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1. はじめに 

近年は情報技術の発展により人々の生活が便利になって

いる一方で、ストレスを抱えている人も増加傾向にある。

ストレスは、鬱などの病気や軽犯罪の発生につながる要因

の一つにもなっており、ストレス軽減に対するケアも重要

視されている。また、人のストレス反応は、視覚から取り

入れられる情報によって変化することも報告されている。

例えば、実際に自然風景を見たときにはストレス反応が軽

減される [1]ことが報告されており、単に自然風景を画面

上で閲覧したりプロジェクターで映した画像（以降、単に

「自然画像」と記す）を閲覧した場合でも、同様の効果が

得られることが報告されている[2] [3]。近年の研究では、

プロジェクターを用いて実験室の壁・天井・床の六面に自

然画像を投影して仮想現実（VR）空間を構築し、被験者

のストレス反応を測定する実験も行われている。この VR

空間に対して被験者が感じる強い「没入感」は、物体が立

体的に見える「3 次元空間性」と利用者の視点変更に応じ

て映像が即時に変化する「実時間相互作用性」、及び、利

用者が感覚的に仮想空間に入り込んだと錯覚する「自己投

射性」の 3つの特性から生じると考えられている[4]。 

現在では、コモディティ化した Head Mount display 

(HMD)などの機器を用いることで、実験室を基盤とした

VR 空間ではなく、容易に同時並行で実験を実施すること

が可能である。言い換えると、単位時間あたりに多数の被

験者のデータ測定が可能になり、自然画像に含まれる様々

な要素の中でどの要素がストレス反応の軽減に効果が高い

のかといった、一定のサンプル数を必要とする解析の実現

性も高まってきている。 

2. 目的  

我々の研究の最終的な目的は、自然画像に含まれる要素

と人間のストレス反応の変化の相関を詳細に解析すること

である。しかし、HMD-VR を用いた測定では、VR酔いや

HMD を装着していること自体がストレス反応を増加させ

る要因となることも考えられる。そこで本研究では、実験

の第一段階として、HMD-VR 環境下における自然画像の

閲覧でも、被験者のストレス反応が軽減されることを明ら

かにすることを目的とした。 

3. 実験手法 

本実験は、平成30年9月から10月の6日間に実施した。

被験者は東北地方の A 大学に所属する学生 25 名（年齢 M 

=20.3、SD =1.62：男性 nm =10、女性 nf =15）であ 
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図 1 ストレス反応測定の概要 
 

る。被験者は、Ricoh 社の THETA V で撮影した 360 度の

映像 2 本（3 分と 7 分）を HMD-VR を用いて順に閲覧し

た。一番目の映像（3 分）は樹木と芝生の広場を映した風

景で、二番目の映像（7 分）は夏の海が見える砂浜を写し

た風景である。この映像を閲覧する前（pre）と後（post）

に、被験者のストレス反応の度合いを生理指標（血圧・脈

拍、唾液アミラーゼ活性）と心理指標（SD 法：Semantic 

Differential 法）を用いて測定した。それぞれの指標から

得られた結果に対して、対応のある t 検定を実施し、その

前後に有意な差があるかどうかを解析する（図１）。 

生理指標に関するデータでは、血圧、脈拍、唾液アミラ

ーゼ活性（以降、SAAと略記する）を測定した。血圧に関

する指標には最高血圧と最低血圧の値を、脈拍に関する指

標には 1 分間の心拍数を採用した。血圧と脈拍の測定には、

オムロン社製の血圧計上腕式腕帯巻きつけタイプ HEM-

7130 を用いた。また、SAA の測定では、ニプロ社製の乾

式臨床科学分析装置唾液アミラーゼモニターを用いた。 

心理指標のデータ測定には、SD 法を採用した。本研究

では、質問項目を SD 法の質問項目の全 68 項目の中から

26 項目に絞り、原法[6]に従い 7 件法として設定した（表

1）。また、質問項目の 7・8・13・26は逆転項目としてア

ンケートを実施した。なお、t 検定を行う際には、逆転項

目を正順に戻して得点化しており、心理指標の各項目では

「低い得点」がリラックスした印象を表し「高い得点」が

イライラした印象を表す。 

4. 指標に関する t検定の結果 

実験で収集したデータの解析では、それぞれの評価指標

に対して、自然動画を閲覧する前の値（pre）を独立変数、

閲覧した後の値（post）を従属変数として、対応のある t 

検定によって評価を実施した。 

血圧と脈拍に対する t 検定の結果（表 2：上）では最低血

圧で 10%水準の有意傾向が認められ、最高血圧と脈拍につ

いては有意差が認められなかった。 

SAA の全被験者のデータ（N=25）に対する t 検定では、

動画の閲覧前後で有意差は認められなかった（表 2：中）。 
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表 1 気分尺度評価の各質問内容 

 

表 2 生理指標のｔ検定結果 
上:血圧・脈拍の結果（N=25） 

中:SAA全データの結果（N=25） 

下: 20kIU/L未満を除外した SAAの結果（N=8） 

 

これは、実験参加の前からストレスがない（SAA≦

30kI/UL）[5]被験者のデータが含まれており、変化を見る

ことが難しい状態にあったことが理由として考えられた。

そこで、自然動画の閲覧前からストレスがない被験者のデ

ータを、その SAA の値に基づいて漸次的に SAA<=5klU/

未満、SAA<=10klU/L 未満、SAA<=20klU/L とフィルタ

リングをかけながら解析を進めた。この結果、SAA 

<=20klU/L の被験者のデータを除外した解析結果で、1%

水準の有意差が認められた（表 2：下）。 

気分尺度の全項目に対する解析では、26個の質問項目の

評価点の総和に関して解析を実施し、1%水準で有意差が

認められた。次に、より詳細な検討を進めるため、気分尺

度の各項目得点毎に同様の検定を実施した。この結果の中

で、有意差が認められた質問項目や有意傾向にあった質問

項目を表 5 に示す。この中で、第 20 項目に関しては、自

然動画の閲覧前と後の評価結果に逆の有意傾向が認められ

た。 

5. 考察とまとめ 

生理指標では、最低血圧で有意傾向が認められた。ま

た、SAAでは全データを漠然と検定した結果では有意差は

認められなかった。しかし、我々の研究の目的は、自然画

像に含まれる要素の中でどの要素がストレス反応の軽減効

果が高いのかを明らかにし、将来的にストレスの高い人に

向けたストレス軽減手法の提案に繋げたいと考えている。

このため、予めストレスが少ない被験者のデータをフィル

タリングするなどの処置を施すことで、実験を実施して解

析することが可能であると判断できる。また、心理指標で

は、全項目に対する解析で 1%の水準で有意差が認めら

れ、各項目の中から有意傾向がある項目を明らかにするこ

とができ、その傾向を考察すると「緊張がやわらぐ」こと

や「イライラが落ち着く」こと、「不足感が満たされた 

表 3 心理指標のｔ検定結果  （N=25） 

 

気分になること」が示されている。しかしながら、第 20

項目では逆の有意傾向が認められた。また、第 19項目に

関しては、ある被験者の気分尺度が悪化する結果も得られ

た。これらの結果は、被験者が装着している HMDの重さ

を不快に感じてしまったり、VR酔いが作用してしまった

りした可能性や、VRの体験によって興奮度合いが上がっ

てしまったことなどが原因として推測できる。今後の実験

では、HMD-VRにおける映像の閲覧方法や提示方法を検

討する必要があると思われる。 

 このような結果から、VR 酔い等に対する十分な配慮を

施すことで、HMD-VR 環境下における自然画像の閲覧で

も被験者のストレス反応は十分に軽減されると考えられる。 
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1 明るい   ― 暗い 14 深い     ― 浅い 

2 やわらかい ― かたい 15 落ち着いた  ― 落ちつきのない 

3 暖かい   ― 冷たい 16 のんびりした ― せこせこした 

4 積極的な  ― 消極的な 17 優しい    ― 厳しい 

5 静かな   ― うるさい 18 元気な    ― 疲れた 

6 陽気な   ― 陰気な 19 感じのよい  ― 感じのわるい 

7R  重い    ― 軽い 20 敏感な    ― 鈍感な 

8R 激しい   ― おだやかな 21 豊かな    ― 乏しい 

9 楽しい   ― 苦しい 22 生き生きした ― 正気のない 

10 気持ちのよい― 気持ちのわるい 23 自由な    ― 不自由な 

11 愉快な   ― 不愉快な 24 充実した   ― 空虚な 

12 安定した  ― 不安定な 25 はっきりした ― ぼんやりした 

13 R 動的な   ― 静的な 26R いらいらした ― 安らぐ 

  pre post  

   M (SD) M (SD) p 値 

上 

最高血圧 104.3 (13.9)  102.9 (15.7)  n.s. 

最低血圧 68.2 (7.0)  66.1 (8.8)  p<.10 

脈拍数 78 (12.2)  76.5 (13.8)  n.s. 

中 SAA 14.4 (11.53) 12.96 (12.22) n.s. 

下 SAA 28.38 (8.31) 15.25 (11.30) p<.01 

 pre : 動画閲覧前 post : 動画閲覧後  

  
pre post 

p 値 
M (SD) M (SD) 

SD_sum 90.36 (13.14) 81.2 (14.00) p<.01 

SD_3  

暖かい ― 冷たい 

3.44 (1.08) 2.96 (1.17) 
p <.05 

SD_5  

静かな ―うるさい 

3.44 (1.36) 2.68 (1.31) 
p<.05 

SD_10  

気持ちのよい ― 気持ち

のわるい 

 

3.44 

 
(1.08) 

 

2.72 

 
(0.98) p<.01 

SD_14  

深い ― 浅い 

4.16 (1.18) 3.48 (1.12) 
p<.10 

SD_16  

のんびりした ― せこせ

こした 

 

3.44 

 
(1.42) 

 

2.68 

 
(1.14) p<.05 

SD_20  

敏感な ― 鈍感な 

3.68 (1.04) 4.16 (0.87) 
p<.10 

SD_22  

生き生きした ― 正気の

ない 

3.68 (0.95) 3.16 (0.90) 

p<.05 

SD_23  

自由な ― 不自由な 

3.60 (1.04) 3.00 (0.96) 
p<.05 

SD_24  

充実した ― 空虚な 

3.56 (1.00) 3.12 (0.93) 
p<.05 

SD_26R 

いらいらした ― 安らぐ 

3.36 (1.04) 2.56 (0.87) 
p<.01 

pre : 動画閲覧前 post : 動画閲覧後 R :逆転項目 

SD_sum：気分尺度全項目の総和の評価 

SD_n：気分尺度の項目ごとの評価 
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