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1.はじめに
現代の読書の手法は、雑誌や紙本のようなアナログなも
のだけではなく電子リーダーを用いたデジタルなものも
増えてきている。それにより本を持ち運ぶ手間が緩和され、
以前よりも場所や時間を選ばず読書をすることが可能に
なってきている。しかし、忙しい日常生活の中での読みは、
一つの作品を必ずしも一気に続けて読めるわけではなく、
多くの場合は中断をはさむ間欠的なものになる。中断後に
読書を再開しても、中断前と同じように進めることは難し
いことが多い。例えば最後に読み終えた文節が分からなく
なって、栞を挟んだページの最初から読み始めたり、内容
を忘れて数ページ前から読みなおしたりするなどの手間
が必要になる。本研究では、これらを減らし、良い読みを
読者に提供することを目的とする。
本研究では、特に、読書中の人の視線情報を記録し、ど
のように自分が読書をしていたかを読者に再現して与え
る手法を扱う。中断前の読者の視点の中心位置を基に、視
野中心付近を再現した「視点中心映像」を呈示することで
読書の再開を支援する方式について検討する。

2.関連研究
読書の再開時に多く発生する手間の一つが、自分が最後
に読んでいた文の場所の同定のむずかしさがある。紙本の
場合は、栞を挟むことによって自分が読んでいたページは
記憶できるが、どこの文節まで読んだかの記録はできない
ことがほとんどである。Jaemin ら [1] は EyeBookMark
という手法を用いて、これらの問題の解消を図った。この
研究では、読書中の読者の視線位置を記録しておき、再開
後に中断前に読んでいた位置を呈示する手法を実現して
いる。しかし、この研究では「より早く読書を再開するこ
と」を重視しており、文章の内容の理解度を含めたスムー
ズな再開に関しては考慮していない。実験の結果からも、
文章の内容に関する問題の正答率は殆ど変わらないか、少
し下回ることさえあった。
そこで本手法では、中断直前の視線情報を扱うだけでな
く、中断前全ての視線情報を基にした映像を読者に与える
ことで自分の読んだ内容を想起させ、スムーズな再開を促
すようなシステムを作ることを目標とした。

3.読書と視点追跡
人間が読書中等に見ている視界は横方向に 135 °程度
で、 その内の焦点を当てている箇所を中心に 5°程度が
中心視にあたると一般的に言われており、細かな文字の認
識には中心視の解像力が必要とされている[2]。
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中心視に捉えた文字を読んでいる状態は停留と呼ばれ、次
の停留場 所まで注視点を高速に移動させる運動をサッカ
ードと呼ぶ。サッカード中は視覚系の知覚機能が低下する
サッカード抑制と呼ばれる状態になり、サッカード中の網
膜像の動きは 知覚されない [3]。これらのことから、読
書中に注視している位置データとサッカードが起きたタ
イミングを測定する ことで、読者がどの様に本を読んで
いたかの映像が再現できる。

3.1 視点中心映像
読書時のデータをとることによって、読者の視点の中心位
置を基に、読者の視野中心付近を再現した映像が生成でき
る。この映像をそのまま流すとサッカード発生時のブレ等
が激しく、映像を与えただけでは読者に効果的に情報を与
えるのは難しいと考えられる。そのため、図１のように、
赤い丸で示した視点の注視位置を固定し、サッカード時の
急激な移動をカットした視野の中心視位置のみを繋ぎ合
わせたものを基に映像を生成する。本研究ではこの繋ぎ合
わせた映像のことを視点中心映像と呼ぶ。この視点中心映
像を読書再開時の読者に与えることで、中断前の本の内容
を効率よく思い出しスムーズな再開に繋がるのではない
かと考え検証を行った

図１．視点中心映像の生成

４．再認実験
本実験では主に、読書時の停留位置における視点映像と
記憶の関係を調べる。特に自分の視点映像を他人のものと
区別できるのか、また区別できるのであればどのような特
徴に基づいて区別しているのかを検証する。どのような要
素が内容の想起に関わっているかが分かれば、それを基に
効果的かつ効率的な視点中心映像の作成が期待できる。本
実験手順を図２に示す。まず被験者に中断を挟まずに用意
した文章を読んでもらい、その際の視線データを取得して
おく。被験者 が全文を読み終えた後に 10 分ほどのイン
ターバルを挟んで から４つの視点中心映像を見てもらっ
た。この４つの映像 とは、被験者自身の視点中心映像ひ
とつと他の被験者 ３人分の視点中心映像である。被験者
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が全ての映像を見終えた 後にどの映像が自分のものなの
かを質問した。回答してもらう際は、必ずどれか一つの映
像を選択してもらい、選んだ後に自分の映像だと自信があ
ったか、または自信は無かったが感で選んだ等を尋ねた。
図 3.被験者Ａ群の想起支援図

5.1
図２.再認実験
４.⒈ 実験結果
実験結果は表１のようになった。自信はないが自分の映
像を当てられた人を含め、11 人中 5 人が自分の映像を
再認出来ており、チャンスレベルよりは 高い頻度で再認
できていることが分かる。自分の映像を自 信を持って当
てた被験者にどのような要因から分かったのかを尋ねた
ところ、自分が長く停留した部分や、逆行運動で遡った単
語や文節などの特徴が要因となったと答えた。また自 信
は無かったが自分の映像を当てた被験者と自分の映像を
当てられなかった被験者は、映像ごとの読みの速さ等の読
み方の違いはなんとなく分かったが、自分がどの様に読ん
でいたかは覚えていなかったという回答が多かった。また、
それぞれの被験者グループの平均停留回数・1 行あたりの
平 均読み時間・平均逆行回数を見てみると、自分の映像
を認識 する際、逆行回数や停留回数が関係している結果
になった。
人数
自 信が あ り 自 分の
映像を当てた人
自 信は な い が 自分
の映像を当てた人
自 分の 映 像 を 当て
られなかった人

３

平均停
留回数
１６２

１行にかける
平均時間(s)
３．８

平均逆
行回数
３．３

２

１５３

３．７

２．０

６

１５５

３．２

２．５

実験結果

想起支援実験の結果は Table 2 のようになった。被験
者Ａ 群の点数は要点理解度テストが平均 8.3 点、詳細理
解度テ ストが平均 18.3 点となった。それに対して被験
者Ｂ群は要 点理解度テストが平均 7.3 点、詳細理解度テ
ストが平均 16 点という結果になった。本実験では被験者
の読み能力のレ ベル等で被験者を分けていないため正確
な比較はできない が、視点中心映像’ を見せたＡ群が特
に詳細理解度テストで 良い結果を残した。

被験者Ａ１
被験者Ａ２
被験者Ａ３
被験者Ｂ１
被験者Ｂ２
被験者Ｂ３

要点理解度テストの点数
（最高 12 点）
８
７
１０
９
７
６

詳細理解度テストの点数
（最高 30 点）
２２
１７
１６
１７
１７
１４

表２.想起支援実験結果

6. まとめと今後
本研究では、読書再開時に見せることでよりスムーズ
な 再開を可能にする視点中心映像の開発と効果の検証を
行った。現時点までに行った二つの実験で、視点中心映
像の効 果の検証と、より効果的な視点中心映像’ の生
成と検証をした。その結果から視点中心映像を見せるこ

表 1.再認実験結果

5.想起支援実験
本実験では、再認実験により得た、より良い視点中心映
像 に大事な要素がどれほどの効果を示すのかを検証する。
こ の実験では再認実験で使用していた視点中心映像では
なく、 停留時間が長い停留場所のみを繋いだ視点中心映
像’ を生成し使用する。ここでの長い停留時間とは、1 回
あたりの 平均停留時間よりも 30 ％以上長く停留した場
所のことであ る。本実験の手順を図３に示す。ここでは
5 分から 10 分程で読み終えられ るショートショートを
被験者に 3 冊連続で読んでもらい、全てを読み終えた後
30 分間自由に過ごしてもらう。その後、その内の一つの
内容に関する理解度テストを解いてもらい、その結果から
視点中心映像’ の効果をみる。被験者が読みに関する実験
を行うと聞いて、普段以上に読みの内容を記憶しようとし
て結果が不適切になる可能性があるため、理解度テストを
行う文章の他に２つのショートショートも読んでもらっ
た。本実験では被験者 をＡ群とＢ群の２パターンに分け
て実験を行った。Ａ群の被験者にはインターバルの後に視
点中心映像’ を見せてからテストを解いてもらい、Ｂ群の
被験者にはインターバル後なにも見せずにテストを解い
てもらった。理解度テストの 作成は斎田 [4] の要点理解
度テストと詳細理解度テスト手 法を利用した。被験者に
どの文章に関して問うのか等は事前に説明しなかった。

とでスムーズな 読書の再開を促せる可能性があるという
ことが分かった。今後はより多くの実験例を分析し，再
開時における視点中心映像の効果を明らかにしたいと考
えている．
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