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球技における視触覚刺激提示がプレイスキルに及ぼす影響
佐野 祐士*1

佐藤 晃矢*1

白石 僚一郎*1

大槻 麻衣*1

Influence of Visual and Haptic Stimuli on Play Skill in a Ball Game
Yuji Sano*1 , Koya Sato*1 , Ryoichiro Shiraishi*1 and Mai Otsuki*1
Abstract

– We focused on the eﬀect that applying visual and haptic stimuli reduce
the task load of situation awareness during a ball game, and we hypothesized that as a
result, they also reduce the number of misplays. We developed the system which can
provide the visual and haptic stimuli for supporting 3-on-3 soccer game in real-time; for
visual stimuli, the position relationship of opponent players are shown, and for haptic
stimuli, the position of opponent player who are in the out of view angle. Through the
experiment we evaluated whether the visual and haptic stimuli can reduce the task load in
a ball game. As a result, the proposed visual or haptic stimuli itself reduced the player’s
task load and improved the ball handling skill. On the other hand, we found that the
combination of visual and haptic stimuli did not reduce the task load of player, and did
not contribute to the reduction of misplay.
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1

はじめに

スポーツ (sport) という言葉は 15 世紀に生まれた．
これは disport という愉快な娯楽という意味の言葉に
由来する．スポーツは古くから人々の人生を豊かにす
る活動として親しまれてきた事がわかる．その中でも，
チームを組んで行うサッカーやバレーボールといった
球技は，他者との一体感や達成感を共有し，人々に素
晴らしい体験を提供してくれる．しかしながら，その
球技を行った経験がない，または少ない人やしばらく
離れていた人にとって，新たに球技を始める，再開す
るのは心理的なハードルが高い．個人のミスがチーム
図 1: 視触覚刺激提示システムを稼働させた状態でサッカー
をプレイしている様子

全体の負けにつながり，他の人々の楽しみを減じてし
まうと考えるためである．そこで，球技中のミスを減
らすことで，初心者やブランクのある人でも気軽に楽

複合したものをプレイスキルとし，ボール操作スキル

しめるような球技環境が構築できると考えられる．

は状況認識の負荷に左右されると考える．その球技に

球技中のミスを引き起こす原因の 1 つに，複数の情

慣れ親しんだプレイヤーであれば，ボールの操作はあ

報を同時に処理しなければならない点がある．球技中

る程度自動化され，状況認識の負荷による影響は低く

にはボールの操作だけでなく，様々な情報処理を行っ

なるが，あまりその球技に慣れていないプレイヤーに

ている．例えばサッカーでは，パスを出すことでボー
ルを敵ゴールに運んでいく．これにはボールの操作と，
敵や味方の位置関係を常に把握する必要がある．また
バレーボールでは，ボールの落下地点を予測しながら，
自陣や相手コートの状況を把握し，味方にパスを出す，
あるいは敵のいないところへボールを打つ．本研究で
は，ボール操作スキルと，試合中の状況認識スキルが
*1 筑波大学
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とっては，これらの複数の情報処理が大きな負荷とな
り，結果としてミスプレイが引き起こされる．
そこで本研究では，広く親しまれているサッカーに
注目し，視覚刺激と触覚刺激を複合的に付与すること
でプレイヤーの状況認識スキルを補助するシステム

(図 1) を構築する．我々は提案手法によって，プレイ
ヤーの状況認識の負荷を低減し，ボール操作へ集中さ
せることができるため，結果としてプレイスキルが向
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上すると考えており，評価実験によりこれを確認する．

と報告されている [19]．これらより，触覚刺激提示は
スポーツにおけるスキル向上に効果的であることが示

2
2.1

関連研究

唆される．
また，振動子を用いた航空機操縦のナビゲーション

視覚刺激・触覚刺激とスポーツ

これまでに，運動学習に視覚刺激提示を活用する研

システムに着想を得，漕艇におけるコーチングに振動

究はいくつか見られる．例えば，2 本のスライダーを

刺激を適用・評価した研究では [20]，漕艇のタイミン

腕で動かすシンプルな実験課題において，視覚刺激提

グの精度向上に加え，一部の振動提示手法においては

示により正確な運動学習が促進されることが報告され

心拍数の減少効果が見られており，触覚刺激提示はス

ている [1, 2]．また，重心動揺計を用いるバランス感

トレスの低減にも寄与する可能性があると考えられる．

覚テスト [3] ではバランスの傾きを，整体治療の施術

以上より，本研究で提案するリアルタイムな触覚刺激

スキルの評価 [4, 5] では力のかけ方と頻度を，それぞ

提示は，球技においても知覚負荷を下げ，スキルの向

れリアルタイムな視覚刺激によりフィードバックする

上につながると考えられる．

2.2

ことで，より理想的な動きへと改善した．より複雑な

視触覚刺激とスポーツ

先述の視覚・触覚刺激提示で見られたのと同様に，

動きの例として，スクリーン上でのジェスチャー学習

[6] では，実際の動きとの誤差を視覚刺激として提示
することで提示方法により学習の程度が変化すること
が明らかになっている．
適切な視覚刺激提示は，実際のスポーツへの応用に
おいてスキル向上に効果的であることが示されている
[7]．モーションキャプチャにより得られた姿勢と理想
的な姿勢との差を視覚的にフィードバックし，コーチ
ングに活用するシステムや [8, 9]，ダンス中の姿勢を
視覚刺激として提示することすることで，ダンスのス
キルを向上させるシステムが実現されている [10]．球
技においては，ヘッドマウントディスプレイ (HMD)
を用いた投球の軌道予測支援が提案されている [11]．
また，Wulf ら [12, 13] の研究においても視覚刺激提示
による知覚支援により，運動中の知覚負荷が減少する
ことが示されている．
次に，触覚刺激提示を用いる事例について述べる．
広義の意味での触覚刺激には，力覚を提示するものと
振動などによる触覚を提示するものの 2 種類がある．
本研究では，後者の振動による触覚提示を行うタイプ
の触覚刺激を取り扱う．これまでに，触覚刺激を方向
情報の提示に利用した研究は多数行われている．例え
ば，ナビゲーションシステム [14] や，シューティング
ゲームにおける味方の位置情報提示 [15]，スポーツに
おけるコーチング支援 [16] などがその例としてあげら
れる．
スポーツ中に触覚刺激を提示する例としては，靴型
振動デバイスを用いて体重のかけ方をフィードバック
することで，クライミングのスピードが向上すること
がわかっている [17]．また，動き始めのタイミングと
方向の提示に関しては，振動ベルトを用いるダンスの
振付指導において，快適性が向上することが明らかに
されており，[18]，脚部に装着した振動子によるスノー
ボードの学習支援においては，主観評価において触覚
刺激提示による指導が口頭指導と比べて効果的である

視覚刺激提示と触覚刺激提示を組み合わせた視触覚刺
激提示の作業負荷低減効果はドライビングシミュレー
ターにおいても見受けられ [21]，メタ・アナリシスに
おいても肯定的である [22]．その他，視覚刺激と触覚
刺激を複合的に提示することで，人間の情報処理の負
荷を減少させる可能性があることはこれまでの研究で
示されている [23]．その一方で，スポーツにおいては
ダンスの姿勢 [24] やボート漕ぎの軌道 [25] のスポー
ツ指導に適用したものがあるが，視触覚刺激提示が視
覚・触覚刺激提示単体と比べて効果的であるとは言え
ないと結論付けられている．
以上のように，本研究で対象とする球技において，
視覚・触覚刺激提示を組み合わせた場合の有効性はま
だ明らかにされていない．そこで本研究では，一例と
してサッカーを題材とした場合の視覚刺激・触覚刺激
を設計，実装し，単独で提示した場合と組み合わせて
提示した場合の比較により有効性の評価を行う．

3
3.1

提案システム

設計

これまでに著者らは，床面投影を用いる予測軌道提
示によるサッカーのプレイヤー支援システムを提案し，
パスにおける反応時間の改善の評価を行ってきた [26]．
また，ベルト型の振動提示デバイスを用いるコーチン
グ支援システムを提案し，走行時でも振動による方向
提示が可能であることを確認してきた [16]．本研究で
はこれらを発展させ，球技の一例として，3-on-3 の
サッカーを対象に，視覚刺激提示と触覚刺激提示を組
み合わせた，プレイスキルを向上させるシステムを提
案する．
サッカーではパスを繋いでいくことで相手ゴールを
目指してボールを運び，ボールがゴールに入ることで
得点を獲得する．自分のチームが得点を獲得する，あ
るいは相手チームの得点を防ぐためには，ボールの操
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作と同時に敵や味方の位置関係を常に把握する必要が

触覚刺激はベルト型の振動提示デバイスを用いること

ある．本研究では，この時の敵や味方の位置関係の把

で提示する．それぞれの詳細は以下の節で述べる．

握を視覚・触覚刺激提示を利用し補助するようなシステ

3.3

ムを提案する．提案システムを稼働させた状態でサッ

本研究ではスポーツ中のプレイヤーに対する視覚刺

カーをプレイしている様子を図 1 に示す．サッカーで

激提示を行うため，プレイヤーの運動を極力阻害しな

はパスを防ぐために，ボールを持っている敵と自分を

いシステムである必要がある．代表的な視覚刺激提示

マークする敵の間に動線が通ってるかどうかを瞬時に

システムとしては HMD が挙げられるが，デバイスの

判断する必要がある．また，2 人のプレイヤーを同時

重量や，ディスプレイ位置がずれると立体視が難しく

に視界内に捉えることは難しく，体の向きや首ふりを

なること，球技スポーツにおける事故の危険性を考慮

活用することで，両者の動きを捉える必要がある．そ

し，視覚刺激提示手法としてプロジェクターによる床

こで，提案システムでは，視覚刺激として同じチーム

面投影を採用した．

同士を線で結び，敵と味方の位置関係を提示する．ま

視覚刺激提示

Large Space は，天井に取り付けられた 12 基のプロ

た，触覚刺激としては視覚外の敵の位置をベルト型の
振動提示デバイスにより提示する．これにより，他プ
レイヤーの位置情報に関する情報処理の負荷を下げ，
ボールの操作に注力することが可能となり，球技のパ
フォーマンスが向上する事が考えられる．

3.2

システム構成

本研究ではスポーツ中のプレイヤーの位置や向きを
リアルタイムに取得する必要があるため，体育館規模
のモーショントラッキングとプロジェクションによる
視覚刺激提示が同時に可能な設備の 1 つとして，大規
模没入型ディスプレイである Large Space（図 2)[27]
を利用し，システムの研究開発を行なった．

Large Space は天井部分に取り付けられた 22 基の
モーションキャプチャカメラ (OptiTrack Prime 41)
と 12 基のプロジェクタ（CHRISTIE MirageS+14KM）により構成されるシステムである．プレイフィー
ルドには，スポーツがプレイできるようにポリプロ
ピレン（高衝撃共重合体）の床材が敷き詰められてい
る．Large Space ではモーションキャプチャシステム
OptiTrack により，縦 15 m，横 25 m，高さ 7.7 m の空
間で，再帰性反射マーカーが付けられたプレイヤーや
ボールの動きをトラッキング可能である．プレイヤー
の位置，および角度の取得には 4 個の再帰性反射マー
カーを取り付けた帽子から剛体を構成し行った．再帰
性反射マーカを取り付けた帽子を図 3 に載せる．各帽
子のマーカーは一意に識別可能であるように配置した．
22 基のモーションキャプチャカメラより得られた画
像の同期，および 3 次元空間への変換，各剛体の id・位
置・角度の取得には OptiTrack のソフトウェアプラッ
トフォーム Motive を利用した．得られたプレイヤーや
ボールの id・位置・角度のデータは視覚・触覚刺激提示
を行う際に利用する．本研究では Intel Core i7-4930K
と NVIDIA GeForce GTX 780 より構成されるマシン
上で Motive を動作させることで，120 fps でデータの
取得が可能である．視覚刺激は，Large Space 内に配
置されているプロジェクタを用いることで提示する．

図 2: Large Space の設備概要

図 3: プレイヤーのモーショントラッキングに用いる再帰性
反射マーカを取り付けた帽子

図 4: 提案システムを用いて視覚刺激を提示した例
（偶数 id が 1 つ，奇数 id が 2 つの場合）
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ジェクターにより，壁面投影および床面投影が可能と

プレイの 1 つとして，パスカットを想定した実験を行っ

なっている．Motive により得られた各剛体の id を利

た．実験協力者として，18 名の健康な男女 (23.0 ± 1.6

用し，各チーム毎にプレイヤーの位置を色分けし表示

歳，男性：17 名，女性：1 名) を対象にした．なお，被

する．ここでは，各プレイヤーの位置をプレイヤーの

験者のサッカー経験の内訳は，経験のない初心者が 16

頭を中心として直径 1 m の円を描画し，id が奇数の場

名，ブランクのあるサッカー経験者が 2 名であった．

合には青色，id が偶数の場合には赤色で表示を行う．

4.2

更に偶数 id 同士，あるいは奇数 id 同士を線で結ぶこ

図 8 のようにパスを出す役 A，パスされたボールを

とにより，敵と味方の位置関係を視覚的に知ることが

受け取る役 B，パスをカットする役 C を 1 名ずつ配

可能となる．図 4 に実際の視覚刺激提示の例を示す．

置し，役 A，役 B，役 C は全て実験協力者が担当し

3.4

触覚刺激提示

手順

た．図 8 に示す様に役 A と役 B の距離は 12 m とし，

触覚刺激提示に用いる振動提示デバイスの外観を図

役 A，役 B は領域 Y 内を，役 C は左右のみ移動可能

5 に示す．提案システムでは，装着者の腰部に取り付
けたベルトの振動子によって，背部の相手プレイヤー
の位置を触覚刺激として提示する．
本デバイスは，マイクロコンピュータ (The Switch
Science mbed HMR1017)，無線通信モジュール (XBeePRO ZB)，バッテリー，および，13 個の振動アクチュ
エータ (T.P.C FM34F) で構成され，図 6 に示すよう
に，ベルトによって腰部に装着して使用する．人の背
部は腹部に比べて触覚の感覚器が少ないため [28]，背
部に強く振動を与えるために，背部（図 5，No.7）に
は 2 つの振動アクチュエータを取り付けた．装着者の
腹囲には個人差があるため，腹囲 700〜1000 mm まで
対応可能とし，腹囲に合わせて各振動アクチュエータ
の位置を調節可能とした．バッテリーを含めたデバイ
スの重さは約 150 g で，最低 1 時間の連続使用が可能
である．
振動させる位置は，約 30 m 離れた先のモーショント
ラッキング PC から無線通信によって送信される．図 7
に示すように，提案システムでは視野外のプレイヤー
の方向を真後ろ，右側，左側の 3 方向に分けて提示す
る．デバイス装着者の頭部の正面方向に対する相手プ
レイヤーの角度を θ[◦ ] としたとき，−10◦ ≤ θ ≤ +10◦
の場合には相手プレイヤーが真後ろにいると判断し，
+10◦ < θ ≤ +180◦ の場合には右側，−180◦ ≤ θ <
−10◦ の場合には左側と判断する．相手プレイヤーが
装着者の真後にいる場合は 7 番，右側にいる場合は 4
〜6 番全て，左側にいる場合は，8〜10 番全てを振動
させる．+180◦ < θ または θ < −180◦ の場合には場
合には，装着者自身で相手プレイヤーを認識すること
ができるため触覚刺激を提示しない．

とした．役 A から役 B へのパスを役 C がカットでき
るかどうかを計測し，1 試行あたりのパスの回数は 20
回とした．役 C は最大努力でパスされたボールをカッ

図 5: 振動提示デバイスの構成

図 6: プレイヤーが振動提示デバイスを装着した様子

デバイス装着者

右側が振動

左側

4
4.1

実験

右側
後方

目的
相手プレイヤー

本実験では，これまで先行研究では評価されてこな
かった，球技における視触覚刺激がプレイスキルに及
ぼす影響を評価するため，サッカーにおける代表的な

図 7: デバイス装着者と相手プレイヤーとの相対的な位置関
係に応じた振動提示デバイスの動作
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ト，および保持するように指示し，役 A，役 B には最

マーカー帽子を装着．床面にパスカット実験の

大努力で役 C にカットされないようにパスを出すよう

コートのみを描画する．

指示する．その時に，役 A は役 C の頭上を越すよう

• 条件 2：視覚刺激提示あり・触覚刺激提示なし
役 A と B はマーカー帽子を装着する．役 C に
は役 AB 間を結んだ線を視覚的に提示する．

なパスは出さないこととした．
パスカットのスコアは表 1 のように定義した．提
案システムによる状況認識スキル向上に加え，ボール

• 条件 3：視覚刺激提示なし・触覚刺激提示あり
役 A〜C はマーカー帽子を装着し，役 C のみが
振動提示デバイスを装着する．役 C には後方に
いる役 B の方向を触覚的に提示する．

操作スキルの向上をパスカットスコアとして評価する
ために，パスカット時のボール保持を役 C に指示し，
ボール保持の可否をスコアの重み付けとして導入した．
また，本来は役 B が取るはずだったボールが跳ね返
り，役 A がキープできた場合は，パスカットを失敗と

• 条件 4：視覚・触覚刺激提示ともにあり
役 A〜C はマーカー帽子を装着し，役 C のみが
振動提示デバイスを装着し，役 C には後方にい
る役 B の方向を触覚的に提示する．また，役 AB

してカウントした．
実験手順を図 9 に示す．実験協力者は 3 人 1 グルー
プとなって実験を行い，実験説明と準備運動を十分行っ
たのち，役 A〜C を振り分けた．下記の条件 1〜4 にお
けるパスカットを練習したのち，各条件下でパスカッ
ト 20 回の試行を 1 ブロックとして，各ブロックが終わ
るたびに役 C は作業負荷を評価する NASA-TLX[29]
の日本語版 [30](表 2) に回答した．NASA-TLX への
記入を終えた段階で役割をローテーションする．全て
の実験協力者が役 A〜C を担当し，合計 12 ブロックを
終えた時点で実験を終了とした．実験終了後には提案
システムを利用したパスカットについてインタビュー

図 9: 実験手順

を行った．なお，提案システムの効果だけを抽出する

表 2: NASA-TLX における質問項目

ために，すべての条件はデバイス装着状態で行い，ま
た，順序効果をなくすため，4 条件の試行順序はカウ
ンタバランスをとった．
以下に各条件の詳細を示す．

• 条件 1：視覚・触覚刺激提示ともになし

領域Y (Aが動ける範囲)

12m

Q2, 身体的負荷
どの程度の身体的活動（押す，引く，回す，制御する，動き
回るなど）を必要とするか．作業がラクかキツイか，ゆっく
りできるかキビキビやらなければならないか，休み休みで
きるか働き詰めか

A

ABの中点
8m

C

枠外X

B
2m

Cが動ける範囲（左右のみ）

領域Y (Bが動ける範囲)

Q1, 知的・知覚的負荷
どの程度の知的・知覚活動（考える，決める，計算する，記
憶する，見るなど）を必要とするか，課題が易しいか難し
いか，単純か複雑か，正確さが求められるか大ざっぱでよ
いか

枠外X

カラーコーン

図 8: 実験環境
表 1: パスカットスコアの算出方法
点数

条件

0

A or B がボールをキープした

0.5

ボールが枠外 X に出た

1.0

C がボールをキープした

Q3, タイムプレッシャー
仕事のペースや課題が発生する頻度のために感じる時間的
切迫感はどの程度か．ペースはゆっくりとして余裕のある
ものか，それとも速くて余裕のないものか
Q4, 作業成績
作業指示者（またはあなた自身）によって設定された課題
の目標をどの程度達成できたと考えるか．目標の達成に関
して自分の作業成績にどの程度満足しているか
Q5, 努力
作業成績のレベルを達成・維持するために，精神的・身体的
にどの程度いっしょうけんめいに作業しなければならない
か
Q6, フラストレーション
作業中に，不安感，落胆，いらいら，ストレス，悩みをど
の程度感じるか．あるいは逆に，安心感，満足感，充足感，
楽しさ，リラックスをどの程度感じるか
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間を結んだ線を視覚的に提示する．

のように定義し，1 ブロック（20 回のパスカッ
ト）を総じた点数を評価した（最大 20 点）

本実験では，以下の指標により，提案システムの有

4.3

効性を評価した．

1. 作業負荷：表 2 に示した日本語版 NASA-TLX
により評価を行い，尺度は 20 段階とした（最大
100 点）
2. パスカットスコア：パス 1 本ごとの得点を表 1

結果

パスカットスコアを図 10 に示す．各条件下における
パスカットスコアの平均はそれぞれ，条件 1（視覚・触
覚刺激提示ともになし）は 9.14，条件 2（視覚刺激提示
あり・触覚刺激提示なし）は 11.83，条件 3（視覚刺激
提示なし・触覚刺激提示あり）は 11.06，条件 4（視覚・
触覚刺激提示ともにあり）は 11.25 となり，条件 2 が
最も高く，条件 1 が最も低いスコアとなった．視覚刺
激提示の有無と触覚刺激提示の有無を要因として 2 要
因分散分析を行ったところ，触覚刺激提示の有無にお
いて有意な差が見られ (p < 0.01, (F (2, 34) = 8.874)，
視覚刺激提示と触覚刺激提示の交互作用も見られた

図 10: 各条件下におけるパスカットスコアの平均

(p < 0.01(F (1, 17) = 9.398)．単純主効果の検定を行っ
たところ，触覚刺激提示なしの場合に視覚刺激提示の

図 11: NASA-TLX スコアの平均
(a) NASA-TLX トータルスコア, (b) Q1: 知的・知覚的負担, (c) Q2: 身体的負担, (d) Q3: タイムプレッシャー,(e) Q4: 作業
成績, (f) Q5: 努力, (g) Q6: フラストレーション
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有無 (p < 0.005, F (2, 34) = 9.872)，視覚刺激提示な

ルスコアを見ると，同様に，視覚刺激提示のみ，ある

しの場合に触覚刺激提示の有無 (p < 0.001, F (2, 34) =

いは触覚刺激提示のみにより負荷が有意に下がってお

18.088) に有意な差がみられた．次に，NASA-TLX で
評価された作業負荷の結果を図 11 に示す．まず，トー
タルの作業負荷（11(a)）について視覚・触覚刺激提示に
よる相互作用が見られた (p < 0.01, F (1, 17) = 9.315)．
単純主効果の検定を行ったところ，触覚刺激提示な
しの場合に視覚刺激提示により有意に負荷が下がり
(p < 0.005, F (2, 34) = 10.459)，視覚刺激提示なし
の場合に触覚刺激提示により有意に負荷が下がった
(p < 0.005, F (2, 34) = 11.721)．
同様に，各質問についても視覚刺激提示の有無と触
覚刺激提示の有無を要因として 2 要因分散分析により
分析した結果を図 11(b)〜(g) に示す．Q1:知的・知覚
的負荷においては，視覚刺激提示により負荷が有意に
減少した (p < 0.05, F (2, 34) = 5.480) が，触覚刺激提
示の有無には有意差が見られなかった．Q2:身体的負
荷においては，視覚・触覚刺激提示の交互作用が見ら
れ (p < 0.05, F (1, 17) = 6.450)，単純主効果の検定を
行ったところ，触覚刺激提示なしにおける視覚刺激提示
と (p < 0.005, F (1, 17) = 10.583)，視覚刺激提示なし
における触覚刺激提示によって有意に負荷が下がった
(p < 0.05, F (1, 17) = 7.404)．Q3:タイムプレッシャー
においては，視覚刺激提示により負荷が有意に減少し
(p < 0.05, F (2, 34) = 7.287)，触覚刺激提示において
も負荷が有意に減少した (p < 0.01, F (2, 34) = 9.428)．
Q4:作業成績においては，視覚刺激提示により逆に負荷
が上がる結果が得られた (p < 0.05, F (2, 34) = 6.054)．
Q5:努力においては，視覚・触覚刺激提示の交互作用が
見られ (p < 0.005, F (1, 17) = 10.452)，触覚刺激提示
なしにおける視覚刺激提示と (p < 0.005, F (1, 17) =
10.975)，視覚刺激提示なしにおける触覚刺激提示によ
り有意に負荷が下がった．(p < 0.05, F (1, 17) = 5.441)
Q6:フラストレーションにおいてはも視覚・触覚刺激提
示の交互作用が見られ，(p < 0.05, F (1, 17) = 8.368)，
視覚刺激提示なしにおける触覚刺激提示により負荷が
下がった (p < 0.005, F (1.17) = 9.258) が，触覚刺激提
示ありにおける視覚刺激提示においては負荷が上がっ
た (p < 0.05, F (1, 17) = 6.040)．

り，この結果と合致する．

4.4

考察

図 10 で示されるパスカットスコアの平均より，刺激
なしの場合と比較して視覚刺激と触覚刺激の単体での
提示はプレイスキルの向上に効果があると言える．一
方で，視覚・触覚刺激提示ともにありの条件と他の条件
を比べたときには有意なスコア向上は見られなかった．
これは，初心者やブランクのあったプレイヤーにとっ
て，視覚刺激と触覚刺激を併用することで逆に負荷が
上がったためだと考えられる．NASA-TLX のトータ

1:知的・知覚的負荷においては，触覚刺激提示の有
無による負荷の低減には有意差が見られなかったが，
視覚刺激提示は有意に負荷を下げていた．視覚刺激提
示は初心者やブランクのあるプレイヤーにとっても直
感的であった一方で，触覚刺激提示は「背後のプレイ
ヤーの位置を振動提示デバイスから感じ取る」という
作業が新規であることから，知的・知覚的負荷を有意
に低減しなかったと考えられる．
Q2:身体的負荷においては，視覚・触覚刺激のどち
らかがある場合のみ，有意に負荷が下がった．システ
ムなしの場合と比べ，視覚あるいは触覚刺激提示によ
りパスカットの動きが最適化され，身体的負荷が低減
されたと考えられる．
Q3:タイムプレッシャーにおいては，視覚・触覚刺
激提示のいずれも有意に負荷を下げる結果となった．
パスカットにおけるタイムプレッシャーは，パスが来
るタイミングの予測であると考えられ，視覚・触覚刺
激提示による相手プレイヤーの位置情報の提示が，パ
スを出すチャンス（ここでは，相手プレイヤー役 A〜
B 間の間に役 C がおらず，動線が通っている状態）を
表し，役 C がパスのタイミングを予測するのを支援し
たためと考えられる．
Q4:作業成績においては，視覚刺激提示によって負
荷が上がったが，相手プレイヤーの位置が可視化され
新規の感覚が得られるようになったことで，より高い
スコアを期待していたためと考えられる．実験後のイ
ンタビューにおいても，役 C の実験協力者がプレイ中
に意識した対象が，役 A の目線や足さばきから，役 B
の動きやパスの軌道へと変化したというコメントが得
られた．
Q5:努力においては，視覚・触覚刺激提示のどちら
かがある場合のみ，有意に負荷が下がった．視覚・触
覚刺激提示により，知覚できる情報が拡張されたこと
で，ミスプレイに対するプレッシャーを軽減できた可
能性がある．
Q6:フラストレーションにおいては，視覚刺激提示
がない場合には触覚刺激提示が有意に負荷を低減した
が，逆に，視覚刺激提示がある場合には触覚刺激提示
と組み合わせると有意に負荷が上昇した．これは，触
覚刺激提示が役 C のみに提示されるのに対して，視覚
刺激提示が相手プレイヤーにまで知覚されてしまうた
めに，視覚刺激提示が共有された前提のプレイングを
必要とされることが原因であると考えられる．
本研究では，状況認識の負荷が高くなることにより
ボール操作スキルへリソースを割くことができなくな
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ると仮定した．実験の結果，今回提案した視覚および

の数が多くなり，振動ファントムセンセーションによ

触覚刺激提示を独立して用いることで，状況認識の負

り位置情報が知覚しにくくなってしまうおそれがある

荷を低減でき，ボール操作スキルが向上し，その結果

[31]．これらの影響を低減するため，システム側が提
示する情報を状況に応じて自動的に選択するような機
能の実装も検討している．なお，運動学習においては，
提示される情報をユーザーが選択することでより効果
的な運動学習が可能であるとされており [32]，情報の
取捨選択にはより綿密な議論が必要である．
今回は球技の中でも，サッカーを対象として視覚刺
激提示と触覚刺激提示を組み合わせ，プレイヤーのミ
スを減らすシステムの設計と評価を行なった．今回の
開発で利用した Large Space と振動提示デバイスを用
いることで，サッカー以外の他のスポーツへの応用も
考えられる．他のスポーツに対して視覚刺激提示と触
覚刺激提示を利用したフィードバックを行なった際に
も，本研究と同様の結果が得られるのかを確かめる必
要がある．例えば，バレーボールのボールの着弾地点
を計算し，これを視覚刺激と触覚刺激を用いてプレイ
ヤーに提示する場合には，プレイヤーの知覚を補完し，
ボールの操作に集中することが可能となるのか，その
結果としてミスが減るのかを確かめることを検討して
いる．
また，提案システムは一時的なスキルの向上に限ら
ず，スポーツトレーニングへの応用も検討している．
スポーツのトレーニングを行う環境は実際の環境に
近いほうが効果的であると示唆されており [33]，サッ
カーの実環境に加えて視覚・触覚刺激提示を行う提案
システムはこれと合致する．スポーツトレーニングへ
の応用に向けては，提案システムを利用して学習した
プレイヤーから提案システムによる視触覚刺激を取り
除いた場合に，スキル向上の効果が残存するかどうか
を Retention test として行う必要がある．
さらに，スポーツトレーニングへの応用に限らず，
提案システムを既存のスポーツのルール拡張に応用す
ることも可能であると考えられる．既存のスポーツに
AR/VR を適用した例としては，画像処理により取得
したプレイヤーの動きを VR 空間に反映させることで，
ボールがない状態でのバスケットボールのプレイを実
現したものや [34]，ボール内に組み込んだセンサーの
情報を得ることで，ドッジボールのルールを拡張した
ものがある [35]．これらの研究に見られるように，本
研究の視触覚刺激提示システムというプラットフォー
ムは，共有されている視覚刺激提示を逆手に取ったフェ
イントといった新たなプレイの創出や，上級者の知覚
を撹乱する刺激提示によるハンディキャップの生成な
ど，既存のスポーツから新たなスポーツを創造する可
能性も示唆している．
また，本研究で利用した Large Space のような設備

としてプレイスキルが向上することを確認した．パス
カットスコアの平均においては，視覚・触覚刺激の単
独での提示が最もスコアが高く，NASA-TLX のトー
タルスコアにおいても同様に，視覚・触覚刺激を単独
で提示した場合に有意に作業負荷が低減されたことか
ら，本実験においては視覚・触覚刺激単体での提示が
最も目的を遂行したと考えられる．
その一方で，視覚刺激と触覚刺激を組み合わせて提
示した場合は，有意な負荷の低減およびプレイスキル
の向上は見られなかった．2.2 節でも述べた通り，視
覚情報と触覚情報の単体での提示においては効果が
認められるものの，併用されると効果が低減するとい
う現象は，関連研究 [24][25] においても指摘されてお
り，今回対象とした球技においても，この現象を確認
したことになる．Nakamura らが提案した舞踊簡易学
習システム [24] においては，触覚刺激提示がタイミ
ング，視覚刺激提示が理想的な動きを提示している．
一方，本研究では，2 つの刺激提示が共に相手プレイ
ヤーとの相対的な位置情報を提示していた．よって，

Nakamura らのシステムと同様に，本システムにおい
ても，各刺激が提示する情報が重複しないように設計
することで，視触覚刺激提示による負荷低減の効果が
改善する可能性がある．これについて，今後より詳細
な分析を行いたいと考えている．
5

議論

本研究の目指すところは，初心者やブランクがある
プレイヤーでも気軽に楽しめる環境の実現であるが，
実際には，本実験のように初心者やブランクのあるプ
レイヤーのみではなく，上級者と同じフィールドでプ
レイすることが想定される．触覚刺激は選択的に初心
者のみに提示できる一方で，視覚刺激はプレイヤー全
員に提示されることから，提案システムが上級者に与
える影響を明らかにする必要がある．よって，今後の
展望として，実験被験者群を上級者と初心者で振り分
け，スキル向上の幅を比較することを検討している．
加えて，初心者やブランクのあるプレイヤーが上級者
プレイヤーと混じってプレイした際に，スポーツをよ
り楽しめるようになったのかを検証する必要がある．

3 章で述べた通り，提案システムは 3-on-3 での利用
を想定して実装した．今回の実験環境を 3-on-3 のルー
ルに拡張した場合，フィールドに常に三角形が描かれ
るようになる．視覚刺激提示においては，視覚情報が
増えることで逆に情報処理の負荷が増える可能性があ
る．触覚刺激提示においては提示する相手プレイヤー
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は，体育館よりは小規模であるものの，科学館やショッ
ピングモールへの導入事例があることから，導入コス

[4]

トの低下にあわせて今後普及が進んでいくものと思わ
れる．

[5]

むすび

6

本研究では，視覚刺激と触覚刺激を提示することで，
人間の情報処理の負荷を減少させる可能性があること
に注目し，視覚刺激提示と触覚刺激提示により，球技

[6]

中の状況認識の負荷を下げ，ボール操作スキルを向上
させ，結果としてプレイスキルを向上させるシステ
ムを提案した．提案システムは球技の一例としてサッ

[7]

カーを対象とし，視覚刺激として相手プレイヤーの位
置関係を，触覚刺激として視野外の相手プレイヤーの
位置を提示した．

[8]

提案システムを用いた実験により，これまで先行研
究では評価されてこなかった球技における，視触覚刺
激提示による作業負荷の低減，および，その結果とし
てのボール操作スキル向上への寄与を評価した．実験

[9]

の結果より，今回提案した視覚刺激提示，および触覚
刺激提示を独立して用いることで，意図した効果が得
られることを確認した．しかしその一方で，視覚刺激
提示と触覚刺激提示を組み合わせた場合は情報処理の

[10]

負荷が上がり，プレイスキルの向上には寄与しないこ
とが明らかとなった．
今後は，議論の章で述べたとおり，提示する情報の
取捨選択機能の実装や，提案システムのスポーツト

[11]

レーニングへの適用・既存のスポーツのルール拡張へ
の応用を検討している．
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