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論 文 内 容 の 要 旨 

Driving a vehicle is one of the daily activity and, it is known that, drivers are required to keep proper 
performance, recognition, decision abilities for safe driving. However, some senior drivers have 
difficulties to keep them and, thus, it is increasing the car accident rate in Japan as proved in the 
recent studies. Therefore, it becomes an important social issue to evaluate drivers’ performance, 
recognition, and decision errors. The major conventional evaluation method is based on the driving 
simulator with 3 flat displays (i.e., front view, side mirror views) and vehicle operating devices for PC 
games (i.e., an accelerator, a brake, and a steering). It provides various driving scenes in safe 
condition, and enables to measure and analyze how the driver use the accelerator, the brake, and the 
steering. However, the simulator does not function measuring the driver’s behaviors such as head and 
eye, which are regarded as important factors to evaluate the target errors. Hence, those movements 
are analyzed with other measurement devices while driving in the conventional research: for example, 
driver’s head movement is measured with a motion capture and driver’ eye movement is measured 
with an eye tracker. Overall, such driving simulator is expensive and difficult to carry due to large 
equipment, and hardly spreads. 

Therefore, this research goal is to develop a driving simulator for analyzing more behaviors than the 
conventional with a virtual reality (VR) head-mount display (HMD), and to evaluate drivers’ 
performance, recognition, and decision errors. The proposed driving simulator is made of a VR-HMD 
“VIVE” or “FOVE”, vehicle operating devices for PC games, a PC software based on the 3D physics 
engine “Unity”. VIVE provides wider movement than other VR-HMD and enables to measure precise 
head movement and, meanwhile, FOVE provides eye movement. Then, the original 3D VR driving 
scenes are designed on Unity. The first experiment is designed to investigate on driver’s performance 
by analyzing accelerator, brake, steering, and head movements with VIVE while driving a circular 
course at 10 times. The second experiment is designed to investigate on driver’s recognition error by 
analyzing driver’s eye and head movements while chasing a computer controlled car. The third 
experiment is designed to investigate driver’s recognition and decision errors by analyzing driver’s eye 
and head movements when a doll suddenly shows up in front. Then, 10 volunteers (10-40 years old) 
tried those three experiments and, as results, it proved that the proposed system quantitatively 
indicated the drivers’ performance, recognition, and decision abilities. Besides, a real-time evaluation 
system based on eye and head movements is demonstrated as a prospective application. 
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論文審査結果の要旨 

 

 本論文は，運転者の行動分析のためのヘッドマウントディスプレイ型バーチャルリアリティ装置を用い

た運転シミュレータの開発研究である。 

車の運転は日常的な活動の 1 つであり，運転者は安全運転のために適切な技能・認識・判断能力を維持

することが求められている。しかし，高齢者の中にはそれらを維持することが困難な人たちもおり，近年

の研究でも証明されているように，日本の交通事故率は増加している。そのため，運転者の技能・認識・

判断ミスを評価することが重要な社会課題である。これまでの主要な評価法は，3 つのフラットディスプ

レイ（正面図，サイドミラービュー）と PC ゲーム用の車両操作装置（アクセル，ブレーキ，ハンドル）

にて構成される運転シミュレータに基づいており，安全な状態での様々な走行シーンを提供し，運転者の

アクセル，ブレーキ，ハンドルの操作を測定・分析する。しかし，認識や判断の指標となると言われる運

転者の視線や頭部の動作を測定する機能を有しておらず，他の装置との組合せが必要となる。すなわち，

モーションキャプチャーによる頭部動作測定，アイトラッカーによる視線測定を導入することでそれら評

価が実現されているため，評価システムは大きな設備のために持ち運びが困難である上に，効果で有り，

普及の妨げとなっている。 

そこで研究では，従来の運転シミュレータよりも多くの行動の解析を可能とするため，ヘッドマウント

ディスプレイ型バーチャルリアリティ装置（VR-HMD）を用いた運転シミュレータを構築し，運転者の技

能・認識・判断ミスを評価の実現を目指した。提案システムは，VR-HMD「VIVE」／「FOVE」，PC ゲ

ーム用ステアリング・アクセル・ブレーキ入力装置，3D 物理エンジン「Unity」をベースとした VR 開発

ソフトウェアで構成される。なお，VIVE は広範囲での身体動作と正確な頭部動作測定，FOVE は視線測

定の特徴を有する。その上で，3 種類の評価環境が Unity にて設計した。1 種類目の評価環境は固定コー

ス 10 周であり，ハンドル・アクセル・ブレーキ操作と頭部動作の測定・分析にもとづく運転者の技能評価

を目的としている。2 種類目の評価環境はコンピュータ制御車の追従で有り，運転者の視線と頭部動作を

測定・分析することで，運転者の認識を評価することが目的としている。3 種類目の評価環境は運転中に

人形が突然出現する状況であり，運転者の視点と頭部動作を測定・分析することで，運転者の判断を評価

することを目的としている。システム検証は，計測対象者 10 人（10〜40 歳台）に対して行い，結果とし

て，提案したシステムが運転者の技能・認識・判断定能力の定量的な評価が可能なことを確認した。その

上で，視線と頭部動作に基づくリアルタイム評価システムを構築し，有効なアプリケーションとしての可

能性を示した。 

これらの研究知見は，学術上および産業技術への社会貢献に寄与できるものと判断し， よって本論文は

博士（工学）の学術論文として価値のあるものと認める。 
 

最終試験結果の要旨 
 学位論文を構成する学術論文として査読のあるジャーナルに２件，参考論文３件，国際会議論文４件を

公表しており，学位論文の基礎となる学術論文に関する判定基準「学術論文が査読付き学会誌や論文集

（Proceedings も含む。）に最低２編掲載されていること」を満たしており，博士後期課程学生としての

必要な単位も修得し，平成２９年８月２５日に学位論文の内容を中心として，またこれに関した事項につ

いて諮問を行った結果，応答も的確であり，合格と認めた。 
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