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概要： 本研究はビデオゲームにおいて聴覚刺激と共に振動による触覚刺激を提示したときにプレイヤーが

ビデオゲームに対して抱く楽しさの感情に影響を及ぼす可能性があるかを論じたものである. 振動スピーカ

を内蔵したマレット型デバイスの作成とエアホッケーを模した「Hockey Game」を開発した.そしてヘッドフ

ォンからの聴覚刺激と三種類の効果音を用いてデバイスからの聴覚刺激と触覚刺激を同時に与える４条件の

間で評価実験を行なった.ゲームプレイの直後に, Csikszentmihalyi の定義したフローを分析する Flow State 
Scale を元とした質問紙へ回答させた. 実験の結果, ヘッドフォンから聴覚刺激のみを提示したものとデバイ

スから聴覚刺激と触覚刺激を提示したものとの間のフロー体験に有意な差は見られなかった.ビデオゲームに

おけるフローの促進には触覚の付与だけでなく, プレイヤーのスキルに一致した難易度やユーザビリティの

向上が重要であると結論づけた。 
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1. はじめに 

ビデオゲームのフィードバックを受け取る器官と

して触覚は五感のうち, 視覚, 聴覚に次いで重要な

ものと考えられる. 視覚刺激や聴覚刺激と共に触覚

刺激はゲーム中のフィードバックとして大きな役割

を占めていると考えられている一方で, デバイスに

組み込まれた振動モータの挙動は一定であり, どの

ような振動, つまり振動の大きさ, 周波数, 音色が

ゲームの楽しさに寄与するかという議論はほとんど

なされていない. 
2. フロー 

楽しさの尺度としてフローという概念が導入され

て い る . フ ロ ー は ア メ リ カ の 心 理 学 者

Csikszentmihalyi(1990)[1]によって提唱された理論

である.フローとは人が物事に対し完全に没入した精

神状態であり人がフロー状態にあるとき最も幸福を

感じるとされている.  
Csikszentmihalyi はフローを構成する要素として

次の 8 つの項目を提示した.(1) 達成可能な課題 (2) 
明確な目標 (3) 即時的なフィードバック (4)作業へ 

 
の集中 (5)行為と意識の融合 (6)意識が深いが無理

なく日常の不満や心配が取り除かれた状態 (7) 時間

の経過感覚の変化 (8)自分の行為を統制していると

いう感覚である.これら 8 つの要素が 1 つ以上, 基本

全て満たされるときその作業それ自体が目的になり

それを自己目的経験と呼ぶ. 
 Jackson ら(1996)[2]がフローを測定するための尺

度である Flow State Scale(FSS)を開発した.FSS は

Csikszentmihalyi が提示したフローの主な 8 要素に

「自己目的体験」を加えた 9 要素の因子として各因

子に対し4項目ずつの質問項目が割り当てられ36の
項目を持つ質問群となっている.これらの質問群は

「全く当てはまらない」を 1, 「非常に当てはまる」

を 5 とした 5 件法で回答するようになっている.本研

究では, この 9 つのフローの構成要素の中から測定

可能であると判断された「行為への集中」, 「行為の

統制」, 「時間の経過感覚の変化」, 「自己目的体験」

の 4 つの要素が持つ, 全部で 16 個の質問項目を用い

た質問紙を利用した. 
 



3. 実験方法 
3.1 実験手順 

 本実験では実験参加者に無音条件で作成したビデ

オゲームをプレイさせ操作に慣れさせた後, 4 つの条

件でプレイさせ, 用意した質問紙に回答させた.実験

終了後, 実験全体について意見や感想を自由記述の

形で記録した. 
3.2 使用するゲーム 

 ビデオゲームには Unity を用いて作成した, エア

ホッケーを模した「Hockey game」を用いた.マレッ

ト（プレイヤー）とパック（球）の接触時に 4 つの

条件ごとに異なる効果音がなるようにした。4 つの

条件はそれぞれ条件 1「通常の効果音, ヘッドフォン

からのフィードバックのみ」, 条件 2「通常の効果音, 
デバイスからの聴覚, 触覚フィードバック」, 条件 3
「200HzのLPFを書けた効果音, デバイスからの聴

覚, 触覚フィードバック」, 条件 4「50Hz の減衰す

るサイン音, デバイスからの聴覚, 触覚フィードバ

ック」の 4 つである。また「Hockey game」に用い

るマレット型デバイスを制作した. デバイスには

マウスと振動スピーカが組み込まれている. 
4. 実験結果 

各因子の合計得点をフローとしたものの平均と条

件毎との関係を図 1 に示す。 

 
合計得点に対し帰無仮説, 「4 つのゲーム条件におけ

る合計得点の平均値にすべて差はない」について反

復測定一元配置分散分析を実施したところ, 有意差

は認められなかった（𝐹(#,#%) = .974, p = .418, 𝜂01 =

.018）. 
 

5. 考察 

本実験で用いたマレット型デバイスは重量が

330g ほどあり, 長時間実験参加者が大きく操作する

ことは負担になると考え, マウスの感度を 10段階中

9 段階目に設定した.それによってデバイスの操作に

対し画面内のマレットは非常に大きく動く.この結果

自由記述では 11 人中 9 人が操作性の問題について

述べていた.またパックの動きも速く打ちにくいとい

う意見が見られた.このように操作難度から, パック

を打ちづらいという事象はマレットとパックの接触

によってフィードバックを提示する本実験において

致命的な問題となっている.このスピード感覚に違和

感を覚える実験参加者は多く, これが極端なゲーム

の難易度を生み出し, プレイヤーのスキルレベルと

のバランスが取れずにフローを生み出せなかった可

能性がある. 
 

6. 結論 

本研究の結果によりビデオゲームにおける聴覚フィ

ードバックに対する聴覚, 触覚フィードバックの付

与はビデオゲームのフロー体験に寄与することを示

すには至らなかった. 今後の課題としてユーザビリ

ティの向上, 効果音条件とは無関係にビデオゲーム

に没入できるゲームシステムの考案と開発が挙げら

れる.本実験の自由記述では触覚フィードバックの

ある条件に楽しさを感じていた参加者も確認され, 
フローとは異なる「何らかの楽しさ」を引き起こ

していた可能性もある. そうした新たな視点から

の模索も続けたい. 
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