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Abstract – In this paper, we verify a hypothesis: “it has positive effects for user’s
memorization ability to use features of Augmented Reality (AR)”. The basis of this
hypothesis is derived from the following two features. One is a feature of AR: “AR can
provide information associated with specific locations in the real world”. The other is a
feature of human memory: “humans can easily memorize information if the information
is associated with specific locations”. To verify this hypothesis, we conduct three user
studies. As a result, significant differences are found between the situation in which
information is associated with the location of the target object in the real world and that
in which information is connected with an unrelated location.
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1 はじめに

拡張現実感は実世界上の特定の位置にコンピュータ

で作られた情報を重畳表示させることにより，人間に

対し情報提示を行う技術である．この十数年の間に拡

張現実感は技術として飛躍的な進歩を遂げ，近年では

人間の作業支援を行う実用的なシステムにも応用され

つつある．そのような背景を受け，拡張現実感の有効

性に関しても広く研究がなされている [1][2]．

拡張現実感による情報提示の最も大きな特性はユー

ザが実世界と地続きに感じられるように情報を提示で

き，同時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．この特性を活かした

作業支援に対する有効利用として，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

解を促すということが考えられる. その一例として，

ユーザが機械の整備作業を行うにあたり，その作業工

程をユーザに提示する拡張現実感システムが挙げられ

る [1]．このシステムはユーザが使用する工具等のCG

(Computer Graphics)モデルをデータとして有してお

り，それらを適切な位置姿勢で重畳表示することより，

整備すべき対象に対してどの工具をどのような角度で

使えばよいかを，ユーザが直感的に理解できるように

している．また，拡張現実感はある実世界上の特定の

場所を矢印のCGなどで指示することで，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．この一例としては，互いに離れた場所にい
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る 2人のユーザの共同作業の支援を行うシステムが挙

げられる [2]．このシステムでは 2人の視界は共有さ

れており，一方がもう一方のいる部屋内のある物体の

場所を指示するために 矢印の CGを作成し，対象位

置に貼り付けることができる．もう一方のユーザは重

畳表示された矢印のCGを見て対象物体の位置を容易

に認識することができる．

このように様々な拡張現実感の有効性は実証されつ

つあるが，その多くは情報をユーザがどのように見て，

認識するかという情報を受け取るまでの工程に関する

有効性の検証に重点が置かれている．そこで本研究で

は，拡張現実感による提示情報を認識した後にユーザ

が行う，記憶という行為に対する拡張現実感の影響に

着目した．本論文では「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

た後に行うその情報を自らの頭に保存する一連の行為

を指すものとする．拡張現実感を用いた作業支援シス

テムにより，人間は常に作業に必要な情報を参照でき

るといった視覚的支援を受けることができる．しかし

ながら，このような支援は人間の外部記憶 (計算機の

持つ情報)への依存を促進する方向へ働き得るもので

ある．人間は能動的に作業を思い出すことで記憶のリ

ハーサルを行い，記憶を長期記憶へと移行させていく

ものであり，このように常に拡張現実感作業支援シス

テムを使用し，受動的に作業に関する情報を参照する

ことは，人間の作業に対する記憶能力を低下させる可

能性がある．一方で，人間が受動的に情報を参照する

のではなく，能動的に提示情報を記憶しようとした場

合，拡張現実感の特性が人間の記憶行為に良い影響を

及ぼす可能性も考えられる．拡張現実感は実世界の特
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定の位置に情報を表示させる技術であるため，図らず

ともユーザは表示された情報の内容とともに，その情

報が表示されている「実世界上の位置」も知覚するこ

ととなる．それゆえ拡張現実感による情報提示は本質

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 [3][4]．

よって本研究では拡張現実感による情報提示の特性

と提示情報を見た人間の記憶効率の間にある種の関連

性があり，それを上手く利用することで記憶行為に有

意な影響を与えることができるかもしれない点に着目

した．拡張現実感の特性を利用して記憶行為に与える

影響として以下の仮説を考えた．

仮説い

拡張現実感を用いて対象物体の近くに関連情報を表

示する場合は，無関係な位置に表示する場合と比較し

て，前者の記憶効率が高くなる．

仮説ろ

拡張現実感を用いて対象物体の近くに関連情報を表

示する場合は，無関係な位置に表示する場合と比較し

て，記憶行為を行う際にユーザが感じる認知負荷が小

さくなる．

仮説は

ある対象を組み立てる作業など，空間認知が必要と

される作業の記憶において，拡張現実感を用いて一人

称視点から作業工程を観察できる場合は，そうでない

場合と比較して，前者の記憶効率が高くなる．

冒頭で述べたように，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補助を行うという応用に関

する研究は広くなされている. しかしながら, 拡張現

実感による作業支援が利用できない場合は元より，利

用できる場合においてもユーザが作業工程や必要な情

報を把握し，記憶している方が効率的に作業できるの

は明白である．そこで前述した仮説が証明できれば，

拡張現実感を用いた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作業支援を行うに留まらず，

ユーザが作業工程自体や作業に必要な情報を覚えると

いう観点においても効果があると考えられる．よって

本研究では上記の仮説についての検証を行うことを目

的とする．

2 人間の記憶システム

本章では人間の記憶システムやその記憶工程に関し

て基本的な事柄を説明しつつ，本研究における検証範

囲を明確にする．人間の記憶工程は便宜的に主に三つ

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．それらの工程により実現さ

れる人間の記憶は主に一時的に小さな容量の情報を保

持する短期記憶 (作業記憶) と継続的に大きな容量の

情報を保持する長期記憶に分けられる．ここで短期記

憶の持つ特性の一つとして，「位置に関連付けてある事

柄を記銘することは，記銘やその後の想起を容易にす

る」ということが挙げられる [3][4]．

2.1 位置に関連付けられた記憶の特性

位置に関連付けられた事柄は覚えやすいという記憶

システムの特性に関して二つの観点から述べる．

一つ目の観点として，場所細胞，認知マップ，空間

記憶の存在が挙げられる．これらの存在は主にげっ歯

類を用いた実験により確認されたものである．場所細

胞とは，生物がある場所を徘徊しながら特定の場所を

通過した際に高頻度で発火する海馬内の錐体細胞の総

称である．また，その特定の場所を場所受容野と呼ぶ．

それら細胞の発火頻度の程度をマッピングしていくと

海馬の細胞の多くは単一の場所受容野を持ち，別の場

所細胞は別の場所に受容野を持つ．このように全く異

なる場所受容野では異なる組み合わせの場所細胞群が

発火することで，空間ごとに異なる場所細胞群が異な

る空間マップを形成していると考えれば，数十万個あ

る錐体細胞の組み合わせから無限に空間を符号化でき

ることとなる．このマップは認知マップと呼ばれてい

る [5][6]．さらにこの空間的な認知マップが海馬に貯

蔵されたものを空間記憶と呼ぶ．前述のように，これ

らは主にげっ歯類を用いた実験により確認されたもの

であるが，人間の海馬においても同様に場所細胞の存

在が確認されていることから人間も類似する機能を備

えていると推定されている [7][8]．この空間記憶が他

の記憶と同時に働き，記憶項目を補強することから，

空間に配置された情報は記憶しやすいと考えられてい

る．またこの記憶で用いられる場所は想像上の場所で

もよく, 実物である必要はないと考えられている [9]．

この空間記憶の有効性は，自らが良く見知った特定の

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，そこを歩きまわる想像をしながら各

場所に記憶すべき項目を配置していく場所法というも

のが強力な記憶術の一つとして広く利用されているこ

とからも分かる [10]．この考えを拡張現実感を用いた

事例に適用すると，実世界上の特定の位置にオブジェ

クト (情報)を関連付けて表示する場合は，そうしな

かった場合と比較して，それを記憶するのが容易にな

ると推測できる．

二つ目の観点として，人間が視覚によりある環境を
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知覚し，環境上に置かれた対象オブジェクトを記憶す

る場合，周りの環境が視覚的に記憶の想起の手掛かり

となるということが挙げられる．環境に置かれたオブ

ジェクトを記憶する際，意識するかどうかに関わらず

周りの環境も同時に取りこまれる．その影響が強いと

対象オブジェクトの記憶は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．エピソード記憶は記銘や想起が比較

的容易であるとされており，これも位置に関連付けら

れた情報が覚えやすい理由の一つであると考えられて

いる．認知科学の分野においては，視覚上の位置関係

を用いたこの特徴は object in place と呼ばれる以下

のようなテストで検証されている．Hollingworthは複

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種類の回答

画像を見せ，どちらがテスト画像にあった物と同じオ

ブジェクトを含んでいる画像かを問うテストを行った．

この際，回答画像の背景がテスト画像の背景と同じで

ある場合，背景がない場合やテスト画像と異なる背景

の場合と比較して，オブジェクト自体やそれが置かれ

た位置姿勢を正しく記憶できることを示した [11]．当

然のことながら，実世界上でも背景情報は位置によっ

て異なるため，背景を覚えることは位置を想起するこ

とに繋がる．この考えを拡張現実感を用いた事例に適

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

オブジェクトの有無に関わらず，その背景がオブジェ

クトを想起する手掛かりとなると推測できる．

2.2 本研究の仮説検証手段

2.1節では二つの観点から「位置への関連付け」を

利用した記憶を捉えたが，これらは独立したものでは

なく相互作用を持っていると考えられるため，明確に

分けることはできない．しかし，このままでは検証項

目が煩雑となることから，本論文では便宜的に「位置

への関連付け」を利用した記憶を以下の二つに分ける．

一つ目は「視覚上での位置」を利用した記憶である．

これは人間がある空間を見たときに，それを 1枚の画

像として認識し，オブジェクトの画像中の配置，相対

的な位置関係を利用することにより，オブジェクト自

体とその位置を記憶するものである．二つ目は「空間

認知」を利用した記憶である．これは人間自身とオブ

ジェクトとの空間的な相対位置関係等を把握し，空間

認知能力を駆使して記憶するものである．この「空間

認知」はさらに，自らの手が届くような比較的小さな

空間を対象として，オブジェクトの位置，姿勢，大き

さを把握するものと，自らの身体の大きな移動が伴う

ような，比較的大きな空間を対象とするものに分ける

ことができる．この「視覚上での位置」を利用した記

憶は，主に 1章で挙げた仮説いと仮説ろに関係し，「空

間認知」を利用した記憶は仮説はに関係すると考えら

れる．

さらに，仮説い,ろに関しては記憶対象として 2種

類の情報を想定する．一つ目は単一の文字や画像を記

憶するもので，これを「単一の記憶」とする．単一の

記憶は想起時に，記銘時の順番に依らないランダム想

起が行いやすいことを特徴として定義する．二つ目は

ある一連の流れを持った特定のタスク工程を記憶する

もので，これを「一連のタスク記憶」とする．一連の

タスク記憶は記銘時の順番にランダム想起が行いにく

いことを特徴とし，記銘時の順番通りに想起させるこ

とを想定する．以上のように 2者の違いは，ある一連

の流れの中で記憶され，順序関係に大きく依存するか

否かであると定義する．これらの記憶としての性質の

違いが結果に何らかの影響を及ぼす可能性を考慮し，

本論文ではこれらを便宜的に分けて実験を行う．

なお，「単一の意味記憶」を対象とした「空間認知」

を利用した記憶については，1章で述べた三つの仮説

との関係性が低いため本論文では取り上げなかったが，

この枠組みに該当する先行研究としては Ikeiらの研究

[4]が挙げられる．これらの区分は完全に独立したも

のではなく，個々の区分が相互に影響を及ぼし合って

いることに留意されたい．

続く 3～5章ではこれらの分類を利用し，各仮説に

ついて被験者実験により検証する．3章では「単一の

意味記憶」を対象とし，「視覚上での位置」を利用した

記憶についての仮説い,ろを検証する．4章では「一

連のタスク記憶」を対象とし，「視覚上での位置」を利

用した記憶についての仮説い,ろを検証する．5章で

は「一連のタスク記憶」を対象とし，「空間認知」を利

用した記憶についての仮説はを検証する．

3 実験 1: 視覚上での位置 - 単一の意味記憶

3.1 実験システム

実験に用いるシステムは 1台の計算機, 画像の出力

装置としての Head Mounted Display (以下 HMD:

Vuzix VR920，解像度 640×480)，それに取り付けら

れたウェブカメラ (Logicool HD Pro Webcam C910，

解像度 640×480)，認識対象の A3サイズの紙面，入

力デバイスとして把持しやすく作られた 2cm四方の

ARマーカから構成される．システムの外観を図 1に

示す．

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 HMD を装着する．その HMD の画面にはカメ

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，紙面上の所定の位置に対して後述
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図 1 仮説検証実験に用いる拡張現実感注釈表示

システムの外観
Fig. 1 Overview of an AR annotation system.

図 2 仮説検証実験に用いるシステムの実行画面

Fig. 2 User’s view through HMD.

する簡単な操作を行うと，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となって

いる．システムの認識対象として用いられる紙面に関

しては，あらかじめ文献 [13] の手法を用いて，紙面

上の特徴点を学習しており，紙面の一定以上の部分を

HMDのカメラで捉えることにより，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操作を頻繁に行

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．また，記憶する情報の配置対象として

の紙面に今回は A3サイズ (297×420mm)の地図を用

いる．本実験のシステムの実行画面を図 2に示す．図

左上の立方体のCGは紙面のトラッキングが正常であ

ることを被験者に伝えるために描画している．

この紙面上のランダムに選択された 10個の位置に

対し目印となる点が表示される．ユーザが各点の位置

にARマーカを近づけるという操作を行うことで，そ

の位置にあらかじめ関連付けられていた記号画像が一

定時間表示される．この記号画像は一定時間ユーザに

対し表示された後，非表示状態となるため二度と参照

することはできない．ユーザにはある記号画像が表示

されている一定時間内に「その記号画像がどのような

ものであったか」ということと，それがどの目印点と

対応するものであるか，つまりは「その記号画像と関

連付けられた紙面上の位置」を記憶させる．

実験では，以下の三つの表示方法で情報を提示する．

これらの表示例を図 3に示す．また，この図は実験中

ユーザが紙面中央を見ている際にHMD越しに観察さ

れるおおよその範囲を示したものである．

Type 1-1:　対応目印点のすぐ近くに表示

この表示方法において記号画像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する．

これは拡張現実感の基本的な特性である「実世界上の

対象位置に関連付けた情報表示が行えるという特性」

を生かした表示であることを想定している．

Type 1-2:　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画像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紙面上のランダ

ムに選択された位置に表示する．また，どこに記号画

像が表示されたかをユーザがすぐに認識できるように，

目印点と記号画像を繋ぐ CG線の描画も行っている．

Type 1-3:　画面上の固定位置に表示

この表示方法ではすべての記号画像はそれと対応付

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表示により提示する．

3.2 実験設計

実験の被験者は大学院に在籍し情報科学を専攻する

21歳から 35歳の学生または教員 27名，その他大学生

8名の計 35名 (平均 24.3歳，男性 31名，女性 4名)で

ある．このうち，5名によって予備実験を行い，その

結果により実験の各種パラメータの調整，実験手順の

確認等を行った．その後 30名により本実験を行った．

実験は 3種類の全ての表示方法 (Type 1-1, 1-2, 1-3)

を各被験者に使用させる被験者内実験として行った．

各実験状況において記録する項目は，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)」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

ア付けさせる．また，各表示方法における実験は順序

効果，練習効果を排除するために全ての順序組み合わ

せ (3(種類・表示方法)! =6 (種類)) を合計で同じ回数

(本被験者 30(名)÷ 6(種類) = 5 (回))ずつ用いた．

実験 1における仮説は以下の通りである．表示方法

による違いとして，Type 1-1においては各目印点の位

置に関連付けて記号画像を表示していることから，被

験者が目印点と記号画像をその近傍の地図画像を背景

とする一つの画像として記憶できると考えられる．こ

のことから，各記号画像自体の記憶がしやすくなり，

また表示されていた位置に関しては特に効率的に記

憶できると予測し，以下の仮説い-1, い-2，ろ-1を設

けた．
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(a)Type 1-1:　対応目印点のすぐ近くに表示 (b)Type 1-2:　紙面上のランダムな位置に表示 (c)Type 1-3:　画面上の固定位置に表示

図 3 実験 1の表示方法
Fig. 3 Display methods in the user study 1.

仮説い-1

表示方法 Type 1-1では Type 1-2，1-3よりも記号

自体の正答率が高くなる．

仮説い-2

表示方法 Type 1-1では Type 1-2，1-3よりも記号

位置の正答率が高くなり，その差は記号自体の正答率

よりも顕著である．

仮説ろ-1

表示方法 Type 1-1では Type 1-2，1-3よりも記憶

時の認知負荷が低くなる．

3.3 実験手順

実験概要の説明後，被験者に HMDを装着させる．

被験者の見ているA3サイズの紙面上には 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のに対応して，

その目印点にあらかじめ対応付けられている記号画像

を表示する．10秒間表示後，各記号画像の表示を止

め，被験者に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させる．

被験者がその操作を 10個の記号画像に対して終えた

後，HMDを外させ，30秒間の忘却時間を設ける．忘

却時間後，被験者にはラップトップコンピュータの画

面を見せながら，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回答させる (これが記号自体の回

答にあたる). その後，画面に実験に用いた地図画像と

ナンバリングした目印点を表示して，番号の小さい目

印点からそれと対応付けられていた記号の番号を再び

回答させる (これが記号位置の回答にあたる)．記号自

体と記号位置の二つの回答後，被験者にそれぞれの回

答の結果を知らせる．その後，被験者には記号の表示

方法における記憶のしやすさ，どのように記憶したか

等を問う簡単なアンケートに回答させる．以上の工程

を 3種類の表示方法においてそれぞれ行う．これら 3

種類の表示方法の順番は被験者間で変化させる．最後

にどの表示方法において最も記憶しやすかったかを被

験者に尋ね，実験を終了する．

　　(a) 記号自体の正答率 (b) 記号位置の正答率

図 4 記号表示方法による正答率の違い

Fig. 4 Rate of question answered correctly by
display methods.

3.4 実験結果および考察

図 4は各条件の正答率を示したものであり，(a)が

記号自体の正答率，(b) が記号位置の正答率である．

記号自体の正答率について分散分析を行った結果，表

示方法の効果が有意であった (F(2,58)=4.82, p<.05)．

表示方法の効果について Holm 法による多重比較を

行った結果，各平均の大小関係は，Type 1-1 > 1-2 =

1-3であった (MSe=0.0029, 5%水準)．記号位置の正

答率について分散分析を行った結果，表示方法の効果

が有意であった (F(2,58)=6.02, p<.01)．表示方法の

効果について Holm法による多重比較を行った結果，

各平均の大小関係は，Type 1-1 > 1-2 = 1-3であった

(MSe=0.0385, 5%水準)．

記号自体を覚えているかどうか問うテストでは，どの

表示方法でも軒並み高い正答率が得られた上で，Type

1-1と Type 1-2, 1-3間で有意差が得られた．実験後

の被験者に対するインタビュにより，「Type 1-1では

ARマーカを置いた場所から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 10名から得られた．ある位置に置かれ

た物体とその位置を記憶する際，視覚的な注意をそれ

とは無関係な別の位置に向けることは，その記憶行為

を阻害するとされており [14]，Type 1-1においてはそ
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図 5 記憶のしやすさに関する各スコアの選択人

数 (主観評価)
Fig. 5 Number of each score which users gave

for each display method.

のような阻害の影響が，他の方法と比べて小さかった

と考えられる．以上のことから，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

ザの視覚的注意の移動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．これ

らの結果から仮説い-1を確かめることができた．

記号位置を問うテストでは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，Type 1-1

とType 1-2, 1-3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被験者により様々な記憶方法が見

られたが，いずれの記憶方法においても，Type 1-1の

ように各目印点の近くに記号を表示する方が，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．これは前述のように，視覚的な注意を別の位置に

向ける必要がなか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たことから，2.2節で述

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ためであると考えられ

る．以上の結果から仮説い-2を確かめることができ

た．また Type 1-2と Type 1-3の正答率に統計的有

意差はなかったものの，実験後のアンケートやインタ

ビュにより「特に Type 1-2において位置の記憶がし

づらかった．」という意見が 7名の被験者から得られ

た．この理由として Type 1-2では記号の表示位置が

予測できないため，注視している位置を目印点から記

号画像に移す前に「どこに」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，ユーザの位

置を記憶する行為における認知負荷を大きくする傾向

があるといえる．

実験後に各被験者に尋ねた主観評価として，各表示

方法の記憶のしやすさを 1(困難)～7(容易) の 7 段階

でスコア付けさせた結果を図 5 に示す．この結果に

対し，スコアを順位尺度として取り扱い，Friedman

検定を適用した結果，三者の間に有意な差が見られ

た (χ2 = 15.883, p < .01)．よって続いて Scheffe の

方法による多重比較を行ったところ，Type 1-1 > 1-

2(S = 10.4727, 5%水準), Type 1-1 > 1-3(S = 8.792,

5%水準), Type 1-2 = 1-3(S = 0.07346, n.s.)であっ

た．以上の結果から仮説ろ-1を確かめることができた．

Type 1-1の表示方法において 7 段階中の 6や 7と

いった記憶行為が容易であったことを示すスコアを多

くの被験者が付けており，被験者の実感としても Type

1-1 が記憶しやすい，すなわち Type 1-1を用いた記

憶の際の認知負荷が他の条件と比較して低いことを示

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場合，そうしない場

合と比較して，人間が「視覚上の位置」を用いて記憶

する際，一定時間に正確に記憶できる単一の意味記憶

量が大きいことが示された．

4 実験 2: 視覚上での位置 - 一連のタスク記憶

続く実験 2では記憶対象を一連のタスク工程へと変

更した場合の，視覚上での位置を利用した記憶と拡張

現実感の特性との関係性を確かめる．この実験では複

数の引き出しからブロックを取り出すという作業の工

程をユーザに記憶させることとする．

4.1 実験システム

この実験においても被験者はHMDを装着し，HMD

の画面上に情報が提示されるものとする．ここで用い

たハードウェアは 3章で述べられたものと全て同一の

ものである．図 6のような，机の上に置かれた全 9個

の各引出しにARマーカとユーザがそれを識別するた

めのシールが貼られている．このシールはユーザに対

して左から右に L, M, R,上から下にかけて 1, 2, 3と

いう命名規則により，L1, M2等と記述している．各

引き出しの中には 10個程度のブロックが入っており，

ユーザがそのブロックを一度に指定数取り出すことを

想定する．システムが各引き出しのARマーカを最低

でも一つ認識すると，それに対応して作業工程の提示

を行う．どの引き出しからブロックを何個取り出すか

という情報を一つの工程としてユーザに提示し，それ

を順に 12工程連続して提示する．各工程は 10秒間提

示した後，自動で次の工程に切り替える．ユーザには

各工程が表示されている間，「どの位置の引き出し」か

ら「何個」のブロックを取り出すかという 2点に対し

記銘操作を行わせる．

実験 2においては以下の 2種類の表示方法で情報の

提示を行う．
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(a)Type 2-1: 各引き出しの位置
に重畳表示

(b)Type 2-2: 画面上の固定位置
に表示

図 6 実験 2の作業工程の表示方法
Fig. 6 Display methods in the user study 2.

Type 2-1: 各引き出し位置に重畳表示

この表示方法の例を図 6(a)に示す．この方法では

引き出しと矢印の CG，取り出すブロックの個数を示

す注釈を実際の各引き出しの位置に重畳表示する．

Type 2-2: 画面上の固定位置に表示

この表示方法の例を図 6(b)に示す．この表示方法

では画面上の特定の位置に固定した表示により工程を

提示する．各引き出しの位置は「L1」,「M2」のよう

な各引き出しに貼られたラベリング番号で提示する．

この表示は，紙面に印刷された各引出しの番号表を参

照しながら覚えるような対象物体と情報が視覚的に分

離して記憶される拡張現実感以外の表示方法を用いた

状況をモデル化している．

4.2 実験設計

実験の被験者は大学院に在籍し情報科学を専攻する

23歳から 27歳の学生 21名 (男性 19名，女性 2名)で

ある．この内，3名により予備実験がなされた後，18

名による本実験に移行した．実験 2 は表示方法 2 種

(Type 2-1, 2-2)をどちらも各被験者に割り当てる被験

者内実験として行う．各実験状況において結果として

記録する項目は，全工程における「引き出し位置の正

答率」と「取り出すブロック数の正答率」である．「引

き出し位置の正答率」は，各工程に対し正誤判定を行

い，「正しい引き出しから取り出した工程数」を「全工

程数 (12)」で除した値を正答率とする．「取り出すブ

ロック数の正答率」も同様に，各工程に対し正誤判定

を行い，「正しい個数のブロックを取り出した工程数」

を「全工程数 (12)」で除した値を正答率とする．

実験 2における仮説は以下の通りである．実験 1と

同様に Type 2-1においては対象である各引出し位置

に関連付けて情報を表示していることから，被験者は

これら情報を一つの画像として記憶できると考えられ

た．また，Type 2-2のように L1，M2といった煩雑な

文字から位置を覚える必要性や，それら文字から各引

き出しへの対応関係を認識する必要性がないため，少

ない工程で記銘操作が行えると考えられる．これによ

り記憶対象が単一の記号画像であった実験 1と同様，

被験者は各工程の引き出し位置，取り出すブロック数

の記憶がしやすくなると予測した．よって以下の仮説

い-3，い-4，ろ-2を設けた．

仮説い-3

表示方法Type 2-1ではType 2-2よりも引き出し位

置の正答率が高くなる．

仮説い-4

表示方法Type 2-1ではType 2-2よりも取り出すブ

ロック数の正答率が高くなる．

仮説ろ-2

表示方法Type 2-1ではType 2-2よりも記憶時の認

知負荷が低くなる．

4.3 実験手順

被験者はHMDを装着し，引き出しを正面から眺め

るものとする．各工程の引き出しの位置とそこから取

り出すブロックの個数を 10秒間表示し，自動的に次

の工程情報の表示へと切り替えるようにする．被験者

にはそれらの工程を提示順に記憶するよう指示する．

その後被験者に HMDを外させ，30秒間の忘却時間

を設ける．忘却時間後，工程を想起しながら，実際に

工程順に引き出しからブロックを取り出していくよう

被験者に指示する．その後，被験者には記号の表示方

法における記憶のしやすさ，どのように記憶したか等

を問う簡単なアンケートに回答させる．以上の工程を

2種類の情報表示方法においてそれぞれ行い，これら

の実験順序は被験者ごと変更する．

4.4 実験結果および考察

図 7は引き出しからのブロック取り出し作業のそれ

ぞれの表示方法における正答率を示したものであり，

図 7(a)が引き出し位置の正答率であり，図 7(b)が取

り出すブロック数の正答率である．各表示方法の引き

出し位置の正答率に対して，対応関係のある要素とし

て t検定を行った結果，Type 2-1の正答率は Type 2-

2と比較して有意に高かった (両側検定: t(17)=2.29,

p<.05)．同様に，各表示方法の取り出すブロック数の

正答率に対して，対応関係のある要素として t検定を

行った結果，Type 2-1の正答率は Type 2-2と比較し

て有意に高かった (両側検定: t(17)=2.82, p<.05)．以

上の結果より，仮説い-3, い-4，は正しいと確かめる

ことができた．

これらの結果を裏付けるように，被験者も実験後の

インタビュにおいて，「Type 2-1では頭の中で文字か

ら位置へ，といった煩雑な変換をすることなく直感的

に位置を記憶できた」と回答している．Type 2-2に

おいて「M1から三つ」，「L2から一つ」といった注釈

を「M13L21」という連続した文字列で覚える被験者

も少数見られたが，いずれも各工程を視覚的に映像と

して記憶した被験者より低い正答率となった．このこ



日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.18, No.1, 2013

(a) 引き出し位置の正答率 (b) 取り出すブロック数の正答率

図 7 各表示方法による正答率

Fig. 7 Rate of question answered correctly by
display methods.

図 8 記憶のしやすさに関する各スコアの選択人

数 (主観評価)
Fig. 8 Number of each score which users gave

for each display method.

とより，文字などで表示できる情報であっても視覚的

に直接対象位置に表示することは記憶行為に優位に働

く可能性が示唆された．しかし少数の被験者から，覚

えるべき引き出し位置に，引き出しや矢印や注釈など

様々なCGが重畳表示されることが煩わしいというコ

メントも得られたことから, 多くの要素を混在させる

ことは視覚的に煩わしく，記憶を阻害する可能性も示

唆された．よって，実験 2で取り扱ったような作業に

関して記憶という点からみると，様々なCG等を表示

させず，取り出す個数の数字のみを引き出し位置に重

畳表示させる，といった視覚的に記憶しやすい簡素な

注釈表示を行うことがより有効であると考えられる．

実験後に各被験者に尋ねた主観評価として，各表示

方法の記憶のしやすさを 1(困難)～7(容易) の 7 段階

でスコア付けさせた結果を図 8に示す．この結果に対

し，スコアを順位尺度として取り扱い，Wilcoxonの

符号付順位和検定を適用した結果，表示方法間に有意

な差が見られた (T = 39.5, p < .05)．以上の結果から

仮説ろ-2を確かめることができた．

5 実験 3: 空間認知 - 一連のタスク記憶

実験 3では空間認知を利用した，より立体的なタス

クに関する仮説はについて確かめる．この実験ではブ

ロックを組み立てる作業の各工程をユーザに記憶させ

ることとする．

5.1 実験システム

この実験においても被験者はHMDを装着し，HMD

の画面上に情報が提示されるものとする．ここで用い

たハードウェアも 3章で述べられたものと全て同一の

ものである．ユーザが実際にブロックを組み立てる机

上には複数のARマーカが貼られている．システムが

このARマーカを最低でも一つ認識すると，それに対

応して作業工程の提示を行う．ある 1種類のブロック

を特定の位置に組み立てることを 1工程としてユーザ

に提示し，それを順に 12工程連続して提示する．各

工程は 10秒間表示した後，自動で次の指示に切り替

える．

この実験においては以下の 2種類の表示方法で情報

の提示を行う．

Type 3-1: 机上に接地した状態で表示

この表示方法の例を図 9(a)に示す．この方法では

現工程までに組み立てたブロックの CG を机上の特

定位置に接地した状態，つまり実世界上のある座標系

に固定した形で表示する．また現在の工程で追加され

るべきブロックが所定の位置にはめ込まれるアニメー

ションも同時に表示する．被験者は実際に体を動かし，

視点の位置を変えることで，その方向からブロックの

CGを見ることができる．この表示は実際に組み合わ

さっていくブロックが机に置かれており，それを観察

する状況に近いことを想定している．

Type 3-2: 画面上の固定位置に表示

この表示方法の例を図 9(b)に示す．この方法では

被験者の視点位置に関係なく，全てのブロックの CG

をHMD座標系に固定して表示する．現在の工程で追

加されるべきブロックが所定の位置にはめ込まれるア

ニメーションは Type 3-1と同様に表示する．被験者

はマウスを使い各方向にドラッグすることで，ブロッ

クの CGを回転させて各方向から見ることができる．

組み立てるブロックの完成形として 2種類 (Shape

A, B)を想定する．Shape Aは図 10(a)のような船を

模倣した形状であり，Shape Bは図 10(b)のような無

意味な形状である．両者とも使用するブロックの種類

数に差はないが，Shape Aが一列のブロックに順番に

積んでいけばよい奥行きのない形状であるのに対し，

Shape Bは各ブロック位置の奥行きにばらつきがある

形状となっている．また Shape Bは工程が重なるに

従い，下部のブロックが隠れていくため参照しづらく

なることや，各ブロックの相対的な位置関係が類推し
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(a)Type 3-1: 机上に接地した状
態で表示

(b)Type 3-2: 画面上の固定位置
に表示

図 9 実験 3の作業工程の表示方法
Fig. 9 Display methods in the user study 3.

(a)Shape A: 船を模倣した形状 (b)Shape B: 無意味形状

　
図 10 実験 3の組み立て対象

Fig. 10 Assembly targets of the user study 3.

づらい形状であることから，Shape Aと比較して難易

度が高いことを想定している．

5.2 実験設計

次に実験設計について説明する．被験者は実験 2と

同様，大学院に在籍する情報科学を専攻する 23歳か

ら 27歳の学生 21名であり，内 19名が男性，2名が

女性である．この内，3名により予備実験がなされた

後，18名による本実験に移行した．

各被験者に対して，二つの表示方法の内いずれかと，

二つの組み立て対象の内いずれかを組み合わせた実験

を計 2 回行う．また計 2 回の実験において，各表示

方法と組み立て対象について重複のない組み合わせが

各被験者に割り当てられる．二つの組み立て対象の難

易度が大きく異なるため，各組み立て対象に関して分

けて考察する被験者間実験とする．よって各被験者数

は Shape Aにおいて，Type3-1: 9名，Type3-2: 9名

であり，Shape B においても同様に Type3-1: 9 名，

Type3-2: 9名である．各実験状況において結果とし

て記録する項目は，「ブロック組み立て位置の正答率」

と「組み立てるブロックの種類の正答率」である．

実験 3における仮説は以下の通りである．Type 3-

1のようにブロックが実在する物体と同様に実空間の

ある平面に固定されている場合，被験者はブロックを

別の位置から確認する必要があるたび，自らの頭部や

体を動かして確認したい方向から見る必要がある．こ

のような表示は実在するブロックを見る際と同一の空

間認知を使う可能性が高いため，認知負荷が低く記憶

行為に有効であると考えられる．しかし，組み立て対

象が Shape Aのような奥行きのない形状である場合，

そのような空間認知を用いる必要性は低いと考えられ

るため，二つの表示方法間で違いはないと予測した．

よって以下の仮説は-1, は-2を設けた．

仮説は-1

組み立て対象がShape Bのときのみ，表示方法Type

3-1ではType 3-2よりもブロック組み立て位置の正答

率が高くなる．

仮説は-2

組み立て対象がShape Bのときのみ，表示方法Type

3-1ではType 3-2よりも組み立てるブロックの種類の

正答率が高くなる．

なお実験手順，正答率の算出法は実験 2 と同様で

ある．

5.3 実験結果および考察

図 11は組み立て対象を Shape Aとした場合，図 12

は組み立て対象を Shape Bとした場合のそれぞれの表

示方法における正答率を示したものである．またそれ

ぞれ (a)がブロック組み立て位置の正答率であり，(b)

が組み立てるブロックの種類の正答率である．

組み立て対象を Shape Aとした際，各表示方法のブ

ロック組み立て位置の正答率に対して，F検定を行っ

た結果，各分散を等しいと仮定することができた．そ

のため t 検定を行った結果，Type 3-1 と 3-2 の正答

率の間に有意な差はなかった (両側検定: t(16)=0.611,

p>.10)．各表示方法の組み立てるブロックの種類の正

答率に対して，F検定を行った結果，各分散を等しい

と仮定することができなかった．そのためウェルチの

検定を行った結果，Type 3-1と 3-2の正答率の間に有

意な差はなかった (両側検定: t(16)=0.306, p>.10)．

組み立て対象を Shape Bとした際，各表示方法のブ

ロック組み立て位置の正答率に対して，F検定を行っ

た結果，各分散を等しいと仮定することができた．そ

のため t 検定を行った結果，Type 3-1 と 3-2 の正答

率の間に有意な差はなかった (両側検定: t(16)=0.864,

p>.10)．各表示方法の組み立てるブロックの種類の正

答率に対して，F検定を行った結果，各分散を等しい

と仮定することができなかった．そのためウェルチの

検定を行った結果，Type 3-1の 3-2の正答率の間に

有意な差はなかった (両側検定: t(16)=1.612, p>.10)．

以上の結果より仮説は-1，は-2が正しいと確かめるこ

とはできなかった．

Shape Aにおいて二つの表示方法間で差異がなかっ

たのは予想通りであったが，Shape Bにおいても，図

12のように平均値は Type 3-1が Type 3-2よりも高

いものの，分散が非常に大きいことから表示方法間の

有意差は得られなかった．前述のように Shape Aは各

ブロックを縦長の土台となるブロックに端から順番に

積んでいけばよいという単純な形状であるのに対し，

Shape Bは各ブロックを積み上げる際，土台となるブ
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　　(a) 組み立て位置の正答率 (b) ブロックの種類の正答率

図 11 Shape Aの場合の各表示方法の正答率
Fig. 11 Rate of question answered correctly

by display methods in shape A.

　　(a) 組み立て位置の正答率 (b) ブロックの種類の正答率

図 12 Shape Bの場合の各表示方法の正答率
Fig. 12 Rate of question answered correctly

by display methods in shape B.

ロックからはみ出るような形に積んでいくことが多く，

その空間認知の複雑さから記憶が難しい形状であると

いえる．Shape Bを組み立てる際，被験者はブロック

間の位置関係を知るために横や真上からモデルを確認

することが多く，自らの体を動かす回数が Shape A組

み立て時より大幅に増えていた．このことを非常に煩

わしいと感じるとコメントした被験者は 2名いたが，

いずれも Shape Bにおいて正答率が高くなかった．こ

のことより Type 3-1のような拡張現実感による世界

座標系に固定した表示が全ての被験者に効果的に働い

たわけではないといえる．しかしながら，「Type 3-1

は他の人がブロックを組み立てている様子を，その人

の主観的な視点から観察できる状況に近いため，覚え

やすかった」といった肯定的なコメントも 5名の被験

者より得られた．以上より，統計的に有意な結果は得

られなかったものの，実世界上のある座標系に関連付

け，固定した CG表示を行うことは，それを観察する

ユーザが実世界上で実物体を見るのに近いという理由

により，空間認知を使った記憶行為に有効に働く可能

性が示唆された．しかしながら，常にそのような現実

に近い認知をしなければならないことを煩わしいと感

じる者もいるため，実際の作業支援システムにおいて

は本システムの Type 3-1と 3-2を組み合わせ，それ

らが切り替えられるような表示を行うことが望ましい

と考えられる．

6 まとめと今後の展望

本論文では位置への関連付けを利用した記憶を便宜

的に「視覚上での位置」を利用した記憶と「空間認知」

を利用した記憶の 2種類に分け，拡張現実感情報提示

システムを用いた各種被験者実験を行うことで，提示

された情報を能動的に記憶する際の，三つの仮説を検

証した．その結果を以下に列挙する．

仮説い

拡張現実感を用いて対象物体の近くに関連情報を表

示する場合は，無関係な位置に表示する場合と比較し

て，前者の記憶効率が高くなる

• 仮説い-1，仮説い-2において，単一の意味記憶

を対象とした場合の有意差を確認した．

• 仮説い-3，仮説い-4において，一連のタスク記

憶を対象とした場合の有意差を確認した．

仮説ろ

拡張現実感を用いて対象物体の近くに関連情報を表

示する場合は，無関係な位置に表示する場合と比較し

て，記憶行為を行う際にユーザが感じる認知負荷が小

さくなる．

• 仮説ろ-1において，単一の意味記憶を対象とし

た場合の有意差を確認した．

• 仮説ろ-2において，一連のタスク記憶を対象と

した場合の有意差を確認した．

仮説は

ある対象を組み立てる作業など，空間認知が必要と

される作業の記憶において，拡張現実感を用いて一人

称視点から作業工程を観察できる場合は，そうでない

場合と比較して，前者の記憶効率が高くなる．

• 仮説は-1，仮説は-2において，統計的な有意差

を確認できなかった．

• 実験 3において，一部のアンケート結果により

仮説はを肯定する傾向を確認した．

これらの結果は，拡張現実感を用いた作業支援シス

テムの構築に際し，記憶に有効な情報提示手法に一つ

の設計指針を与えるといえる．しかしながら 1 章で述

べたように，拡張現実感の利便性に頼りきり，受動的

に作業に関する情報を参照することが，人間の作業に

対する記憶能力を低下させる可能性がある．そのよう

な望ましくない影響を防ぐため，拡張現実感を作業支

援に用いる場合，ユーザに能動的に記憶を行わせるよ

う工夫することが肝要であると考えられる．
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また本論文では，被験者が椅子に座ったまま机上で

対象物体を見たり，作業を行うという比較的小規模な

環境で全実験を行ったため，実験時に被験者の身体の

大きな動きは伴わなかった．これは人間の様々な作業

支援を考えたとき，限定されたシチュエーションであ

るといわざるを得ず，ある物体を回り込んで後ろから

見るといった動作等がなされなかったことを示してい

る．今後はそのような身体の動きが伴う，より大きな

空間を使用する作業支援に対して同様の実験を行って

いくことにより，拡張現実感の特性と人間の記憶効率

の関連性がより明確になると考えられる．
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