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1 序論
近年，触覚インタフェース装置や嗅覚ディスプレイの研究

開発により，それらを用いた分散仮想環境に関する研究が活

発に行われている．力覚メディアや嗅覚メディアを用いるこ

とにより，ゲームなど様々なアプリケーションにおいて作業

効率や臨場感の向上などを図ることができると期待されてい

る．しかし，力覚，嗅覚メディアなどの転送にインターネッ

トなどのサービス品質 (QoS: Quality of Service) 保証のない

ネットワークを用いる場合，ネットワーク遅延などの影響に

より，ユーザ体感品質 (QoE: Quality of Experience)が大き

く劣化する恐れがある．例えば，ネットワーク型ゲームを扱

う場合には，それらの影響により，QoEとして利用者間の公

平性などが大きく劣化する可能性がある．これらの問題を解

決する方法としては，QoEを高く保つための QoS制御を検

討することが挙げられる．より正確なQoS制御を行うために

は，サービスの最終的な受け手であるユーザが体感する品質，

すなわちQoEを評価する必要がある．一方，ネットワークを

介したマルチメディアアプリケーションの汎用性を考えた場

合，剛体だけでなく，弾性体を扱う可能性もある．弾性体を

用いることにより，例えば医療の現場において遠隔地にいる

先生が触診などを行うことが可能になる．そのため，弾性体

を用いたアプリケーションを扱い，これによりQoEにどのよ

うな影響を与えるか調査する必要がある．

また，弾性体を扱った作業に関する研究としては文献 [1]が

挙げられる．文献 [1]では，弾性体を用いた三次元仮想空間内

の風船割りゲームを扱い，ネットワーク遅延が公平性に及ぼ

す影響をQoE評価によって調査している．しかし，この文献

では，力覚メディアのみ用いられており，嗅覚メディアは扱

われていない．従って，力覚メディアと嗅覚メディアの両メ

ディアを用いかつ，弾性体を扱う作業においてネットワーク

遅延が QoEに及ぼす影響を調査する必要がある．

そこで，本論文では，力覚および嗅覚メディアを用いた弾

性体を扱ったネットワーク型ゲームを用いて，ネットワーク遅

延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査する．また，嗅覚

ディスプレイを複数台用いることにより，同時に複数の香り

を出力させることが可能なネットワーク型ゲームを扱い，ネッ

トワーク遅延が QoEに及ぼす影響を調査する．

2 弾性体を扱った香り付き風船割りゲームにおける
ネットワーク遅延の影響
本章では，文献 [1]で用いられた三次元仮想空間内におけ

る風船割りゲームに嗅覚メディアを扱う機能を付加したシス

テムを扱い，風船を割った利用者自身が風船に含まれる香り

を嗅ぐことができるようになりかつ，ネットワークを介して

別の端末の利用者にその香りを嗅がせられるようにすること

で三次元仮想空間内における香り付き風船割りゲームを作成

し，このゲームを対象に，ネットワーク遅延が利用者間の公

図 1: 作業中の仮想空間の表示例

平性に及ぼす影響を QoE評価によって調査する．

2.1 作業内容

図 1に示すように二つの風船は三次元仮想空間内の中央に

位置し，player1は仮想空間内左側の青色の風船のみを割り，

player2は右側のピンク色の風船のみを触覚インタフェース装

置を用いて割る．それぞれの利用者は回答役か妨害役を振る

舞う．それぞれの風船は無作為に選ばれた三つの香り (グレー

プフルーツ，バナナ，リンゴ)の内一つを含む．回答役は風船

を割り，嗅覚ディスプレイから出力される香りを嗅ぎ，回答

を行う．回答役は正しい回答をすることができれば，1点得る

ことができ，できなければ妨害役が 1点得る．妨害役は回答

役が割らないもう一つの風船を割り，回答役を妨害する．二

人の利用者は 1分間作業を行い，それぞれの役割を交代し再

度 1分間作業を行う．二人の利用者は回答役の時の正答数を

競い合い，得点の高いプレイヤを勝者とする．

本研究で用いられた嗅覚ディスプレイは同時に複数の香り

を出力することができなく，後に入力された香りが先に入力

された香りを更新する．そのため，後に風船を割った利用者

のほうが有利となる．本研究では，このような状態では，ど

ちらの利用者も風船を割らないという膠着状態が続くと予想

されたので，回答役に風船を割る時間制限を設けた．

2.2 実験方法

本研究の評価システムは端末 1，2から構成され，2つの端

末はネットワークエミュレータ (NIST Net)を介して接続さ

れる．ネットワークエミュレータはそれぞれのパケットに対

する付加遅延を生成する．本研究では，端末 1から 2への固

定遅延を固定遅延 1とし，端末 2から 1への固定遅延を固定

遅延 2とする．

評価の前に各被験者のペアは固定遅延がそれぞれ 0msのと

きの正答数を知るため，3回ゲームを行い，これを評価の基準

とする．評価では，固定遅延 1を 0から 500msに設定し，固

定遅延 2を 0，100，300，500msに設定する．以下では，固

定遅延 2が 0，100，300，500msのとき評価 1から評価 4と

する．各固定遅延の組み合わせにおいて各被験者のペアはそ
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図 2: 評価 2の結果

れぞれ二つの役割を振る舞う．1分間作業を行った後，そのペ

アは役割を変え同じ環境でもう一度作業を行う (このとき，固

定遅延 1と 2は変更しない)．このとき，正答数の差 (端末 1

の被験者が回答役を振る舞った時の正答数から端末 2のそれ

を引いた数)を得る．被験者に各刺激を与えた後，それぞれの

被験者は回答役において得られた正答数の差と固定遅延 1と

2が 0msのときのそれを比較して 5段階品質尺度 (5: 公平で

ある～1: 不公平である)で評価を行う．

主観評価尺度として，すべての被験者の評点の平均をとる

ことでMean Opinion Score(MOS)を求めた．また，客観評

価尺度として，正答数の差を採用した．教示，練習，休憩を

含めた総作業時間は約 200分であった．実験には 21歳から 30

歳までの男女 16名が参加した．

2.3 実験結果と考察

ここでは，図 2に評価 2の固定遅延の差 (固定遅延 1 - 固

定遅延 2) に対する公平性の MOS と正答数の差の平均のみ

を示す．図には，95％信頼区間も示されている．これらより，

MOSの値は固定遅延の差の絶対値が大きくなるに従って減少

するのがわかる．これより，ネットワーク遅延が公平性に大

きく影響を与えていると言える．また，図 2より，固定遅延

の差の絶対値が約 150ms以下の時，MOSの値は 3.5以上を

示している．文献 [2]によると，MOSが 3.5以上の時のQoE

は許容可能である．評価 1-4の結果より，遅延差の絶対値が

0-500msの時，遅延差の絶対値が 150ms以下の時，許容可能

であることが明らかになった．さらに，図 2より，正答数の差

の平均は遅延差の絶対値が大きくなるにつれて増大する．こ

の理由は固定遅延が大きい方の端末を扱っている利用者は風

船を割ることが難しくなるためである．その利用者が回答役

を振る舞っているときは少数の風船を割ることしかできなく

なり，また，妨害役を振る舞っているときは相手が風船を割っ

た後すぐに風船を割ることが難しいため，うまく妨害するこ

とができない．

正答数の差の平均と公平性のMOS，遅延差と公平性のMOS

の関係を調査するために回帰分析を行った．その結果，表 1

に示す推定式を得ることができた．ここで，FMOS は公平性

の MOS，Dcorrect は正答数の差の平均，Ddelay は遅延差，

R2は自由度調整済み決定係数を示す．自由度調整済み決定係

数はMOSの実測値と推定値の一致度を表すものである．表

1によると自由度調整度済み決定係数は 0.905と 0.945である

ことより，正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを

推定可能であることがわかった．

表 1: 客観評価尺度から主観評価尺度を推定する推定式
推定式 R2

FMOS = -0.871 |Dcorrect| + 4.301 0.905

FMOS = -0.005 |Ddelay| +4.254 0.945

3 2種類の香りを同時に出力させるネットワーク型
ゲームにおいてネットワーク遅延がQoEに及ぼす
影響
本章では，前章で用いた香り付き風船割りゲームが仮想空

間内に複数種類の香りの元があるにもかかわらず，同時に 1種

類の香りしか出力することができなく，臨場感に欠けるため，

前章で扱われた香り付き風船割りゲームに対して妨害役の嗅

覚ディスプレイを回答役の端末側に置くことにより，回答役

において 2台の嗅覚ディスプレイを採用した．これにより，同

時に複数の香りを出力可能にし，このゲームを扱い，ネット

ワーク遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査した．そ

の結果，遅延差の絶対値が 100ms以下の時，公平性のMOS

は 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．また，正

答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推定可能で

あることが明らかになった．さらに，香りの種類や出力され

る順序により，正答率が変化していることがわかった．

4 結論
本論文では，まず，三次元仮想空間内における香り付き風

船割りゲームを作成し，このゲームを対象に，ネットワーク

遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響をQoE 評価によって調

査した．その結果，遅延差の絶対値が 150ms以下の時，公平

性のMOSは 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．

また，正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推

定可能であることが明らかになった．

次に，同時に複数の香りを出力可能にしたゲームを扱い，

ネットワーク遅延が利用者間の公平性に及ぼす影響を調査し

た．その結果，遅延差の絶対値が 100ms以下の時，公平性の

MOSは 3.5以上を示し許容可能であることが分かった．また，

正答数の差の平均や遅延差から高い精度でMOSを推定可能

であることが明らかになった．さらに，香りの種類や出力さ

れる順序により，正答率が変化していることがわかった．

今後の課題として，風船の大きさや硬さや香りの種類を変

更し，本章の結果との比較をすることや公平性を高く維持す

るために本章の結果をもとにQoS制御の考案をすることも重

要である．
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