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概要：本研究は、ミックストリアリティを用いた組み立て作業支援に、新しいソリューションと考慮すべき

要因に注目する。実験的にインタフェースの検討を行い、以下の知見にまとめた。組立作業のマニュアルを

World-locked で呈示することで、作業時間は Body-locked より長くなるが、アンケートの項目での明快さが

より高いことが確認された。一方、動的と静的な条件が合わさると、主観評価でノベルティはより高く評価

されることが明らかになった。このことは、ミックストリアリティに慣れてないユーザは、インタフェース

の特性が一致していた方がより受け入れやすいことが理由だと考えられる。 

キーワード：ミックストリアリティ、インタフェース、組立作業支援 

Keywords：mixed-reality, interface, assembly support 

 

1. はじめに 

近年 Mixed Reality（MR）呼ばれる現実空間と仮

想空間を同時に観察する技術の発展に伴い， MR

デバイスを用いたトレーニングに注目が集まって

いる。たとえば，工場での社員のトレーニングや

サポートに利用する例などが報告されている 1-3)．

しかし，従来の研究においては，MRでのトレーニ

ングで UI が与える影響を調査した例は少ない。 

そこで本研究では，トレーニングタスクにおい

て MR デバイスで表示する指示情報の UI が，ユー

ザに与える印象やタスクに対する効果への影響に

ついて評価を行った。 

2. 実験方法 

2.1 方法 

本研究では，トレーニングを想定した組立作業

を課すタスクを設定した。UI の要因として，呈示

方法要因と矢印要因を設定した。 

MR でのマニュアルの呈示方法については，ユ

ーザの動きに対する挙動を基準とした分類を参考

とした 4)。物体の表示位置については，World-

Locked，Body-Locked と呼称される分類がある．そ

れぞれの定義を表 1 に示す。研究ではこの World-

Locked（以下 World），Body-Locked（以下 Body）

の 2 つを呈示方法要因とした。 

表 1 UIコンテンツの定義と説明 

コンテンツタイプ 定義 

ワールドロック

(World-Locked) 

仮想物体を現実世界の座標に固

定して呈示する。ユーザが移動

しても，物体は常に現実空間の

固定した位置に表示される。 

ボディロック 

(Body-Locked) 

仮想物体をユーザの位置に応じ

た座標に固定して呈示する。ユ

ーザ移動に伴い，仮想物体もユ

ーザに追従して表示される。 

 

また，作業指示として，CGで表現される矢印を，

組み立て対象の物体と合わせて表示した。矢印は

装飾のない直線の矢印（従来矢印）と，ねじでの

締結動作をアニメーションとねじれた形状で示し

た矢印（作業矢印）5)の 2 種類を用意した。要因と

して矢印の表現を設定し，従来矢印のみ呈示する

条件と，作業矢印が混在して呈示される条件を設

定した。 

2.2 実験環境 

本研究では MR デバイスとして，Microsoft 

HoloLens を使用した。組立作業のタスタは，タミ

ヤのテクニクラフトシリーズ 74 番（タスク A）と

84 番（タスク B）をマニュアル通りに組み立てる

作業を選定した。それぞれのタスクはギアとモー

ターを組み合わせた部品を作成する内容である。 

タスクに使う部品を CG モデルで，マニュアル

を平面の画像で MR 表示した．ネジや，ギアを入

れる指示として矢印を表示した（図 1）。 

 

 
図 1 ユーザから見た AR指示映像 

（条件：Body条件，作業矢印条件） 

2.3 測定項目 

主観評価として，User Experience Questionnaire 

(UEQ) 6)，マニュアルおよび CG を見た割合，5 件

法のアンケートへの回答を求めた。 

アンケートの質問項目は，「マニュアルがわか

りやすかったか」，「アニメーションがわかりや

すかったか」，「作業の難易度はどうだったか」

とした。 

2.3 手続き 

タスクの入れ替え、UI は 4 条件をそれぞれに，

ユーザごとにランダムに提示した。タスク中は，



作業時間やエラーの情報を測定し，タスク後に主

観評価をもとめた。なお実験参加者には，事前に

説明を十分に行い，データ利用の同意を得た。  

参加者は 32 人に（うちに女性 9 人）であった．

組立タスク A と B を，被験者ごとに順番を入れ替

えて呈示し，マニュアルを参照して組み立てるよ

う指示した。マニュアルと矢印，計 4 条件で被験

者内の実験を行った。タスクの間には 10 分間の休

憩をはさみ，実験全体の試行時間は平均約 90 分間

であった。 

3. 結果 

3.1 主観評価 ― UEQ 

UEQは 28個の形容詞対に対する評価から，見栄

え，明快さ，効率，信頼性，刺激，ノベルティ

（新奇性）に対するスコアを算出できる。 

明快さにおいて，World 条件の方が有意に高い

結果となり（F(1,15) = 5.3，p = 0.035，図 2），見栄

えと信頼性でも同様の有意傾向がみられた。 

ノベルティは，交互作用に有意差が認められ

（F(1,15) = 13.97，p = 0.002），多重比較の結果，

「Body と作業矢印」ペアと「World と従来矢印」

ペアで有意差が確認された。つまり，Body 条件で

は作業矢印は有意に高く評価され（F(1,15) = 6.69， 

p = 0.021），World 条件では従来矢印が有意に高く

評価された（F(1,15) = 10.1，p = 0.006，図 3）．他

の項目では特に有意な差は確認されなかった。 

3.2 客観評価 

タスク A では，World 条件の方で有意に作業時

間が長い結果となった（ F(1,15) = 5.034， p = 

0.034）。しかし，エラーの数は特に有意差はなか

った。 

3.3 その他のデータ 

タスク A と B では B の方が難易度に高いと評価

された（t(31) = .49，p = 0.000）。マニュアルのわ

かりやすさについての評価も，B の方が低い結果

となった（t(31) = 1.25，p = 0.047）。 CG の分かり

やすさは，タスク間で有意差はなかった（t(31) = .9，

p > 0.05，図 4）。また，マニュアル・CG を見た割

合の結果の平均値は，マニュアルは 67.2％，同程

度は 25％，CG アニメーションは 7.8％であった。 

 
図 2 UEQ明快さの平均と標準誤差 

4. 考察 

主観評価の結果は，全体的に World 条件の評価

が高いことが確認された。一方，作業時間は，

World 条件で長くなる結果となった。作業時間が

かかった理由として，World 条件はマニュアルが 

 
図 3 UEQノベルティの平均と標準誤差 

 

 

 
図 4 主観評価アンケートの平均と標準誤差 

 

空間に固定されているため，Body 条件より視線の

移動が多くなったと考えられる。しかし，作業時

間が長くなっても，ユーザに快適な体験を与えた

ことが示唆され，World 条件の方がポジティブな

印象を与えたと考えられる。 

矢印条件については，エラー数や作業時間には

影響を与えていないが，UEQ のノベルティの項目

で交互作用が確認された。つまり Body 条件と作業

矢印条件を動的，同様に World 条件と従来矢印を

静的だとすると，動的静的の特性が一致すること

で，ノベルティの評価が高まったと考えられる。

また、なぜ同性質の方は評価が高いというと、

「慣れていない環境」と「予測しやすい」に関

係していると考えらえる。慣れていない環境に

ついて述べてみると、ミックストリアリティは

まだ普遍的に使われていなく、まだ体験したこ

とがない人がいる状況の中、HMD を被ったこと

人であっても操作や見方にまだ慣れていない可

能性がある。まだ慣れていない人に、仮装空間

で動きが独立している物体を観察してもらうと

きに、一致性がないと予測しづらく、簡単に受

入れることが難しくなる。 
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