頸部への振動刺激が姿勢にもたらす影響
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Abstract - コンピュータゲームやコンテンツ鑑賞においてユーザに自己姿勢を呈示することは重要であり、
従来は映像や音によって生じる自己運動錯覚や実際のモーションライドなどが用いられてきた。これに対
して我々は、頸部に振動刺激を与えることで立位姿勢が少なくとも主観的に変化する現象に注目し、新た
な自己姿勢呈示手法として利用できるのではないかと考えた。本現象は簡便な機構による生起が可能であ
り、頸部への振動刺激のみで生起するため視覚を阻害しない。本研究は、本現象を用いた姿勢制御の方法
の確立を目的とし、特に本稿では頸部に固定した複数の振動子を用い、振動の種類と姿勢変化の関係を観
察する。
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1. はじめに
コンピュータゲームや視聴覚コンテンツ鑑賞
において、より高い臨場感・没入感を提供するた
めにユーザに自己姿勢を呈示する様々な方法が
提案されている。
具体的な自己姿勢呈示手法とし
て 3 例を挙げる。第 1 にモーションライドなど
により実際の加速度を生じさせる手法[1][2]、第
2 に映像や音声により生じる自己運動錯覚を用
いる手法[3][4]、第 3 に前庭器官へ電気刺激を加
える手法[5]である。
実際の加速度を生じさせる手法は、
高品質な自
己姿勢呈示が可能となる反面、
高コストの提示装
置が必要という欠点を持つ。映像や音声による自
己運動錯覚を用いる手法は視聴覚コンテンツ自
体の映像と音声を阻害する可能性を有する。前庭
電気刺激は平衡感覚を司る前庭器官を直接刺激
するため容易に自己姿勢を呈示できる点におい
て優れるが、人体に電気刺激を行うことに対して
抵抗を感じるユーザがいるという問題がある。
これに対して我々は、
頸部に振動刺激を呈示す
ることで主観的に立位姿勢が変化する現象を発
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見、
これを新たな自己姿勢呈示手法として利用す
ることを考えた。
本現象の利点として簡便な機構
による生起が可能である点、頸部への振動刺激の
みにより生起するため視覚を阻害しない点があ
げられる。
本研究は本現象を用いた姿勢制御の方
法の確立を目的とし、
特に本稿では頸部呈示する
振動刺激の種類と姿勢変化の関係を観察した。
2. 実験
本実験では頸部に巻きつけた複数の振動子に
より頸部の周囲を運動する振動刺激を提示し、そ
れにより生じる重心動揺を計測した。
2.1. 実験システム
本実験システムはスピーカ(AURA SOUND、
NW2-326-8) 、 オ ー デ ィ オ ア ン プ (RASTEME
SYSTEMS CO.LTD.RSDA202) 、 DA ボ ー ド
(Interface 社、PCI-3346A)、重心動揺計(任天堂、
バランス Wii ボード)および PC から構成される。
システム構成を図 1 に示す。

した合成波を振動刺激として呈示した。 スピー
カへの入力信号を図 4 に示す。

図 1 システム構成
Fig. 1 System Configuration

2.2. 実験手順
被験者の頸部に 8 つのスピーカを図 2 のよう
に等間隔に取り付け、図 3 のように動揺計上に
閉眼状態で立位を保持するよう指示した。

図 4 スピーカへの入力信号
Fig. 4 Input signal to speakers
隣接するスピーカ間で 0.50Hz の正弦波の位
相をπ/8 ずつずらすことにより、8 つの時間的に
ずれた駆動信号を生成した。これにより生起され
る運動は頸部を 1s かけて１周する運動となる。
本試行において試行時間は被験者 1 人につき
60s とした。試行開始後 0~20s 及び 40~60s にお
いては振動刺激を呈示せず、20s~40s において
振動刺激を呈示した。
2.3. 実験結果
筆者自身を被験者として行った予備試行から
得た左右方向及び前後方向の重心動揺の計測結
果を図 5 および図 6 に示す。

図 2 頸部に取り付けたスピーカ
Fig. 2 Speakers placed on neck

図 5
左右方向の重心の変化
Fig. 5 Lateral movement of center of gravity

図 3 重心動揺計
Fig. 3 Posture measurement
本試行では 100Hz の正弦波を 0.50Hz で変調
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図 6 前後方向の重心の変化
Fig. 6 Longitudinal movement of center of
gravity
いずれのグラフも縦軸はバランスボード中央重心位置間の距離を、
横軸は試行開始後の経過時
間を表す。グラフから、両方向において振動刺激
呈示の開始された 20s から重心動揺も顕著とな
り呈示の終了した 40s から徐々に動揺が収まる
様子が見て取れる。
しかし他に 3 人の被験者を募り同様の実験を
行ったところ、
大きな重心動揺を得ることはでき
なかった。ただし被験者の内観報告として、「振
動刺激提示中は姿勢が安定しているように感じ
るが、振動呈示がなくなると少し姿勢が不安定に
なった気がした」といった意見を得ており、なん
らかの主観的な効果はあった可能性がある。
今回
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所、常に反対の位置にあり、これが回転するとい
うものであった。
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振動刺
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対抗する二箇所の刺激による効果が相殺しあっ
てしまっていた可能性がある。
3. おわりに
本稿では自己姿勢の呈示を目的として、頸部へ
振動刺激を加えることで生起される重心の動揺
を計測した。大きな重心動揺が生起されたのは筆
者自身が行った予備実験のみであったが、
逆に多
くの被験者が振動呈示によってかえって姿勢が
安定したという感想を持っており、
頸部振動刺激
と主観的な運動との何らかの関係が示唆された。
今後は呈示する振動刺激の運動速度や周波数、部
位と重心動揺との関連を調査する所存である。
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