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高速陰影表現手法を用いた飛鳥京MRコンテンツの開発と
その評価

Development and Evaluation of Asuka-Kyo MR Contents with Fast Shading
and Shadowing
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Abstract We developed Mixed Reality (MR) content that reconstructs the ancient capital of Asuka-Kyo and applied a

fast shading and shadowing method that uses shadowing planes. Subjective evaluation with a head-mounted display showed

that viewing this content increased the audience’s knowledge both of Asuka-Kyo and of MR technologies. We also conducted

impression evaluation tests with and without shading and shadowing. Content with shading and shadowing received more

favorable evaluations from the audience when they were asked to rate it according to how ”Realistic,” ”Spectacular,” and

”Entertaining” it was.

キーワード：複合現実感，拡張現実感，光学的整合性，ディジタルコンテンツ，主観評価

1. ま え が き

近年，CG（Computer Graphics）やVR（Virtual Re-
ality）技術を用いて，文化遺産をディジタルコンテンツ化
する試みが行われている 1)～5)．このようなディジタルコン

テンツは，博物館に収蔵されている文化財や現地でしか見

ることのできない遺跡を，インターネットやVRシステム
を用いて広く公開することができる．そのため，教育分野

での体験学習や協調型学習，映画・ゲームなどのエンタテ

イメント産業，地方自治体の観光振興等において，活用が

期待されている．

一方，複合現実感（MR: Mixed Reality）技術 6)を用い

て遺跡の遺構上に復元モデルを合成表示する取組みが行わ

れるようになってきている．CGアニメーションや VRコ
ンテンツはPCのディスプレイ上やVRシアタでしか鑑賞
することができず，臨場感や現実感に乏しいといった問題

がある．これに対してMRでは，実世界の景観や雰囲気等
の環境情報をそのまま利用できるため，ユーザはより高い
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臨場感を体験することが可能である．また一般に考古学的

見地からは発見された遺跡は，現状保存が原則と考えられ

るが，観光振興の観点から文化財の整備や活用を求められ

る場合も多い．これに対してMRでは，実世界の遺構に物
理的な影響を与えずに効果的な展示を行うことが可能であ

り，遺跡の保存と活用を両立することができる．

MRによる遺跡復元の事例はこれまでにもいくつか報告
されている．天目らは奈良県の平城宮跡を対象として，ウェ

アラブルコンピュータ・PDA・携帯電話等のモバイル端末
を用いたナビゲーションシステムを提案している 7)．盛川

らは双眼鏡型のMRディスプレイ装置を用いて平城宮大極
殿の復元を行っている 8)．ARCHEOGUIDEプロジェクト
では古代ギリシアのオリンピア遺跡を復元する試み等も行

われている 9)．

しかしMRによる遺跡復元において，実画像と仮想物体
の照明条件を一致させるという試みはほとんどなされてい

ない．MRにおいて違和感のない合成画像を生成するため
には，実世界と仮想世界との間の位置合わせを行い（幾何

学的整合性），両者の色・明るさ・陰影等 10)11) を一致させ

る必要がある（光学的整合性）．幾何学的整合性について

は画像中のマーカや特徴点，磁気センサやジャイロを用い

た様々な手法が提案され，一般に広く用いられている．光

学的整合性についてはカメラや鏡面球を用いた光源環境推

定手法 12)～14) や，シャドウマップ法やシャドウボリューム

法を用いた影付け手法 15)16) が提案されている．また筆者

らは，光源環境の変化に対応して実時間でソフトシャドウ
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を表現することのできる，影付け平面という概念を用いた

陰影表現手法を提案している 17)．しかし，これらの手法を

実際の遺跡復元コンテンツに適用した事例はない．

また実際のMRコンテンツにおいて，コンテンツがユー
ザに与える効果や光学的整合性の評価はあまり行われてい

ない．これまでに，VRコンテンツの教育効果の評価 3)18)

や，映像から受ける印象の主観評価 19)～21) は行われている

がMRにおいてはほとんど例がない．光学的整合性に関し
ては，実・仮想遮蔽物体によって生じる影の誤差評価 22)，

キャストシャドウのずれに関する許容範囲の評価 23)や顔の

合成画像における色差や陰影の不整合に関する評価 24)等は

行われている．しかしこれらの事例では，MRにおける陰
影表現がユーザのどのような主観的心理因子に影響し，ど

のようなコンテンツに対して有効であるかという点に関す

る議論は行われていない．また，評価実験は実験室内の限

定された環境下で行われており，実際に遺跡復元等のMR
コンテンツに適用した事例は報告されていない．

そこで本論文では，実時間でのソフトシャドウ表現が可

能な影付け平面を用いた陰影表現手法 17) を適用した遺跡

復元MRコンテンツを作成し，屋外の遺跡現地における主
観評価実験によって，コンテンツの教育効果と陰影表現の

有効性について評価した結果を示す．陰影評価実験では特

に，MRシステムにおける仮想物体の陰影がユーザの心理
やコンテンツの評価に及ぼす影響について調査した．

復元対象には，6～7世紀に現在の奈良県明日香村に存在
したとされる古代飛鳥京を選択した．また，実験は遺跡現

地におけるコンテンツ一般公開イベントの一環として行い，

一般の観光客の中から被験者を募集した．そして，コンテ

ンツの体験前後における被験者の学習効果を比較し，飛鳥

京やMR技術に対する知識・関心の向上について評価した．
さらに，「陰影なし・陰影あり」の状態で合成映像を提示し，

SD法（Semantic Differential Technique）と因子分析に
よってコンテンツに対する陰影表現の有効性を評価した．

以降，第 2章ではMRコンテンツに関して復元対象であ
る飛鳥京の概要と CGモデルの制作過程について概説する．
また，本コンテンツに適用した陰影表現手法とコンテンツ

の表示方法について説明する．第 3章ではコンテンツの教
育効果の評価実験，第 4章では陰影表現の有無によるコン
テンツの印象評価実験について述べる．最後に第 5 章で，
まとめと今後の課題について述べる．

2. 飛鳥京MRコンテンツ

本研究の復元対象である飛鳥京の概要と，MRコンテン
ツの製作過程について概説する．また本研究で用いた陰影

表現手法の概要とコンテンツの表示方法について述べる．

2. 1 飛鳥京CGモデルの復元

飛鳥京とは，6世紀末の推古朝から 7世紀末の天武朝にか
けて飛鳥地方（現在の奈良県明日香村）にあったとされる

諸天皇の宮殿が置かれた都の総称を指す．当時の宮殿や史

跡が発掘されている明日香村には多くの観光客が訪れるが，

ほとんどの遺跡は現存しないため飛鳥京の景観を思い浮か

べるには想像に頼るほかない．また明日香村は，古都保存

法の適用地域であるため厳しい開発規制が設けられており，

新たな博物館や遺跡のレプリカの建設は難しいという状況

がある．さらに飛鳥京は，現在も発掘調査が盛んに行われ

ており，新たな考古学的発見によって復元案の変更が生じ

る可能性がある．そのため飛鳥京を復元するには，遺跡の

現状に影響せず実世界とのわかりやすい重畳表示が可能な

MRシステムの活用が有効である．
本研究で取組んだ飛鳥京の復元範囲は，飛鳥浄御原宮と川

原寺・飛鳥寺・石神遺跡・飛鳥苑池遺構を含む南北約1350m，
東西約 600mの範囲である．宮殿地域は発掘調査により時
期の異なる遺構が重なって存在することがわかっている．そ

こで，他の時期に比べて遺構が上層にあり，建物配置が明

らかになっている伝飛鳥板蓋宮跡 III-B期（672～694年）
の復元を行った．III-B期の浄御原宮は，III-A期（後飛鳥
岡本宮）の内郭の南東に東西 94ｍ，南北 55mのエビノコ
郭を増設した段階の宮殿である．宮域は南北 720m，東西
100～450mの範囲に広がり，外郭内と宮域の周辺には苑地
や官衙が立ち並んでいたと考えられている．

飛鳥京の復元CGモデルを作成するにあたっては，奈良
文化財研究所と橿原考古学研究所から提供を受けた復元図

面を参照した．モデリングは 3dsmaxTMを用いて手作業で

行った．寺院の丹土・緑青・黄土・白土塗りと瓦屋根，宮殿

の白木造りと桧皮葺の屋根はテクスチャ画像を用いて表現

した．図 9に浄御原宮，図 10にエビノコ大殿の復元 CG
モデルを示す．また図 11（b）に浄御原宮モデルの現在の
風景との合成画像を示す．なお製作したモデルのポリゴン

数は約 686, 000である．
飛鳥京MRコンテンツの制作要件としては，1）大規模

で複雑なCGモデルを実時間で描画しなければならず，2）
ユーザがコンテンツを間近で見るため写実的な描画を行う

必要があり，3)屋外で長時間表示するため光源環境の変化
を考慮した陰影処理を行わなければならない，という 3点
が挙げられる．しかし，処理速度と陰影表現の写実性はト

レードオフの関係にあり，MR分野で実時間影付けを行っ
た従来研究 15)16) では，限定された光源環境下でのハード

シャドウしか表現できなかった．そこで本論文では，上記

の三つの条件を解決するため，屋外での光源環境の変化に

対応して，仮想物体のソフトシャドウを実時間で生成する

ことのできる文献（17）の陰影表現手法をコンテンツに適
用した．飛鳥京の建築物は静的であり，組物を持たず屋根

の反りが少ない単純な形状であるため，文献（17）で提案
された影付け平面の適用が容易である．また金物や鴟尾な

どの鏡面反射成分を含む素材を持たないため，基礎画像の

合成によって陰影を正確に復元することが可能である．

2. 2 陰影表現

本コンテンツに適用した影付け平面と基礎画像による陰
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図 1 基礎画像の生成
Generation of basis images.
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図 2 影画像の作成と影付け平面へのマッピング
Generation of shadow images and mapping onto shadow-

ing pnane.

影表現手法 17) の概要について説明する．この手法では計

算負荷の高いソフトシャドウのレンダリングを前処理で行

い，逐次処理では基礎画像の合成とマッピングを行うこと

によって，物体の影付けを高速に行う．

（ 1） 前処理

前処理段階では影付け平面と呼ぶ物体をシーンに配置し，

光源環境を離散的に近似した基礎光源を用いてレンダリン

グすることによって，物体の影を基礎画像として保存する．

まず，実・仮想物体の凸包から影付け平面と呼ぶ平面形状の

物体 P shadow
j {j = 1, 2, . . . , m}を生成し，これをシーンの

3Dモデル表面上に配置する．次に実世界の光源環境を半球
状の面光源と仮定し，その面光源をGeodesic Domeを用い
て分割することにより n個の基礎光源 Li(i = 1, 2, . . . , n)
を生成する．そして図 1に示すように，各々の基礎光源を
用いてシーンをレンダリングし，影付け平面に落ちる物体

の影を基礎画像 Ibasis
j,i として取得する．また同様に，各々

の基礎光源で照射した時の影付け平面表面上の拡散反射成

分を dbasis
j,i として保存しておく．

（ 2） 逐次処理

逐次処理段階では，カメラを用いて実世界の光源分布を

推定し，前処理で生成した基礎画像の線形和を求め影付け

平面にマッピングすることによって，物体の影を高速に表

現する．まず魚眼レンズを装着したカメラを用いて実世界

図 3 評価実験の様子
Appearance of evaluation experiment.

の光源環境を撮影し，全方位画像を取得する．この全方位

画像に対してGeodesic Domeを投影し，各々の基礎光源
に対応する放射輝度パラメータSiを計算する．そして放射

輝度パラメータをシーン内の基礎光源の放射輝度に反映す

ることにより，仮想物体表面のシェーディングを行う．ま

た，放射輝度パラメータ Si と基礎画像 Ibasis
j,i および拡散

反射成分 dbasis
j,i の線形和を求める．両者の比を計算するこ

とにより，実光源環境に対応したソフトシャドウを表す影

画像 Ishadow
j を得ることができる（図 2）．最後に影付け

平面 P shadow
j に影画像 Ishadow

j をマッピングし，アルファ

ブレンディングを行うことにより物体表面の影を表現する．

なお，基礎画像の線形結合処理はハードウェアを用いて高

速に計算することが可能である．

2. 3 コンテンツの表示

（ 1） MRシステム

基本となるMRシステムには，キヤノン社のMR Plat-
form25) を用いた．MR Platformはビデオシースルー方式
のHMD（Head-Mounted Display），Polhemus社の 6自
由度磁気センサ FASTRAK によって構成される．このシ
ステムでは，実画像の取得，実世界と仮想物体の幾何学的

位置合わせ，実画像と仮想物体の合成処理が可能である．

HMD 上に表示される合成映像の大きさは 640×480画素
である．また，文献（17）の陰影表現において実光源環境
を取得するために，魚眼レンズ（FIT社 FI-19）を装着し
た CCD カメラ（Victor 社 KY-57）を使用した．実験に
用いた PCの仕様は，OS: Windows XP（SP2），CPU:
Core2Duo E6850 3.0GHz，RAM: 4GB，GPU: nVIDIA
GeForce8800GTS 640MBである．

（ 2） 表示環境

浄御原宮の遺跡現地において，HMDによる実環境と復
元モデルの合成表示を行った．CGモデルは高さ 2メート
ル程度の塀を含むため，被験者が内郭を見渡せるよう図 3
に示すような高さ 1.5メートルの足場を用意し，その上で
合成映像の提示を行った．MRシステムの設置場所につい
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表 1 教育効果の評価項目と質問項目の対応関係
Relation of evaluation item of education effect and question item .

評価項目 質問項目
1. 飛鳥京や明日香村の地域社会への関心を高める Q1. 飛鳥時代の歴史や文化について、知りたいですか？

Q2. 明日香村の他の遺跡を訪ねてみたいですか？
2. 飛鳥時代の歴史や文化に対する新知識の獲得 Q3. かつて飛鳥京がここにあったと感じられますか？

Q4. 飛鳥時代の建築物がどのようなものであったか知っていますか？
Q5. 飛鳥時代の人々の暮らしを思い描くことができますか？
Q6. 飛鳥京の実際の大きさを想像できますか？

3. 文化財保護の重要性について理解させる Q7. 文化財の保護は重要であると思いますか？
Q8. 複合現実感を用いた文化財の復元は重要であると思いますか？

4. CG，MR の仕組みと特性を理解させる Q9. ディスプレイを動かすと視点が変化するという仕組みは、わかりますか？
Q10. 複合現実感技術の仕組みを知っていますか？

図 4 コンテンツ体験前後の教育効果平均点
Average score of education effect before and after contents

experience.

ては，付近に建物がなく田畑が広がっているため陰影計算

を正確に行うことができ，さらにユーザが 360度に渡って
周囲を見回すことが可能な浄御原宮内郭正殿北東方向とし

た．また，光源推定のためのカメラは被験者や装置類が映

りこまないように，MRシステムから 5メートル離して設
置した．

図 12にMRシステムによる合成映像を示す．文献（17）
の陰影表現手法を適用したことによって，従来は困難であっ

た屋外環境でのソフトシャドウ表現が可能になった．また

MRシステム上でフレームレートを低下させることなく実
時間での陰影表現と合成処理が可能になった．

3. 教育効果の評価実験

本研究で提案する飛鳥京MRコンテンツの教育効果を評
価するため，MRシステムの体験前後でコンテンツに対す
る学習効果を比較する実験を行った．

3. 1 調査方法

28～77歳（平均年齢 49.63歳）の男女 19名（男性 12名，
女性 7名）の被験者に対して，コンテンツの体験前後に様々
な学習効果を問う調査用紙に記入を依頼した．調査項目の

作成にあたっては，文部省「高等学校学習指導要領（平成

11年告示）」の地理歴史・情報科における教科目標を参考
にした．具体的には，MRコンテンツによる学習効果が期
待される，1）復元対象への関心，2）歴史的な知識，3）文
化財保護の意識，4）MRシステムの理解，の四つの評価項
目を仮定し，これらの項目に関連する 10の質問を用意し
た．表 1に評価項目と質問項目の対応を示す．調査用紙に
はこれらの質問項目をランダムに配置し，各質問に対して

5段階での評価を求めた．なお，被験者 1人あたりの映像
体験時間は 2分とした．

3. 2 結果・考察

体験前後の評価値を比較した結果，ほぼ全ての質問項目

で体験後の点数が向上していることがわかり，コンテンツ

の教育効果を確認することができた．図 4にコンテンツ体
験前後の各質問項目ごとの評価値の平均値，および体験前

後のデータに対するウィルコクソン符号付順位和検定によ

る p値を示す．p値は得点の偏りが偶然下で出現する有意
確率（両側検定）を表している．各項目につけられた*，**
の記号はそれぞれ有意水準 5%未満（p<0.05），1%未満
（p<0.01）の項目であることを示している．Q4・6・9・10
およびQ3・Q5の質問項目については，それぞれ有意水準
1%未満，5%未満で有意な差が検出された．
この結果により，本実験で仮定した四つの評価項目のう

ち，2）歴史的な知識，4）MRシステムの理解，について，
提案するコンテンツは有意な教育効果をもつことがわかっ

た．まず Q3・6 の結果からは，MR コンテンツは，飛鳥
京のスケール感や往時の建築物と現在の地形との空間的な

対応関係を認識させる効果があることがわかる．特に Q6
は体験後に得点が大きく向上しており，被験者は現在は見

ることのできない飛鳥京の大きさをMRシステムを通して
体感できたのではないかと推察できる．文献（17）の陰影
表現手法を適用したことは，仮想物体の立体感やスケール

感を表現する上で有効であったと考えられる．また，Q9・
10の結果からは，コンテンツを体験することによってMR
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図 5 SD 法における評価尺度の例
Sample of grading scale in the SD technique.

1 2 3 4 5 6 7

図 6 各形容詞対に対する評価値の平均点
Average score for every adjective pairs.

に関する知識やシステムへの理解が向上することがわかる．

これらの項目の体験前の平均値はそれぞれ 2.42点，1.47点
であり，他の質問項目に比べて低かったが，体験後は得点

が大きく向上している．MRシステムを実際に体験するこ
とによって，被験者の理解が深まったと考えられる．

一方，飛鳥京・明日香村への関心を問うQ1・2の質問と，
文化財保護の意識を問うQ7・8の質問では，有意な教育効
果が見られなかった．これは，本実験に参加した被験者の

関心・意識が初めから高く，上記の質問の評価値平均点が高

得点に偏っているため，コンテンツの体験による影響が現

れなかったのではないかと考えられる．特に Q7の平均点
は体験前 4.89点と，他の質問項目に比べて最も高かった．
なおQ8のみ体験後の評価値が減少しているが，p=0.7353
と有意確率が著しく高いため，偶然誤差によるものと推察

できる．

4. 陰影表現の有無に対する印象評価実験

この実験では，まずMRコンテンツからユーザが受ける
主観的な印象の調査を行い，合成映像の評価に関する潜在

的な心理因子を明らかにした．次に，MRにおける陰影表
現の有効性を調べるため，陰影の有無によってこれらの心

理要因に差が生じるかどうかを検討した．

表 2 各形容詞対の因子負荷量
Factor loadings for every adjective pairs.

形容詞対
因子負荷量

因子 1 因子 2 因子 3

因子 1： 現実感

嘘の―本当の 0.947 0.075 −0.171

不完全な―完全な 0.677 −0.060 0.316

不調和な―調和した 0.628 0.052 0.095

簡素な―荘厳な 0.619 0.079 0.287

不自然な―自然な 0.546 0.134 0.287

気持ちの悪い―気持ちの良い 0.535 0.204 0.206

因子 2：鮮烈さ

地味な―鮮やかな 0.057 0.840 0.034

物足りない―迫力がある 0.187 0.815 −0.064

失敗した―成功した −0.108 0.706 0.228

未熟な―洗練された 0.489 0.551 −0.090

狭い―広い 0.190 0.517 0.041

因子 3：娯楽性

わかりにくい―わかりやすい −0.096 0.175 0.868

窮屈な―自由な 0.140 −0.093 0.629

嫌いな―好きな 0.065 0.236 0.545

4. 1 調査方法

遺跡の復元CGモデルを「陰影なし・陰影あり」の二つの
条件で合成表示し，被験者に合成映像の印象を評価させた．

主観評価方法には SD法を採用した．印象評価に用いる形
容詞対については，Osgoodの提案する 76の形容詞対 26)

の中から，映像から受ける印象を適切に表すと思われる 24
対を選択し，それぞれ 7段階の評価を求めた．調査用紙に
記載した評価尺度の例を図 5に示す．
第 3章の教育効果実験に参加していない 12～81歳（平

均年齢 51.88歳）の男女 56名（男性 28名，女性 28名）で
構成される被験者を二つのグループに分け，それぞれの被

験者に「陰影なし・陰影あり」のどちらかの合成映像（図

13）を提示した．なお被験者には陰影の有無について教示
は行わなかった．また実光源環境の変化による陰影条件の

差異を抑えるため，実験は天候の変化が少ない晴天時に両

グループとも 1時間以内で行った．被験者 1人あたりの映
像体験時間は 3章の実験同様 2分とした．

4. 2 結果・考察

まず，「陰影なし・陰影あり」の場合における各形容詞対の

評価値の平均点を図6に示す．図の左側が否定的な形容詞，
右側が肯定的な形容詞となっている．平均点を比較すると，

すべての形容詞において「陰影なし」に比べて「陰影あり」

の方が肯定的な方向に偏っていることがわかる．CGモデ
ルの陰影付けを行うことによって，コンテンツの評価が全

体的に向上することがわかる．特に，「見やすい-見にくい」
「完全な-不完全な」の形容詞対で 1.0以上の大きな平均値
の差が見られる．これは陰影の付加によってモデルの立体
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図 7 陰影なし・陰影ありの場合の各被験者の因子得点
Factor score of subjects with or without shading and shadowing.

0.636

0.668 0.599

図 8 因子間の相関係数
Correlation coefficient between the pair of factors.

感が強調され，本物らしさが高まるためではないかと考え

られる．一方，「重い-軽い」「安定な-不安定な」の形容詞対
では，平均値の差はほとんど見られない．仮想物体の陰影

付けはモデルの力量感にはあまり影響しないのではないか

と考えられる．

次に，コンテンツの評価に関する潜在的な共通因子を明

らかにするため，得られた印象評価値に対して因子分析を

行った．まず主因子法によって初期因子を抽出し，因子軸

の回転（プロマックス回転）を行った．各形容詞対につい

て，因子負荷量の絶対値にもとづいて並び替えた結果を表

2に示す．実験結果から三つの因子が抽出され，多くの形
容詞対がこれらの因子で説明できることがわかる．

第 1 因子は「嘘の-本当の」の形容詞対の因子負荷量が
0.947と特に高く，「不調和な-調和した」「不自然な-自然な」
の形容詞対を含むことから，合成映像における実画像と仮

想物体の調和や整合性を表すものと判断し，「現実感」と命

名した．第 2因子は「地味な-鮮やかな」「物足りない-迫力
がある」の形容詞対の因子負荷量が大きいことから，映像

の魅力や迫力を表すものと判断し，「鮮烈さ」と命名した．

第 3因子は「わかりにくい-わかりやすい」「窮屈な-自由な」
「嫌いな-好きな」の形容詞対の因子負荷量が大きいことか
ら，コンテンツ自体の受け入れやすさやおもしろさ，インタ

ラクティブ性に関わるものと判断し，「娯楽性」と命名した．

「陰影なし・陰影あり」のそれぞれのグループの被験者に

ついて，上記の 3因子に関する因子得点をプロットしたも
のを図 7に示す．図中の楕円は因子 1と因子 2（図 7（a）），
因子 1と因子 3（図 7（b））の各座標軸に対して因子得点
の 2次元正規分布を仮定し，平均値に関する 95%信頼域を
示したものである．各グループの分布を比較すると，いず

れの因子軸においても「陰影あり」の方が「陰影なし」に

比べて高得点に偏っていることがわかる．特に図 7（b）因
子 3「娯楽性」の軸では両者の差が大きい．
図 8に各因子間の相関係数を示す．各因子間にそれぞれ

やや高い相関が見られ，映像の評価に関して現実感・鮮烈

さ・娯楽性の各因子が強く結びついていることがわかる．こ

のことからもMRにおける正確な陰影表現は，実・仮想物
体間の整合性だけでなく，映像・モデルの鮮明さや迫力，コ

ンテンツ自体のエンタテイメント性やインタラクティブ性

も同時に大きく向上させることがわかった．屋外のMRシ
ステムにおいて仮想物体の写実的な陰影を表現する手法の

一つとして文献（17）が挙げられる．本研究では文献（17）
の手法を用いて陰影付けを行うことにより，コンテンツに

対するユーザの主観的な評価を高めることができた．

5. む す び

本論文では，影付け平面による高速陰影表現手法を適用

した飛鳥京復元MRコンテンツを開発し，コンテンツの教
育効果と陰影表現の有効性を評価した．その結果，提案す

るコンテンツは復元対象の空間的把握やMR 技術への理
解を高める上で有意な教育効果を持つことが示された．さ

らにコンテンツに対する印象評価実験の結果，ユーザは 1）
合成映像における仮想物体の現実感や風景との調和を表す
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「現実感」，2）映像の魅力や迫力を表す「鮮烈さ」，3）お
もしろさやインタラクティブ性に関わる「娯楽性」，の 3
つの因子によってコンテンツを評価していることがわかっ

た．また陰影を付加した場合は上記のすべての因子につい

て評価の向上が見られた．このことから，MRコンテンツ
に対する陰影表現は「現実感」だけではなく，映像の印象

やコンテンツとしてのおもしろさを高める上でも有効であ

ることが示された．

今後の課題としては，教育効果評価実験で有意な学習効

果が見られなかった「復元対象への関心，文化財保護の意

識」を向上させるための工夫として，合成映像の提示だけ

ではなく文字情報や音声解説等の複合的な情報提供を行う

ことが挙げられる．MRコンテンツの主観的評価を向上さ
せるためには，実・仮想物体の幾何学的・光学的整合性を

達成して合成映像の「現実感」を向上させることが重要で

あると考えられる．また，高解像度や高ダイナミックレン

ジ映像を用いて映像の「鮮烈さ」を印象付けることも有効

であると推察される．さらに解説情報や視点移動などのイ

ンタラクティブ性を追加して，コンテンツの「娯楽性」を

高めることも効果的であると考えられる．

なお本研究の一部は，文部科学省技術振興調整費リーディ

ングプロジェクト「大型有形・無形文化財の高精度ディジ

タル化ソフトウェアの開発」の援助を受けて行った．また，

実験の場を与えて下さった明日香村役場，復元図面をご提

供いただいた橿原考古学研究所，奈良文化財研究所に感謝

の意を表する．
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図 9 浄御原宮復元 CG モデル
Restoration CG model of Kiyomiharanomiya palace.

図 10 エビノコ大殿復元 CG モデル
Restoration CG model of Ebinokodaiden.

図 11 現在の浄御原宮と復元 CG モデル合成画像
Present photo of Kiyomiharanomiya and reconstruction image.

図 12 MR システムを用いた浄御原宮 CG 合成映像の一部
Synthesized image of Kiyomiharanomiya palace on MR sysytem.

図 13 陰影なし・陰影ありの場合のコンテンツ印象評価映像の一部
Content impression evaluation images with or without shading and shadowing.
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