後の視覚変調イメージ
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激による味覚呈示を行うことにより, 有意に金属味を感じ
ることができることがわかった. また, 項目４「飲み物の味
が変化したように感じた」において, 視覚刺激のみを与え
たものに比べ, 電気刺激による味覚提示を行ったもののほ
うが有意に味の変化を感じている. 一方, 項目３「自身の舌
の感覚が変化したように感じた」については全ての条件に
おいて有意な差は見られなかった. この 2 つの項目から, 味
が変化したと感じる際に, 自身の身体感覚（内部環境）と
コップの液体（外部環境）であれば, 身体感覚のほうが堅
牢であると人は認識していることが示唆された. そのため,
電気刺激などの外部刺激によって人の感覚情報に誤認識を
与えた場合, 環境が変化したように感じるため, 感覚器官へ
の刺激を与えることで

VR 環境 を構築することができ

ると考えた. 今回行った視覚刺激では, 味覚に対する影響
は確認されなかったが, 液面を検出するなどして, より高い
精度で映像重畳を行うことで, 効果の改善が見られる可能
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