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没入型仮想現実感システムにおける
映像刺激による転倒防止のための身体動揺の予測
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1. はじめに
左目と右目に視差を生じる映像をそれぞれ提
重り(質量𝑚)
示することで立体視を可能にするゴーグル状デ
ィスプレイ(HMD : Head Mounted Display)が普
棒(長さ )
及しはじめている。特に VR 体験の提示には、外
角度
界の視覚情報を遮断して全視野を覆う非透過型
HMD が利用される。
しかし、人間の姿勢制御は視覚に強く依存し
ているため、外界の不可視化や投影された映像
図 1 1 リンク倒立振子モデル
の動きによる影響で、姿勢制御が不安定になる。
そのため、非透過型 HMD の立位での使用は、転
𝐹0
倒やそれに伴う負傷の危険がある。一方で、立
(1)
𝑥̈ + 2𝛾𝑥̇ + 𝜔02 𝑥 = cos𝜔𝑡
𝑚
位での使用は、座位に比べ身体運動の自由度が
高く、臨場感の向上を図ることができるという
式(1)について、𝑥は平衡位置からの変位角、𝛾
利点が存在する。そこで本研究では立位姿勢で
は抵抗係数、𝜔
0 は固有振動数、𝐹0 は外力の大き
の HMD 使用時の安全性向上に役立てるため、転
さ、𝑚は重りの質量、𝜔は外力の振動数、𝑡は経
倒の危険性を予測する手法を検討する。
過時間を表す。なお、𝑚は個人の映像刺激への耐
性・揺れにくさに相当する。これらのパラメー
2. 関連研究
タを、実験を通して求める手法を検討する。
斯らは、人間の直立状態での姿勢制御につい
パラメータの決定には基準となる映像刺激が
て図 1 に示す 1 リンク倒立振子モデルを用いてい
必要であるため、単位刺激とする映像を定義し、
る[1]。このモデルは、下端を軸に回転する質量
それを視聴させた際の身体動揺から各パラメー
のない棒と質量のある重心で構成される。単純
タを求める。単位刺激映像は、白黒のチェッカ
なモデルで姿勢制御が可能であることが示され
ーボードを正弦関数に従って動かすことで生成
ているが、映像刺激として静止画像を用いてお
する。人体の姿勢制御は前後方向と左右方向で
り、動的な映像刺激については考慮されていな
異なることが知られているため、単位刺激も左
い。
右方向の振動と前後方向の振動の 2 種類を用いる。
左右方向の振動の場合はボードを被験者の正面
3. 提案手法
に配置し、前後方向の振動の場合は被験者の両
人体を 1 リンク倒立振子として表し、映像刺激
側面に配置する。他の映像刺激との比較の基準
による姿勢制御への影響を振子に働く外力とし
とするため、単位刺激映像の外力としての大き
たモデルを利用して、身体動揺をシミュレート
さ𝐹0 を 1 とする。
することにより非透過型 HMD 使用時の身体動揺
決定すべきパラメータは、重りの質量 𝑚 と固
の予測を行う。
有振動数 𝜔0 、抵抗係数 𝛾 である。式(2)から、身
1 リンク倒立振子モデルの運動方程式を式(1)に
体動揺の振幅𝑎は𝑚に反比例するため、𝑚は単位
示す。
刺激を視聴させた際の身体動揺の振幅から求め
られる。
Prediction of body sway for prevention of fall caused by image
𝐹0
𝑎=
stimulation in immersive virtual reality system
(2)
𝑚√(𝜔02 − 𝜔 2 )2 + (2𝛾𝜔)2
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固有振動数𝜔0 は、共振振動数𝜔𝑟𝑒𝑠 と抵抗係数𝛾
から、式(3)によって求められる。共振振動数は、
単位刺激のボードの振動数を変化させた映像を
視聴させ、最も身体動揺が大きくなった映像の
振動数から求める。
2 + 2𝛾 2
(3)
𝜔0 = √𝜔𝑟𝑒𝑠
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4.2. 結果
身体動揺の測定結果から求めた倒立振子モデ
ルのパラメータを表 1 に示す。なお、抵抗係数𝛾
は 0.01 であるものとして計算した。
被験者番号 4 に左右方向の単位刺激を提示した
際の実際の身体動揺とモデルによるシミュレー
ションの結果を図 2 に示す。(a)が固有振動数と
同じ振動数(0.45Hz)の映像刺激を与えた場合、
(b)が固有振動数とは異なる振動数(0.15Hz)の映
像刺激を与えた場合である。
表1

倒立振子モデルのパラメータ

1

左右方向
𝜔0
𝑚
0.200
51.1

前後方向
𝜔0
𝑚
0.300
34.6

2

0.400

47.6

0.350

108

3

0.400

147

0.500

13.1

4

0.450

53.7

0.400

36.7
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(a) 映像刺激 0.45Hz
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4.1. 実験条件
HMD を用いて映像刺激を与えた状態における
直立姿勢での身体動揺を記録し、記録した動揺
から倒立振子モデルのパラメータを求めた。身
体動揺の検出には Kinect for Windows v2 の骨格
検出機能を利用した。
視覚・平衡感覚・姿勢制御に関する障害を持
たない健康な 20 代の男性 4 名を被験者とする実
験を行った。被験者には事前に実験の内容を説
明し、承諾を得たのちに測定を行った。
左右方向・前後方向それぞれについて、単位
刺激の振動数を変化させる映像と、振幅を変化
させる映像の計 4 種類の映像を提示した。また対
照実験として、無刺激となる映像も提示した。
振 動 数 を 変 化 さ せ る 映 像 で は 、 0.00Hz か ら
0.50Hz にかけて 0.05Hz 間隔で 11 種、振幅を変
化させる映像では 1.0m から 16.0m にかけて
1.5m 間隔で 11 種の映像を提示した。1 種の刺激
あたり 40 秒計測を行い、次の刺激との間には 5
秒間の暗転を設けた。また、実験中はなるべく
体を動かさないように指示した。
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(b) 映像刺激 0.15Hz
図 2 実際の動揺とモデルの値の比較

5. まとめ
図 2 より、1 リンク倒立振子モデルを利用する
ことで姿勢制御を近似できることが示唆された。
加えて、1 つの映像刺激を視聴させることにより
得られたパラメータが、他の映像刺激において
も有効であることが示唆された。しかし、転倒
の予測に重要である大きなピークを再現できて
いない問題がある。原因としては、抵抗係数の
設定が適切でなかったことが考えられる。
今後の課題としては、パラメータ推定の精度
を上げることにより実験で見られた問題の解決
を試みること、今回設定した単位刺激以外の映
像刺激に対してもこのモデルが同様に適用でき
るかを調べることが挙げられる。
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