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Abstract – This study aims to investigate the effectiveness of Augmented Reality (AR) on user ’
s memory skills when it is used as an information display method. By definition, AR is a technology
which displays virtual images on the real world. These virtual images naturally contain location infor-
mation on the real world. It is also known that the human brain ’s memory system has a noteworthy
feature that can easily memorize and remember information if this information is retained along with
some location on the real world. Thus, we hypothesized that displaying annotation by using AR may
have better effects on the user ’s memory skill when it is associated with the location of the target
object on the real world rather than when it is connected with an unrelated location. User studies
were conducted at 30 participants in order to verify our hypothesis. In the result, we found significant
difference between the situation that information is associated with the location of the target object
on the real world and one that it is connected with an unrelated location. In this paper, we report the
test results and explain the verification based on the results.
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1. はじめに

拡張現実感は実世界の特定の位置に仮想物体を重畳

表示させる技術であり，その有効性に関しては広く研

究が為されている．拡張現実感技術による情報提示の

最も大きな特徴は情報の提示位置が実世界と断絶をせ

ず地続きであり，さらに実世界の特定の位置に関連付

けた情報提示を行える点にあると考えられる．この特

徴を活かした有効性として実世界上に 3次元モデルな

どの仮想物体を重畳表示させることでユーザにそのモ

デルの大きさや場所，姿勢に対する直感的理解を促せ

るということが挙げられる [1]．また，ある実世界上の

特定の場所をCGの矢印の表示などで指示してやるこ

とによる，ユーザが場所や方向を直感的に理解するこ

との手助けをすることができる [2] [3].このように様々

な拡張現実感の有効性が実証されつつあるが，その多

くは情報をユーザがどのように見て，認識するかとい

う視覚的な有効性の検証に重点が置かれている．

よって我々は拡張現実感による情報提示の視覚的な

有効性以外の新たな有効性として，ユーザの記憶に与

える影響を調べている．「記憶」とは拡張現実感により

重畳表示された何らかの情報をユーザが見て知覚した

後に行われるそれを自らの頭に保存する一連の行為を

指すものとする．拡張現実感は実世界の特定の位置に

情報を表示させる技術であるため，ユーザに提示され
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る情報は本質的に「実世界上の位置」という情報を含

んだものとなる．一方，人間の記憶メカニズムには位

置に関連付けられた情報を記憶しやすくまた想起しや

すいという特性がある [4] よって我々は「拡張現実感

技術による実世界での注釈表示において対象物体の位

置に関連付けて情報を表示した場合，無関係な位置に

表示した場合と比較してそれを見たユーザの記憶に特

定のポジティブな影響を及ぼす」という仮説を立てた．

拡張現実感を用いてあるコンテクストに沿って特定

の場所や物体などにその関連情報を表示することによ

り，機械の整備や製品の組み立てなどのユーザの作業

の補助を行うという応用に関する研究は多くなされて

いるが，そのような補助はそれら作業に不慣れな者を

対象としていることが多い．拡張現実感による作業支

援が常に利用できればよいがそのような場合でもユー

ザが作業工程や必要な情報を把握し，支援システムに

頼らず作業できるのが理想である．そこで前述した仮

定が証明できれば上記のような作業支援システムは

ユーザにその時々に必要な情報を与えるという作業支

援を行うに留まらず，ユーザが作業工程やそれに必要

な情報を覚えるという観点に置いても効果があるとい

う可能性を提示できると考える．本論文においてはそ

の取り掛かりとして実世界の紙面上の各位置に拡張現

実感を用いて情報を重畳表示し，それをユーザが記憶

するという想定の元，情報の表示方法を変化させるこ

とがユーザの記憶に与える影響を確かめるために行っ

たユーザ実験の結果について報告する．



2. 研究背景

人間の記憶工程は主に 3つの段階に分けられる．あ

る事柄を符号化して記憶しようとする段階を「記銘」，

ある事柄を覚え続けている段階を「保持」，ある事柄

を記憶から思い出そうとする段階を「想起」と呼ぶ．

人間の記憶システムは位置に関連付けられた事柄は

覚えやすいとされている. これは人間が視覚により

ある環境を知覚し，その環境上に置かれたある対象物

体を記憶する場合，その周りの環境が記憶の手掛かり

となることに関係があると考えられている．環境に置

かれた物体を記憶する際，同時に周りの環境も意識の

在る無しに関係なく同時に取りこまれ，その影響が強

いと単純な意味記憶よりも，むしろある種コンテクス

トに関連付けられたエピソード記憶に近くなる．エピ

ソード記憶は単純な意味記憶より記銘や想起が容易で

あるとされており，これが位置に関連付けられた事柄

が覚えやすい要因の一つであるとされている．この特

徴の有効性は強力な記憶術の一つに，ある場所を頭の

中で思い浮かべ，メンタルマップとよばれる空間を構

築し，そこに記憶すべき項目を配置していく場所法と

いうものがあることからも分かる [5]．

認知科学の分野においては，この特徴は object in

placeと呼ばれる課題で検証されており，Hollingworth

が複雑な背景を持つ環境にあるオブジェクトを置いた

テスト画像を被験者に見せ記憶させ，その後 2 種類

のオブジェクトイメージを見せどちらがテスト画像に

あった物と同じオブジェクトか，または同じ場所にあ

るかを問うテストを背景ありと背景なしの 2種類の画

像で比較し，背景ありの方がオブジェクト自体やそれ

が置かれた位置を正しく記憶できることを示した [6]．

この考えを拡張現実感の用いた事例に適用すると，

ある背景を持つ実環境の特定の位置にオブジェクト (情

報)を表示させると，次に同じ背景を見たときにオブ

ジェクトが表示されていなくともそれを想起する手掛

かりとなると推測できる．

よって本研究では拡張現実感を用いた注釈表示にお

いて，表示した情報を記憶するというタスクをユーザ

に課した場合，表示方法の違いによりユーザの記憶に

どのような影響を与えるかを確かめることを目的と

した．

3. ユーザ実験

拡張現実感を用いて情報を重畳表示しそれをユーザ

が記憶するという想定の元，情報の表示方法を変化さ

せることがユーザの記憶に与える影響を確かめた被験

者実験に関して説明する．前述の通り，拡張現実感の

特徴の一つは実世界上に 3次元モデルなどの仮想物体

を重畳表示させるといった 3次元的な表示が行えるこ

とであるため，最終的には 3次元環境での情報の重畳

表示において実験を行うことが望ましい．しかし，3

次元環境に情報を表示する場合，ビューマネジメント

など別の要素の混入が避けがたいことから評価が煩雑

となり情報の表示位置の変化のみの影響を確かめるこ

とは難しいと予測された．そこで本実験ではそれらの

取り掛かりとして机に置かれた紙面上に注釈表示位置

を限定し, 情報の表示位置を変化させて記憶に対する

効果を確かめるという実験を行った．

3. 1 実験用システムの構成

実験に用いた評価用システムについて述べる．この

システムの構成を図 1に示す．

図 1 システム構成
Fig. 1 Experimental System Configuration.

被験者はカメラが取り付けられたビデオシースルー

型のヘッドマウントディスプレイ (HMD) を装着し，

そこにカメラで取得した眼前の環境と拡張現実感によ

る付加情報が表示される．ユーザがデスクスペースに

おいて，ある紙面を対象とし，その紙面上の各位置に

対して後述する簡単なインタラクションを行うと拡張

現実感によってその場所に特定の情報が表示されると

いうシステムをユーザ実験の為に構築した．用いる紙

面として今回は A3サイズ (297× 420mm)の地図を

用いた．これはあらかじめ特徴点を学習しており [7]，

HMD付属のカメラに紙面の一定以上の部分を移すこ

とにより，カメラに対する紙面の位置姿勢を認識でき

るようになっている．本実験では紙面に対してユーザ

が手によるインタラクションを頻繁に行うため，ユー

ザの装着したHMDのカメラに対して紙面の一部隠蔽

が起こる．そのような紙面の部分的な隠蔽に非常に頑

健であることからこの事前特徴点学習法を用いている．

この紙面上に対し，10個のランダムで選択された位

置に対し目印となる点状のCGが表示される．ユーザ

がその位置に 2cm四方の ARマーカを近づけるいう

インタラクションを行うことで特定の位置に情報 (記

号画像)が一定時間表示される．図 2がユーザ視点の

システムの実行画面である．ユーザは情報が表示され

ている間，その情報自体とそれがどの目印点から表示



された物であるかの 2点に対し記銘操作を行う．

図 2 システム実行画面
Fig. 2 Experimental System: Screenshot.

本システムでは 3つの異なる情報表示方法を行うこ

とができ，それらの方法を変化させることがそれを見

たユーザの情報の記銘に対しどのような影響を与える

かを調べた．

3. 2 被験者

実験の被験者は奈良先端科学技術大学院大学に在籍

する 21歳から 35歳の学生または教員 25名，その他

大学の学生 5名の計 30名であり (平均 24.7歳)，内 27

名が男性，3名が女性である．

被験者は全て正常な視覚と記憶能力を有しており，

30名の内 18名は以前に類似した拡張現実感技術を用

いた注釈システムの使用経験があり，12名は今回が初

めての使用であった．

3. 3 実験状況

被験者はビデオシースルー型のヘッドマウントディ

スプレイを装着し，眼前の風景と拡張現実感による情

報はそこに表示されるものとする．

情報の表示方法

システムにおける記号の表示方法は下記の 3種類の

方法で行われた．

Type1:　対応する目印の点のすぐ近くに表示

この表示方法において記号はそれと対応付けられた

紙面上の各目印の点のすぐ近くの位置に表示される．

Type2:　紙面上のランダムな位置に表示

この表示方法において記号はそれと対応付けられた

紙面上の目印点の位置と関係なくあらかじめ決められ

た紙面上の 50個の位置からランダムに選択された位

置に表示される．ランダムに選択された位置が目印の

点と近すぎた場合 (プレ実験により近すぎると判断す

る判定閾値を 12cmと設定した)，目印点の位置と情報

表示位置を対応させる Type3と似通ってしまうため，

表示位置を選択し直すものとした．　　　　　　

Type3:　画面上の特定の位置に固定して 2次元的に

表示

この表示方法では実世界上のある位置に重畳表示を

行うという意味での拡張現実感を用いない．すべての

記号はそれと対応付けられた紙面上の目印点の位置と

関係なくHMDの画面左上に固定された 2次元的な表

示によりユーザに提示される．

これらの表示例を図 3に示す．実験においてはこれ

ら 3種類の表示方法の比較を行うことにより，拡張現

実感を用いた情報の表示場所の対応付けがそれを見た

人間の記憶に与える効果を確かめた．

　　　
情報の表示対象

実験には以下の 2種類の紙媒体のA3サイズの地図

を用いた．

TypeA:　通常の世界地図

TypeB:　実在しない場所の地図

TypeA:通常の世界地図 TypeB:実在しない場所の地図
Ordinary World Map Map of Non-Existence Place

図 4 注釈の表示対象となる 2種類の紙面
Fig. 4 2 Type Papers for Annotation Display

Location.

これらの例を図 4に示す．通常の世界地図の各位置

に注釈情報を表示した場合，大きく分けて以下に挙げ

る 2通りの位置の記憶の仕方が考えられる．1つ目は

地図を四角形の 2次元的な広がりを持つ空間としてと

らえた上で，地図のどの辺りに目印が位置するのかや，

各目印間の相対的な位置関係で記憶する方法である．

2つ目は被験者が自らの世界地図に関する事前知識に

関連付けて各情報を記憶する方法である．この方法で

は，目印点が表示された地図上の位置の国名を被験者

が知っていれば，目印点の位置を記憶する際，空間上

の位置としての記憶ではなく国名という意味記憶とし

て記憶できるため，前者の方法とは性質を異にする．

後者のような事前知識による記憶はこの実験における

タスクに有効であることが想像されるが，空間上の位

置という情報のみによる前者の記憶方法の効果を正確

に把握したいと考える場合，後者のような記憶方法が

行えない表示対象を用いる必要がある．よって被験者

が前提知識を全く持たない対象である実在しない場所

を表した地図も合わせて実験に用いた．実験において

はこれらの表示対象の違いが記憶に与える影響を確か

めた．
3. 4 実験設計

次に実験設計について説明する．実験は 2要因の混

合計画として前節で述べた表示方法 (Type1, Type2,



図 3 表示方法
Fig. 3 Display Method.

Type3)は被験者内，他方の表示対象 (TypeA, TypeB)

は被験者間に配置した．各実験状況に置いて記録した

項目は，「各表示方法における記号自体の回答の正答率

(以下，記号自体の正答率と呼ぶ．)」，「各目印点に対

応付けられた記号の回答の正答率 (以下，記号位置の

正答率と呼ぶ．)」，「各回答までにかかった時間」であ

る．さらに実験後アンケートにより記憶のしやすさを

スコア付けしてもらった．また，各表示方法における

実験の順番は順序効果，練習効果を排除するために完

全なカウンターバランスを行った．もう一方の要因で

ある表示対象は全被験者 30名の内，半分の被験者に

は TypeAのみを用い，残り半分の被験者には TypeB

のみを用いた．

我々の結果に対する仮説は以下の通りである．

仮説 1

表示方法による違いとして，Type1では Type2，3

よりもわずかに記号自体の正答率が高くなる．

仮説 2

表示方法による違いとして，Type1では Type2，3

よりも大幅に記号位置の正答率が高くなる．

仮説 3

表示方法による違いとして，Type2では Type1，3

よりも各回答時間が長くなる．

仮説 4

表示対象による違いとして，TypeAではTypeBよ

りも記号位置の正答率がわずかに高くなり，各回答時

間がわずかに短くなる．

3. 5 実験手順

実験の開始時，被験者はまず，システムの使用方法，

実験手順，テスト時の回答方法などについて説明を

受けた．次に実験に使用するシステムに慣れるため

HMDを装着し，使用練習を行った．被験者がシステ

ムに十分慣れたと判断された後，一度 HMDを外し，

被験者が実験に集中できるまで休憩を取った．その後

再度HMDをかけ実験を開始した．被験者の見ている

A3 サイズの紙面上にはランダムに選択された 10 個

の点状の目印となるCGが表示されており，被験者が

この各位置に手動でARマーカを持っていくことによ

り，その目印点にあらかじめ対応付けられている記号

画像が表示される．7秒間の表示後，各記号画像は表

示されなくなり，被験者は記号の表示中にその記号自

体と，それがどの位置の目印点と対応したものかを記

憶する．その操作を 10個の記号画像に対して終えた

後，被験者には HMDを外し，目を閉じてもらい 30

秒間の忘却時間を設けた．忘却時間後，被験者にはパ

ソコンの画面を見ながら，そこに表示されたナンバリ

ングされた 25個の記号画像から自分が先ほど記憶し

た 10個の記号の番号を口頭で答えてもらった (これが

記号自体の回答にあたる). その後，画面に実験に用い

られた地図画像とナンバリングされた目印点が表示さ

れるので，小さな番号の目印からそれと対応付けられ

ていた記号の番号を再び回答してもらう (これが記号

位置の回答にあたる)．その後，記号の表示方法にお

ける記憶のしやすさ，記憶の仕方等を問う簡単なアン

ケートに回答してもらった．

以上の工程を 3 種類の表示方法において繰り返し

行った．前節でも述べたように 3種類の表示方法の順

番は被験者間で変化させている．最後にどの回答方法

において最も記憶がしやすかったかを尋ね，実験を終

了した．

4. 結果

図 5は各条件の正答率を示したものであり，図 5(a)

が記憶自体の回答の正答率であり，図 5(b)が記憶位

置の回答の正答率である．記憶自体の正答率につい

て分散分析を行った結果，表示方法単一の作用が有意

であった (F(2,56)=4.97, p<0.5)．表示方法の単純主

効果については LSD法による比較の結果，Type1と

Type2,Type1と Type3の平均の差がそれぞれ有意で

あった．記号位置の正答率について分散分析を行った結

果，表示方法単一の作用が有意であった (F(2,56)=6.05,

p<0.1)．表示方法の単純主効果については LSD法に

よる比較の結果，Type1とType2,Type1とType3の



平均の差がそれぞれ有意であった．以上の結果より，

表示方法による違いにおいての仮説 1と仮説 2が正し

いことが示された．

　　 (a)記号自体の正答率 (b)記号位置の正答率
Accuracy Rate of Mark Accuracy Rate of Location

図 5 記号表示方法と表示対象による正答率の
違い

Fig. 5 Difference of Accuracy Rate for Mark
Display Method and Display Target

図 6 は各条件の回答時間を示したものであり，図

6(a)が記号自体の回答の回答時間であり，図 6(b)が

記号位置の回答の回答時間である．記号自体の回答

時間について分散分析を行った結果，有意な差は得ら

れなかった．記号位置の回答時間について分散分析を

行った結果，表示方法単一の作用が有意傾向であった

(F(2,56)=2.58, p<.10)．表示方法の単純主効果につい

ては LSD法による比較の結果，Type1とType2の平

均の差が有意であった．しかし，回答時間については

個々の結果の分散が大きく，分散分析の結果はあくま

で有意傾向であるため，確かな差異と断言することは

できない．よって仮説 3を肯定することはできない．

また以上の結果より表示対象における有意差はどの

結果からも得られなかったことから仮説 4 は棄却さ

れた．

　　 (a)記号自体の回答時間 (b)記号位置の回答時間
　　 Response Time of Mark Response Time of

Location

図 6 記号表示方法と表示対象による回答時間の
違い

Fig. 6 Difference of Response Time for Mark
Display Method and Display Target

最後に実験後に各被験者に尋ねた各表示方法の記憶

のしやすさのスコアを図 7 に示し，3種類の表示方法

の内，自らの結果が最も良いと予測した表示方法 (複

数回答可)を表 1に示す．

図 7 記憶のしやすさ (主観評価)
Fig. 7 Easiness of Memorization(Subjective

Assessment)

表 1 最良結果と予測する表示方法 (主観評価)
Table 1 Predictable Method for Best

Score(Subjective Assessment)

Type 1 Type 2 Type3　

選択した人数 (人) 20 　 8 　　 10　　

5. 考察

まず表示対象による違いに関する仮説 4について考

察する．位置という情報に追加して被験者個々の各国

名などの事前知識が使用できることから，TypeAの

方が正答率がある程度高くなり，回答時間も短くなる

と予測されたが，結果に有意差はなかった．テスト後

のアンケートによると，そのような事前知識を記銘に

用いたのは，30名中 4名だけであった．今回の実験

においては記憶方法は各被験者に委ね特に指示をしな

かったため，国名による記銘は有効でないと各被験者

に判断されと考えられる．よってこの要因は少なくと

も無意識下では記憶結果に有意差が出るほどに影響を

与えなかったと結論付けられる．

次に表示方法による違いに関する仮説 1について考

察する．記号自体を覚えているかどうか問うテストで

は 25個の記号から見たものを自由な順で 10個選ぶと

いう方式であったため，これはある対象を知っている

かどうかを問うテストである親近性記憶テストに近い

と言える [8]．これはその他の記憶テストよりも難易度

が低いため，どの表示方法でも軒並み高い正答率が得

られたが，Type1と Type2, 3間でわずかながら有意

差が得られた．実験後の被験者に対するインタビュに

よると，「Type1では ARマーカを置いた場所から注

視点を別の位置に移動させる必要がなかったため記号

の記憶に集中できた．」という意見が多くみられたこ

とから，位置自体を記憶する必要がなくても，位置に

関連付けての注釈表示はユーザの注視点の移動の手間

を減らすことにより，記憶行為にある程度有効に作用

する可能性が示唆された．

次に表示方法による違いに関する仮説 2 について

考察する．記号位置を問うテストでは回答の順がシス

テムにより決定されており，記号自体を問うテストと

比較して全体的に正答率が大幅に低下し，Type1 と



Type2, 3間で顕著な差が得られた．テスト後のアン

ケートによると位置の記憶の方法は大きく 2通りに分

けられた．1つ目の方法ではまず 10個の目印点の内，

ある点をスタートとし，記憶する順番を自分の中で決

定する．その後各記号を記憶していき一連の記憶とし

て保持する．想起する際は指定された位置の記号まで

一連の記憶を最初から想起していき回答するという方

法である．2 つ目は長方形の空間を頭の中で想像し，

各記号を長方形の各位置に頭の中で配置していくとい

う方法である．またこれらを組み合わせた方法を用い

たと答えた被験者も複数見られた．しかしいずれの記

憶方法においても，Type1のように各目印点の近くに

記号を表示させる方が，それ以外の離れた場所へ表示

する方法よりも正答率が高かった．これは Type1に

おいて前述のような，注視点の移動の手間が減ったこ

とで記銘行為に集中できたことに加え，対象目印点と

それに対応した記号が一瞥して一つの映像として記憶

できるため，2章で述べたように，地図が背景となり，

その上に置かれた記号を想起する手掛かりとなったと

考えられる．また実験後のアンケートやインタビュか

ら「特にType2において位置の記憶がしづらかった．」

という意見が多数得られた．この理由としてType2で

は記号の表示位置が予測できない為，注視している位

置を目印点から記号に移す前に「どこに」注視点を移

すかを判断しなければならないという余計な工程がも

う一段階含まれるためであると考えられる．このこと

から情報を実世界上のそれとは関係のない位置に表示

させることはユーザの記憶力をある程度阻害すると言

える．

表示方法による違いに関する仮説 3について考察す

る．記号自体の回答時間に関しては有意な差は見られ

ず，記号位置の回答時間に関しては Type1と Type2

の平均の差が有意傾向であった．今回の実験において

は時間を計測していることは被験者に説明せず，また

早い回答を促す指示もしなかったため被験者によって

回答時間の使い方にばらつきがあり，分散が非常に大

きくなる結果となった．その為この実験においては有

意な差があると明言することはできないが，回答方法

による指示を与え，覚える記号数を増やすことにより

有意な差が出ることが期待できる．また，質問から想

起までの反応時間を計測した場合，知っているか知ら

ないかのみを答えることは即座にできるが，その関連

事項まで答えさせようとすると時間がかかることは良

く知られており [8]，これが記号自体と位置の回答時間

で大きな開きがあったことの原因である．

最後に，アンケート結果についてであるが，被験者

の実感として Type1が記憶しやすかったことを示す

結果となっている．

以上の結果より，拡張現実感によりある対象の位置

に関連付けて注釈情報を表示することは，その情報が

どの位置に対応する情報かが重要である場合，それを

記憶するという観点に置いて有効であるという可能性

が示唆された．

6. おわりに

本研究では「拡張現実感技術による実世界上での注

釈表示において，対象物体の位置に関連付けて情報を

表示した場合，無関係な位置に表示した場合と比較し

てそれを見たユーザの記憶に特定のポジティブな影響

を及ぼす」という仮説を立て，ユーザ実験によりその

検証を行った．その結果，拡張現実感による特定の位

置に関連付けた注釈表示は，特に対象物体の位置から

注釈の内容を想起する場合に有効であるということが

確認できた．本実験においては記憶する情報はそれぞ

れ独立した無意味な記号であり，表示対象としては 2

次元平面の紙面に限定したが，今後は 3次元上で，あ

る一連のタスクを仮定し，そのタスクをユーザが覚え

るという想定の元，同様の実験を行い検証を重ねてい

く所存である．
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