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概要：臨場感や迫力感のある映像空間を構築する場合において，体全体を揺らしたり，振動させる刺激を

同時に与えることは，生理学的にも心理学的にも大きな影響を与える．映像と同期して体を揺らせば，そ

の大きさが実際よりも小さくても効果的に感性を向上できる可能性がある．本稿では，前後および左右に

揺れる「振動椅子」を用い，映像の揺れに対してどの程度の割合で振動椅子を揺らすと「迫力感」などの

感性を向上させることができるのかを示す．そして，その基礎研究として試行した加速度感覚と振動椅子

の制御に関する実験について報告する．
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はじめに

テレビや映画に代表されるような従来の映像提示におい

ては，臨場感や迫力感を向上させるために，スクリーンの

大型化や映像の高精細化，高臨場感音響などが検討され

てきた．そして，近年のコンピュータ技術の発展により，

（ ）や （ ）技術を利

用したインタラクティブな空間が比較的容易に構築できる

ようになってきた． や 技術により提供される映像
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空間では，立体映像や立体音響，触覚，香り，風，振動な

どの様々な提示方法や刺激を用い，より臨場感を向上させ

る試みがなされている ．そして，特に体全体を揺ら

したり，振動させたりする刺激は，生理学的および心理学

的な観点からヒトに大きな影響を与えることが知られてい

る ．

一方，デジタルカメラやスマートフォンなどの普及によ

り，外出先で移動中やアトラクションの乗り物を体験して

いるときなど日常のあらゆる場面で簡単に動画を撮影する

ことができるようになった．このような実写映像を視聴す

る際に撮影時と同様の振動を体感できれば，より臨場感の

高い観賞ができる．また，何らかの障害があって外出でき

ない人も，実体験に近い感覚を味わうことが可能となる．

実際，映像に同期して座席を振動させる「 」と呼ばれ

る映画上映システム や自宅のソファで映像に合わせた



図 映像・振動提示システムの構成

振動を体感できる家庭用システム「 」 がある．

しかし，これらの装置は大掛かりであったり映像コンテン

ツが限られたりして，個人が撮影する録画映像での利用は

難しい．

映像と同期して体を揺らす場合，映像の揺れと同じ大き

さで揺らせば実際の感覚を忠実に与えることができる．こ

れに対し，回転運動において視覚刺激と前庭刺激を同時に

提示する場合，その知覚には視覚情報が前庭情報よりも優

位に働くとの報告がなされている ．これより，揺れの

大きさが実際とは異なっていても，感性を効果的に向上さ

せることができると考える．筆者らも，映像の振動数や振

動角に対する感性設計方法として，映像の揺れ幅に対する

振動角を推定するための実験式を導出している ．しか

しながら，体の揺れの大きさに対する迫力感の変化の程度

については明確にされていない．

本稿では，前後および左右に揺れる椅子（以下，振動椅

子と称す）を用い，映像の揺れに対してどの程度の割合で

振動椅子を揺らすと「迫力感」などの感性を向上させるこ

とができるのかを明確にする．そして，映像と同期して迫

力感を向上するために，加速度感覚と振動椅子の制御に関

する基礎的な実験を行ったので併せて報告する．

映像・振動提示システム

図 は，本研究で使用する映像・振動提示システムの全

体構成図である．本システムは，振動椅子，液晶プロジェ

クタ，スクリーン，ならびに映像と振動を提示するための

制御用パーソナルコンピュータで構成されている．

実際の振動椅子の写真を図 に，振動椅子のインタフェー

ス部の構成を図 に示す． 本振動椅子は， 軸のモーショ

ンベースに体感音響機能を有するボディソニックチェアを

取り付けたものである．各軸のサーボモータを駆動するこ

とによって左右方向の揺れ（以下，ローリングと称す），お

よび前後方向の揺れ（以下，ピッチングと称す）を独立あ

図 振動椅子の外観

図 振動椅子のインタフェース部

表 振動椅子の仕様

動作軸 軸（ロール，ピッチ）

制御信号

動作範囲

位置指令

最大角速度

最大角加速度

許容搭載重量

るいは同時に提示することが可能である．また，これらの

制御は，コンピュータから 変換

ボードを介してアナログ電圧を与えることで実現できる．

ここで，本振動椅子の主な仕様を表 に示す．本振動椅

子は，制御信号に対する位置指令が で指定でき，

のアナログ電圧に対して最大で のピッ

チングおよびローリングを提示することができる．

なお，より厳密な揺れを再現するためには前後・左右だ

けでなく上下方向への動作も必要であるが，振動椅子の大

型化や複雑化，コスト対効果などを踏まえて 軸のモー

ションベースを用いている．その代わりに，わずかでも上



ローリング　　　　　　　　　　 ピッチング

図 提示映像の概要

表 振動パラメータ

揺れ方向 左右（ローリング）

前後（ピッチング）

映像の最大振幅 ， ， ， （ローリング）

， ， ， （ピッチング）

振動椅子の最大振幅 ， ， ， ，

振動数 ， ， ，

下方向の揺れを提示できるようにするためにボディソニッ

クチェアを座席に用いた．これにより，映像中の音に同期

した振動が提示できると考える．

振動による感性の抽出実験

実験方法

ローリングおよびピッチングの揺れがそれぞれどのよう

な影響を与えるのかを明らかにするために，振動椅子には

いずれか一方のみの振動を与えて実験を行った．本実験で

は，振動椅子に正弦波状の振動を与え，振動数，映像の最

大振幅（単位： ）および振動椅子の最大振幅（単位：

）を様々に変化させた．ここで，本実験で用いる映像

の概要を図 に示す．

提示映像は，大地と空が無限に続く空間を被験者が飛行

しているようなイメージを与える を作成した．ローリ

ングの際は，映像の中心を固定し，地平線が周期的に左右

に揺れる映像（図 ）を用い，ピッチングの際は地平線

が周期的に上下に揺れる映像（同図 ）を用いた．振動

椅子は，この映像に同期して反対方向に揺れるように制御

する．また，鑑賞距離は とし，映像の表示サイズは

ローリングの際に縦 横 ，ピッチングの

際には縦 横 とした．なお，被験者は，

～ 歳の男性 名であり，視力は矯正したものも含め

て全員 以上である．

表 は，本実験で使用した振動パラメータを示している．

ここで，ローリングでの映像の振幅とは，図 に示すよ

うにスクリーンの水平線と映像の地平線とのなす角 で

あり，ピッチングでの映像の振幅とは，被験者の眼から壁

までの垂直線と被験者の眼と地平線を結ぶ直線とのなす角

ローリング　　　　　　　　　　 ピッチング

図 映像の最大振幅

表 アンケートに使用した感性語対

落ち着く － 興奮する

安全な － 危険な

心地よい － 気持ち悪い

印象的な － 印象が薄い

穏やか － 激しい

楽しい － つまらない

弱々しい － 力強い

重い － 軽い

幻想的な － 非幻想的な

臨場感がある － 臨場感がない

一体感がある － 一体感がない

迫力がある － 迫力がない

である．

実験の総パターン数は，振動方向 パターン 映像の

最大振幅 パターン 振動椅子の最大振幅 パターン

振動数 パターンの計 パターンである．これらの映

像および振動の組み合わせパターンは，提示時間を 秒

として被験者ごとにランダムに提示し，提示後， で示

す感性語のアンケートに答えてもらった．また， 日の実

験で提示するパターン数は までとし，被験者 人に対

する実験を 日間に分けて実施した．

アンケート調査は，表 に示す 種類の感性語対を用

いて行った．これらの感性語対は，振動の影響を大きく受

けるものと考えられ，かつ文献 により述べられている

つの主要な感性因子（評価因子，活動因子，力量因子）

を基に選定した．また，感性語のアンケートは 段階の

（ ）法を用い，それぞれの段階に

から までの値（以下，感性値と称す）を付けて解析を

行った．

実験結果

測定した 種類の感性語についてのローデータに対し

て両極尺度の因子分析を行い，感性因子の抽出を行った．

因子抽出法としては，主因子法を用いてバリマックス基準

による直行回転を行った．そして， 以上の固有値の数

を因子数とした．この因子分析の結果として，得られた因

子負荷量および各因子の寄与率を表 に示す．なお，表



表 因子分析の結果

感性語対 第 因子 第 因子

落ち着く－興奮する

安全な－危険な

心地よい－気持ち悪い

印象的な－印象が薄い

穏やか－激しい

楽しい－つまらない

弱々しい－力強い

重い－軽い

幻想的な－非幻想的な

臨場感がある－臨場感がない

一体感がある－一体感がない

迫力がある－迫力がない

寄与率

中において，因子負荷量の絶対値が よりも大きなもの

を太字で示している．

この測定結果より，主に つの因子が抽出された．第

因子は，激しさや興奮度などに関わる因子であり，「迫力感

因子」と称し，第 因子は，臨場感や楽しさなどに関わる

因子であり，「興味感因子」と称することにした．これら

種類の因子の累積寄与率を算出した結果， となっ

た．この結果から，今回使用する振動椅子映像提示システ

ムでは，これら つの感性因子が主要成分として有用であ

ることがわかった．

そこで，この つの感性因子のうち，迫力感因子が振

動椅子の振動パラメータとどのような関係があるかを明確

にする．なお，以降の説明では，迫力感因子の代表として

「激しい－穏やか」の感性値を用いることにする．

図 に，ローリング振動に対し，映像の最大振幅が

および の条件における振動椅子の最大振幅と

映像の最大振幅との比（以降，最大振幅比と称す）と迫力

感（「激しい－穏やか」）の感性値との関係を示す．なお，

最大振幅比が小さいほど映像の揺れに対する振動椅子の揺

れが小さく， に近づくほど両者の揺れが等価であること

を意味する．

図 より，まず，最大振幅比が増加するほど，すなわち，

映像の最大振幅と振動椅子の最大振幅とが同じ角度に近づ

くほど迫力感（「激しい－穏やか」）の感性値が増加するこ

とがわかる．つまり，迫力感の感性値と最大振幅比との間

には，線形の関連性が見られる．また，その傾きは振動数

の対数と映像の最大振幅によって，切片は振動数と映像の

最大振幅の一次式で与えられるような傾向が観測された．

つぎに，振動数が高くなるほど迫力感を増加することがわ

かる．例えば，振動数が および の場合，椅

子の傾斜の評価に関係なく迫力間の度合は穏やかでほぼ一

定である．これに対し，振動数が および の

場合，椅子の傾斜の方が大きいと感じるに従い，迫力を感

映像の最大振幅

映像の最大振幅

図 ローリング時の迫力感と最大振幅比との関係

じる度合が大きくなる．言い換えると，振動数を高くする

ことで，映像の揺れに対して椅子の傾斜角を抑えても迫力

感を向上することができることがわかる．同様の傾向は，

映像の最大振幅が および の条件においても

観測された．

なお，最大振幅比が ，すなわち，振動椅子が全く動か

ない状態での感性値は，直線的傾向から著しくはずれる特

性を示している．この理由は，この場合には椅子の振動が

なく，映像の揺れのみから受ける感性値を示しているため，

刺激提示の状態が異なると考えられる．そこで，本論文で

は，この特異値を示した最大振幅比 の場合を除いて検討

する．



図 動画撮影から映像観賞までの流れ

一方，ピッチング振動に対し，映像の最大振幅が

および の条件における最大振幅比と迫力感（「激し

い－穏やか」）の感性値との関係についても検討した．こ

れより，ピッチング振動に対してもローリングの場合とほ

ぼ同じ傾向を示す特性が得られた．なお，映像の最大振幅

が および の条件においても，同様の傾向が

見られた．

加速度感の推定

図 は，動画の撮影から映像観賞までの流れである．動

画撮影時に撮影者の座席等に固定した加速度センサーで振

動情報を取得する．得られた加速度データは「加速度－制

御情報変換」で振動椅子の制御情報に変換され，出力の制

御信号で振動椅子の傾きが変化する．

図 の「加速度－制御情報変換」の設計指標を得るため

の基礎実験として，動画映像を観ながら振動椅子を手動で

制御し，その動画の撮影と同時に取得した加速度データと

振動椅子の制御量とを比較検討する．

動画と加速度データの取得

本稿で取り扱う動画は，自動車の車窓風景とし，車内か

らフロントガラスの前方を撮影した．撮影シーンは自動車

の①緩やかな発進・②急発進・③緩やかな停止・④急停止・

⑤緩やかな右折・⑥急な右折・⑦緩やかな左折・⑧急な左

折・⑨緩やかな旋回・⑩急旋回の計 種で行った．また，

軸加速度センサーを助手席に固定し，各シーンの撮影と

同時に 軸の加速度（ 軸方向（左右）： ， 軸方向

（前後）： ， 軸方向（上下）： ）を計測した．なお，加

速度の計測では雑音（高周波成分）を多く含むため，ロー

パスフィルタで雑音を除去した ．以後，これを「加速

度データ」と呼ぶ．例として，「急発進」の加速度データを

図 に示す．

手動による振動椅子の制御

図 の振動椅子に座した被験者が上記 で撮影した各

シーンの動画映像を観ながら振動椅子を手動で制御し，そ

の制御量（振動椅子の傾斜角）を 秒の周期（動画の

図 「急発進」の加速度データ（ 軸と 軸）

図 「急発進」の感覚的制御量と実験式による推定値

フレーム周期）で記録した．手動による制御には前後左右

自在に動くジョイスティックを用い，被験者は振動椅子の

傾け方で映像シーンに合った加速度感覚が得られるようス

ティックを操作した．被験者は 名とし，記録した 名分

の制御量は映像シーン毎に平均化した．以後，これを「感

覚的制御量」と呼ぶ．例として，「急発進」の感覚的制御量

を図 に示す．

加速度データによる感覚的制御量の推定

重回帰分析を用いて，上記の加速度データから振動椅子

の感覚的制御量の推定を試みた．なお，実験対象が自動車

であることから，重回帰式（実験式）の説明変数には加速

度データの 軸と 軸の 軸のみを用い，加速度の時

間的変化の影響も考慮して加速度の差分値を加えた．そし

て，振動椅子の前後方向（ピッチ）または左右方向（ロー

ル）の感覚的制御量 の実験式を次式のように仮定して求

めた．

ここで， はサンプル番号， と は加速度データのそ

れぞれ 軸と 軸の加速度値， と は同差分値

である．また， ～ はそれぞれの偏回帰係数である．

なお，目的変数 は今回，加速度感覚の評価を で述

べた 種のシーンで個別に実施したため，発進・停止の

シーン①～④では前後方向の感覚的制御量，右左折・旋回

のシーン⑤～⑩では左右方向の感覚的制御量とした．

分析結果として，シーン毎の偏回帰係数を表 に示す．

また，図 には「急発進」の場合に加速度データから実験

式で推定した振動椅子の制御量を示している．



表 シーン毎の分析結果（式 の偏回帰係数）

シーン

①緩発進

②急発進

③緩停止

④急停止

⑤緩左折

⑥急左折

⑦緩右折

⑧急右折

⑨緩旋回

⑩急旋回

実験結果から加速度と振動椅子の制御量について考察す

る．まず，各シーンの加速度ついて，シーン①～④は前後

の加速度（慣性力），シーン⑤～⑩は左右の加速度（遠心

力）との関わりが大きい．このことは，図 で 軸の加

速度が顕著なことからもわかる．そのため，表 ではシー

ン①～④は 軸の係数，シーン⑤～⑩は 軸の係数にそ

れぞれ特徴がみられる（表中太字で表示）．つぎに，同じ動

作シーンの「緩」と「急」とを比較すると， と では

大きさは同程度あるいは「急」の方がやや小さい．これは，

加速度が大きくなるほど振動椅子の制御量の増加率が小さ

くなることを意味する．一方， と ではシーン①～④

とシーン⑤～⑩とで異なっている．すなわち，加速度の時

間的変化と制御量との関係が，前後方向では「緩」，左右方

向では「急」の方が，より大きくなることを意味する．

おわりに

本論文では，映像に同期して揺れる振動椅子を用いて，

振動パラメータと感性値との関連性について検討した．映

像に振動椅子を付加することで， つの感性因子である迫力

感と興味感因子が向上することがわかった．迫力感因子に

属した感性語は，「激しい－穏やか」，「力強い－弱々しい」

など，主に振動の物理的要因を反映するものであると考え

られる．興味感因子に属した感性語は，「臨場感がある－臨

場感がない」，「楽しい－つまらない」など，嗜好的特徴を

反映するものである．正弦波状のローリングおよびピッチ

ングを提示する実験の結果，迫力感を向上するためには，

振動椅子の振動数を高くするとよいことが確認された．ま

た，興味感を向上するためには，振動数に関わらず映像の

傾斜に対して傾斜の一致を感じるように椅子を揺らすとよ

いことも示した．これらを満足することで，実際の椅子の

揺れは映像に比べわずかであっても，迫力感や興味感など

の感性を向上できると考える．この結果は，文献 に示

されているヨーイング回転運動に対する知見が，ローリン

グおよびピッチングによる感性向上効果にも該当すること

を示唆している．さらに，実際のジェットコースターの映

像に合わせて椅子を揺らすデモンストレーションを通じ，

単に楽しむだけでなく，身体的・健康上の理由などから実

際に乗ることのできない人が擬似的に体験できることの有

用性を明らかにした．このようなシステムは，アミューズ

メントに限らず，福祉などの分野でも有用と考える．また，

加速度と振動椅子による加速度感覚との関係について基礎

実験を行った．その結果，振動椅子の傾きで加速度感覚が

得られること，ならびに傾き方に対する加速度感覚は前後

方向と左右方向とで異なることが確認された．

今後の課題としては，さらなる効果を向上するために，

風や香りを同時に提示できるようシステムを改善する予定

である．さらに，実験式による制御の感性評価，前後左右

の加速度を統合した制御方法の検討， 軸の加速度を反映

した実験式の検討などが挙げられる．
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