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1. は じ め に

情報環境への自己投射と操作に伴う
身体動揺（第 2 報）

人工現実感システムなどで使用される情報環境において，操作者の分身となる存在
であるアバターを動かす手法としては，操作者の手元にあるコントローラ型のインタ
フェースや，モーションキャプチャ装置などによる操作者の動作の計測が一般的であ
る．このようなアバターの操作方法に関連して，我々はこれまでにコントローラを使
用したシステムに着目し，情報環境のアバター操作に伴う身体同様に着目する研究の
提案を行なっている[1]．図１にゲームプレイ中のユーザの様子を示す．
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  本研究では情報環境における操作対象であるアバターなどの操作に伴う身体
の動揺に着目する．コントローラ型のインタフェースによってアバターを操作す
る際，操作者が操作対象を動かしたい方向へ自らの身体を傾けるという現象が観
察できる．この現象は自己投射性の高い情報環境で，アプリケーションに没頭し
ているために起こると考えられる．また，アバター操作に伴う動揺はベクション
により引き起こされる身体動揺とは異なるものであると考えられる．本研究で
は，この現象に注目して身体動揺の記録を行い定量的な現象の観察と議論を行う
ことを目標とする．
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図１	
  ゲームをプレイしている様子
Fig. 1 Playing TV game

In this study, we focus on effects of operation-induced synchronous postural
sway with avatars in virtual environments. Operation-induced postural sway
is observed especially with primary input interfaces such as controller pads.
User sometimes not only input commands for a controller pad, but also show
postural sway. These effects can be observed in high-immersion virtual
environments when users are deeply attached to a game play. Also, postural
sway caused by operating controller can be deferent from postural sway by
vection. We conducted experiment aiming to analyze and discuss
operation-induced synchronous postural sway with the help of a motion
capturing system.

	
  情報環境内のアバターの操作方法としてコントローラを使用したシステムに着目す
ると，操作者がコントローラへの入力を行うにとどまらず，情報環境のアバターを動
かしたい方向，または傾けたい方向へ実環境の自らの身体を動かすという現象が観察
できる．図 2 にイメージを示す．この現象は特に操作者の情報環境の経験が少ない場
合や，自己投射性の高い情報環境で，操作者がアプリケーションに没頭している状況
において発現するものだと考えられる．本研究においては，操作者が能動的に行う入
力に伴って観察される身体動揺に関して，操作時の姿勢に注目して，現象の定量的な
記録と分析を行うことを目標とする．
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3. 自 己 投 射 と 姿 勢 の 違 い に よ る 身 体 動 揺 へ の 影 響
	
  関連研究でも述べたように，視覚研究においてはオプティカルフローがベクション
を引き起こすことが知られている．視覚刺激によるベクションには刺激呈示から動揺
確認までに大きな潜時がある．これに対して，本研究が対象とするアバターへの操作
入力に伴う動揺は，ベクションによる身体動揺と比較するとアバターの動作と近いタ
イミングで確認されると考えられる．
	
  オプティカルフローによって引きおこされるベクションは，与える視覚刺激によっ
て変化することが知られている．また，刺激の観察姿勢の違いがベクションの知覚強
度に影響を与えることが知られている．一方で，アバターへの操作入力に伴う動揺も，
姿勢による影響が存在することが予想される．これらのことから，情報環境でのアバ
ターの動きと被験者の動揺の振幅や位相の関係に注目し，異なる姿勢に対して与える
視覚刺激の制御を行うことで，ベクションによる身体動揺と，アバター操作に伴う身
体動揺の関係が検証できると考えられる．

図 2	
  自己投射と操作に伴う動揺
Fig. 2 Operation-induced synchronous postural sway with an avatar

2. 関 連 研 究
	
  関連研究としては，NEC の伊藤らが，マルチメディア利用時における人間の生体反
応の計測を行い，客観評価からの集中度の指標が得られるのでないかという知見を示
している[2]．この研究の中では，ゲーププレイ中の視線，呼吸，脈拍，皮膚電気反射
と共に頭部の位置計測を行なっているが，この頭部の位置計測データは視線計測の結
果を補正するためのみに使用されており，集中度との関係については考慮されていな
い．一方で，視覚研究においてはオプティカルフローによって，導性自己運動感覚（ベ
クション）が引き起こされ，実際に身体が動揺することが知られている．注意とベク
ションの関係としては，北崎らは，被験者が注意を向けている視覚運動よりも注意を
向けていない視覚運動が大きな寄与をしていることを示唆している[3]．
	
  また，アバター操作時と観察時の身体動揺の違いに関連した研究として，妹尾らは
VR 空間における運転手と乗客におけるベクション違いの計測を行い，ベクションの
潜時時間や持続時間が運転手と乗客で異なることを報告している[4]．この研究では，
ベクションの潜時時間は運転手の方が長く，ベクションの持続時間は運転手の方が短
いという結果を被験者の内観報告により評価しており，運転手および乗客の身体動揺
の客観的な計測は行なっていない．
	
  これら関連研究と本研究提案で着目している点の違いは，前者は被験者にとって受
動的な視覚刺激による動揺，そして内観報告による評価であり，後者は被験者により
能動的に引き起こす動揺であり，客観評価であると言える．

図 3	
  頭部の位置情報計測とゲームをプレイする様子
Fig. 3 Tracking of head position and environment of playing game

4. 実 験 環 境
	
  本研究では実験のための情報環境として，幾つかのゲームソフトウェアを用意し，
次の様な実験環境を整えた．操作者への視覚情報の呈示はプロジェクタを用いた．ま
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た，動揺の記録を行うために，Natural Point 社の光学式モーションキャプチャシス
テム OptiTrack を使用した．セットアップとしては，V100 Camera を 8 台，実験室
の天井に装着し，被験者に再帰性反射マーカーを装着した帽子を被らせることにより，
頭部の位置情報を計測した．なお，座標系としては，右手座標系を使用している．図
3 に頭部の位置情報の計測システムと実験中の被験者の様子を示す．映像の投影には，
XGA の解像度を持つ短焦点のプロジェクタを用いた．スクリーンサイズは 1.3 x 1.0
(m)，被験者とスクリーンの距離は 1.2(m)であった．また，実験に利用したゲームソ
フトウェアは，オープンソースのレーシングゲームの VDrift[5]である．実験に使用す
るため，VDrift のソースコードを変更し，時刻，操作情報，アバターとなる車輛情報，
OptiTrack による頭部計測情報をフレーム毎に記録した．
	
  	
  	
 

置し，アバターの操作を行う被験者の動作と頭部位置を記録した． 被験者には，つま
先と踵をつけて立位する様に指示し，下記の 3 条件で実験を行った．また，参考デー
タとして，実験の前(pre)と後(post)に直立状態での頭部位置の記録を行った．
1) play 条件：被験者にコントローラを持たせアバターとなる車輛の操作を指示
2) replay1 条件：被験者にコントローラを持たせ自分のプレイ条件の映像を再生
3) replay2 条件：被験者にコントローラを持たせ他者のプレイ条件の映像を再生
実験前には，十分な練習時間を与え，順応による影響を低減するようにしている．
この実験結果を表 1 に示す．
表 1. 各実験条件における頭部位置の標準偏差
Table 1. Standard Deviation of Head Position

5. 予 備 観 察
	
  上述した実験環境において，被験者にゲームをプレイしてもらい動揺の様子を確認
した．また，いくつかの条件について，被験者に情報環境でのアバターの操作を行わ
せてビデオカメラによる映像記録と観察を行った．観察は立位，座位の異なる姿勢に
関して行い，姿勢の違いによる被験者の動作と動揺について観察した．また，VDrift
以外のレーシングゲームとして Nintendo マリオカート Wii を用いて，立位および座
位でのプレイの様子，さらに複数人プレイ時の動揺の様子を観察した．このレーシン
グゲームは VDrift と比較してソフトウェアの作り込みがなされているため，車の操作
が容易であるという特徴を持つ．特定の 1 名の被験者に着目してビデオ映像の確認を
行った結果，下記の現象が観察された．
（VDrift を用いた観察結果）

立位の状態におけるゲームプレイの方が座位の場合と比べて動揺の振幅
が大きい．

急なカーブなどで特に顕著な頭部移動が観察できた．
（マリオカート Wii を用いた観察結果）

立位・座位のどの状態においても，VDrift の場合と比較して動揺の振幅
は小さい．

2 人プレイの場合においても，VDrift と比較して動揺の振幅は小さかった．

図 5 に実験中の頭部位置の例として，被験者 B の play 条件と replay1 条件のグラフ
を示す．

6. 実 験
	
  レーシングゲーム VDrift を使用して，情報環境への自己投射性と操作に伴う身体動
揺に関して，操作の与える影響について基礎的な知見を得るために，身体動揺の記録
と確認を試みた．実験環境には，情報環境に操作対象となるアバターとして車輛を設
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に影響を与えることが考えられる．

9. お わ り に
本研究では，情報環境におけるアバターへの入力操作に伴う身体動揺について，姿勢
の影響に注目した提案を行なった．将来的には，身体動揺が情報環境への自己投射性
を評価する手法となるかも検討していきたい．また，本研究を操作者の身体動作を誘
導する手法と捉え，環境のコンテンツを動的に変化させることにより被験者の動揺や
重心位置などを誘導するインタフェース技術としての可能性も検討していきたい．
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図 5 頭部位置の例
Fig. 5 Example of head postion
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7. 考 察
	
  予備観察から，座位においても情報環境への自己投射と操作とベクションに起因す
ると考えられる身体動揺を観測することが出来た．この観察は，少ない被験者を対象
として行ったため，今後の追試が必要とされる．一方で，座位と立位の比較を行うこ
とにより，本研究のターゲットとする操作に伴う身体動揺についての理解を深められ
る可能性が考えられる．また，実験においては，頭部位置の計測結果からアバターの
操作を行っている play 条件で標準偏差が最も大きくなった．これは，操作を行ってい
る場合に，頭部位置のばらつきが大きかったことを示しており，操作に伴う動揺が観
察されとも考えられる．

8. 今 後 の 課 題
	
  情報環境への自己投射と操作に伴う身体動揺について研究を進める上で想定される
問題点として，十分にコントローラでのアバターの操作に習熟した操作者においては，
身体動揺が観察されなく可能性が考えられる．また，予備実験により，一般的なゲー
ムプレイ時の姿勢と考えられる座位の状態では，立位の状態と比較して身体動揺が観
察されにくいとう結果が得られた．前者に関しては，操作者が意図したアバターの操
作イメージと一次運動野のマッピングが学習により最適化されるために起こる現象だ
と考えられる．一方後者に関しては，座位の場合は身体の重心が椅子近辺に位置する
ことが動揺の発生に影響を与えると考えられる．今後は．具体的には，情報環境内に
任意のタイミングでオブジェクトを発生させることで，操作の動揺の振幅や位相など
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