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1 緒   言 

 不安症とは生活の中で特定の状況で不安に感じる精

神疾患である．その中でも社交不安症は人との交流に対

して過度な不安を感じるものである[1][2]．不安症の治療

方法に不安に感じる状況を体験させる暴露療法があり，

暴露療法には現実空間で行う In vivo 暴露，イメージ想起

で行う Image 暴露，Virtual Reality(VR)暴露がある．暴露

療法を行う際は，患者が不安に感じる状況を 0 から 100

点の段階的に点数付けする不安階層表を作成する．臨床

現場では，弱い不安から治療を行い，慣れるように治療

を行うことが多いが，時間経過による症状の再発が報告

されている．また，強い不安から治療を始めると患者の

治療への心理的抵抗感が強まって治療途中で患者が治

療放棄する可能性が示唆されている[2]．そこで，一回の

治療の中で弱い不安から治療を始め，生理計測から推定

した患者の不安度合いによって VR 空間のコンテンツを

変更する不安レベル適正化手法を用いた VR 暴露療法シ

ステムを提案した． 

2 提案手法 1) 

本研究では社交不安障害をターゲットユーザにして

いるため，模擬面接場面を想定した暴露療法を対象とす

る．提案手法を図 1 に示す．低負担で計測できる心拍，

皮膚電気活動，呼吸を計測し，これらより得られる生理

指標を用いて不安レベルを推定する．VR 空間の面接室

には数体の面接官アバタを配置し，推定した不安レベル

に応じて面接官の質問内容・動作を変えて患者の不安レ

ベルを制御する (Fig.1)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 提案手法のシステム図 1) 

3 不安レベル推定手法の開発（卒業研究） 

 著者の卒業研究では低負担で計測できる生理指標(心

電・皮膚電気活動・呼吸)から患者の不安度合いを求める

不安レベル手法の開発を行った．現実空間で就職活動を

想定した就職模擬面接を行った．主観評定値と心拍，

SCL(Skin Conductance Level)の上昇，呼吸重心周波数の低

下により，模擬面接で不安想起できることを確認した． 

 次に 9 名の健常な男子大学生の実験参加者に対して，

VR 模擬面接中の同様の生理指標を計測した．実験後，

評定直前の発話のない区間の平均値を求め，t 検定で安

静時と面接時に有意な差を示した指標を中心に組み合

わせを変えて主成分分析を施し，最も説明率が高いセッ

トを選んだ．選んだセットで得られた第一成分は交感神

経系賦活，第二成分は呼吸関連成分であった．第一主成

分得点の大小と安静時・面接時の主観評定値の関係が認

められたため，第一主成分係数を用いた不安レベル推定

式を作成した． 

4 コロナ禍におけるリモート環境の構築 

 対面での実験を予定していたが，今日のコロナ禍でも

実験できるリモートでの実験環境を開発した（Fig.2）．

VR 空間を生成し，実験参加者が装着している Head 

Mounted Display (HMD)に映像を提示する PC(HMD 用

PC)，生理計測用 PC を配置，実験者側には表示用の PC

と VR 空間を操作して不安レベルを制御するための

PC(操作用 PC)を配置する．生理計測用 PC から生理計測

結果を実験者側の表示用 PC に送り，実験者は表示され

た不安レベルに応じて，操作用の PC から VR 空間のコ

ンテンツを変更する．操作用 PC と HMD 用 PC の通信部

分は Exit Games 社が Unity での開発用に提供している

SaaS サービスである PUN2(Photon Unity Networking 2)を

使用した[4]．なお，当初，デフォルメされた面接官アバ

タを用いていたが，動作の種類を増やすため手足がある

自由度の高いアバタに変更した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 リモート実験環境のシステム構成図 



5 不安レベル適正化手法の検討(承認番号 2020-29) 7) 

5.1 実験目的 

 推定した不安レベルを基に製作した VR 空間で不安レ

ベルの適正化が可能かどうか検討するのが目的である． 

5.2 実験参加者と実験環境 

 文書によるインフォームド・コンセントを得た健常な

男子大学生 1 名，男子大学院生 1 名に参加してもらった．

リモートでの実験を想定して実験者と参加者はそれぞ

れ大学の別の部屋で実施した．HMD と各センサの装着

は実験者が指示して参加者自身が装着した. 

5.3 実験手順 

 センサキャリブレーションのための 3 分間と安静区間

3 分間の計 6 分間の閉眼安静の後に，VR 空間で模擬面

接を実施した．面接後，3 分間の後安静を設けた．実験

1 週間前にヒアリングを行った．事前ヒアリングでは普

段不安に感じる質問内容を聞いた．実験後のインタビュ

ーで「VR 面接の質問で不安想起したか」「面接官アバタ

の動作で不安想起・緩和したか」を聞き，発話区間のな

い各生理指標と不安レベル推移の確認をした． 

5.3 参加者 1-A 

 参加者 1-A は大学院の進学が決まり，就職活動は特に

していない学生だった．大学院入試の面接しか練習した

ことがない様子だった．事前のヒアリングで回答のしや

すい質問，回答のしにくい質問について聞き，また「普

段の会話では不安を感じない，面接も緊張しない」「た

だ無言で見つめられると怖くなってくる．また次から次

へと質問が来た場合は怖い」との回答を得た 

5.3.1 事前ヒアリングとシナリオ製作 

 10 分程度の面接を予定して，事前のヒアリングを基に

Table1 の質問を用意した．目標の不安レベルを中程度の

5, 6 としてそれより下回った時は「実験者の方を見て見

つめさせる」，上回った時は「大変頑張って取り組まれ

たんですね」などの好意的な返答と「頷く」，「メモを取

る」の動作をさせた． 

Table1 参加者 1-A のヒアリングを基に用意した質問 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 面接中の不安レベル推移 

 面接開始直後は不安レベルが「0」と低い不安を確認

したので，面接官の動作を全て止めて，「見つめる」動

作のみに変更した．その後，5 つ目の質問終了後に不安

レベルの急上昇し高レベルになったため，面接官の動作

を「頷く」「メモを取る」動作に変更したが，参加者の

回答が一言で終わってしまい，そのまま面接が終了した． 

5.3.3 結果 

実験終了後に，発話区間を除いた質問返答前の区間の

Z スコア化したデータの平均を求め，その平均値を 0~10

にスケーリングし，整数丸めした値を Fig.3 に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 参加者 1-A の不安レベル推移と面接官の反応 7) 

5.3.4 考察 

 Fig.3 から不安想起は行えたが，緩和ができなかったこ

とがわかる．この結果から，不安緩和のコンテンツを充

実化させる必要があると考えた． 

5.4 参加者 1-B 

 参加者 1-B は就職活動を直前に終えた大学院前期 2 年

目に参加してもらった．事前のヒアリングで「人とのコ

ミュニケーションには苦手意識はないが，就職面接につ

いては緊張し質問内容によっては不安を感じていた」と

回答した．今回のヒアリングでは不安想起，不安緩和を

行うために質問内容の充実化を図り，臨床現場で制作さ

れている不安階層表を模した回答のしやすさを 0～100

点の 11 段階で点数付けするヒアリングを行った． 

5.4.1 事前ヒアリングとシナリオ製作 

 20 分程度の面接を計画し，Table2 のような質問を用意

した．これ以外にも類似の質問を点数毎に 2~3 ずつ用意

した．事前のヒアリングを参考に，不安が下降している

場合は「メモを取る」動作を増やし，上昇した場合は「頷

く」動作をさせた．また参加者を落ち着かせることを目

的に「緊張しなくても大丈夫ですよ」「もう少しゆっく

り喋っていただいても大丈夫ですよ」と言った声掛け 4

種類を用意して，高い不安を維持している場合に用いた． 

Table2 参加者 1-B のヒアリングを基に用意した質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 面接中の不安レベル推移 

面接開始から 8～16 分の区間は，中程度の不安で上昇

と下降とを繰り返し，概ね目標の不安レベルを保ち続け

ることができたが，「研究内容」の質問をした直後に急

激に不安レベルが上昇し，「コロナ禍における普段の生

活」の質問後に下がり面接終了まで低い不安を記録した． 



5.4.2 実験後のインタビュー 

実験後のインタビューで「面接官の反応が思った以上

に多く，予想しなかった質問が来た時は不安を感じた」

「しかし，面接終了に近づくと面接の雰囲気に馴れてだ

んだんと緊張しなくなった」と回答を得た．面接官アバ

タに対して「面接官 1 人の体型がたくましすぎて，そち

らの方にずっと目が行ってしまった」と感想を述べた． 

5.4.3 実験結果 

 Fig.4 は発話していない区間，つまり，参加者が面接官

の質問を聞いている時，返答中の間を置いた時の不安レ

ベルの推移を示している．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 参加者 1-B の不安レベル推移と面接官の反応 

5.4.3 考察 

 終盤は参加者が馴れていき低不安となったが，中盤ま

では目標の不安レベルを保ち続けることができた．この

結果より，不安階層表を模したヒアリングを行い，質問

内容を充実化させることで，不安レベルの適正化の可能

性があると言える． 

5.5 専門家の意見 

 ナチュラル心療内科の竹林直紀院長に，参加者 1-A の

ように不安が高くなりすぎた場合に，どのようなアプロ

ーチをすればいいかについて，コメントを求め，一度面

接を終了してその患者がリラックスできるような雰囲

気の VR 空間を用意して再開するアイデアをいただいた． 

6 ユーザインタフェースの制作 

臨床現場でカウンセラが直感的に操作できる User 

Interface(UI)を作成し，面接官の音声を実録から合成音声

に変更した．後者は録音の手間を省き声の種類を容易に

変更できるようにするためである．合成音声にはクラウ

ドサービスである「音読さん」を使用した[5]．この改良

後に参加者 1 名を用いて実験し，合成音声でも不安想起

の可能性を確認した．UI に関しては評価実験の前にカウ

ンセラ役をしてもらう実験協力者 2 名に試用してもらい，

使いづらい，見づらい箇所を聞き，改良を行った (Fig.5)． 

7 不安レベル適正化手法の評価(承認番号 2020-29) 

7.1 実験目的 

カウンセラが VR 暴露療法を行うことを想定した実験

を行うために，カウンセラ役の実験協力者が不安レベル

に応じて不安適正化ができるかどうか検討するのが本

実験の目的である． 

7.2 実験参加者と実験環境 

 文書によるインフォームド・コンセントを得た実験参 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 改良した UI 

加者として男子大学生 3 名，実験協力者 2 名に参加して

もらった．カウンセラ役の実験協力者は学生の就職サポ

ートを業務にしている人にお願いした．各参加者と実験

担当者（著者）は本学の防音準備室で 2ｍ以上離れて仕

切りを立てて十分な換気を行って実験を行った．実験協

力者は別の部屋でノートPCに表示されたUIを操作して

VR 空間の制御を行った(Fig.6)． 

 VR 面接室には面接官アバタを 4 体配置し，3 体の動

作は不安レベルに応じて，1 秒毎に自動で更新され，実

験協力者が 1 体の動作・質問・相槌を操作した．不安緩

和用に参加者の年齢に近い面接官 1 人の VR 面接室を用

意した(Fig.7)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 実験の様子 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 不安緩和の措置 

7.3 実験手順 

 センサキャリブレーションのための 3 分間と安静区間

3 分間の計 6 分間の閉眼安静区間の後に，VR 空間で模

擬面接を 20 分程度実施した．面接後に 3 分間の後安静

を設けた．実験日一週間前に事前ヒアリングを行った．

事前ヒアリングでは 17 項目の質問項目を用意し，その

うち 11 種類を回答のしやすさを基準に選択し，0～100

点で点数付けしてもらった．面接官の動作に関しては 11

種類用意し，0～100 点で点数付けしてもらった． 

実験後，各参加者に「VR 空間の面接で不安想起した

か」「面接官アバタの動作で不安想起したか，違和感が

ある動作はなかったか」「質問内容で不安想起したか」

「不安レベルに応じて質問内容の強弱が変わっている



ように感じたか」についてヒアリングを行った．カウン

セラ役の実験協力者にも「使用した UI は使いやすかっ

たか」等についてヒアリングを行った. 

7.4 実験結果 

１人目の参加者(2-A)は HMD と PC の接続不良による

実験不備があったため，参加者 2-B，2-C のみ解析した 

面接官の質問の推移と，リアルタイムで推定・表示した

不安レベル，実験後にスケーリングし直した不安レベル

を，Fig.8, Fig.9 に示す.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 実験参加者 B の不安レベル推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 実験参加者 C の不安レベル推移 

7.5 面接中の不安レベル推移 

参加者 2-Bは開始直前と終盤では高い不安を想起した

ものの，実験開始から 18 分程度まではおおよそ目標の

不安レベル(4~6)を保持した．参加者 2-C は面接開始直後

に不安がピークに達したが，「自己紹介」項目の質問後，

不安レベルが低下し，面接終了まで中程度の不安を保ち

続けた． 

7.6 実験後のインタビュー 

実験後のインタビューで，2 名とも「答えにくい質問

の後の質問は答えやすい質問があった」と述べ，これに

より面接中は概ね一定の緊張感を保つことができたと

考えられる．参加者 2-B からは 1 名の面接官アバタの容

姿が怖く不安が想起された，また，参加者 2-C からは面

接官アバタのしぐさに笑いを誘われたり，イラっとした

ことがあったと報告された． 

カウンセラ役の実験協力者からも実験後のヒアリン

グにより，不安レベルが 10 以上になり表示が頭打ちし

たため，協力者が正確な患者の不安度合いを把握できな

かったこと，素早くボタン操作ができなかったことが明

らかになった．また，「コメントで記入して，それを合

成音声で読ませることのできる機能」や「雑談ができる

機能を増やしてほしい」といった改善提案を得た． 

7 考察 

以上より，リアルタイムでの不安レベル表示のアルゴ

リズム，VR 空間のクオリティ，面接官アバタの動作の

クオリティ，操作 UI の直感性といった多くの改良点は

あるものの，不安階層表を模した事前のヒアリングを行

い，不安レベルに応じた質問をすることで，患者の不安

を適正化できる可能性が示唆された． 

8 結論 

本研究では生理計測による推定不安レベルに応じて，

暴露内容を変更する不安レベル適正化手法を用いた VR

暴露療法の開発とその評価を行った．VR 空間のコンテ

ンツの充実化と操作しやすい UI によってさらなる不安

適正化が期待できる． 
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