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変形により入出力が可能なゲームコントローラの
ユーザビリティ改善
福永 健竜†1 , a)

石河 竜太†1 , b)

井上 亮文†2 , c)

概要：ゲームアイテムと同じ形状をした専用コントローラは，プレイヤーとゲームキャラクターとの一体
感を高めることができるが，ゲームアイテム数の増加やゲームアイテムの状態変化に対応することができ
ない．我々が開発してきた変形型ゲームコントローラ "SHAPIO"は，利用したいゲームアイテムの形状
に変形させることで，そのアイテムの専用コントローラとして機能する．また，故障などでゲームアイテ
ムの形状が変化した際は，プレイヤーがもつ SHAPIO の形状も同じように変形する．現実世界のコント
ローラの形状と，仮想世界のアイテムの形状とが常に一致することで，プレイヤーはこれまでよりも高い
一体感を感じることができる．本論文では，SHAPIO を介してゲームへの入力をする際にプレイヤーが
手動で行ってきた変形操作を，プレイヤーの音声コマンドによって自動化する．プレイヤーは短時間かつ
確実に SHAPIO を目的の形状に変更できるため，プレイヤーはゲームそのものに集中できるようになり，
一体感のさらなる向上が期待される．比較評価実験の結果，SHAPIO を複雑な形状に変形する際の没入感
が向上したことが確認できた．

Usability improvements for Shape I/O Controller
Fukunaga Takeru†1,a)

Ishikawa ryota†1,b)

Inoue Akifumi†2,c)

Abstract: A game player with dedicated controller can feel richer sense of unity with the game
character than a player with a traditional gamepad. However, it is diﬃcult for a player to prepare
and switch lots of dedicated controllers one after another. In addition, the shape of a dedicated
controller stays unchanged if the shape of the corresponding game changes. These would decrese
the player s sense of unity with the game character. We have been developing a transformable
gaming controller "SHAPIO". SHAPIO can be a dedicated controller for multiple game items by
changing its three-dimensional shape. SHAPIO s shape is always synchronized with the shape of
the corresponding game item, even though the shape of the item is changed. A player transforms the
shape of SHAPIO manually to switch game items in our previous work. In this paper, we introduce
voice commands to change the shape of SHAPIO. A player can switch a game item to another easily
with no mistakes. We consider this improvement of usability would enhance the immersion, which
related to the player s sense of unity with the game character. We developed a prototype system
and conducted comparative experiments. The results showed that the immersion was improved in
case of transforming the shape of SHAPIO to a complex shape.

1. はじめに
ビデオゲームとプレイヤーとの間のインタラクション

は，コントローラを介して行われる．現在主流のコント
ローラは，方向キーとアクションボタンをもつ汎用ゲーム
パッドやキーボードである．アクションゲームでは，プレ
イヤーが指先でコントローラのボタンを操作する．ゲーム
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キャラクター（以下，キャラクター）はこの操作に反応し，
武器などのゲームアイテムを使って敵を攻撃をする．コン
トローラの形状とゲームアイテムの形状が大きく異なるた
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め，プレイヤーの身体の動きとキャラクターの動作はまっ

これまでの研究から，SHAPIO が一部のゲーム体験の

たく違ったものになる．このような現実世界と仮想世界に

質を向上させることを確認できた一方で，以下の課題が判

おける不一致により，プレイヤーがあたかもキャラクター

明した．これらは我々が目指す「現実仮想の一致」による

そのものであると感じる「一体感」を得ることは難しい．

プレイヤーの一体感を阻害する可能性がある．

ゲームアイテムと同じ形状，同じ身体動作で使うことが
できるコントローラを専用コントローラと呼ぶ．プレイ

( 1 ) プレイヤーが SHAPIO を複雑な形状に変形する際に
時間がかかる

き金を引けば，キャラクターが敵に向けて弾を発射する．

( 2 ) プレイヤーが SHAPIO を特定の形状に変形できない
本研究では，SHAPIO を介してゲームへの入力をする

プレイヤーが棒状のコントローラを手に持ち振り回せば，

際にプレイヤーが手動で行ってきた変形操作を，プレイ

キャラクターはゲーム内で剣で敵を切りつける．このよう

ヤーの音声コマンドによって自動化する．プレイヤーは

な専用コントローラは，現実世界と仮想世界の間の不一致

短時間かつ確実に SHAPIO を目的の形状に変更できるた

を減少させ，プレイヤーのゲーム体験の質を向上させるこ

め，ゲームアイテムの切り替えがスムーズになる．結果と

とが報告されている [1]．

してプレイヤーはゲームプレイそのものに集中できるよ

ヤーが現実世界で銃の形をしたコントローラを構えて引

しかし，アクションゲームの多くは，複数のゲームアイ

うになり，一体感のさらなる向上が期待される．本論文の

テムを切り替えて遊ぶことが多い．剣や槍といった武器の

Entertainment Design Asset を含めた貢献は以下の通り

大分類だけでも 10 種類近く*1 ，防具や道具などを加味する

である．

と 100 種類を超えるゲームアイテムが存在する．現実と仮

• 心をどう動かしたいか：プレイヤーがあたかもゲーム

想の不一致をなくして一体感を得るには，それらアイテム

キャラクターそのものであると感じる「一体感」「な

の 1 つ 1 つに専用コントローラを用意する必要があるが，
数十ものコントローラの持ち替えは煩雑であり，それらを
プレイヤーの周囲に待機させるためのスペースも必要にな
る．結果としてゲームそのものの遊びやすさ・ユーザビリ
ティを大きく損ねてしまう．
また，専用コントローラの形状は不変である．変形する
としても，引き金のように最初から用意されている可動

りきり感」を感じさせる．

• 典型実施状況：一人称・三人称視点のシューティング・
アクションゲームをプレイする場面．

• アプローチ：変形するゲームコントローラを作り，そ
の形状をゲームアイテムの形状と常に同期させる．筆
者らの調べる限り，このアプローチは筆者らの研究が
初出である．

部分に限られる．現在のゲームアイテムは，リアリティを

• 本論文の貢献：プレイヤーが SHAPIO を変形させる

追求するため様々な物理状態をもつ．例えば，アクション

際のユーザビリティを向上させ，ゲーム体験の質に与

ゲーム内のナイフは耐久度を持ち，その限界を迎えると折

える影響を確認する．

れてしまう．形状が変わらないコントローラではこのよう
な仮想世界のダイナミックな状態変化に追従できず，現実
世界との不一致が発生し，プレイヤーの一体感が阻害され
てしまう．

2. SHAPIO
本章では，我々が開発している SHAPIO について述
べる．

我々はこれらの課題を解決するために，立体形状の変形
トローラ SHAPIO (Shape Input/Output) を研究してき

2.1 構造
SHAPIO の構造を図 1 に示す．SHAPIO は複数のピー

た [2] [3] [4] [5]．プレイヤーが現実世界で SHAPIO を変

スが一列に連結された構造を持ち，その連結部分を回転さ

形させると，ゲームキャラクターがもつゲームアイテムが

せることで様々な立体形状を実現できる．ピースの内部に

SHAPIO の形状に近いものに切り替わる（SHAPIO によ

はサーボモータとポテンショメーターが内蔵されている．

る入力）
．反対に，ゲームアイテムの形状が衝突や破断など

ゲームシステムは，各モータの回転角度を把握することが

で変形すると，現実世界の SHAPIO の形状もその変形に

でき，必要に応じてそれらを任意の角度で停止させたり脱

追従する（SHAPIO による出力）
．SHAPIO は単体で様々

力させたりすることができる．

を介してゲームへの入力・ゲームからの出力が可能なコン

なゲームアイテムに対する専用コントローラとして機能す
るだけでなく，現実世界と仮想世界の間の視覚・触覚にお
ける不一致も減少させる．これによりプレイヤーの一体感
を向上させることができる．
*1

例えば，ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドでは，剣，ナイ
フ，斧，槍，弓，ブーメラン，ハンマー，杖，両手剣といった数
多くの武器が登場する．
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2.2 システム概要
図 2 に SHAPIO を入力機器として扱う例を示す．プレ
イヤーが SHAPIO をアイテムと似たような形状に変形さ
せることで，ゲームシステムが SHAPIO の現在の形状を
認識しゲーム内のアイテムを切り替えることができる．例
えば，プレイヤーが SHAPIO を銃型から棒型に変形させ
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図 1 SHAPIO の構造
ゲームアイテム（銃）

ゲームアイテム（ナイフ）

②ゲームアイテムが
切り替わる

SHAPIO（銃型）

①SHAPIOを変形する

図 4 SHAPIO v3
SHAPIO（棒形）

ている各サーボモータはマイクロコンピュータと連結され
ており，外部に現在の回転角度を渡したり，外部からの通
信により角度を変更することができる．SHAPIO の一端
には Vive Tracker が取り付けられており，プレイヤーが
持つ SHAPIO の 3 次元座標を取得できる．

プレイヤーの手

図 2 SHAPIO を入力機器として扱う例
ゲームアイテム(ナイフ)

ゲームアイテム(折れたナイフ)

①アイテムが壊れる

2.4 SHAPIO Ninja
評価実験用のアプリケーションとして SHAPIO Ninja
を作成した．SHAPIO Ninja は次々と迫り来る忍者を，複
数のアイテムを駆使しながら倒すゲームである．キャラク
ターの持っているアイテムは，プレイヤーが持つ SHAPIO

敵キャラクター

の位置と同期している．SHAPIO Ninja で用意されてい
るアイテムは剣，銃，弓の三種類である (図 5)．また，剣

②SHAPIOが変形する

を忍者から斬られると，自分の持つ剣は破損してしまい

SHAPIO も同時に折れる (図 6)．SHAPIO の形状とゲー
SHAPIO(棒形)

SHAPIO(折れた棒形)

図 3 SHAPIO を出力機器として扱う例

ると，ゲームシステムはアイテムを銃からナイフへと切り

ムアイテムの形状が常に一致するため，プレイヤーのゲー
ム体験の質が向上する．

ムシステムは，ゲーム内のアイテムの状態の変化に応じて，

2.5 SHAPIO の持つ入力に関する課題
SHAPIO の持つ入力に関する課題として，これまでの
研究 [5] から 2 つ挙げられる．
まず，図 7 のような認知負荷の高い複雑な形状に変形さ
せる場合，操作に不慣れなプレイヤーだと，SHAPIO を

ゲームシステムが SHAPIO を変形させることができる．

変形させるのに非常に時間がかかってしまう．立体的に隆

例えば，ゲーム内のナイフが折れてしまった場合，SHAPIO

起している形状の場合，SHAPIO の形状やピースの接続

は折れた棒形に変形する．現実世界と仮想世界の間でこれ

関係を想像することができず，手間取ってしまうためであ

まで以上に視覚的・触覚的な一致があるため，ゲーム体験

る．SHAPIO の変形に時間がかかってしまうと，ゲーム

の質の向上が期待できる．

のプレイに影響がでてしまい没入感が阻害されてしまうこ

替える．SHAPIO 単体が様々な形状の専用コントローラ
となるため，遊びやすさを保ったまま一体感を向上できる．
図 3 に SHAPIO を出力機器として扱う例を示す．ゲー

とが考えられる．

2.3 SHAPIO v3
図 4 に我々がこれまで改良を重ねてきた SHAPIO v3
を示す．SHAPIO v3 は 7 ピースから構成されている．1
ピースは 2 辺が 7.5cm の直角二等辺三角形を底面に持ち，
厚さが 7.5 cm の三角柱である．ピースの内部に内蔵され
c 2019 Information Processing Society of Japan
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次に，図 8 のように，あるアイテムに対してゲーム開発
者が想定していた SHAPIO の形状と，プレイヤーが最終
的に変形させた形状とが一致するとは限らない．例えば，

SHAPIO を弓に変形させるときにシステム側は複雑な形
状を想定していたにも関わらず，プレイヤーに意図が伝わ
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図 5 SHAPIO Ninja で扱うアイテム（左から剣，銃，弓）

図 9 音声コマンドによってアイテムを変更する例
図 6 アイテムと SHAPIO の形状の同期

3. 音声コマンドによる形状変更
第 2.5 章で述べた課題を解決するために，SHAPIO を
介してゲームへの入力をする際にプレイヤーが手動で行っ
てきた変形操作を，プレイヤーの音声コマンドによって自
動化する．プレイヤーは短時間かつ確実に SHAPIO を目
的の形状に変更できるため，プレイヤーはゲームそのもの
に集中できるようになり，一体感のさらなる向上が期待さ
図 7 認知負荷の高い複雑な形状

れる．
音声認識には Microsoft Speech API を用いた．また，音
声コマンド機器としてプレイヤーにヘッドセット (SONY

WH-1000XM2) をつけてもらった．
図 9 に SHAPIO を音声コマンドによってアイテムを変
更する例を示す．プレイヤーがアイテムを変更させるとき
に，変更させたいアイテムの名前を声に出す．ゲームシス
テムがプレイヤーの声をコマンドとして認識したら，自動
的にアイテムが対応したアイテムに切り替わり，SHAPIO
も自動的に対応したアイテムの形状に変形する．このよう
に音声コマンドによって変形させることで，プレイヤーに
かかる認知負荷と変形にかかる時間を減らしユーザビリ
図 8 SHAPIO の形状が異なっていた時の例

ティが向上すると考えられる．今回は SHAPIO Ninja に
登場する剣，弓，銃の 3 つに対応させた．それぞれに対応

らず，全く別の形状に変形させてしまうということがある．
これらの問題により，SHAPIO のような形状によって入
力を行うコントローラでゲームを遊ぶ際にユーザビリティ
が悪くなってしまう．

するコマンドを表 1 に示す．

4. 評価実験
4.1 評価方法
評価実験に用いるアプリケーションとして，SHAPIO
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表 1 アイテムと音声コマンドの対応表

表 2

IEQ の項目と質問番号の対応表

アイテム

音声コマンド

項目

質問番号

剣

剣/sword

Cognitive Involvement

1,2,3,4,17,19,21,22,25,29

銃

銃/gun

Emotional Involvement

6,7,13,19,21,22,25,29

弓

弓/bow

Real World dissociation

6,7,8,9,12,14（6,8,9 は反転）

Control

10,11,13,14,15,16,21,28

Challenge

17,18,20,22,26

Ninja を用いた．SHAPIO への入力手段として，手動に
よって SHAPIO を変形させるパターン，音声コマンドに
よって SHAOIO を変形させるパターンの 2 種類用意した．

た．これは，SHAPIO は単体で様々なゲームアイテムに

また，遠距離の敵を倒す武器のパターンとして簡単な形状

考えられる．

対する専用コントローラとして機能していたためであると

の銃のパターン，複雑な形状の弓のパターンの 2 種類用意

本研究の目的には入力する手段の違いが，ゲーム体験に

した．SHAPIO への入力手段の 2 パターンと遠距離の敵

与える影響を検証することである．そこで，同じゲームア

を倒す武器の 2 パターンを組み合わせ，合計 4 回ゲームを

イテムを異なる手段で切り替えたときの結果を t 検定を用

プレイしてもらいアンケートを行う．以降，SHAPIO を変

いて比較を行う．具体的には，（手入力-銃パターン，音声

形させる手段とゲーム内で用いる遠距離の敵を倒す武器の

コマンド-銃パターン），
（手入力-弓パターン，音声コマン

組み合わせは手動入力-銃パターンというように表記する．

ド-弓パターン）の 2 つの組み合わせを比較する．

パターンの順序に関してはカウンターバランスをとった．

手動入力-銃パターンと音声コマンド-銃パターンとで t

被験者は 11 名で実施し，音声認識がうまくいかなかった

検定を行なったところ，有意差は認められなかった．これ

２名を除いた９名をデータとして扱った．

は銃の形状が非常に簡易な形状をしているため，手動入力
でも音声コマンドによる入力でもゲームの進行に影響がで

4.2 ゲームの流れ
SHAPIO Ninja のゲームの流れは，近距離武器と遠距離

なかったためだと考えられる．

武器を使い分けてプレイするようになっている．近接攻撃

検定を行なったところ，5%の有意水準で音声コマンド-弓

を行う忍者が 2 体襲ってきたあと，遠距離から攻撃を行う

パターンの Immersion と Control の項目が高いと認めら

弓兵が襲ってくる．その後弓兵が出現してから数秒後に他

れた．その他の項目では有意差は認められなかった．これ

のキャラと比べ体力の多く近接攻撃を行う侍が襲ってくる．

は，プレイヤーが手動入力で弓の形状に変形させる際に間

このように近距離武器→遠距離武器→近距離武器と切り替

違ったピースを曲げるなど変形に戸惑った結果，没入感が

えることを促されるようなゲームの流れとなっている．

阻害されてしまったためだと考えられる．自由記述にも

手動入力-弓パターンと音声コマンド-弓パターンとで t

「変形が複雑だと画面に集中しにくいと感じた」といった

4.3 アンケート項目
アンケート項目は Jennet らの Immersive Experience

Questionnaire(以下，IEQ) [6] を参考にし，7 段階のリッ
カート尺度 (1:まったく同意しない-7:とても同意) によって
解答を行ってもらった．IEQ はゲームのプレイ中の没入感
を主観的計測するためのアンケート項目である．31 種類の
質問から構成される．解答の総計が Immersive のスコアと
なる．ただし，Immersive と Real World Dissociation の
スコアでは質問 6，8，9，10，18．20 はスコアを反転させ
たものを用いる．IEQ は Cognitive Involvement(認知関
与)，Emotional Involvement(感情移入)，Real World Dissociation(現実との乖離)，Control(操作性)，Challenge(や
りがい) の 5 つの項目から構成される．表 2 に上記の項目
と質問の対応表を示す. また，自由記述によるアンケート
も行なった．

5. 結果および考察
実験結果を 表 3 に示す．結果より，全パターン SHAPIO

Ninja 自体は高い没入感でプレイできていることを確認し
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没入感が阻害されたような記述が見受けられた．

6. 議論
6.1 今後の展望
本研究では，SHAPIO の変形の難しさを音声コマンド
で自動化し，ユーザビリティの改善を行った．しかし，実
際のゲームには格闘ゲームのコマンド入力のように，難し
いコマンドを入力することで強い技を出せるといった，難
しさを面白さに繋げるアプローチも存在する．音声による
自動変形を認めない複雑な形状のゲームアイテムは，自動
変形が可能なものよりも強力な威力をもつ，と行った難易
度性の導入も検討したい．
現状の SHAPIO は，1 ピースの 2 等辺三角形の一辺が

7.5 cm と筐体のサイズが非常に大きい．ゲーム内で剣と
いったアイテムを持った場合，コントローラとアイテムの
太さの違いといった把持感覚の差により，没入感が阻害さ
れてまう図 10．今後はピース内部の機構を小型化し，把
持感覚の差を減らすことでより没入感を感じさせることを
目指す．
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表 3 IEQ 結果
パターン

Immersion

Cognitive Involvement

Emotional Involvement

Real World Dissociation

Challenge

Control

最高

217.00

70.00

84.00

42.00

35.00

56.00

手動入力-銃

158.56

59.67

66.44

28.89

23.89

39.11

手動入力-弓

152.22

56.11

65.89

28.44

22.67

35.00

音声コマンド-銃

162.89

59.89

68.22

29.56

23.78

40.89

音声コマンド-弓

161.89

51.78

65.22

27.78

24.00

42.33
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できる．

7. おわりに
本研究では，SHAPIO を介してゲームへの入力をする
際にプレイヤーが手動で行ってきた変形操作を，プレイ
ヤーの音声コマンドによって自動化を行なった．比較評価
実験の結果，SHAPIO を複雑な形状に変形する際の没入
感が向上したことが確認できた．今後は筐体の小型化を行
い SHAPIO とアイテムとの把持感覚の差を減らし，ゲー
ム体験の質の検証を行う．
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