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1.

ヒトが感じる硬軟とは
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硬さは，一般に物に外力を加えたときのたわみと反力
の関係で定義されるものであるから，その知覚は力や関
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節の運動などに関する自己受容感覚によると思われが

㻝㻚㻢㻌㻹㻼㼍

ちである. しかしながら，皮膚感覚が重要な役割を果た

㻝㻚㻠㻌㻹㻼㼍

し [1,2]，時には皮膚感覚の方が自己受容感覚よりも知覚
的に優位になる．たとえば，ヤング率が 1–2 MPa 程度の
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シリコーンゴム製の円柱（直径 40 mm，高さ 20–40 mm，
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剛性の等価値 20 N/mm 程度）では，皮膚感覚と自己受
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容感覚の硬軟知覚への寄与率は，9 : 1 程度であるとさ
れる [3]．

第1図

では，ヒトが知覚する柔らかさとは物理的には何であ
ろうか？

硬軟を表す指標の代表値といえば，物体の構

造にも依存する剛性（ばね定数）と材料そのものの弾性

粘性（減衰係数）がある [4,5]．粘性は，指で物をつまん

係数（たとえば，ヤング率）であるが，どちらの物理量

で物体を変形させようとするときに抵抗力を生じさせ

が，ヒトが感じる硬軟により近いのだろうか．Bergmann

Tiest と Kappers は，厚さ（剛性）と素材（ヤング率）
の異なる試料をたくさん用意し，同程度に柔らかいと感

に大きな抵抗力を生じさせるという特性があり，ヒトの
物体の硬さ知覚に関しては，粘性は顕著に知覚に影響す

に答えようとした [3]．その結果，ヒトは剛性とヤング

る．剛性と粘性はどちらも変形しにくさを表す量である

率の両方を加味して，柔らかさを判断していることがわ

が，そのうち，復元（反発）力につながるのは剛性であ

かった．たとえば，第 1 図に示すような，材料も構造も
異なる 2 種類の物体が同程度に柔らかいと知覚される．

(a) の物体は，ヤング率が 1.6 MPa のゴム円柱である．
(b) の物体は，ヤング率が 1.4 MPa のゴムで剛体を挟ん

る．変形の後に復元するという性質は，とくに生体（肌
や生鮮食品）の質を判断する際に経験的に用いられてお
り，価値の基準となる．

2.

だ円柱である．材料であるゴムの柔らかさのみが知覚に
寄与するならば，物体 (b) が柔らかいと知覚されるはず

自己受容感覚か皮膚感覚か

柔らかさ知覚の感覚統合 (sensory fusion) について，上

である．しかし，物体 (b) のゴムは厚みが薄いので，見

記を体現する実験結果をもうひとつ紹介する．Friedman

かけのばね定数については，物体 (b) の方が大きい．す

らは，ゴムを対象としてヒトの柔らかさ知覚能力を複数

なわち，ばね定数のみが知覚に寄与するならば，物体 (b)

の条件下で調査した [6]．これらの条件では，利用可能な

の方が硬いと知覚されるはずである．実際には，ヤング

感覚の情報が統制された．第 2 図左上の条件では，被験

率とばね定数の両方が加味され，両物体は同程度に柔ら

者らは自由にゴムを指で押して柔らかさを調査すること

かいと感じられる．ちなみに，柔らかさ知覚の Weber 比

ができた（自己受容感覚と皮膚感覚の両方が利用可能）．

はおよそ 15%であり [3]，たとえば，ヤング率が 1 MPa

右上の条件では，被験者らの指関節が台の上に固定され，

と 1.15 MPa の材料の違いがやっとわかるという具合で

露出した指腹に一定の力でゴム片が押し付けられた（皮

ある．
剛性と弾性係数以外にも硬さ知覚に影響する量として，
名古屋大学 大学院 工学研究科 機械システム工学専攻

Key Words :

るため，硬さの知覚に影響する．物体の変形が速いとき
手の力でも大変形させられるような，ある程度柔らかい

じられるものを選択するという実験を通して，この疑問

∗

構造と素材が異なる 2 種類の円柱の柔らかさ知覚．
つまんでみると両物体は同程度に柔らかく感じられ
る．ゴム柱の直径は 40 mm．[3] より描画．

膚感覚のみが利用可能）．これらの 2 条件下での柔らか
さ知覚特性を調べることで，柔らかさ知覚における自己
受容感覚と皮膚感覚の役割が調査された．その結果を第

tactile sensation, softness, hardness, compli-

2 図下に示す．横軸はゴム片の物理的な柔らかさ（剛性

ance.
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接触時の皮膚変形・接触面積・圧力分布を利用した
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Hertz の接触理論による 2 球体の接触モデル

柔らかさの触知覚

皮膚感覚に限っていえば，指腹が物の表面に触れると，
皮膚と物体が変形し，ヒトはそこから物の柔らかさの情

ϭϬ

報を手に入れる．実は，皮膚変形のうちのどのような情
報が硬軟の知覚に利用されているか，よくわかっていな

ゴム片に対する柔らかさ知覚実験の結果（マグニ
チュード推定法）．左上は，自己受容感覚と皮膚感
覚の両方が利用可能な実験条件．右上は指が台に固
定されており，関節の変形が固定されているため，
皮膚感覚のみが利用可能な条件．下は自己受容感覚
と皮膚感覚の役割を比較するグラフ．横軸はゴム片
の弾性であり，値が大きいほど柔らかい．傾きの大
きさは柔らかさ知覚の感度に対応し，大きいほど軽
微な柔らかさの違いが知覚できる．[6] より描画．

い．しかしながら，少なくとも，指腹と物体表面との間
の接触面積および接触面内の圧分布が硬軟知覚と密接な
関係にあることが知られている．このような関係は，接
触面積と圧，もしくはそのどちらか一方を任意に制御で
きる特殊な装置を用いて，心理物理学的に明らかにされ
てきた [7–10]．第 3 図に示すように具体的には，指腹が
柔らかい素材に触れるとき，素材の柔らかさからその接
触面積は大きくなり，反力は面内に薄く広く分布し，圧
力の極大値は小さい．一方で，硬い素材では，反力は小

の逆数）であり，右側ほど柔らかい．縦軸は被験者らが

さい面内に集中し，圧力の極大値は大きくなる．このよ

回答した柔らかさの程度であり，上側ほど柔らかく感じ

うな，接触面積およびその面内での圧力分布を含む変形

られたことを意味する．グラフの傾きは柔らかさ知覚の

の違いが，知覚される柔らかさの差異につながる．

感度に対応し，傾きが大きいほど感度が優れており，軽

硬軟知覚に関する機械受容器は特定されていない．遅

微な柔らかさの違いが判断できる．実験結果は，自己受

順応型であり，圧や静的な変形に感応するメルケル小体

容感覚と皮膚感覚の両方を利用できる条件の方が，グラ

の関与が第一に考えられるが，指腹で素材表面を押すと

フの傾斜が大きく，優れた柔らかさ判断につながること

きには皮膚が動的に変形するわけであるから，速順応

を示している．すなわち，ヒトは両方の感覚器官を活用

型の受容器の関与も否定できない．指で素材を押すと

して，柔らかさ知覚の感度を向上させている．この傾向

き，最大反力点での情報のみでなく，押し込んでいる過

は，とくにゴム片が指腹よりも硬いときに顕著である．

程での情報も柔らかさ知覚に寄与していることを考える

一方で，ゴム片が指腹よりも柔らかいときには，両条件

と [11]，指腹の動的な変形ならびに反力に関する動的な

のグラフの傾斜には顕著な差がない．すなわち，皮膚よ

情報も利用されていると推察できる．

りも柔らかい物の柔らかさ知覚に対しては，自己受容感

二つの物体が接触したときの変形や反力の分布を定式

覚と皮膚感覚を組み合わせる条件と，皮膚感覚のみの条

化したものとして，ヘルツの接触理論がよく知られてい

件に差がない．柔らかい物に対しては，皮膚感覚が圧倒

る．この理論はいくつかの仮定によって整理されている

的に主体的であるから，皮膚感覚のみで十分な柔らかさ

ため，ヒトの指のような不均質で大変形を伴う物体には

の判断が可能である．

厳密には当てはまらない．しかしながら，指腹の変形が
小さいときや，大局的な挙動を理解するときには重宝さ
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れている．
第 4 図は，指腹を模した球体が弾性平面に荷重 w で接

1ͬ(fȗ) Ɛ ȗ͗ῶ⾶ẚ
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触するときの様子を表す．球体の半径は r とする．2 物

ᖜ
ᖜ䛾73%

⾲㠃䛾
ື

体の接触面は円形であり，その半径を a とする．この半
径は，

a=(

3wr 1/3
)
4E ∗

dŝŵĞƐ

(1)
1ͬf Ɛ

f͗ື࿘Ἴᩘ

で現される．ここで，E ∗ は有効弾性係数であり，2 物体
の縦弾性係数とポアソン比によって与えられる（(2) 式）．

(1) 式は，接触面の半径 a は，荷重 w，球体の半径 r およ
び有効弾性係数 E ∗ の関数として与えられ，荷重に伴っ
て接触面積が大きくなることを表している．荷重 w はヒ

することになる．確かに，指腹の接触面積は荷重のおお
むね 0.66 乗に比例するが，この指数は 0.35 から 1.3 程

値である．球体の半径 r は指の大きさであり，ヒトは自

度まで幅広く報告されている [12]．荷重が小さいときは

分の指の大きさを知っているとして，こちらも既知の値

指数が大きく，荷重に伴って指数が小さくなる傾向にあ

である．すると，この式は，接触面の半径 a から，平面

る．このことから，荷重に伴って指腹の見かけの弾性係

の弾性係数が推定できると解釈できる．すなわち，ヒト

数が増加するともいわれる [12]．

は指の変形量から対象物体の柔らかさを推定できるとい

4.

うことになる．
∗

E は，指および平面の縦弾性係数 Ef , Eo とそれらの

軟については，指を物体に押し付けることで精度よく知
覚できるが，この手法は皮膚よりもずっと硬い物の知覚

(2)

に適さない．硬い物の知覚には，ヒトは別の方法を用い
る．物体の表面を軽く叩き（タップ），そのときに生じ

で与えられる．ポアソン比はたかだか 0.5 であり，通常

る物体の減衰固有振動や撃力的な反力を基にした硬さ知

はさらに小さい値であるから，その 2 乗の値は E ∗ には

覚である [6,13–18]．タップしたときに，指が物体表面に

大きく影響しないとして，ここではポアソン比を無視す

接して振動を知覚する時間，もしくは撃力的な反力が生

る．すると，E ∗ は簡略化され，

1
1 −1
E ∼(
+
)
Ef E o
∗

硬さの触知覚

ヒトは自分の皮膚と同等かそれよりも柔らかい物の硬

ポアソン比 νf , νo によって，

1 − νf2 1 − νo2 −1
+
)
Ef
Eo

物体表面を叩くことによって生じる物体の減衰固有
振動

したがって，接触面積（πa2 ）は，荷重の 2/3 乗に比例

トが指で物体を押す力であるから，ヒトにとって既知の

E∗ = (

第5図

じる時間はたかだか数十ミリ秒であるが，このわずかな
時間に体験される刺激からヒトは物体の硬さを知覚する．

(3)

物体が叩かれたときに生じる振動は，その物体の機械

となる．これは，Ef と Eo のうちどちらか一方の小さい

的特性を反映している．簡単化のために，この振動を単

値が支配的に E ∗ を決定することを意味する．Eo が Ef

一の周波数成分からなるものと考えてみる．単一の周波

に比べて十分に大きい場合（Eo  Ef ）には，Eo は E

∗

数成分を含む減衰固有振動は，その周波数と振幅，減衰

にほとんど影響しない．すなわち，ヒトは自分の指より

比によって定義される（第 5 図）．このうち，硬さ知覚

も硬いものに関しては，指腹の変形からその弾性係数を

に最も関与するのは周波数であり，高い周波数を有する

推定することを得意としない．平たくいえば，指腹より

物体ほど硬いと知覚される．この周波数は，おもに物体

も硬い対象物を押しても，対象物はほとんど変形せず，

の剛性によって決定することから，ヒトはタップによっ

指腹ばかりが変形してしまうため，指腹の変形もしくは

て物体の剛性を推定していると見なせる [16,18]．剛性が

接触の情報を頼りに対象物の弾性を判断することができ

高いほど，振動の周波数も高くなる．同時に，固有振動

ない．逆に，Ef ≥ Eo であるとき，Eo は高い感度で，接

の減衰の早さのパラメータである減衰比もしくは主とし

触状態に影響する．すなわち，ヒトは自分の皮膚と同じ

てそれに影響する物体の減衰係数（粘性）も硬さ知覚に

程度かそれよりも小さい弾性係数を有する素材に対して

影響する．減衰係数が大きいほど，振動は早く減衰し，

は，皮膚感覚によって感度よくその弾性係数の違いを判

タップしたときに硬く感じられる [16,18]．

断できる．

物体の表面を軽く叩いたときに生じる実際の振動には，

先に述べた通り，ヘルツの接触理論は指腹の変形には

主要な周波数（基本周波数）成分以外にもいくつかの際

厳密には成立しない．この理論がどの程度成立するかを

立った高周波成分が含まれる．この高周波成分の存在は，

議論するために，指腹を剛体面に押し付けたときの荷重

物体をより硬いと知覚させる [19,20]．

と接触面積の変化の関係がよく論じられる．(1) 式によ
ると，接触面積の半径 a は荷重 w の 1/3 乗に比例する．
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対象物の硬さ
小

皮膚と同じくらいか

第 64 巻

第4号

(2020)

3 種類の硬軟知覚の比較表
支配的な感覚 原理

影響する物理量

そっと触れる

皮膚感覚

皮膚の変形

弾性係数

押す，つまむ

深部感覚

たわみと反力の

それよりも柔らかい
中

押すとたわむくらい
の硬さ

大

関係

人が押しても変形し

叩く

皮膚および深

ないくらい硬い

振動

剛性，減衰係数

部感覚

（粘性）
,ĂƌĚ

^ŽĨƚ
WƵƐŚͬWŝŶĐŚ

^ŽĨƚ
ƚŽƵĐŚ

dĂƉ

ĞĨŽƌŵĂďůĞ
ƐŽĨƚŶĞƐƐ
^ŽĨƚĞƌƚŚĂŶƐŬŝŶ

^ŬŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
第6図

5.

剛性，減衰係数
（粘性）

,ĂƌĚ
&ŽƌĐĞͲĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĂƚŝŽ

sŝďƌĂƚŝŽŶͬ/ŵƉƵůƐŝǀĞĨŽƌĐĞ

硬さ/柔らかさの違いによる触察動作の違い

結び: 3 種類の硬軟知覚
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