自動車による運動刺激を随伴した VR 体験の評価
Evaluation of VR Experience with Automobile-based Motion Stimulation
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概要： 本研究では、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）と自動車を組み合わせてバーチャルリアリティ（VR）を体
験できる自動車 VR システムについて、その体験における快適性の評価を行った。自動車 VR システムには、HMD の映
像に含まれる視覚的な運動情報に随伴して自動車が前後運動することで、視覚情報と対応した前庭感覚情報を表現する特
徴がある。実験では、3 種類の運動パターンについて、HMD に映し出す視覚運動刺激と、自動車の物理運動刺激を用意
し、物理運動刺激随伴の有無によって VR 体験の快適性を比較・評価した。結果から、着地を伴う落下運動表現では、自
動車の物理運動刺激を随伴することで、VR 体験の快適性が著しく向上するとわかった。さらに、発進・停止を伴う前後の
加速度運動表現では、自動車の物理運動刺激を随伴することで、VR 体験の快適性の質が変化するとわかった。
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1.

はじめに

VR システムによる視覚運動刺激に対応した物理運

近年の VR 技術と HMD の技術の進歩によって、

動刺激を用意した。実験参加者は 20～60 代の男女

多くの人々が気軽に VR を体験できるようになった。

30 名であり、15 名が物理運動刺激のある VR 映像刺

しかし、VR の体験を通じて引き起こされる VR 酔い

激を、もう一方の 15 名が物理運動刺激のない VR 映

が問題となっており、メカニズムの特定と解決策の

像刺激を体験した。実験環境を図 1 に示す。

提案が進められている。筆者は、HMD と自動車を組
み合わせて VR を体験できる、自動車 VR システム

表 1 実験条件

を用いて研究を進めてきた。自動車 VR システムは、

パターン

A 条件

B 条件

HMD の映像に含まれる視覚的な運動情報に随伴し

発進

徐々に発進

急発進

て自動車を物理的に前後運動することで、視覚情報

停止

徐々に停止

急停止

と対応した前庭感覚情報を表現できる。よって、感覚

着地

わずかな振動

大きな振動

[1]

不一致説 に基づく VR 酔いの解決、さらにマルチモ
ーダルな高臨場感体験が期待できる。そこで本研究
では、視覚的な運動情報として 3 種類の運動パター
ンに着目し、自動車 VR システムの利用による快適
性の向上を目指して実験を行った。

2.

実験方法
実験条件を表 1 に示す。実験刺激として、発進・

停止・着地の 3 種類の運動パターンについて各 2 条
件の視覚運動刺激を含んだ VR 映像刺激と、自動車

図 1 実験環境

実験参加者は全員車体のシートに着席し、HMD を

4.

考察

装着した。PC は HMD と車体の操作系統に接続され

SAM の情動価の結果から、着地パターンでは物理

ており、Unity を用いて映像と物理運動刺激を制御し

運動刺激の随伴による著しい快適性の向上が示され

た。実験では、一つの VR 映像刺激の体験直後に、感

た。また、発進・停止パターンでは、SAM の結果と

情の尺度を直感的に評価する SAM[2]を用いて主観評

Russell の感情円環モデル[3]を参照すると、物理運動

価を行った。さらに、全条件の体験後、印象や快適性

刺激の随伴によって、
「興奮」
「熱中」といった感情を

などを問うインタビューを行った。以上の手続きを、

抱きやすくなることがわかった。これは、体験を快適

2 試行実施した。また客観評価として、VR 映像刺激

に感じた理由として「楽しさ」を報告する内容が多か

呈示中の HMD の位置・回転角を 90fps で測定した。

ったこととも関連すると考えられる。よって、発進・
停止パターンでは、物理運動刺激の随伴による覚醒

3.

実験結果
SAM の情動価のスコア平均値を運動パターン別

度の上昇によって、
「楽しさ」の側面が強化される形
で、快適性の質が変化すると判断された。

に算出したデータを、図 2 に示す。物理運動刺激の

HMD の位置・回転角のデータからは、物理運動刺

有無を対応なし要因、発進・停止・着地の運動パター

激による前庭感覚表現として意図しない車体の動き

ンを対応あり要因として二元配置分散分析を行った

にも頭部の反応がみられた。例えば、車体の動き始め

ところ、物理運動刺激の主効果が有意に認められ、運

と動き終わりが独立して知覚されやすい条件では、

動パターンの主効果も有意な傾向として認められた。

違和感が多く報告されたことから、車体の動き終わ

また、交互作用も有意に認められた。さらに、単純主

りの知覚が違和感につながった可能性が考えられた。

効果検定の結果より、着地パターンにおける物理運
動刺激の主効果が有意に認められた。

5.

まとめ

また、発進・停止パターンで正規化した SAM の情

本研究では、自動車 VR システムによる物理的な

動価が正のデータに注目すると、物理運動刺激の随

運動刺激の随伴によって、着地を伴う落下運動表現

伴によって覚醒度の上昇傾向がみられた。さらにイ

では、VR 体験の快適性が著しく向上すること、発進・

ンタビューでは、物理運動刺激を随伴した VR 体験

停止を伴う前後の加速度運動表現では、
「楽しさ」の

を快適に感じた理由として、
「楽しさ」を報告する内

側面が強化される形で VR 体験の快適性の質が変化

容が多かったことがわかった。

することが知見として得られた。今後の課題として、

HMD の位置・回転角のデータからは、車体の動き
始めや動き終わり等の節目に頭部の反応がみられた。

前庭感覚表現として意図しない車体の動きを知覚さ
せにくくすることによる違和感の軽減が挙げられた。

6.
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