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相手との対戦感覚を高める
ゲーム向け感情共有システムの提案と評価
宗森 純1,a)
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概要：対戦型ゲームを実施するときに，圧力センサを用いて直感的な入力を感情アイコンに変換して相手
に感情を伝えるシステムを提案する．お互いの感情アイコンが同時に表示された場合に，その内容によっ
て大きさが変化するインタラクション機能（共鳴機能）を実装することで，より相手とつながっている感
覚を強める．適用実験の結果，約 16 秒に 1 回，圧力センサが押され，感情アイコンは「喜び」
「悔しい」
「からかう」の順で多く使用された．共鳴機能は 1 ゲームあたり，2.4 回動作した．アンケート結果から，
本システムを使用すると，離れた相手でも感情が伝わること，および相手（人間）と対戦している感覚が
高められることが推測される．
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Abstract: We have developed a system, which shares feeling for fighting games that uses pressure sensors.
The system transforms intuitive input into emotional icons. The resonance function that changes the sizes
of icons by getting interactions between players was also implemented. The function may strengthen a connected sense more with partners. The results of experiments shows that the pressure sensor was pushed once
in about 16 seconds, and feelings icons of “joy” “annoyed” and “playing a joke” was used much order. As for
the resonance function, 2.4 times per the game worked. Questionnaire results suggested that feelings came
with the remote partner and the sense that faced a human being was raised when they used this system.
Keywords: groupware, pressure sensor, emotional icon, resonance function, fighting game

1. はじめに
インターネットが一般に広く普及し，オンラインゲーム

動画 [3] のように，各自が画面に文字等で感想を書き込む
ことによって，相手の感情の種類や強さを本人が理解した
気分になることをいう．

が注目され人気となっている．これらは，チャット等を用

ゲーム中の感想の入力では 1 度コントローラから手を離

いた交流ツールとしても認識されている [1]．ゲームを盛

し入力操作を行わなくてはならないため，ゲームを中断し

り上げるため，キーボード入力やタッチパネルの入力によ

てしまうことになる．オンラインゲームの中でも特にリア

り，テキストによる会話やアイコンによる感情の共有が行

ルタイムで対戦が行われるゲームでは，操作を中断すると

われている [2]．ここでいう「感情の共有」とは，ニコニコ

ゲームの勝敗にも関わる [4]．このようにリアルタイム性の

1

a)

高い対戦ゲームでは，いかに簡単に相手と感情を共有し，
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対戦している感覚が得られるかが課題となっている [5]．
感情を共有するためにテレビ電話等を用いて相手の顔を
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見る方法はあるが，インターネットのオンラインゲームを

とき，大文字が入力される研究がある [9]．この研究では，

行う目的は，現実とは異なる別世界を楽しむことであり，

キーボードに付随している圧力センサを押す強さによっ

現実社会の情報，たとえばユーザの映像等は排除されテキ

て，小文字または大文字が選択される．実験の結果，通常

ストのみに限定していることが多い [6]．また，テキストで

のキーボード入力より評価が高いと報告されている．

のコミュニケーションは入力に時間がかかるため，他のメ

圧力センサを押す力具合いによりメニュー項目を選ぶ研

ディアと比較してゆっくりしたコミュニケーションになる

究がある [10]．圧力センサに入力する力の加減で 10 種類

ことも予想される [7]．これに対し，キーボード入力で文

までメニュー項目を選ぶことができる研究である．実験の

章を作成するのではなく，キーボードのキーを感情に割り

結果，4 種類のメニュー項目を選択するのに平均 10%のエ

付け，感情を入力する方法も考えられるが，強弱を付けて

ラーが発生した．10 種類のメニューを選択する実験では

キーを打鍵しても一般的には同じ情報が入力されるだけで

平均 40%のエラーまで上昇した．圧力センサによる厳密な

あるので，感情の強弱については直感的に表しにくいこと

ターゲットの選択には限度があると思われる．

が予想される．

TV community system [11] はテレビ番組を対象とし，ス

そこで，対戦型ゲームを実施するときに，圧力センサに

ポーツ番組等で応援した感情をリアルタイムに番組に反映

よる入力を感情アイコンに変換して相手に感情を伝える

できるものである．TV community system の入力システ

システムを提案する．圧力センサを用いることで，コント

ムは，圧力センサを付けた入力マットをメガホンやペット

ローラから手を離さずに簡単に，時間をかけずに入力して，

ボトルで叩くと，マットを叩く位置によって 4 種類の感情

直感的に感情を共有し，相手（人）と対戦している感覚を

（怒り，喜び，失望，願い）が選択でき，叩く強度によって

得ることをめざす．また，相手とのインタラクション機能

4 種類の感情表現ごとに 3 段階の感情レベルを決めること

（共鳴機能 [8]）を実装して感情の共有を支援する．
本論文では，提案システムを用いることで，相手と感情

ができる．感情データはサーバで集計され，一定時間あた
りの感情が集計され，それが番組に反映される．

を共有し，離れた相手（人間）と実際に対戦している感覚

Handhelm（ハンドヘルム）[12] は携帯機器のための入力

を高めることができ，ゲームが盛り上がるかを，提案シス

インタフェースである．Handhelm を 8 方向キーとして利

テムがない場合（ゲームのみ）と比較して評価する．

用することでポインティング操作をより快適に行うことが

2 章では関連研究について述べる．3 章では本システムの

できる．一般的な携帯電話には 4 方向キーが搭載されてい

機能を中心に述べる．4 章では本システムの適用実験およ

るが，4 方向キーでは複数方向の同時押しによる斜め方向

び結果に対する考察について述べる．5 章はまとめである．

2. 関連研究

を含めても 8 方向にしか矢印カーソルを移動することがで
きない．その点 Handhelm なら 16 方向に移動できるうえ，
感圧部に加える圧力によって移動速度をコントロールでき

Short らの，コミュニケーションのためのメディアを媒

る．これにより，Handhelm は片手操作の Web ブラウジン

介とした他者の存在感に関する概念である社会的存在感

グに高い親和性を発揮すると考えられる．圧力センサを用

（Social Presence）の研究 [7] と本研究との関連を以下に示

いた関連研究の強度（段階）に関する比較を表 1 に示す．

す．本研究ではテキストによるコミュニケーションの延長

対戦型ゲームを対象として離れた相手と感情を伝えなが

線上にある感情アイコン（絵文字）を使って，感情の共有を

らプレイするゲームに，
「KONAMI ワールドサッカーウイ

試みている．テレビ電話等でのコミュニケーションと比べ

ニングイレブンアーケードチャンピオンシップ 2010」[13]

てテキストでのコミュニケーションは，社会的存在感が低

がある．これは，サッカーゲームのウイニングイレブンシ

いと推測する報告がある [7]．インターネットのオンライン

リーズのアーケード版であり，ゲームセンタに設置されて

ゲームを行う目的は，現実とは異なる別世界を楽しむこと

いる．このシステムは，離れた相手とゲームを対戦してい

であるため [6]，社会的存在感がテレビ電話ほど高すぎず，

るときにタッチパネルである画面をタッチすることで，6

まったくないほどは低すぎないことはゲームには向いてい

つの感情を表示する．その後，伝えたい感情を選びタッチ

ると思われる．しかし，一方で，そのままでは相手（人）
と対戦している感覚が得られない可能性がある．また，テ

表 1 圧力センサを用いた関連研究の強度（段階）に関する比較

キストでのコミュニケーションは入力に時間がかかり，他

Table 1 Comparison about the strength (stages) of the related

のメディアと比較してゆっくりしたコミュニケーションに

work using pressure sensors.

なることも予想されているため [7]，圧力センサと感情アイ
コンの組合せのようにワンタッチで入力する方式が適切で
あると考えられる．
インタフェースに圧力センサを使う研究はいくつか存在
する．たとえば，モバイル機器で強くキーボードを押した
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することで相手に感情を伝えることができる．このゲーム
は，タッチパネルを用いることで，相手に感情を伝えるシ
ステムを採用している．しかし，コントローラとタッチパ
ネルが離れているため，感情を伝えるためには 1 度コント
ローラから手を離し入力を行わなければならない．また，
感情は 6 種類あるが感情の強弱がなく（圧力センサを使用
していない），どれだけの強さでその感情を抱いているの
かを相手に伝えることはできない．

3. 感情共有システム
3.1 設計方針

図 1

システム構成図

Fig. 1 System constitution.

(1) 圧力センサの使用
圧力センサをコントローラに設置し，直感的に圧力セン
サを押して入力し，コントローラから手を離さずに簡単に
感情を共有する．また，自ら感情アイコンの種類を選び，
押し具合いで感情の強さを変えることができるようにし
て，より直感的な操作をめざす．
対戦型ゲームにおいて感情を伝える際に，圧力センサの
強さに何段階の選択が適切かを検討した．参考文献 [9] で

図 2

圧力センサの使用イメージ

Fig. 2 Using image of pressure sensors.

は 2 段階（大文字，小文字の選択）の強さの選択で成功し
ている．一方，参考文献 [10] では 4 種類の項目の選択の場

本システムでは，相手に伝える感情の種類，強さを選択

合，エラーが 10%，10 種類の項目を選択する場合，エラー

するために，圧力センサを用いている．この圧力センサ

が 40%にも上昇し，希望している項目を選択しているとは

をコントローラに付加する．図 2 は圧力センサの使用イ

いい難い．文献 [11] では感情レベルを 3 段階としている．

メージである．圧力センサと PC は RS232C インターリン

そこで 3 段階の選択が適当と考えた．

クケーブルを用いて接続する．通常，PC には RS232C を

最終的に直感的な感情の共有をプレイに支障をきたさな
いように簡単に行え，相手（人間）と対戦している感覚を
得ることを目標とする．

(2) 共鳴機能
双方向に感情を伝えることで，相手とつながっている感
覚を与え，ゲームをより盛り上げるため，相手とのインタ

使用するためのポートが 1 つしかないため，USB-RS232C
コンバートケーブルを用いることで拡張している．
圧力センサでは，1/4 秒に 1 度，圧力の大きさの値を取
得している．またその圧力センサの押し方によって相手に
伝える感情の種類と強さが変化する．圧力センサの位置は
ゲームにより適切な位置に変更することが可能である．

ラクション機能（共鳴機能）を備える．具体的には同時に
表示されたお互いの感情アイコンの大きさがその内容に

3.3 システムの詳細

よって変化する．

3.3.1 本システムの機能
ここでは，本システムの機能について説明する．

3.2 システム構成
本システムは，サーバ・クライアント型であり，圧力セン

図 3 に，本システムの画面例を示す．画面下部に対象と
なるゲーム画面，上部に本システムの中心となる感情アイ

サも含めたハードウェアから構成されている．本システム

コン等を表示する感情共有ウインドウが表示されている．

の構成図を図 1 に示す．本システムの開発は Visual C#で

感情共有ウィンドウ内の左側には自分の感情が，右側には

行った．約 7,000 行のプログラムである．圧力センサ回路

相手の感情が表示される．図 3 では相手の感情アイコンが

の PIC は 16F873-20/SP を使用し，プログラムは約 60 行

表示されている．

である．圧力センサは FlexiForce [14] を使用している．

(1) 感情アイコン機能（圧力センサによる入力）

クライアントは圧力センサから入力されたデータを処

携帯ゲームに付けられた 2 つの圧力センサを押すことで，

理し，表示する感情の種類，強さを管理している．サーバ

感情を相手に伝える．左のセンサを押したとき，右のセン

を介してデータを相手に送信する．さらに，携帯ゲーム機

サを押したとき，両方を同時に押したときの 3 つのパター

（SONY PSP）をスキャンコンバータに接続することで，

ンで感情を表示する．また，センサの押し具合いによって

PC にゲーム画面を表示する．ゲームの対戦は，携帯ゲー

3 段階の感情の強さを表すことができる．これにより，3

ム機による無線 LAN 通信で行う．

種類 × 3 段階の 9 つの感情アイコンを表示することが可能

c 2013 Information Processing Society of Japan
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図 4

感情アイコンの全種類

Fig. 4 All kinds of emotional icons.

図 5

共鳴機能の例

Fig. 5 An example of the resonant function.

図 3

本システムの画面例

さくなる．自分と相手が同時にアイコンを表示していると

Fig. 3 A screen of the system.

き，すべての組合せで共鳴が起こる．大きさは自分と相手

である．感情アイコン（図 3 参照）は表示開始から 5 秒間

い喜び」
，相手が「強い悲しみ」のときの共鳴の例を示す．

表示し続ける．

3.3.2 仕様上の特徴

の感情の大きさによっても変化する．図 5 に，自分が「強

(2) 圧力センサ調節機能
圧力センサによる入力は，圧力を用いるため人によって

(1) あらかじめセンサを押す力の最大値を測定することに
よりその人に応じた押し具合いで感情の強さを出せる．

取得できる値の最大値が様々である．そこで，システムを

(2) 圧力センサで出す感情の強さは 3 段階である．これま

利用する準備段階時にプレイヤごとに圧力の最大値を測定

で．2 個の圧力センサを組み合わせ，押す圧力によって 5

し，それを基準に感情の強弱の範囲を自動的に調整する．

種類の異なるアイコンを表示する実験や，1 個の圧力セン

これにより，大きな値を出せない人（押す力が弱い人）で

サで 6 段階の表示を行う実験を行ってきたが，5 種類のア

も感情の弱・中・強の 3 段階が出せるようになる．

イコンの実験では正確なアイコンが表示しにくいことや 6

(3) 感情アイコン選択機能

段階の実験でも思ったアイコンを容易に出すことができ

本システムでは，人によって圧力センサで表示したい感

ず，アンケート結果では 3 段階が限界ではないかという記

情アイコンが違うという以前指摘された問題点 [15] に対処

述が多数あった [16], [17]．そこで，今回，2 センサで 3 個

するため，6 種類の中から自分の好きな感情アイコンを 3

の異なるアイコンの表示で圧力センサの強弱の判定は 3 段

種類選択し使用することができる．選択することのできる

階とした．また，絵文字を投稿動画のコメントに使った研

感情アイコン 6 種類とその 3 段階の強度のアイコンを図 4

究 [8] では，強・中・弱の決定にマウスホイールの回転数を

に示す．選択した感情アイコンを忘れないようにするた

使用しているが，回転数が少ない「弱」が全体の 85%を占

め，感情共有ウィンドウの自分の感情を表示する場所の上

める等，表示が偏っていた．強・中・弱が均等に表示でき

に，左，両方，右に割り当てられた感情アイコンを順に表

る仕組みが望まれる．

示する（図 3 の自分の感情の上の部分を参照）
．

(4) 共鳴機能
共鳴機能とは，相手（人間）とつながっている感覚をよ

3 段階の分け方を図 6 に示す．0 から最大値を 5 等分
し，0〜1/5 は表示なし，1/5〜2/5 で弱，2/5〜4/5 で中，

4/5 以上で強の感情を表示する．0〜1/5 で表示しないこと

り高めるものである．相手の感情とのインタラクションに

で，軽く触れてしまうだけで誤表示されるのを防ぐ．また，

よって，お互いのアイコンの大きさが変化する．たとえば，

“中” の範囲を他よりも広げることで，“中” が出しにくい

自分が喜びの感情，相手が悲しみの感情を表示していると

という問題点を解消する．

きは，自分のアイコンが大きくなり，相手のアイコンは小

(3) アイコンが表示されたときには効果音が鳴る．効果音
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の観点から縦横とも 200 px と制限されている．これは縦
横方向にもとの大きさの各 5 倍になるが，実験の結果，大
きさの変化に関して問題点は指摘されていない．本システ
ムでは，感情アイコンの表示の大小の割合が最大 4 倍（160
と 40）としたため，大きさの変化に関して不自然さはない
と考えられる．
また，宗森らの研究 [15] では，ゲームで共鳴が生じる組
図 6

感情の強さの分け方

Fig. 6 Distinction of the strength of feelings.
表 2 共鳴機能による大きさの変化の対応

Table 2 The correspondence of the change of the size by the
resonance function.

合せは「喜び」と「悲しみ」
，および「怒り」と「怒り」の
みに限定していたが，実験の結果，
「共鳴機能はよく起こり
ましたか」という質問に対して，5 段階評価で 3.1 と比較
的低い値であり，
「もっと共鳴が起こったほうが良い」と指
摘された．この結果から，たとえば「喜び」と「悲しみ」
のような適切と思われる組合せだけではなく，できるだけ
共鳴を発生させることが評価を向上させる重要な要素であ
ることが示唆されたため，圧力センサを同時期に押したす
べての場合に共鳴を発生させるようにした．また，共鳴が
起こると基本的には感情アイコンを大きくして，発生をア
ピールすることが評価を高めることにつながると考え，
「悲

は感情アイコンの種類と強さで変化する．
「喜び」と「怒

しみ」のすべてや「悔しい」の一部のようによほどの違和

り」
，
「からかう」は高くなっていく音，
「悲しみ」と「悔し

感がない限りは，感情アイコンを大きくすることとした．

い」
，
「驚き」は下がっていく音である．また共鳴が起こっ

3.3.3 本システム利用の流れ

たときには，そのときの自分の感情によって 3 種類の効果

(1) サーバに接続する

音が鳴る．

クライアント側でサーバを立ち上げた PC の IP アドレ

(4) 共鳴は，両方が同時に何かしらの感情アイコンを表示

スと指定されたポート番号を入力してサーバに接続する．

しているときに必ず発生する．共鳴機能により，感情アイ

(2) 圧力センサと接続する

コンの大きさが変化する．表 2 は共鳴機能による大きさの
変化の対応表である．
左側の自分を中心にした表であるので，そのときの相手
の大きさは左（1 列目）の自分と上（1 行目）の相手を入れ

サーバ接続が完了すると，圧力センサとの接続に移る．
圧力センサを接続する COM ポートを選択し，2 個の圧力
センサを接続する．

(3) 圧力センサを押す力の最大値を測定する

替えて考えることとする．共鳴が起こったときに，
「大」は

圧力センサとの接続が完了後，圧力センサを押す力に個

アイコンが大きくなり，
「小」は小さくなることを表す．共

人差があることを考慮し，押す力の最大値を測定する．両

鳴が起こっていないときのアイコンの大きさを「100」とし

方の圧力センサを強く押して最大値を測定する．

て，共鳴が起こったときの大きさの変化は，大の場合 120，

(4) 使う感情アイコンを選択する

140，160，と変化する．また，小の場合は 80，60，40 と変

最大値の測定が終わった後，センサを押したときに表示

化する．お互いの感情の強さが「弱と弱」か「弱と中」の

できる感情アイコンを選択する画面に移る．本システムで

組合せのとき，表 2 において大の場合は 120，小の場合は

は，初期設定は「左のセンサ → 喜び」
，
「右のセンサ → 悲

80 になる．「弱と強」か「中と中」の組合せのとき，大の場

しみ」，
「両方のセンサ → 怒り」であるが，全 6 種類の中

合は 140，小の場合は 60 になる．また，
「中と強」か「強

から好きなように表示する感情アイコンを変更することが

と強」の組合せの場合，大の場合は 160，小の場合は 40 と

できる．

大きさが変化する．たとえば，自分が「強い喜び」で相手

(5) 圧力センサを押して感情を相手に伝える

が「中の悲しみ」の場合，自分が大きくなり相手は小さく

センサを押すことにより，感情アイコンを表示し相手に

なる．また，
「強と中」の組合せなので，自分の大きさが

感情を伝えることができる．また，自分の選択した感情ア

160 に，相手の大きさが 40 に変化する．

イコンを忘れてしまうということを防ぐためにつねに自分

これらの大きさの変化の根拠を以下に示す．香川らの動
画を対象とした共鳴機能の研究 [8] では，通常，画面に表示
される絵文字コメントは縦横とも 40 px であるが，1 回の

が選択した感情アイコンを表示する（図 3，図 5 参照）．

(6) 共鳴機能の作動
相手が感情アイコンを出したとき，自分も感情アイコン

共鳴が起こるたびに，25 px ずつ，縦横方向に大きくなり，

を表示すると共鳴が起こる．相手の出方によって，また自

起こりうる最大の絵文字コメントの大きさは画面の視認性

分から相手へのメッセージとして感情アイコンを出す．相
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手のアイコンが表示されている約 5 秒の間に自分も出した
ときに共鳴は発生する．

表 3 被験者のプロフィールと面識の有無

Table 3 The proﬁle of subjects and the presence of
acquaintance.

4. 実験と考察
4.1 実験
本システムがある場合と本システムがない場合（ゲーム
のみ）
，
「ぷよぷよ」[18] を同じ条件で行ってもらい，本シス
テムが有効であるかを検討する．システムなしとは，本シ
ステムを用いずにゲームのみで対戦することを指す．
「ぷ
よぷよ」を実験の対象に選んだ理由は，事前の調査で被験
者全員が行ったことがあるゲームであったためである．
「ぷよぷよ」は落ち物パズルゲームの 1 つで，基本的に
は「ぷよ」と呼ばれる物体が上から落下してきて，それら
を色の組合せで消すゲームである．プレイヤは「ぷよ」に
対して回転，横移動，高速落下のいずれかの操作を行う．
固定された「ぷよ」と同色の「ぷよ」が周囲 4 方向にいる
場合，それらは互いにくっつく．
「ぷよ」が 4 個以上くっ
つくと消滅し得点となる．1 人 1 人が単に得点を競うだけ
でなく，
「ぷよ」を消すと得点に比例した量の「おじゃまぷ

表 4 選択した感情アイコンの種類

Table 4 The kinds of emotional icons which subjects chose.

よ」と呼ばれる透明な「ぷよ」が相手のフィールドに降る，
インタラクションが起こるゲームである．
「ぷよぷよ」で
は左側の十字ボタンで「ぷよ」の左右の移動および高速落
下，右側の「○」ボタンで「ぷよ」の右回転，
「×」ボタン
で「ぷよ」の左回転を行うので，圧力センサはコントロー
ラから手を離さなくてもよい十字キーの右下と「×」ボタ
ンの左下に設置した．
被験者には 2 人 1 組で離れた部屋に設置したゲームを，
本システムを使いながら 2 勝先取で対戦してもらった．カ
ウンタバランスをとるために，1 組目：本システムあり →
本システムなし，2 組目：本システムなし → 本システムあ
り，と交互に実験を行い，片方の実験が終わるたびにアン
ケートに回答してもらった．アンケートまでを含め 1 回約

30 分の実験である．和歌山大学の 20 代の学生 14 人の計
7 組に行ってもらった．被験者は男性 12 人，女性 2 人で

あった．3 ゲーム目を行ったペアは 2 組あった．

ある．この実験で初めて会った被験者は 2 組である．表 3

表 4 に各プレイヤが選択した感情アイコンの種類を示

に被験者のプロフィールと面識の有無を示す．被験者には

す．各ペアの上の行は勝者が選択したアイコンの種類，下

2 勝先取で対戦してもらった．アンケートは，本システム

の行は敗者が選んだアイコンの種類である．なお，感情ア

は感情の共有を，圧力センサを用いて感情アイコンを表示

イコンの種類が 4 つ以上になっているものは 1 ゲーム目が

するところに特徴があるため，その使いやすさの評価，実

終わり，2 ゲーム目が始まる前に感情アイコンを変更して

装した各機能の評価，および総合的な評価の項目に分けて

いる．図 7 に感情アイコンの種類ごとに選択された割合を

行った．

円グラフで示す．
表 5 に実験で表示された感情アイコンの頻度をまとめ

4.2 実験結果
実験は 2 勝先取した時点で終了となるので，ゲーム数は

2 ゲームもしくは 3 ゲームとなる．本システム使用時に 1

る．表中の回数は実験を行った全 7 ペア，14 ゲームで表示
された回数の合計である．表 5 の結果から表示された感情
アイコンの種類の割合を図 8 の円グラフに示す．

ゲームにかかった時間は平均 2 分 9 秒であった．ゲーム

次に，対戦の勝者と敗者ごとに表示された感情アイコン

はすべて 2 ゲームで終了した．システムなしでゲームのみ

をまとめる．表 6 に勝者が表示した感情アイコンの種類

行った場合，1 ゲームにかかった時間は平均 1 分 56 秒で

と強さを示す．表中の回数は勝者 7 人が 14 ゲームで表示
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表 6 勝者が表示した感情アイコン

Table 6 The feelings icons which winners displayed.

図 7 感情アイコンの選択された種類の割合

Fig. 7 The ratio of the chosen kind of emotional icons.
表 5 表示された感情アイコンの頻度

Table 5 The frequency of displayed emotional icons.
図 9

勝者が表示した感情アイコンの種類別の割合

Fig. 9 The ratio according to kinds of emotional icons which
winners displayed.
表 7 敗者が表示した感情アイコン

Table 7 The emotional icons which losers displayed.

図 8 表示された感情アイコンの種類別の割合

Fig. 8 The ratio according to kinds of displayed emotional
icons.

した回数の合計である．表 6 の結果から勝者が表示した感
情アイコンの種類の割合を図 9 の円グラフに示す．また，
表 7 に敗者が表示した感情アイコンの種類と強さを示す．
表中の回数は敗者 7 人が 14 ゲームで表示した回数の合計

図 10 敗者が表示した感情アイコンの種類別の割合

Fig. 10 The ratio according to the kind of the emotional icons
which losers displayed.

である．表 7 の結果から敗者が表示した感情アイコンの種
類の割合を図 10 の円グラフに示す．

表 9 に本システムの使いやすさについてのアンケート結

1 ，
2，
表 8 に起きた共鳴の回数をまとめる．1 行目の

3 ，
4 ，
5 ，
6 はそれぞれ喜び，悲しみ，怒り，悔しい，

果（5 段階評価）を示す．表 10 に感情アイコンについての

驚き，からかうに対応している．表中の回数は 7 ペア，14

サについてのアンケート結果（5 段階評価）を示す．表 12

ゲームで起きた共鳴の回数の合計である．

アンケート結果（5 段階評価）を示す．表 11 に圧力セン
に共鳴機能についてのアンケート結果（5 段階評価）を示

本実験のアンケート結果を以下に示す．5 段階評価の結

す．表 13 に感情アイコン選択機能についてのアンケート

果は，表の左側が質問内容，表の右側が被験者 14 人の平

結果（5 段階表）を示す．表 14 に効果音についてのアン

均値である．5 段階評価は，1 が「全然そう思わない」であ

ケート結果を示す．表 15 にシステムあり/なしの場合の

り，5 が「非常にそう思う」である．

総合的な評価のアンケート結果（5 段階評価）を比較して
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表 8

発生した共鳴の結果

Table 8 Results of resonance that occurred.

表 9

表 14 効果音についてのアンケート結果

システムの使いやすさについてのアンケート結果

Table 9 The questionnaire result about the usability of the

Table 14 The questionnaire result about the sound eﬀects.

system.

表 15 システムあり/なしの場合の総合的な評価のアンケート結果

Table 15 The questionnaire result about general evaluation
with/without the system.
表 10 感情アイコンについてのアンケート結果

Table 10 The questionnaire result about the emotional icon.

表 11 圧力センサについてのアンケート結果

Table 11 The questionnaire result about the pressure sensor.

示す．
次に，アンケートの記述部分の質問と回答を示す．

1．使いにくかったところ，分かりにくかったところはあ
りましたか．

• センサが押しにくかった．
• 自分の選択したアイコンが上のほうに書かれていたの
表 12 共鳴機能についてのアンケート結果

Table 12 The questionnaire result about the resonance
function.

で，もっとゲーム画面に近いほうがよかった．

• 圧力センサの位置が十字キーに近かった．
2．こういう機能があれば良いと思うことを書いてくだ
さい．

• 最終的に何度共鳴が起こったか等のパラメータを使っ
て相手との相性分析をする等のエンタテイメント機能．

• アイコン選択時にどのような感情を表すのか言葉で書
表 13 感情アイコン選択機能についてのアンケート結果

Table 13 The questionnaire result about the selection function
of the emotional icons.

かれていてもよかったと思う．

• 共鳴するとゲームにも変化が起こる（たとえば連鎖の
量が多くなる等）
．

• 圧力以外での幅広い表現．
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4.3 考察

すく，画面も見やすく，使い勝手も良いため，本システム

まずシステム全体の有効性について考察し，次に個々の

を使うことにより，センサを押す作業が加わるため，ゲー

機能について考察する．最後に他の感情共有方法と比較

ム本体の操作に多少影響があり（「ゲーム本体の操作はし

する．

やすかったですか」
（表 15）の評価が 4.2 から 3.9 に下が

(1) 本システムの有効性について

る）
，当然，多少プレイ時間に影響するが，支障をきたすほ

感情アイコンは 1 ゲーム平均 7.9 回表示された．これ
は約 16 秒ごとに感情アイコンが表示されたことになる．

どではないシステムであると推測される．
センサの使いやすさと対戦している感覚との関係につい

表 15 よりシステムなしの評価結果と比較すると，
「相手の

て考察する．まず，
「センサで出す感情の強弱は 3 段階で

感情が分かりましたか」の質問に対して，評価がシステム

適切でしたか」
（表 11）の評価は 4.6 と非常に高く，3 段階

なしが 1.4 からシステムあり 4.1 と大幅に向上し，有意差

が適切であったことが分かる．そしてこの感情アイコンの

が見られた．また，
「相手（人間）と対戦している感覚はあ

3 段階については「感情アイコンの強弱の表示は自分の直

りましたか」の評価がシステムなし 3.2 からシステムあり

感にあっていますか」
（表 10）の評価は 3.8 と比較的高く，

4.6 へと向上し，有意差が出たと考えられる．またこのこ

直感とほぼあった強弱となっている．
「センサは押しやす

とが「ゲームは盛り上がりましたか」の評価がシステムな

かったですか」
（表 11）の評価は 3.3 と良いとも悪いとも

し 3.4 からシステムあり 4.3 へと向上し，
「またやってみた

いえず改良の余地があるものの，
「センサで思いどおりに

いですか」の評価もシステムなしの 3.2 からシステムあり

感情アイコンを出せましたか」
（表 11）の評価は 3.7 と比

の 4.1 と向上し，有意差が出たと考えられる．

較的高く，思いどおりの感情アイコンを表示できている．

それぞれの質問項目の相関を検討する．
「相手の感情が

また，
「相手（人間）と対戦している感覚はありましたか」

分かりましたか」と「またやってみたい」との間の相関係数

（表 15）と「センサは押しやすかったですか」
（表 11）との

は 0.45 で中程度の相関がある．また，
「相手の感情が分か

間の相関係数は 0.46 であった．さらに，
「相手（人間）と

りましたか」と「ゲームが盛り上がりましたか」との間の

対戦している感覚はありましたか」と「センサで思いどお

相関係数は 0.32 で弱い相関がある．
「相手（人間）と対戦

り感情アイコンを出せましたか」
（表 11）との相関係数は

している感覚はありましたか」と「ゲームは盛り上がりま

0.62 であった．いずれも中程度の相関があった．つまり，

したか」との間の相関係数は 0.22 で弱い相関がある．
「相

人間と対戦している感覚とセンサの押しやすさやセンサに

手の感情が分かりましたか」と「相手（人間）と対戦して

より思いどおりの表情アイコンが出せることとの間には正

いる感覚はありましたか」との間の相関係数は 0.19 で相

の相関があることが分かった．

関はあるとはいえなかった．つまり相手の感情が分かった

(2) 共鳴機能について

ため，ゲームが盛り上がり，またやってみたいということ

以前のシステム [15] では「喜び」+「悲しみ」と「怒り」+

になると推測される．また，相手（人間）と対戦している

「怒り」のときしか共鳴が起こらなかった．今回，共鳴機能

感覚があるとゲームは盛り上がる傾向にあることが推測さ

が起こる組合せを多くしたことで，以前のシステム [15] で

れる．

は 2 ゲームに約 1 回しか共鳴が起きなかったが，今回の実

本システムを用いることによって大幅にプレイ時間が増

験では 1 ゲームに約 2.4 回共鳴が発生した．
「共鳴機能はよ

加するとゲーム本来のポリシが変わってしまう．そこで

く起こりましたか」
（表 12）の質問の評価が以前のシステ

ゲームにかかるプレイ時間から使いやすさを検討した．本

ム [15] の 3.1 から 4.0 となり，評価が高くなった（t 検定：

システムを用いて行った 1 ゲームにかかった時間は平均 2

P 値=0.051）．これにより，
「共鳴機能は感情共有に役に立

分 9 秒であった．システムなしでゲームのみ行った場合，

ちましたか」
（表 12）の質問に対して 3.8 から 4.2 となり

1 ゲームにかかった時間は平均 1 分 56 秒であった．シス

（t 検定：P 値=0.143）
，
「共鳴機能はゲームを面白くしてい

テムの使用により，約 11%，プレイ時間が延びているが，

ると感じましたか」
（表 12）の質問に対して 3.8 から 4.2（t

これらを t 検定した結果，P 値=0.44 となりシステムの有

検定：P 値=0.169）と，以前のシステムより有意差はない

無で 1 ゲームにかかる時間には有意差がないことが分かっ

ものの評価が高くなったと考えられる．このことより，ま

た．
「センサは押しやすかったですか」（表 11）の質問に

ず共鳴が起こることが大切であるということが分かった．

対しては 3.3 とどちらともいえない結果となっているもの

また，
「センサを頻繁に押しましたか」
（表 11）の評価が以

の，
「システムは使い方は分かりやすかったですか」
（表 9）

前のシステム [15] の 3.1 から 3.7 に上がり（t 検定：P 値

の質問に対して 4.6，
「システムの画面は見やすかったです

=0.059），「相手はセンサを頻繁に押しましたか」（表 11）

か」
（表 9）の質問に対して 4.3 と高く，
「システムの使い

の評価が 3.5 から 4.1 に上がった（t 検定：P 値=0.124）．

勝手は良かったですか」
（表 9）の質問に対しては 3.9，
「プ

共鳴の発生する組合せを増やしたため，共鳴を起こすため

レイに支障をきたさなかったですか」
（表 9）の質問には

に相手と一緒に感情アイコンを出そうとし，それにより有

3.7 と比較的高い．つまり，システムの使い方は分かりや

意差はないもののセンサを押す回数の増加につながったと
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考えられる．

トに使った研究 [8] では，強・中・弱の決定にマウスホイー

起きた共鳴の組合せを見てみると「ポジティブな感情」＋

ルの回転数を使用しているが，回転数が少ない「弱」が全

「ネガティブな感情」の組合せが多く見られた（表 8）．た

体の 85%を占める等，表示が偏っていた．圧力センサの方

だし，
「ポジティブな感情どうし」や「ネガティブな感情

が望みの強さを表示できた可能性がある．

どうし」の組合せも少しではあるが見られた．このことか

相手のメッセージを受け取ったとき，喜びや楽しさの感

ら，ほとんど共鳴にならない組合せを共鳴機能から除外す

情のときの方が，悲しみや怒りの感情のときよりも相手

ることで，より共鳴機能が起こったときの特別感が増すの

の存在が強いという傾向が示されている [19]．本システム

ではないかと考えられる．そのため，より多くのサンプル

では「喜び」の感情アイコンが一番多く使用されているた

が必要である．

め，相手（人間）と対戦している感覚を強めていると考え

それぞれの質問項目の相関を検討する．
「共鳴機能はよ
く起こりましたか」
（表 12）と「共鳴機能は感情共有に役

られる．

(4) 感情アイコン選択機能について

に立ちましたか」
（表 12）との間の相関係数は 0.50 で中程

6 種類のアイコンから感情アイコンを選択することに関

度の相関がある．しかし，
「共鳴機能はよく起こりました

しては，
「センサで出す感情アイコンの種類は現在の 6 種

か」と「相手（人間）と対戦している感覚はありましたか」

類で適当ですか」
（表 10）の質問に関する評価が 3.1．ただ

（表 15）との間にはまったく相関がなかった．共鳴が多く

し，
（1：少ない 2：少し少ない 3：適当 4：少し多い 5：多

起こることは感情共有と正の相関があるが，相手と対戦し

い））と適切であることが分かる．自分でセンサを用いて

ている感覚には効果がないことが分かった．

表示できる感情アイコンを設定することができる感情アイ

(3) 表示した感情アイコンについて

コン選択機能については，
「圧力センサで出すアイコンの

本実験で表示した感情アイコン頻度は多い順から「喜び」

種類を選択できることは必要でしたか」
（表 13）の質問に

「悔しい」
「からかう」
「悲しみ」
「驚き」
「怒り」であった

対して 4.3 と高い評価であった．このことから，自分で出

（図 8）．分野は異なるが，絵文字を投稿動画のコメントに

せる感情アイコンを設定できることは必要であり，より感

使った研究 [8] では，9 種類の絵文字が，多い順から「期待」

情共有の促進につなげられると考えられる．感情共有の邪

「面白い」
「驚き」
「ラブリー」
「疑問」
「怒り」
「汗」
「退屈」

魔にならないウインドウの上部に自分が設定した感情アイ

「感涙」で使われた．本実験では被験者の 14 人中「怒り」

コンをつねに表示しているが「自分で決めた感情アイコン

は 7 人，
「驚き」は 6 人が選択していたが，
「怒り」や「驚

をつねに表示しておくことは必要でしたか」
（表 13）の質

き」の使用は少なかった．t 検定を行った結果，
「喜び」の

問に対する評価が 4.3，
「つねに表示した感情アイコンは見

感情アイコンの使用頻度と「怒り」
，
「驚き」
，
「悲しみ」の各

やすかったですか」
（表 13）の評価が 4.4 と高い評価が得

感情アイコンの使用頻度との間には有意水準 1%以下で有

られた．しかし，記述回答において「ゲーム画面に近いほ

意差があった（P 値は各々 0.00090,0,0015,0.0082）
．また，

うが良かった」という意見もあり，その点の改善が必要で

同様に「悔しい」の感情アイコンの使用頻度と「怒り」のア

ある．

イコンの使用頻度との間には有意水準 5%で有意差があっ

(5) 選択したが使わなかったアイコンについて

た（P 値は 0.047）
．投稿された動画の種類により投稿され

選択したが使用機会がなかった感情表現の割合は約

る絵文字も変化すると考えられるが，双方向（本実験）と

18%（8/44）あり，選択した大半の感情アイコンは使用さ

1 方向 [8] のコミュニケーションの違いが示唆される可能

れた．ほとんどの学生は「喜び」を選択するが，一方的に

性がある．

負けたりすると，それを使用する場面がなくなる．選択し

勝者の表示した順は「喜び」
「からかう」
「悔しい」であり

たが使用機会がなかった感情表現に関して，口頭で質問し

（図 9），敗者は「悔しい」
「喜び」
「からかう」の順であっ

た．その結果，たとえばペア 5 の敗者は「連鎖」が起こっ

た（図 10）．勝者と敗者に分けて各感情アイコンの使用頻

たときに「喜び」の感情アイコンを使うつもりで選択した

度の t 検定を行ったが，有意差はなかった．今回の実験で

が，1 ゲーム目に完敗したため，
「喜び」の感情アイコンを

は，勝敗にかかわらず「喜び」
「悔しい」
「からかう」がよ

使うことがなかった（2 ゲーム目は使用した）
．また，ペア

く使われていた．これらを考慮し，感情アイコン選択の初

7 の勝者は 1 ゲーム目では完勝したため「怒り」は必要な

期設定を現在の「喜び」
「悲しみ」
「怒り」から，より使わ

かった．つまり，ある感情アイコンを選択したが，完勝や

れるものに変更することも必要ではないかと考えられる．

完敗等で使用する必要がなかった場合，使われなかったと

表示された強さに関しては勝者の場合，
「強」が 26%
（12/46）に対して敗者は 17%（11/65）であった（表 6，
表 7）．勝者と敗者に分けて「強」の使用頻度の t 検定を

考えられる．なお，1 ゲーム目が終わって必要と考えられ
た感情アイコンはそれに変更が可能である．

(6) 圧力センサの 3 段階の強弱について

行ったが，有意差はなかった．
「中」と「弱」は同じ程度使

まず，
「センサで出す感情の強弱は 3 段階で適切でした

用され，極端な差はなかった．絵文字を投稿動画のコメン

か」
（表 11）の質問に関しては 4.6 と非常に高い評価で，
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本実験では 3 段階が適切であることが分かる．また，
「感

ことが推測される [7]．社会的存在感が高いことは遠隔会議

情アイコンの強弱の表示は自分の直感にあっていますか」

や遠隔授業等には有効であるが，ゲームになるとその評価

（表 10）の質問に関しては 3.8 と比較的高い評価である，

は変わってくると考えられる．松田は，オンラインゲーム

直感とほぼあっていることが分かる．
「センサは押しやす

では，インターネットに接続した多数のプレーヤーがネッ

かったですか」
（表 11）の質問に対して評価は 3.3 と良いと

トワーク上で仮想的な世界を共有し，仮想世界の中で出

も悪いともいえなかったが，
「センサで思いどおりに感情ア

会った他のプレーヤーと会話することかできるが，オンラ

イコンを出せましたか」
（表 11）の質問に対しては 3.7 と

インゲームの目的は，現実とは異なる別世界を楽しむこと

ほぼ思いどおりに感情アイコンを出せている．その結果，

である [6]，としている．つまり，社会的存在感がテレビ電

本人も相手も頻繁にセンサを押しているが（「センサを頻

話ほど高くなく，まったくないほどは低すぎない方がゲー

繁に押しましたか」
（表 11）の評価が 3.7．
「相手はセンサ

ムでは好まれると推測される．

を頻繁に押しましたか」
（表 11）の評価が 4.1），プレイに
支障をきたすほどではなかった（「プレイに支障をきたさ
なかったですか」
（表 9）の評価が 3.7）．

(7) 効果音について
「効果音は適切でしたか」
（表 14）の質問に関して 3.9，

これらの結果から，圧力センサにより感情の共有が効果
的であると考えられる．

5. おわりに
本論文では，圧力センサを用いた対戦型ゲーム向け感情

「効果音は面白さを増幅しましたか」
（表 14）の質問に対

共有システムを提案した．本システムは圧力センサを用い

して 4.0 と高い評価である．以前のシステム [15] では効果

て感情を共有し，共鳴機能を備えることで，より「簡単に」

音はすべて同じ音で各々の評価が 2.8 および 3.7 であった．
本システムでは 3.3.2 項 (3) に示したように感情アイコン
の種類と強さで音は変化する．したがって，これは感情ア
イコンによって音を変更した効果と考えられる．

(8) 他の感情共有方法との比較
圧力センサによる感情表現とキーボードによる感情表現

「直感的に」離れた相手と感情共有ができ，より「相手（人
間）と対戦している感覚を強める」ことを目指した．
離れた場所で「ぷよぷよ」を対象のゲームとして，本シ
ステムを適用した．その結果，以下のことが分かった．

(1) 1 ゲーム平均 7.9 回，感情アイコンは表示された．こ
れは約 16 秒ごとに感情アイコンが表示されたことになる．

とを比較する．本システムが使用した圧力センサの最大の

この結果，本システムを用いることで「相手の感情が分か

利点は，感情の強弱が直感的に圧力センサを押す力によっ

りましたか」の評価がシステムなしの 1.4 から 4.1 と大き

て表現できることである．アンケートの結果でも感情アイ

く向上し，有意差が見られた．また，
「相手（人間）と対

コンの強弱は自分の直感にほぼあっていて（「感情アイコ

戦している感覚はありましたか」の評価も 3.2 から 4.6 と

ンの強弱の表示は自分の直感にあっていますか」
（表 10）

非常に高くなり，有意差が見られた．さらに，人間と対戦

の評価は 3.8）
，圧力センサで思いどおりの感情アイコンが

している感覚とセンサの押しやすさやセンサにより思いど

表示できていることが示されている（「センサで思いどお

おりの感情アイコンが出せることとの間には相関があるこ

りに感情アイコンを出せましたか」
（表 11）の評価が 3.7）
．

とが分かった．
「センサは押しやすかったですか」が 3.3 で

すなわち，強く感じるときは強く押し，弱く感じるときは

あったため，今後はセンサ自体の押しやすさを改良する必

弱く押すと，感情アイコンもそれに対応すると感じている．

要がある．

一般的なキーボードの場合は，キーを強く押しても弱く押

(2) 共鳴機能は，1 ゲームに約 2.4 回動作した．「共鳴機能

しても割り当てられた 1 つの感情アイコンが表示されるだ

は感情共有に役に立ちましたか」と「共鳴機能はゲームを

けとなる．3 種類 × 3 段階の感情は本システムでは 2 個の

面白くしていると感じましたか」の評価がともに 4.2 と高

圧力センサで対応できるが，これをキーボードで表現する

い．共鳴機能に関しては以前のシステム [15] と比較すると

ためには 9 種類のキーが必要となる．

起こった頻度が評価向上につながり，頻度が多くなると評

また，本研究で使用している「ぷよぷよ」が動作する携

価が上がることが分かった．共鳴が多く起こることは感情

帯ゲーム機（SONY PSP）上では，ゲーム操作用のキー以

共有と正の相関があることが分かった．

外に 9 つのキーの設置場所の確保の問題と手を持ち替えな

(3) 勝者は「喜び」「からかう」「悔しい」の順で，敗者は

いでそのキーを押せるかという問題が生じる．本システム

「悔しい」
「喜び」
「からかう」の順で感情アイコンを使用し

は 2 個の圧力センサを携帯ゲーム機（PSP）のボタンの近

ていた．大勝したり大敗した場合は，用意はしたが使えな

くに設置でき，手を持ち替えずに 9 種類の入力に関して感

い感情アイコンがあった．
「喜び」の感情アイコンの使用頻

情の強さを直感的に入力できるところに利点がある．

度と「怒り」
，
「驚き」
，
「悲しみ」の各感情アイコンの使用

テレビ電話による感情表現と本システムでの感情表現と

頻度との間には有意水準 1%以下で有意差があった．また，

の比較を行う．テレビ電話によるコミュニケーションはテ

同様に「悔しい」の感情アイコンの使用頻度と「怒り」の

キストによるコミュニケーションより社会的存在感が高い

感情アイコンの使用頻度との間には有意水準 5%で有意差
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があった．本システムでは「喜び」の感情アイコンが一番
多く使用されているため，相手（人間）と対戦している感
覚を強めていると考えられる．勝敗にかかわらず「喜び」

[16]

「悔しい」
「からかう」がよく使われていた．これらを考慮
し，現在の感情アイコン選択の初期設定を現在の「喜び」
「悲しみ」
「怒り」からより使われるものに変更することも

[17]

必要ではないかと考えられる．

(4) 対戦にかかった時間は 1 ゲーム平均 2 分 9 秒で，システ
ムなしの場合の 1 分 56 秒と比較しても大きな変化はなく，
有意差も見られなかった．本システムを用いることでゲー

[18]
[19]

戦型ゲーム向け感情共有促進システムの開発と適用，情
報処理学会技術報告，GN82CDS3-14, pp.1–6 (2012).
Yoshida, H., Shigenobu, T., Yuizono, T., Yoshino, T.
and Munemori, J.: Development and Evaluation of an
Emotional Chat System using Sense of Touch, KES2005,
Khosla, R. et al. (Eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol.3681, pp.1057–1063 (2005).
吉田 壱，吉野 孝，伊藤淳子，宗森 純：触覚情報を
使った顔文字入力を持つチャットシステムの開発と評価，
情報処理学会技術報告，GN58-4, pp.19–24 (2006).
セガ：ぷよぷよ，入手先 http://puyo.sega.jp/.
石川 真：感情表現を伝えるテキストメッセージの特徴に
関する研究，上越教育大学紀要，Vol.31, pp.9–17 (2012).

ムが長くなってしまうというような悪い影響はなかった
今後，よりゲームを盛り上げるため，何度共鳴が起こっ
たか等のパラメータを使って相手との相性分析をする等の
エンタテイメント機能を追加する必要がある．また圧力セ
ンサをより押しやすくするハードウェアのデザインも考え
なければならない．
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