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見えない長い腕：

四肢先端の視覚運動同期による

四肢伸張透明身体への所有感生成と行動変容
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Invisible Long Arm Illusion:  
Body ownership of invisible elongated arm and behavioral change of reaching 

by visual-motor synchronicity of hands and feet 

Ryota Kondo*1, Sachiyo Ueda *1, Maki Sugimoto *2, Kota Minamizawa *2, 
Masahiko Inami*3 and Michiteru Kitazaki*1 

Abstract --- We feel as if a fake body is our own body by synchronicity between the fake body and 
the real body (illusory body ownership). The illusory body ownership can be induced to an invisible 
full body via the synchronous movement of only the hands and feet. We aimed to investigate 
whether the illusory ownership occurs to a virtual body with an elongated arm by changing 
position of the one of the hands, and it changes reaching behavior and/or postural stability. We 
found that the illusory body ownership was induced to the transformed body by synchronous 
movement of the hands and feet. Participants' reaching behavior gradually changed to use the 
longer arm more than the normal arm during learning of the transformed body within 10 min. 
Postural stability did not change. These results suggest that we can have illusory ownership of the 
transformed body with the elongated arm, and our behavior adaptively changes to utilize the new 
body. 
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1  はじめに 

人は，自分の身体と異なる偽の身体全体や身体部位

に対しても所有感を感じる。これを身体所有感の錯覚と

いう[1]。これは，視覚・触覚の同時提示[2]や自己身体

運動と同期した身体運動の視覚提示[3]によって生じる。

つまり，前者のような受動的方法と後者のような能動的

方法によって身体所有感の錯覚を誘発できる。前者の

方法としては，ラバーハンド錯覚がよく知られている[2,4]。
自分の腕を仕切りで見えないようにし，その腕と目前の

ゴムの腕を同時に同期して筆でなぞると，そのゴムの腕

が自分の腕であるかのように感じる。能動的方法では，

自分の身体運動と同じ動きをするバーチャルな身体刺

激を主観視点から観察したり，バーチャルな鏡を設置し

てそこに映る姿を観察することでそのバーチャル身体が

自分の身体であるかのように感じる[3]。これら 2 つの方

法を比較し，能動的方法の方が受動的方法よりも身体

所有感の錯覚が強いと論じている報告もある[5]。 
形や色が自分の身体とは異なる偽の身体に対しても

所有感が生じる。例えば，延長された腕[6-7]，6 本の指

を持つ手[8]，大きな腹部を持つ身体[9]，子どもの身体

[10]，小さい身体や大きい身体[11-12]，皮膚の色が異

なる身体[13-14]などに所有感が生じる。 
手や腕は，物を把持し道具を操作する時や他者と相

互作用する時によく使うなど重要な身体部位である。そ

の触覚感度や運動制御精度も高い[15]。それゆえ，手

や腕の所有感について多くの研究が行われていると推

定される。

多くの人は左右に同じ程度の長さの腕を有するなど

典型的な比率の身体を有している。例えば，レオナル

ド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」では古代ロ

ーマの建築家ウィトルウィウスの「建築論」に基づき，普
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遍的な人体比率が描かれているとされる[16]（図 1）。た

だし，この普遍的な身体比率から乖離した身体に対して

も身体所有感の錯覚が生じることが報告されている。

図 1 ウィトルウィウス的人体図 
Fig.1 Vitruvian Man 

Armel & Ramachandran [6] は，視触覚同時刺激によ

るラバーハンド錯覚の手法を実際よりも長い偽の腕に用

いて，主観評定と脅威刺激に対する皮膚コンダクタンス

反応によってその長い腕に所有感が生じることを示して

いる。Kilteni et al [7] は，視触覚同時提示と視覚運動

同期を組み合わせて長い腕に対する所有感を調べて

いる。バーチャルな腕が被験者の装着する頭部搭載型

ディスプレイ（HMD）に表示され，それが徐々に長くなっ

た。そのバーチャルな腕は被験者の腕の運動と同期し

て動いた。被験者は机に腕を置き机を触るが，同時に

バーチャルな腕も机の上にあるように提示され，視覚と

触覚に同時に刺激が与えられる状況であった。その結

果，実際の腕の 3 倍の長さの腕まで身体所有感が感じ

られた。手の能動的運動とそれに随伴して生じる音を操

作して，腕の長さを長く知覚させることも可能である[17-
18]。被験者は自分の腕が見えない状況で床を右手で

一定間隔（1Hz）でタッピングした。それに伴い床を叩く

音が実際の手と同じ場所から同期したタイミングで聞こ

える条件や 2 倍，4 倍の距離で同期して聞こえる条件，

そして非同期タイミングで実際の手と同じ場所で聞こえ

る条件を体験した。同期して 2倍の距離から音が聞こえ

る条件を経験した後には，被験者の右腕上 2 点の触覚

距離が左腕よりも有意に長くなった[17]。 
インタラクティブ作品やアートの領域でも，手や腕の

変形が行われている。例えば，「Metamorphosis Hand 
えくす手」 は，バーチャルなピアノを弾く変形した手の

インタラクティブアート作品である[19]。センサで手の位

置や運動を検出し，実際の手と連動して動く変形した手

をコンピュータグラフィックスでリアルタイムに提示し，実

際にピアノを演奏する。１つの手に 10 本の指がある手

や非常に 長 い 指 を 持 つ 手 が 実装さ れ て い る 。

「Augmented Hand Series」は，カメラで撮影した実際の

手を変形して提示するアート作品である[20]。そこでは，

指の形や本数を変えたり，指の先に小さい手を加えたり

している。

また，透明な身体あるいは不可視身体に対しても所

有感が生じることが報告されている[11, 21-23]。Ehrsson
らは，HMD を被った被験者が自分の腹部を見ている時

に実際に腹部を提示せず何も無い空間を提示し，ブラ

シで腹部をなぞりながら，何も無い腹部に対応する空間

にブラシの運動を同期して提示することで，見えない身

体に所有感を誘発している[21]。一方，我々は，手足と

同期して運動する手袋と靴下のみを前方のバーチャル

空間に提示し，被験者が四肢を動かし運動することによ

って，視覚運動同期を利用した見えない身体への所有

感を誘発した（図 2）[23]。被験者は 5 分間の運動の後

に，手袋と靴下の間の空間が自分の身体であるように

感じ（所有感），そこを補間する透明な身体が見えるよう

に感じた。これを能動的透明身体法と呼ぶ。このように

主観視点ではなく，後方から身体を見るような条件でも

体外離脱体験のような身体所有感が生じることは，受動

的な視触覚同時刺激でも報告されている[24]。 

図 2 前方の透明身体への視覚運動同期による所有感誘発 
Fig.2 Illusory body ownership of invisible body via visual-

motor synchronicity. 

2  目的 

本研究は，普遍的な人体比率から乖離した身体，特

に片方の腕が通常よりも長い身体について，能動的透

明身体法を用いて腕が見えない場合にも人がそれを自

分の身体と感じることができるかを検討することを目的と

する。具体的には，バーチャル空間に自己身体運動と

同期する手足のみを提示し，左右いずれかの手の位置

のみを操作して，長い腕を所有している感覚を生じさせ

ることができるかを検討する。先行研究から左右いずれ

かが長い腕についても視覚運動同期があれば身体所

有感が生じることは予想されるが，手足のみの刺激を用

いた報告は未だない。

実験手法として，腕の長さを変えた新しい身体につ
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いて，所有感および行為主体感の主観評定に加えて，

行動指標として，身体周囲の物体へのリーチング行動

の変化を計測し，検討する。仮説としては，能動的透明

身体法を用いて腕の長さを変えた場合にも所有感が生

じるなら，それが主観評定に現れるだけでなく，その長

い腕の利点を活用したリーチング行動が徐々に生じるよ

うになるとした。もし，手足のみを提示する能動的透明

身体法によっても長い腕への身体所有感と行動変容の

誘発が可能であれば，人の認知的補間能力を活用する

ことで改変した身体について提示する視覚情報を節約

することができ，計算負荷やレンダリング負荷の少ない

簡便なバーチャルリアリティの表示手法となりうる。

また，新しい行動指標の候補として，姿勢制御を検討

することも目的の１つとした。腕の長さが左右で異なる場

合には姿勢制御が困難になり，当初は身体動揺が大き

く，新しい身体を学習するにしたがい姿勢が安定化する

と仮定した。

3  方法 

3.1  被験者 
10名の被験者（男性, 年齢平均 22 歳 ± 1.633 SD, 

身長平均 170.66 cm ± 7.85 SD, 右利き 9名，左利き 1
名）がインフォームドコンセントに署名し，実験に参加し

た。被験者は正常な身体能力と視力を有した。本実験

は，「豊橋技術科学大学人を対象とする研究倫理審査

委員会」の承認を得て，規則に従って実施された。ただ

し，1 名はモーションキャプチャの身体トラッキングが継

続的に崩れていたために，もう 1 名は実験の途中で重

心動揺計から転落したために分析から除外した。その

結果，計 8 名（男性, 年齢平均 22.25 歳 ± 1.753 SD, 
身長平均 171.88 cm ± 7.04 SD, 右利き 7名，左利き 1
名）のデータを分析に用いた。

3.2  装置 
1 台のコンピュータ（OS: Windows 10, RAM: 16 GB, 

CPU: Intel Core i5-6400, GPU: GeForce GTX 1080）で全

ての実験の制御を行った。視覚刺激は，頭部搭載型デ

ィスプレイ（Oculus Rift DK2, 解像度 960x1080 pixel, 
90 x 110 deg, 両眼立体視提示，リフレッシュレート 75 
Hz）に提示し，被験者は自由に動きながら見回すことが

できた。被験者の動きは，被験者の 2.75m 前方に設置

したモーションキャプチャシステム（Microsoft Kinect v2, 
サンプリングレート 30 Hz）でコンピュータに取り込み，

視覚刺激に反映した（遅延は 80ms 以下，測定誤差は

10cm 以下；図 3）。被験者の身体動揺を重心動揺計

（NEC Medical Systems EB1101）で計測し，マイコン

（Arduino UNO Rev3）を介してコンピュータに取り込ん

だ（サンプリングレート 75 Hz）。被験者は視覚刺激と合

わせるように白い手袋と靴下を着用して実験を行った。

図 3 装置 
Fig.3 Apparatus. 

図 4 刺激の模式図：通常身体（上），右腕が長い身体（下）。

実験では主観視点から手足とそれらが鏡に映った映像を見

ているが，説明のためにこれらの図では視点を後ろにずらし

て第三者視点から撮影してある． 
Fig.4 Schematic stimuli: Normal body (top) and Long right arm 
body (bottom). These images were from the third-person view 

as schematic. However, participants actually viewed the stimuli 
from the first-person view of the avatar in front of a mirror. 

3.3  刺激と条件 
Unity で作成したバーチャルな部屋の中に，被験者

の身体運動にあわせて白い手袋と靴下を主観視点から

自己身体位置に提示した（図 4）。バーチャルな身体の

頭部・視点は被験者の頭部・視点と同じ位置とした。た

だし，腕の長さは，通常のものを 78cm（通常身体条件），

HMD

重心動揺計

モーション
キャプチャ
システム
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伸張したものをそれよりも 50cm 長い 128cm とした（伸張

身体条件）。長い腕の生成方法として，通常の長さの前

腕・上腕の両方を各 25cm 伸張した。つまり，肘の角度

は通常腕条件と伸張腕条件で同じとなるようにした。た

だし，前腕，上腕，肘は提示せず，手袋のみを提示した。

自己身体を見えやすくするために，前方 2.0m にフレー

ムのある鏡（縦 300cm x 横 250cm）を設置した。

3.4  手続き 
各被験者は，通常身体条件と伸張身体条件を各 2回
ずつ計 4 条件をランダムな順で行った。伸張身体条件

では，右腕が長い場合と左腕が長い場合があり各 1 回
ずつであった。各条件は，学習セッション 10 分の後に，

テストセッション（1 分ｘ10試行）が行われた。

学習セッションの最初には 10 秒間の暗転があり，そ

の後，身体の周囲に赤いボール（直径１０cm）が提示さ

れ，それを自由なペースで触るように教示された。ボー

ルは視点から半径 60cm～80cm の距離に，頭部初期位

置の正面を 0 度とした水平角度±45 度，垂直角度±15
度の範囲に出現した。被験者がボールを触ると一旦消

失し，2秒後にランダムな位置に出現し，10 分間続いた。

つまり，出現するボールの個数に制限はなかった。ボー

ルが出現する位置はランダムであり，近いところと遠いと

ころの間などの出現順に偏りはなかった。また，ボール

を一旦触って消した後には一度両腕を身体の横に下ろ

すように教示した。手とボールの接触判定は Unity の

Rigidbody と Collider を用いて行い，手袋の衝突範囲と

ボールの表面の一部でも接触した場合に当たりとし，そ

の時のボールの位置を記録した。手袋の衝突範囲は手

部位を内接する直方体（22 （縦：手のつま先方向） ｘ
19（横） x 6 cm （厚さ））とした。

テストセッションは 1 分ｘ10 試行あり，ボールをできる

だけ素早く触るように教示された。学習セッションと同様

の範囲にボールはランダムに出現し，触って消失した 2
秒後に新しい位置に出現した。各試行で 10 個のボー

ルを順に提示した。

テストセッションの各試行の最後に 5秒の暗転休憩に

続いて 15 秒間の重心動揺計測を行った。このとき，被

験者はつま先と踵をつけ，両腕を横に伸ばした状態で

15秒間待機した。 
テストセッションが全て終わった後に，被験者は身体

認知に関する質問 8 項目全てに対して-3（全く感じない）

～+3（非常に強く感じた）の 7 段階のリッカートスケール

で答えた。質問項目は以下の通りである。

Q1. 下を見たときに靴下の上にある透明な身体が自分

の身体であるかのように感じた。

Q2. 鏡に映った手袋と靴下の間にある透明な身体が自

分の身体であるかのように感じた。

Q3. 自分の右腕が長くなったように感じた。 

Q4. 自分の左腕が長くなったように感じた。 
Q5. 鏡に映った手袋と靴下の間に全身が見える感じが

した。

Q6. 白い手袋と靴下が自分の動きのように感じた。 
Q7. 白い手袋と靴下が他人の動きのように感じた。 
Q8. 普段と比べて姿勢が傾くような感じがした。 
Q9. 自分の身体が床になったように感じた。 
質問 1 と 2 は身体所有感の計測，質問 3 と 4 は自分

の腕の長さの感覚の計測，質問 5 は透明な身体の知覚

感の計測，質問 6 と 7 は行為主体感の計測，質問 9 は

被験者の回答の信頼性（ランダム回答傾向）を測るため

のチェック項目であった。

4  結果 

4.1  身体所有感・行為主体感に関する主観評定 
各質問項目に対して被験者毎に各条件の平均値を

求め，ウィルコクソンの符号順位和検定を行った（図 5）。

2 群に対応がある場合の優越確率 (PSdep)を効果量とし

て示す。繰り返しを平均する際，左腕が長い水準では

Q3,4 を入れ替えて平均した。つまり，映像の長い腕と同

じ方向の腕が長く感じたかを分析した。その結果，Q3・

Q4（自分の右腕（左腕）が長くなったように感じた）にお

いて腕が長い条件が通常身体条件よりも評定値が有意

に高くなった (z = 2.52, p = .008, PSdep = 1.000)。それ以

外の質問項目では有意差は見られなかった (Q1: z = -
1.30, p = .250, PSdep = 0.625; Q2: z = 0.43, p = .813, PSdep 
= 0.375; Q5: z = 0.78, p = .563, PSdep = 0.500; Q6: z = 
0.32, p = .719, PSdep = 0.375; Q7: z = -1.20, p = 0.289, 
PSdep = 0.750; Q8: z = 0.68, p = .563, PSdep = 0.625; Q9: 
z = -1.73, p = .250, PSdep = 0.375)。 つまり，伸張身体条

件では腕が長くなって感じられたが，身体所有感や行

為主体感について，通常身体条件と伸張身体条件の

間に有意な差は無かった。

図 5 主観評定の結果．エラーバーは標準誤差。青色は通常

身体条件，赤色は伸張身体条件。 
Fig.5 Results of subjective ratings. Vertical error bars indicate 
SEM. Blue bars indicate the normal-body condition, and the 
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red bars indicate the long arm condition. 

各質問項目の同じデータを用いて，0（どちらでもない）

から有意に差があるかについて一標本でのウィルコクソ

ンの符号順位和検定を行った。その結果，Q1（主観視

点での身体所有感；通常身体 z = 2.31, p = .031, PSdep 

= 0.875, 伸張身体 z = 2.33, p = .023, PSdep = 0.875），

Q3・4（自分の右腕（左腕）が長くなったように感じた；通

常身体 z = 2.52, p = .008, PSdep = 1.000, 伸張身体 z =
2.56, p = .008, PSdep = 1.000），Q6（行為主体感；通常身

体 z = 2.15, p = .047, PSdep = 0.875, 伸張身体 z = 2.23,
p = .031, PSdep = 0.750），Q7（他者による運動感；通常身

体 z = 2.27 p = .031, PSdep = 0.875, 伸張身体 z = 2.12,
p = .047, PSdep = 0.750），Q9（信頼性チェック質問；通常

身体 z = 2.64, p = .008, PSdep = 1.000, 伸張身体 z = 2.59,
p = .008, PSdep = 1.000）においては，通常・伸張身体条

件いずれでも有意差があった。つまり，いずれの条件で

も身体所有感が有意に生じ，行為主体感が感じられ，

条件に合致した腕の長さが知覚され，回答の信頼性に

ついても問題なかった。

Q2（鏡の中の身体の所有感；通常身体 z = 2.16, p 
= .047, PSdep = 0.750, 伸張身体 z = 1.36, p = .250, PSdep 
= 0.500）については，通常身体では有意に 0 よりも大き

かったが，伸張身体では有意差はなかった。つまり，鏡

の中の身体所有感は伸張身体において低減した可能

性がある。

Q5（透明な全身の知覚；通常身体 z = 1.20, p = .328, 
PSdep = 0.625, 伸張身体 z = 0.75, p = .563, PSdep = 0.500）

および Q8（姿勢の不安定化；通常身体 z = 0.94, p 
= .438, PSdep = 0.500, 伸張身体 z = 0.51, p = .656, PSdep 
= 0.500）では，身体条件に関わらず有意差はなかった。

つまり，鏡の中に透明な全身が見える感覚は弱く，主観

的な姿勢の不安定化は感じられなかった。

4.2  リーチング課題 
まず，学習セッションで各被験者が触ったボールを時

系列で 4 分割して分析した。学習セッション全体のボー

ル数を均等に 4 分割し，第 1-4 ピリオドとしたため，各ピ

リオドの時間長は多少異なる。右腕が長い条件におけ

る全被験者のリーチング到達地点のデータを図 6 に示

す。横軸 x は左右であり縦軸 z は奥行き方向である。上

下方向のｙ軸は zx平面へ射影した。右腕（長い）が赤色

記号，左腕（通常）が青色記号である。第 1 ピリオドから

通常長の左腕よりも長い右腕を使う割合が多いが，後

半になるにしたがいその割合が増加した。ただし，左側

の遠い場所では長い右腕を使い，右側でも近い場所で

は左腕を使うデータも見られ，腕の長さを活かしたリー

チング行動が生じている可能性がある。 図 6 右手が長い身体条件での学習セッションでのリーチン

グ課題の到達位置のデータ例（代表的被験者）。右手で触っ

たボール位置を赤色で，左手で触ったボール位置を青色で示
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す。上から順に，第 1-4 ピリオド。 
Fig.6 Reaching locations of the long right arm condition during 
learning (typical data of a subject). Red points were reached by 
the right (long) arm, blue points were reached by the left arm. 

Graphs were in the order of serial four periods. 

学習セッションを時系列 4 分割したデータについて，

各身体条件において右手で触った割合を算出し，被験

者内要因 2 元配置分散分析を行った（図 7；身体要因

｛通常身体・長い右腕条件・長い左腕条件｝・ 時系列要

因｛4条件｝）。図 7 の縦軸は右手で触った割合，横軸は

時系列要因である。赤色は右腕が長い条件，緑色は左

腕が長い条件，青色は通常身体条件である。ここでは，

左右腕の差があるため，伸張身体条件を左腕が長い条

件と右腕が長い条件に分けて分析を行った。その結果，

身体条件の主効果が見られ，右腕が長い条件では，通

常身体よりも右腕を多く使い，左腕が長い条件では，通

常身体よりも左腕を多く使うことが示された（身体条件の

主効果  F(2,14)=27.25, p<.001, ηp2=0.80; Shaffer's 法

による修正 Bonferroni 多重比較: ps<.05）。 
時系列変化の主効果は有意ではないが，時系列と身

体条件の交互作用が有意であった（時系列の主効果

F(3,21)=0.83, p=.49, ηp2=0.11; 交互作用 F(6, 42)=3.82, 
p=.004, ηp2=0.35）。この交互作用に関して単純効果の

検定を行ったところ，右腕が長い条件についてのみ時

系列の効果が 有意で あ っ た （ 右 腕 が 長 い条件

F(3,21)=3.82, p=.025, ηp2=0.35 ；左 腕 が 長 い条件

F(3,21)=1.06, p=.39, ηp2=0.13 ； 通 常 身 体 条 件

F(3,21)=1.67, p=.20, ηp2=0.19）。つまり，右腕が長い条

件でのみ，その長い腕を使う割合が徐々に増加した。た

だし，右腕が長い条件での Shaffer's 法による修正

Bonferroni 多重比較ではいずれの時系列ピリオドの間

にも有意差はなかった（ps>.31）。身体条件による単純

効果は全ての時系列ピリオドで有意であり，その効果量

は，時系列にしたがい第 3 ピリオドまで徐々に増加した

（身体条件の単純効果 第 1 ピリオド (F(2,14)=14.56, 
p<.001, ηp2=0.68), 第 2 ピリオ ド   (F(2,14)=22.27, 
p<.001, ηp2=0.76, 第 3ピリオド  (F(2,14)=33.67, p<.001, 
ηp2=0.83), 第 4 ピリオ ド   (F(2,14)=28.73, p<.001, 
ηp2=0.80）。 
次に，テストセッション 10 試行についても同様に，被

験者内要因 2 元配置分散分析を行った（図 8；身体要

因｛通常身体・長い右腕条件・長い左腕条件｝・ 時系列

要因｛10 条件｝）。図 8 の縦軸は右手で触った割合，横

軸は時系列要因である。赤色は右腕が長い条件，緑色

は左腕が長い条件，青色は通常身体条件である。その

結果，身体条件の主効果が見られ，右腕が長い条件で

は，通常身体よりも右腕を多く使い，左腕が長い条件で

は，通常身体よりも左腕を多く使うことが示された（身体

条件の 主効果   F(2,14)=37.53, p<.001, ηp2=0.84; 

Shaffer's 法による多重比較: ps<.05）。時系列変化の主

効果および交互作用は有意ではなく，効果量も小さか

った（時系列の主効果 F(9,63)=0.64, p=.76, ηp2=0.08; 
交互作用 F(18,72)=1.2, p=.29, ηp2=0.14）。したがって，

テストセッション中ではほとんど行動に変化は見られな

かった。

図 7 学習セッションにおけるリーチング課題の時系列結果．

エラーバーは標準誤差。縦軸は右手で触った割合，横軸は時

系列。赤色は右腕が長い条件，緑色は左腕が長い条件，青

色は通常身体条件。 
Fig.7 Time series data of ratio touched with right hand in the 

learning session. Vertical error bars indicate SEM. 

図 8 テストセッションにおけるリーチング課題の時系列結

果．エラーバーは標準誤差。縦軸は右手で触った割合，横軸

は時系列。赤色は右腕が長い条件，緑色は左腕が長い条

件，青色は通常身体条件。 
Fig.8 Time series data of ratio touched with right hand in the 

test session. Vertical error bars indicate SEM. 

4.3  重心動揺 
左右の腕の長さの違いによる重心位置の偏りを見る

ために，重心位置の左右軸での平均を求め，被験者内

要因 2元配置分散分析を行った（身体要因｛通常身体・

長い右腕条件・長い左腕条件｝・ 時系列要因｛10 条
件｝）．その結果，主効果・交互作用ともに全く見られず，
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重心位置の左右への偏りは見られなかった（身体条件

の主効果 F(2,14)=1.48, p=.2617, ηp2=0.17; 時系列の

主効果  F(9,63)=0.44, p=.9100, ηp2=0.06; 交互作用 
F(18,72)=0.54, p=.9347, ηp2=0.07）。 

姿勢の安定度を検討するために，重心位置の移動軌

跡長を求め，被験者内要因 2元配置分散分析を行った

（図 9；身体要因｛通常身体・長い右腕条件・長い左腕

条件｝・ 時系列要因｛10 条件｝）。図 9 の縦軸は重心位

置の移動軌跡長，横軸は時系列要因である。赤色は右

腕が長い条件，緑色は左腕が長い条件，青色は通常

身体条件である。その結果，時系列の主効果が見られ，

徐々に移動量が増える傾向がみられた（F(9,63)=2.24, 
p=.0308, ηp2=0.24）。ただし，Shaffer's 法による修正

Bonferroni 多重比較ではいずれの試行間にも有意差は

なかった（ps>.101）。身体条件の主効果・交互作用はと

も に 全 く 見 ら れ な か っ た （ 身 体条件の 主効果

F(2,14)=1.57, p=.2432, ηp2=0.18; 交互作用 F (18, 126) 
= 0.64, p=.8623, ηp2=0.08）。 

図 9 重心の移動軌跡長の時系列結果． 
Fig.9 Time series data of total-path length of center of gravity. 

5  考察 

5.1  結果のまとめ 
手足のみを身体運動と同期して提示する能動的透明

身体法を用いて，手の位置のみを変えることで，見えな

い長い腕に対して，通常の長さの腕と同程度の所有感

が誘発された。つまり，手足のみを身体運動と同期して

提示することで，見えない腕が長く感じ，そこに所有感

を感じることが主観評定により示された。腕の長い身体

を用いた 10 分間のリーチング行動の間に行動変容が

生じ，長い方の腕がより多く使われるようになった。ただ

し，姿勢制御については変化が見られなかった。

5.2  リーチング行動の適応的変容 
左右の腕の長さが変わることによって，長い方の腕を

つかって周囲の物体へリーチングする行動が増えた。

特に，長い右腕条件において，10 分間の学習セッショ

ンにおいて長い右腕を使う割合が有意に増加した。一

方でその後のテストセッションでは長い腕を利用する割

合はほぼ飽和した。ただし，通常の長さの腕の側であっ

ても，手前の方の物体については反対側の長い腕では

なく同側の通常（短い）腕でリーチングしている試行もあ

った。これらのことから，長さの異なる腕を用いた行動変

容は，その利点（リーチング範囲の広さ，速さ）を活かす

ように適応的であること，そしてその変容は比較的早く

生じることが示唆された。

以下，本研究で解決できていない限界について議論

する。

5.3  リーチング行動変容に関する限界 
右腕が長い条件でのみ時系列変化が有意であり，左

腕条件では増加は見られるものの有意では無かった。

このことは，被験者の多くが右利きであったことに由来

すると思われる。この点については別途検討と検証が必

要である。

この行動変容が，比較的低次で自動的な知覚行動

連関レベルの認知メカニズムに基づくのか，より高次で

認知的・意識的な戦略によるのかについては，明確で

はない。長い腕を使うか通常の腕を使うかが定性的（二

値の離散状態）ではなく，ある程度定量的（連続状態）

であることからは認知メカニズムの関与が示唆されるが，

被験者のうち 3 名がテストセッションでは常に長い方の

腕を使用していたことは意識的戦略を反映している可

能性もある。この点についても今後の検討課題である。

5.4  全身アバタと手足のみ刺激の違い 
本研究では能動的透明身体法（手足のみの刺激）を

用いた実験のみを行った。これは，先行研究から全身

が表示されるバーチャル身体（アバタ）については十分

な身体所有感が生じることが予想されたからである。事

前に予備実験として，被験者 7 名を対象に身体運動と

同期あるいは非同期に運動する全身アバタを用いて，

左右いずれかの腕が長い身体に対する主観評定の計

測を行った。主観評定項目は透明身体実験とほぼ同じ

であり，以下の 8項目であった。 
Q1. 下を見たときに見える白い身体が自分の身体であ

るかのように感じた。

Q2. 鏡に映った白い身体が自分の身体であるかのよう

に感じた。

Q3. 自分の右腕が長くなったように感じた。 
Q4. 自分の左腕が長くなったように感じた。 
Q5. 白い身体の動きが自分の動きのように感じた。 
Q6. 白い身体の動きが他人の動きのように感じた。 
Q7. 普段と比べて姿勢が傾くような感じがした。 
Q8. 自分の身体が床になったように感じた。 

その結果，身体運動とアバタの運動が同期している

場合には，アバタの腕が長い場合も通常の場合も同様

の身体所有感が生じ（Q1, Q2），アバタの腕が長い場合
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には自分の腕が長く感じられた（Q3, Q4）。ただし，ウィ

ルコクソンの符号順位和検定に多重比較の補正として

Bonferroni 法を用いたところ，Q3,4 の同期条件における

通常身体条件と伸張身体条件の間（z=2.37, p=.09,
PSdep = 1.00，各質問項目の同期条件と非同期条件の間

を含めていずれの条件間にも有意差はなかった

（ps>.09）。これは予備実験で被験者数が少なかったか

らと思われる。この結果に基づき，身体同期を用いて透

明身体の所有感および行動変容の本実験を計画して

行った。

図 10 全身アバタを用いた予備実験の主観評定結果．エラ

ーバーは標準誤差。青色は身体運動同期条件，赤色は身体

運動非同期条件。塗りつぶしは通常身体条件，斜線は伸張

身体条件。 
Fig.10 Results of subjective ratings of preliminary experiment 
with whole avatar. Vertical error bars indicate SEM. Blue bars 
indicate the synchronous condition, and the red bars indicate 
the asynchronous condition. Solid bars indicate the normal-

body condition, and the oblique-texture bars indicate the long 
arm condition. 

本実験と予備実験では実験条件が異なり，厳密な比

較はできないが，対応する質問項目について本実験

（透明身体）と予備実験（全身アバタ）の同期条件との比

較をウィルコクソンの順位和検定（Wilcoxon-Mann-
Whitney Test）を用いて行った。その結果，本実験の Q8
と予備実験の Q7「普段と比べて姿勢が傾くような感じが

した」についてのみ，通常身体条件で透明身体の方が

全 身アバタよ り も 有意に 高 い値と な っ た （ z=2.46, 
p=.012）。ただし，透明身体を用いた本実験では 10 分

の学習セッションのあとにリーチング行動を計測する各

1 分の試行が 10回あり，主観評定回答までの時間が長

く，疲労が生じていた可能性がある。それ以外について

は，通常身体条件同士でも伸張身体条件同士でも本

実験（透明身体）と予備実験（全身アバタ）の間に有意

差はなかった。透明身体と全身アバタとの比較がないこ

とは本研究の限界であり，今後の検討を要する。

5.5  主観視点の身体と鏡に映る身体の違い 
主観評定の Q2（鏡の中の身体の所有感）については，

通常身体では有意に 0（どちらでもない）よりも大きかっ

たが，伸張身体では有意差はなく，鏡の中の身体所有

感は伸張身体において低減した。このことは，鏡に映る

身体に対しても主観視点と同等の所有感が生じるとす

る先行研究[25]とは矛盾する。ただし，先行研究では実

際の鏡とマネキン，視触覚同時刺激が用いられており，

本研究のバーチャル空間の鏡とバーチャルで透明な身

体，および視覚運動同期とは異なる。特に，鏡のリアリ

ティの低さ（外光の映り込みやハイライトが無いなど）が

本研究における差に繋がったのではないかと推察する

が，その検討は今後の課題である。

5.6  全身の透明身体が知覚されるための制約 
我々の先行研究[23]では手足を補間する空間に透

明な身体が見えるような反応が得られたが，本研究で 0
（どちらでもない）よりも有意に大きい値とはならなかった。

身体に対する所有感錯覚は，主観視点において強く，

体外離脱のような第三者視点では弱いこと[25-26]から

本研究では主観視点を採用した。ただし，本研究では

主観視点からは全身を見ることが出来ないために，鏡の

中に全身が見えるかを聞いている。そのために，鏡に映

る身体への所有感が弱く，効果が低減した可能性があ

る。あるいは，所有感は主観視点や鏡に映る身体の方

が強いが，透明な全身が見える感覚は後ろからの第三

者視点の方が，容易に全身が見えるために強い可能性

も推察される。

5.7  身体化と道具化の違い 
リーチング行動の変化が，長い腕が身体化したから

なのか，単に道具としてその利用に習熟したからなのか

が疑問として残る。本研究は，見えない長い腕の身体

化を目指したものであり，主観評定による所有感はそれ

を支持する。しかし，後述する姿勢制御については証

拠が得られなかった。したがって，本実験結果のみでは，

明確に身体化したと言い切れないのが本研究の制限で

ある。今後は，腕の長さや位置の知覚表象の変化，身

体周囲の空間表象の変化，あるいは脅威刺激に対する

皮膚コンダクタンス反応などを用いて，身体化と道具化

を区別する検討を進める必要がある。ただし，道具（ロ

ボットハンド）を用いることで，その使用後に道具を持た

ない場合の身体表象が変化するという報告もあり，身体

化と道具化は密接に関係している可能性も高い[27]。 

5.8  姿勢制御の変容可能性 
日常的に義手を利用している人は義手を外すと重心

動揺が増加し姿勢制御が不安定になるが，逆に普段義

手を使わない人は義手を付けると姿勢制御が不安定化

することが報告されており[28]，身体化と姿勢制御が相

関することが示唆されている。しかし，本研究では，重心

動揺の変化は見られず，姿勢制御に関する行動変容

は生じなかった。テストセッションにおいては，身体条件
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に関わらず徐々に姿勢が不安定化する結果を得たが，

これは主に疲労によるものと思われる。

つまり，本研究からはバーチャルな長い腕が身体化

したかどうかははっきりしない。一方で，前提としてバー

チャルな腕の長さが違うことが姿勢制御に影響をもたら

すことがない可能性もある。また，最初の 10 分の学習セ

ッションで既に変化が生じていた可能性もあるが，今回

はテストセッションでしか重心動揺を計測していないこと

は問題点である。姿勢制御については，拡張身体の身

体化の指標として今後さらなる検討が必要である。
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