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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）と電気自動車を組み合わせた自動車 VR システムによる運動

感覚の提示（運動表現）が体験にもたらす効果を，3 つの評価実験を通して分析した．自動車 VR システムは，HMD の映

像で表現された運動と同期して車両を動作させることにより，運動感覚を提示し，ユーザに物理的な体感を与える．まず，

2 つの主観評価実験を通して，自動車 VR システムによる個々の運動表現が体験にどのような効果をもたらしているかを

検討した．結果，物理的な運動表現によって肯定的な評価が増加することがわかった．そして，自動車 VR システムを用

いた実際のインタラクティブコンテンツが体験にもたらす効果に関して，どの客観評価指標が体験全体または体験中の分

析に有効であるかについて検討した．主観評価と客観評価双方を用いた実験の結果，情動価，覚醒度のほか積極的な評価

の上昇には，呼吸数の増加が関連していることがわかった． 
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1. はじめに 

 ヘッドマウントディスプレイ（HMD）とモーショ

ンプラットフォーム（MP）で構成されたシステムは，

高い没入感を伴ったバーチャルリアリティ（VR）体

験を提供できる装置である．本研究では，Kodama ら

が提案した電気自動車を MP とした自動車 VR シス

テム[1]による運動感覚の提示（運動表現）について着

目し，3 つの実験を通して体験への効果を分析した． 

まず，自動車 VR システムによる個々の運動表現

がもたらす体験への効果について，2 つの主観評価実

験を通して検討した．1 つ目の実験では，3 種類の直

線的な運動表現（「発進」，「停止」，「着地」）を参加者

に体験させる主観評価実験を行い，「着地」を表現す

る映像に車両の前後運動を付加すると情動価が有意

に上昇するという知見を得た．2 つ目の実験では，2

種類の曲線的な運動表現（「右折」，「滑降」）を参加者

に体験させる主観評価実験を行い，急な角度がつい

た「右折」や「滑降」を表現する映像に車両の前後運

動およびシートの回転運動を付加すると肯定的な評

価が増加するという知見を得た． 

そして，自動車 VR システムを用いた実際のイン

タラクティブコンテンツが体験にもたらす効果を主

観評価，客観評価の双方を用いて分析する実験を行

った．この実験を通して，どの客観評価指標が体験全

体または体験中の分析に有効であるかについて検討

した．本稿では，この実験の内容，結果および考察に

ついて述べる． 

 

2. 実験方法 

 実験環境を図 1 に示す． 

 

 

 

図 1 実験環境 



実験では，トロッコを運転してコースを滑走する

VR コンテンツを用いて，体験中に与える HMD の

映像と音声による視聴覚刺激（V 刺激），車両の前後

運動による加速感覚刺激（A 刺激），車両の前後運動

や振動触覚提示などによる衝撃感覚刺激（I 刺激），

V，A，I 刺激をより正確に時間同期させるアルゴリ

ズム（T 機能）を 4 段階に適用した実験刺激を同じ

参加者に体験させた．実験条件を表 1 に示す．実験

刺激の体験後に，主観評価指標となる Self-

Assessment Manikin（SAM）[2]や Simulator Sickness 

Questionnaire（SSQ）[3]，7 件法アンケート（『楽し

さ』，『怖さ』，『違和感』，『移動感』，『落下感』，『揺れ

感』の評価），口頭インタビューなどのデータを取得

した．また，実験刺激の体験中に，客観評価指標とな

る心電図，呼吸，皮膚電気活動のデータを取得した． 

 

3. 実験結果と考察 

 主観評価の結果より，SAM の情動価，覚醒度，「楽

しさ」，「怖さ」，「移動感」，「落下感」，「揺れ感」の評

価点について，V 条件に対して VA 条件，VAI 条件，

VAIT 条件で値が有意に高かった．したがって，車両

による物理的な運動表現によって，積極的な評価が

大きく高まることが示された．客観評価の結果より，

呼吸の回数について，胸部，腹部ともに V 条件に対

して VA 条件，VAI 条件，VAIT 条件の呼吸回数が有

意に多くなることが示された．図 2 に 1 分あたりの

腹部の呼吸数を箱ひげ図で示す．さらに，正準相関分

析を用いて主観評価指標と客観評価指標の各値の関

連を検討した結果，情動価，覚醒度のほか積極的な評

価の上昇には，腹部および胸部の呼吸数の増加が関

連していると考えられた． 

 

表 1 実験条件（○：適用，-：不適用） 

条件 V 刺激 A 刺激 I 刺激 T 機能 

V ○ - - - 

VA ○ ○ - - 

VAI ○ ○ ○ - 

VAIT ○ ○ ○ ○ 

 

図 2 1 分あたりの腹部の呼吸数 

  

4. まとめ 

 本研究では，自動車 VR システムによる運動表現

がユーザの VR 体験に与える効果を，3 つの評価実験

を通して分析した．まず，自動車 VR システムによる

個々の運動表現が体験にどのような効果をもたらし

ているか，2 つの主観評価実験を通して検討した．結

果，物理的な運動表現によって肯定的な評価が増加

することがわかった．そして，自動車 VR システムを

用いた実際のインタラクティブコンテンツが体験に

もたらす効果に関して，どの客観評価指標がその分

析に有効であるかについて検討した．結果，情動価，

覚醒度のほか積極的な評価の上昇には，腹部および

胸部の呼吸数の増加が関連していると考えられた． 
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