
身体の知覚

私たち人間は五感（視覚，聴覚，

体性感覚，味覚，嗅覚）を通して情

報を得ています．そのため，人間から

人間に情報を適切に伝えるためには，

感覚の特性やメカニズムを理解するこ

とが必要不可欠となります．それでは

感覚の役割とは何でしょうか．「私た

ちの周囲に広がる世界についての情報

を得る」，それが感覚の役割だというこ

とは広く認識されています．一方で，

私たちが環境の中で適切に行動するた

めには，周囲の環境を知るだけでは不

十分です．私たちは自分の身体につい

ても知らなければなりません．自分を

知り，外界を知り，両者の関係を知る

ことで，環境の中で適切に行動するこ

とが可能になるのです．自分の身体を

知るための情報も感覚から得られます．

ということは，身体についての情報を

操作することによって，その人が感じ

ている自分の身体の感覚を操作する

（錯覚を生じさせる）ことができるとも

いえます．これまで，身体の知覚には

体性感覚と視覚が重要な役割を果た

していることが知られていましたが，私

たちの研究グループでは，聴覚に注目

して研究を行ってきました．本稿では，

身体の知覚に聴覚が果たしている役割

について紹介します．

体性感覚と視覚

身体についての情報は，もちろん身

体に関する感覚である体性感覚（触

覚，自己受容感覚，内蔵感覚など）

から得られます．触覚によって身体の

どこに何が触れているかが分かります

し，自己受容感覚（骨格筋の伸縮の

感覚）から手や足など身体部位の姿勢

や動きが分かります．身体内部の生理

的な状態は内蔵感覚からの情報で知る

ことができますし，温度感覚によって

体温や皮膚に触れた物体の温度が分か

ります．その一方で，身体を見ること

も身体の状態を知るために重要です．

例えば，腕などの身体部位の長さを体

性感覚だけから正確に知ることはでき

ないと考えられていて，身体の形状を

知るには視覚的な情報が重要であるこ

とを示しています．また，身体に何が

触れているのかといった情報も，視覚

から多くの手掛かりが得られます．

身体知覚における視覚の重要性を示

す例として，ラバーハンド錯覚という

有名な現象があります（1）．図１では，

奥の人の自分の右手は見えないように

隠されていて，右手の模型が身体の正

面に置かれています．手前の人は奥の

人の手と，手の模型の同じ場所を同時

に繰り返し触ります．奥の人は，自分

の手が触られる感触を感じながら，手

の模型が同じように触られるのを見る

ことになります．数分間この状況を経

験していると，触られている感触が手

の模型からやってくるように感じ，さ

らに，手の模型が自分の身体の一部で

あるように感じてしまいます．この錯

覚が生じているときに手の模型に危害

を加えると，自分の手がそうされたと

きと同じような生理反応（発汗）が生

じるのだそうです（2）．触られる自分の

手からくる触覚情報，同じように触ら

れる模型の手という視覚情報，その２

つの情報が与えられたとき，私たちの

知覚システムは「模型の手が自分の手

に違いない」と解釈して触覚情報と視

覚情報の矛盾を解消するのです．

音 で 触 る

人間が身体をどのようにして知覚す

るのかに関するこれまでの研究では，聴

覚の役割についてはあまり検討されて

きませんでした．しかし，何かが身体

に触れたときにはその音がしますし，歩

くときの足音のように，私たちが身体

を動かせば，それに伴って音がなるこ
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聴くことと身体を感じることのかかわり

私たちは，自分の身体がどんな大きさで，どんな形をしているかを感じる
ことができます．そして，自分の身体がいつも同じ形で安定しているように
感じています．しかし実は，音にちょっとした細工をすることで身体にかか
わる錯覚が生じることがあります．このような錯覚から分かってきたのは，
私たちが自分の身体を認識する際には，聴覚が重要な役割を果たしていると
いうことです．本稿では身体を感じることと聴覚とのかかわりについて解説
します.
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とが多いのです．そのような身体と音

の関係を考えると，聴覚も身体の知覚

に貢献していることが予想されます．

そこで図２（a）のような実験を行い

ました（3）．実験で使われるダミーヘッ

ドという人形の耳にはマイクロフォン

が入っていて，実験参加者はこの人形

の耳で聞いた音をヘッドホンで聞くこ

とができます．この状態で人形の耳を

筆などでくすぐって，その音を聞いた

人がどう感じるかを調べてみました．実

験では，この音を耳のすぐ近くから提

示する場合と，耳から70 cmの距離か

ら提示する場合に分けて行いました

（音の強さは頭の位置でそろえてありま

す）．そしてこの音を30秒間聞いた後

に，その感覚が各項目にどの程度あて

はまるかを１～７の数字で答えてもら

いました．その結果が図２（b）です．

この音を耳の近くから提示したときに

は，自分の耳にくすぐったさを感じま

した．音を遠くから提示したときには，

そのような感覚は生じませんでした．人

形の耳をくすぐっている映像を見るだ

けでは，くすぐったさは感じませんでし

映像のみ 
音が遠い 
音が近い 
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1.  自分の耳に 
 くすぐったさを感じた  

2.  自分の耳が触られて 
 いるように感じた  

3.  自分の耳が 
 ゴムっぽくなった  
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 自分の耳のように感じた  

全く 
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（a）　音でくすぐる （b）　実験結果 

左耳の音 

右耳の音 

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

図２　音で触覚を感じる錯覚 

図１　ラバーハンド錯覚 



た．また，音だけを聞いた実験参加者

全員がこの音が何の音なのかは全く理

解できませんでした．したがって，音

を聞くことによって，自分がくすぐら

れていることを想像したわけではありま

せん．音が耳のすぐそばから提示され

ると，実際には触られてはいないのに，

触られているように感じてしまうので

す．このほかにも，触覚刺激の位置を

弁別する課題や，触覚刺激の時間順

序判断を行う課題，また触覚刺激と

音への反応時間を測定する課題などを

行った結果，音が頭のすぐそばから提

示されるときには，音の付近の触覚

に影響を与えることを明らかにしまし

た（4）～（6）．

頭部での聴覚と触覚の関係は，非常

に強く，音を聞いただけで触られたと

感じてしまうほどですが，ほかの身体

部位でも，何かを触れているときに音

が鳴ると，触った感触が音によって変

化してしまうことが知られています．両

手をこすり合わせる音をマイクで拾っ

て，ヘッドホンで聞かせます．このと

き音の高周波成分を強調すると，手の

感触がカサカサして乾いたように感じ，

反対に高周波成分を減衰させると，手

の感触は湿って重くなったように感じ

ます（7）．TVや映画の効果音はよく知

られていますが，私たちの手の感触に

も効果音が有効なのです．私たちは生

まれてからずっと，何かが顔や頭に触

れたときに，あるいは手で何かに触れ

たときに鳴る音と同時に皮膚に感じる

触覚とを一緒に経験し，その関係を学

習しています．両者の関係は非常に強

いため，音によって触覚が生じたり変

化したりするのです．

音で腕が伸びる

次に，音によって知覚される身体の

形が変化してしまう錯覚を紹介します．

図１で紹介したラバーハンド錯覚の例

から分かるのは，私たちが認識してい

る自分の身体は，体性感覚や視覚か

らの感覚情報に基づいて常に更新され

ているということです．入力される感

覚情報の間に矛盾があると，私たちの

「これが自分の身体だ」という認識は，

いとも簡単に変化してしまうのです．

ラバーハンド錯覚のような身体にかか

わる錯覚を分析していくと，私たちが

どのように身体を知覚しているのかが

分かってきます．

これまで，身体を認識するのに重要

な感覚は，触覚や自己受容感覚など

の体性感覚と視覚だと考えられてきま

した．しかし私たちは最近，聴覚も身

体の認識に貢献していることを発見し

ました（8）．図３のように，床を叩く音

が実際より遠くから聞こえるような状

況をつくります．体性感覚情報と聴覚

情報の間に矛盾をつくるわけです．こ

のような状況を経験すると，私たちの

知覚システムはこう解釈するかもしれ

ません．「音が出ているのは自分の右手

が叩いているところ」．つまり，「自分

の右手は遠くを叩いている」．そして，

もしそうだとすると「自分の右腕は長

いはずだ」．

実験を行って調べてみると，確かに

右腕は実際よりも長く認識されている

ことが分かりました．右腕で触れた物

体の長さは，この状況を経験した後で

は，より長く感じられるのです．腕が

伸びる長さには限界があり，叩いてい

る場所よりも２倍遠い距離から音を出

したときには，この錯覚が生じますが，

４倍遠い場所から出したときには起こ
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図３　音によって腕が伸びたように感じる錯覚 
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りません．また，自分で能動的に床を

叩くことが重要です．そして，この錯

覚は無意識のレベルで生じることも分

かりました．これらのことから分かるの

は，私たちが自分の身体を知覚する際

に，自分の身体運動によって生じた音

の空間的な位置を無意識的に手掛か

りにしているということです．

私たちが認識している身体は，常に，

しかも柔軟に更新されています．です

から，うまく操作することで任意の身

体感覚を生じさせることができるかも

しれません．任意の身体感覚を伴わせ

ることでバーチャルリアリティ空間の中

での体験をよりリアルなものにすること

もできるでしょう．身体認識の変化は，

使い慣れた道具を自分の身体の一部と

感じる感覚とも関連があるといわれて

います．身体感覚は空間的に，時間的

にどこまで拡張できるのか，今後の研

究課題だと考えています．

今後の展望

身体に関する感覚は，リアルな体験

とかかわりが深いと私たちは考えてい

ます．身体感覚のない体験というのは，

何か物足りないと感じることが多いも

のです．見たり，聴いたりする感覚は

多くの場合，身体から離れた対象に関

するものですが，触れる感覚は対象の

存在を確かめる感覚だといわれていま

す（9）．そしてさらに，私たちが自分の

身体を認識するということは，私たち

が「自分を自分である」と認識する，

つまり自己という概念を持つことの基

礎になっています．自己の概念は他者

を理解するためにも必要です．つまり

コミュニケーションにおいて身体の感

覚は本質的に重要なのです．

聴覚が身体の知覚に貢献していると

いう事実は，コミュニケーションを媒

介する情報通信技術にとって非常に重

要です．触覚などの体性感覚を伝達す

ることは，技術的にもコスト的にも困

難なことがありますが，音を伝達する

ことは比較的簡単です．音の提示方法

を工夫することで，身体感覚を伴った

リアルな体験を伝達することが可能に

なるでしょう．身体を認識するメカニ

ズムを明らかにすることで，より良く，

より深い，未来のコミュニケーション

の実現につなげていきたいと考えてい

ます．
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感覚情報から私たちがどのように世界を
認識しているのか，そしてどのように豊か
な感情経験が生じるのかについての研究を
通して，情報通信技術の発展に貢献したい
と考えています．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
人間情報研究部感覚共鳴研究グループ
TEL 046-240-3596
FAX 046-240-4716
E-mail kitagawa.norimichi lab.ntt.co.jp


