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体験の記録と利用における複数視点映像の効果

— メタ認知実験を題材に —
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筆者らはこれまでに、複数視点で同一シーンを記録し、人の体験データを記録・解釈するシステムを提案
してきた。本稿では、体験の記憶や追体験に対して、本システムがどのような効果があるのかを議論する。
具体的には、自分の体験を語り、自分の認知を理解する「メタ認知」実験を題材にして、複数視点映像が追
体験に与える効果を評価する。
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In this paper, we discuss eﬀects of our experience capture system as a supporting tool for re-experiencing.
Our system captures users’ experiences by wearable sensors (camera, microphone, infrared ID tracker) as
well as ubiquitous sensors (same as above); and to capture events from multiple viewpoints simultaneously.
This paper shows experimental results how the system, e.g., automatically extracted multiple viewpoint
videos, facilitates users’ metacognition (describing their cognition by themselves) about their experiences.

1

はじめに

視点でとらえ、人と人、人と環境の間のインタラク
ションを自動的に解釈することである。いくつかの

デジタルカメラやビデオカメラの普及に伴い、日

アプリケーションの開発を経て、単に技術的可能性

常生活やイベントを気軽に記録し、自らの体験を発

の探求だけでなく、新しい技術が我々の体験や記憶

信することが容易になってきた。体験の記録とその

をどのように変えうるのか、そのときの新しい社会

利用に関する興味は、ユビキタス/ウェアラブル・

システムはどうあるべきかも含めて議論すべき時期

コンピュータ、ヒューマンインタフェース、メディ

であると感じている。

ア処理に関する研究分野でも急速に高まっている

そこで本稿では、体験の記録・解釈システムが、

[1, 2, 3, 4, 5, 6]。映像や音声を豊富に記録し、シー
ンの切り出しや検索を可能にしてくれるような技術

自分の体験を振り返ったり、記憶を紡ぐといった創

が近い将来に日常的な道具として利用できるように

を具体化するために、本稿では、自らの体験につい

なると、我々の体験・追体験・記憶といった営みは、

て再認知する行為としての「メタ認知」を題材とす

大きく変化する可能性がある。

る。「メタ認知」とは、自分の認知を認知する、す

造活動にどういう影響を与えるかを議論する。議論

筆者らのグループはこの 3 年余り、体験記録とそ

なわち、自分のものの見方や感じ方を言語化するこ

の利用のためのシステムを研究開発してきた [7, 8]。

とを意味する。諏訪 [9] は、自分の認知についてメ

我々のシステムの特徴は、環境設置型センサと装着

タ記述（言語化する）する行為が、創造性や技能の

型センサを併用することにより、同一シーンを複数
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向上に貢献するという仮説のもと、文章執筆や歌唱

利用に関する共通課題への一試みである。

能力に対するメタ記述の効果を検証してきた。これ
までの試みでは、メタ記述のための道具は基本的に
紙と鉛筆のみであった。本稿の目的は、我々の体験

3

記録システムを新たな道具として導入することで映
像による追体験環境を提供し、複数視点の映像がメ
タ認知行為にどういう影響を与えるかを議論するこ
とである。
今回、映像閲覧による追体験を容易にするために、
自動的にシーンの切り出しを行い、シーンごとに複
数視点の映像を同期しながら閲覧することができる
映像ビューワを作成した。本稿では、今回試作した
映像ビューワを含めた我々の体験キャプチャシステ
ムが、自らの体験・認知に対するメタ記述行為を支
援し得るかを議論する。特に、メタ認知記述の内容
や量に対して、複数視点の映像がどのような影響を
与えるのかを中心に見ていく。

複数視点による体験記録
筆者らは、体験を記録する試みの第一歩として、

環境センサと装着型センサを併用した体験記録シス
テムを開発してきた [7]。図 1 は、2003 年 11 月の

ATR 研究発表会のポスター発表会場を利用して体
験記録システムの実証実験を行った様子である。
我々の体験記録システムの特徴は、環境センサと
装着型センサの併用である。図 1 の例では、各展示
ブースの天井にカメラとマイクを設置する一方、体
験者の一人称的視点の映像を記録するために、デモ
説明者と希望する来訪者には記録システムを身に着
けてもらった。
もうひとつの特徴は、各カメラの映像に何が写っ
ているのかを実時間で認識するために、赤外線を
使った ID システムを開発したことである。個別の

2

ID を発信する赤外線 ID タグを会場内の展示物やポ
スターに貼り付け、会場にいる人にも身に着けても

関連研究：体験の記録と利用
個人の体験を網羅的に記録するという試み自体は

らった。そして、その ID を認識するビジョンセン

決して新しいものではない。過去にも、ウェアラブ

サ（以下、IR トラッカ）をカメラと組み合わせるこ

ル・コンピュータやデジタルカメラを用いて一人称

とで、すべてのカメラ映像に実時間で「写っている

視点の映像や画像を記録し続け、画像・音声のパター

対象物（人）」のインデクスを付与することが可能

ン認識や位置・時間などの状況情報によって自動的に

になった。

インデクスを付加し、自らの体験データへのアクセ

IR トラッカによる ID 検出のデータと、マイク入

スを容易にする試みがなされてきた（例えば、Steve

力の強弱による発話検出を基本データとして、人と

Mann による試み [10]、相澤らによる LifeLog[11]、
Jim Gemmell らによる MyLifeBits[12] など）。

人、人と環境のインタラクションを容易に検出でき

これらの多くの試みは、一人称視点の映像しか用

が貼り付けられた展示物やポスター）を見つめてい

いていないのに対して、我々の体験記録システムは

た、とか、誰に向かって発話した、といったイベン

複数視点の映像を記録する。そして、体験を共有す

トを検出することができる。また、インタラクショ

る複数の参加者のインタラクションを、体験データ

ンのイベントを時空間的にグループ化することで、

のインデクスとして利用する点に特徴がある。本稿

より抽象度の高いシーンの解釈が可能となる [14]。

の目的は、体験を再利用する際に、そういった複数

例えば、誰がいつどこにいたのか、そのとき誰と一

視点映像や、インタラクションに基づいたインデク

緒にいたのか、誰と誰が会話したり、共通の対象物

スが有用かどうかを見極めることである。

を一緒に見ていたか、といったようなシーンの切り

本稿で対象とするのは、単に体験映像を記録し、

るようになる。例えば、何か特定の対象物（ID タグ

出しが可能になる。

その閲覧を支援することだけでは無い。我々は、
「メ

筆者らはこれまでに、体験データを用いたアプリ

タ認知」作業として、自分の体験や感じ方について

ケーションとして体験ビデオサマリやロボットガイ

言語化する作業に注目する。美崎 [13] は、自らが撮

ドといったシステムを開発してきた。その一方で、

りためたデジタル写真や大量の画像データを、生活

体験データからインタラクションのパターンを分析

空間の中で受動閲覧し、過去の体験や感情の甦りを

するためのインタラクション・コーパスの閲覧・分

「過去日記」という形で言語化している。我々と美

析ツールを開発してきた [15]。しかしそれはあくま

崎は問題意識を共有しており、本稿は、体験データ

でも、インタラクション・コーパスを研究データと
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設置型センサセット

ヘッドセット
設置型センサセット
IDタグユニット

ヘッドセット

図 1: 体験記録システム
して利用する研究者向けのツールであり、体験デー
タに容易にアクセスするための一般者向けのツール
ではなかった。今回、一般の被験者を集めて「メタ
認知」実験を行うにあたり、メタ認知行為に集中し
てもらうために、機能を限定して容易に映像閲覧を
するためのビューワを開発した。

カメラ
IRトラッカ
IDタグ

メタ認知実験

4
4.1

IDタグ

実験の準備

図 2: メタ認知実験の様子

今回、メタ認知の対象として、「複数の写真集か
ら好きな写真を探し、その理由や自分が感じたこと

このことを実現するために、被験者全員にセンサの

をメタ記述する」という題材を選んだ。写真集を閲

ヘッドセットを身に着けてもらい、写真集 1 冊ごと

覧する際には、被験者同士で自由におしゃべりして

に環境センサセットを設置した。図 2 は、今回のメ

もらうこととした。

タ認知実験のときの様子である。写真集を閲覧して

今回の実験では、体験データとして確実に記録・
切り出しが行いたかったのは、写真集を閲覧してい

いる行為を確実にインデクスするための工夫として、
被験者には写真集を机の上に置きながら閲覧しても

る行為と、閲覧しながら他の被験者とおしゃべりを

らうようにお願いし、写真集の両脇に ID タグを貼

したりメモを取ったりする行為である。そのために、

り付けた。

以下の 3 つの視点の映像を記録することとした。

写真閲覧行為（元の体験）を記録した後、被験者に

一人称視点映像 被験者本人の視点映像。閲覧中の

はメタ記述行為（自分の感じたことをノートに記述

写真集、おしゃべりの相手の表情、メモを取る手

する行為）を課した。今回は、そのメタ記述支援に特

元をとらえることになる。

化した映像ビューワを準備した。図 3 に映像ビュー

二人称視点映像 会話の相手の視点映像。話し相手
である自分の表情や、話し相手の写真集に対する
視点をとらえる。

ワの画面例を示す。画面は、同一シーンをとらえた
最大 4 つのビデオ映像で構成され、それらの映像は
同期して再生される。クリックするだけで、どれか
ひとつを拡大表示することもできる。特別な説明無

三人称視点映像 写真集を置いた机からの視点映像。

しでも誰でも簡単に使えるように（メタ記述行為に

写真集を閲覧したりおしゃべりをしている自分た

集中できるように）、操作ボタンとしては、再生開

ちを客観的にとらえた映像になる。

始、再生終了、一時停止だけを用意した。また、任
− 79
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本人の視点からの映像

環境側からの映像

一緒にいる人の視点からの映像

タイムスライダー

操作用ボタン

(1) 基本画面

(2) 個別ビデオの拡大表示
図 3: メタ認知実験用の映像ビューワ

意の時刻を閲覧できるようにタイムスライダーを用
意した。
本映像ビューワの第一の特徴は、同一シーンをと
らえた複数視点映像を同期しながら閲覧できること
である。図 3(1) にあるように、画面には最大 4 つの

• 複数の同種類セグメント間の隔たりが 5 秒以内の
場合はそれらを接続する。
• 対象となるユーザ（ここではユーザ A）について
LOOK AT の対象となっている写真集とその時間
帯を特定し、その写真集が置かれた机に設置され

映像が同時表示される。左上には常に、一人称視点

たカメラ映像を三人称視点映像として選択する。

映像（自分の視点の映像）が表示され続ける。右上
は、三人称視点映像（自分とおしゃべりしている相

• ユーザ A がある写真集（例えば写真集 X）を

手をとらえた映像）が表示される。下段には、最大

2 つまで、二人称視点映像、つまり、写真集が置か
れた机の前で、一緒に写真を閲覧したり、おしゃべ

LOOK AT している同じ時間帯に、同様に写真
集 X を LOOK AT しているユーザが他にいた場
合（例ではユーザ B）、そのユーザの視点映像を

りをしている相手の視点映像が表示される。

二人称視点映像として選択する。なお、時間帯は、

本映像ビューワのもうひとつの特徴は、シーンの

ユーザ A とユーザ B の LOOK AT Picture X の

特定・切り出しを自動化し、そのシーンをとらえた

セグメントの論理積である。

複数視点映像を自動的に選択することである。以下、
図 4 を例に、説明する。

4.2
• 一人称視点映像、つまり本人が装着したカメラの
映像は、何も処理せずに表示し続ける。

実験内容

2004 年 8 月 30 日、ATR メディア情報科学研究所
において、メタ認知実験を実施した。被験者は、中

• IR トラッカがとらえた ID タグ情報から複数オブ

京大学情報科学部の学部生 11 人である。メタ認知

ジェクト間のインタラクションの種類を推定する

の対象としては、「複数の写真集（景色や建物に関

手法 [14] を用い、各被験者が装着したカメラが

する写真集）から好きな写真を探し、その理由や自

それぞれ何をとらえているか（LOOK AT）検出

分が感じたことをメタ記述する」こととした。写真

する。

集は 7 冊用意し、7m × 9.5m の部屋に 7 脚の机を
配置し、それぞれに 1 冊ずつ写真集を配置した。各

• 検出された各 LOOK AT セグメントの両端につ
いて、ID タグ検出落ちの可能性を吸収するため
に、3 秒ずつ伸張する。

写真集に対応させて、1 器ずつ設置型センサセット
を配置した。

4−
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被験者には以下の 4 つの課題を順番に、全員同時

ユーザA用のビューワに採用される映像
一人称視点映像
(本人の視点)

User A’s view

二人称視点映像
(一緒にいる人の視点)

User B’s view

三人称視点映像
(写真集からの視点)

LOOK_ATセグメント
の検出

User A

User C’s view

Picture X’s view

LOOK_AT Picture X

5 sec.
3 sec.

3 sec.

User B

User B’s view

Picture Y’s view

LOOK_AT Picture X
3 sec.

3 sec.
5 sec.

LOOK_AT Picture X
3 sec.

LOOK_AT Picture Y
3 sec.

LOOK_AT Picture X

3 sec.

3 sec.

3 sec.

3 sec.

LOOK_AT Picture X
3 sec.

3 sec.

LOOK_AT Picture Y

User C
3 sec.

3 sec.

図 4: 複数視点映像の自動切り出しの例
に課した。なお、最初の 2 つの課題時には、すべて

とをノートに書き留める。この作業を約 70 分間

の被験者には体験記録用の装着型センサセットを身

行う。

に着けてもらった。
写真探索 各被験者が 7 冊の写真集を自由に見て回
り、気になる写真があればその写真が載っている

5

響

ページに付箋を貼る。付箋の色は被験者ごとに異
なり、後で同じ写真集を見た時に自分がどの写真
に気を留めていたかがわかるようになっている。
この課題を約 8 分間行う。

映像閲覧のメタ認知に対する影
ここでは、我々の体験記録システムと映像ビュー

ワが、メタ認知にどういう影響を与えたかを見る。
そのために、写真閲覧における認知に関するメタ記

会話 被験者を 2 人または 3 人のグループに分け、そ
れぞれのグループが 1 冊の写真集の前に立ち、写

述、つまり、実験中に被験者がノートに書いたメモ
の内容を分析した。

真探求課題の際に各被験者が気になった写真につ

まず準備として、被験者のメモから、「話したこ

いて、なぜその写真が気になったのかについて互

と」、
「感じたこと」に関する記述を抽出し、実験者

いに話し合う。この作業を約 10 分ずつ、グルー

である筆者らの主観により、以下の 5 つのカテゴリ

プと写真集を変えて 2 回行う。

に分類した。

映像なしのメタ記述 上記 2 つの課題時に自分がど

自分の発言 写真を見たり会話をしているときに自

のように感じていたか、どのようなことを知覚し

分が話したことに関する記述

ていたかについて、何も見ずに考え、気づいたこ
とをノートに書き留める。この作業を約 15 分間

自分の行動 写真を見たり会話をしているときの自
分の行動に関する記述

で行う。
映像ありのメタ記述 映像ビューワを見ながら、自

自分の見方 「…な写真が好き」、「…なものはあま

分の知覚やものの見方について考え、気づいたこ

り好きではない」というような、自分のものの見

− 81
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他者の発言
4%

自分の発言
6%
自分の行動
18%

映像あり

他者との違い
5%
他者の発言
8%

35.00

自分の発言
27%

30.00

25.00

記述の個数

映像なし

他者との違い
13%

20.00

自分の見方
59%

自分の見方
40%

15.00

自分の行動
20%

10.00

5.00

図 5: メタ認知記述に対する映像閲覧の影響
0.00

探索型（映像なし）
グループ1(映像なし) 探索型（映像あり）
グループ1(映像あり) 追体験型（映像なし）
グループ2(映像なし) 追体験型（映像あり）
グループ2(映像あり)

方や好みに関する記述

自分の発言 自分の行動 自分の見方 他者の発言 他者との違い

他者の発言 写真を一緒に見ていた相手が話したこ

図 6: 映像閲覧の仕方とメタ認知記述の関係

とに関する記述
追体験型 始めから最後までじっくりと映像を見て行
他者との違い 自分と話し相手の間の見方、感じ方

き、気になる箇所でポーズしてメモを書き留める。

の違いに関する記述
これら 2 つのタイプの被験者の間で、メタ記述に
変化が見られるかを調べた。図 6 は、各タイプの被

5.1

映像の有無とメタ記述の関係

験者のメモ記述平均量を比較したものである。映像

映像閲覧の有無に応じたメタ記述量の変化を図 5
に示す。円の面積は記述量に比例している。映像を
見ながらのメタ記述課題の時間は映像を見ないでメ
タ記述作業を行った時間よりも長かったため、映像
を見ながら書かれたメモの方が量が多くなっている。
グラフから、映像を見ずに行ったメタ記述には、
自分の見方に関する記述の占める割合が比較的多い

なしのメタ記述については、量・内容ともに、両者
の間に有意な違いは見られない。しかし、映像あり
のメタ記述については、追体験型被験者の方が、自
分と他人の発言、および自分の見方に関する記述が
増えている。このことから、追体験型の被験者は、
映像を見ながら自分の体験を追体験し、メタ認知行
為に没入していたと解釈することができる。
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ことがわかる。それに対して映像を見ながらのメタ
記述には、自分の発言及び話し相手の発言に関する
記述の割合が、映像無しのときに比べて増えている

映像閲覧による再体験効果
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ことが読み取れる。以上のことは、感じ方、好みと

最初のメタ認知実験から約半年が過ぎた 2005 年

いった自分の内面に関わる記述は映像の有無に関係

の 2 月から 3 月にかけて、同じ被験者に対してもう

なく可能であるが、誰かの発言とか、それに連想付

一度メタ記述課題を課した。その際、最初のメタ認

けて感じたことを思い出す、といったエピソード的

知実験のときと同様、映像閲覧があるときと無いと

な記述は、映像閲覧によって強く促進される、と解

きの両方でメタ記述作業をしてもらった。なお、最

釈することができよう。

初の実験で用いた写真集をすべて用意し、被験者ご
とに、本人がつけた通りに付箋の貼り付けを再現し
た。過去のノートは参照しないこととした。

5.2

映像閲覧の仕方とメタ記述の関係

映像閲覧の効果としてまず我々が注目したのは、

すべての被験者の映像ビューワの閲覧操作を記録

ほとんどの被験者（11 人中 10 人）が、
「当時の気分

し分析したところ、映像の閲覧の仕方には大きく分

に戻ることができた」、
「昔と今では写真の見方が違

けて以下の 2 つのパターンがあることがわかった。

う」といった、追体験、さらには再体験の促進に関
するコメントをしたことである。ここでは、受動的

探索型 タイムスライダーを使いながらざっと全体を

に過去の行動や感じ方を確認する行為を「追体験」

見渡してから、気になる部分を探索的に閲覧し、

と呼び、過去の記憶を手がかりに新たな体験を行う

気になるところでポーズしてメモを書き留める。

行為を「再体験」と呼んでいる。メタ認知には、単
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なる追体験だけでなく、再体験の側面が重要である

や他人の行動に関連するエピソード的な記憶を強化

と考える。そういった意味では、映像閲覧は、その

する効果があることが確認された。また、元の体験

視覚的・聴覚的な没入間から、再体験を促す効果が

から半年経った後に同システムを利用したところ、

高いことが確認された。

通常であれば記憶が薄れているシーンの状況を思い

それに関連して、「自分の目線の映像と音声（一
人称視点映像）が重要だ」というコメントが多く得

出すことを容易にし、多くの被験者が自らの体験の
追体験・再体験に没入することが観察された。

られた。なお、上記に含まれない残りの一人につい

我々のシステムの特徴のひとつが複数視点による

ては、最初の実験のときの体験記録時のマイク配線

同一シーンの記録であることを考えると、映像視点

のトラブルで、自分の音声が途中から録音されてい

とメタ記述の相関を見たかった。しかし、映像ビュー

なかった。追体験には、映像よりも音声の影響が強

ワのユーザがどの視点映像を閲覧中かを正確に記録

いのかもしれない。

する仕組みにはなっていなかったので、その点につ

その一方で、半年経つと断片的なシーンの閲覧だ

いては詳細な議論はできなかった。今回の実験を終

けでは発言の文脈がわからなくなっていることが多

えた印象としては、体験直後には映像視点の複数性

かった。そういったときに、三人称視点映像（机か

の有意な利点は見当たらなかったが、時間が経過し

ら自分と会話相手をとらえている映像）を見ること

た体験を追体験・再体験するには、複数視点が役立っ

で、自分の行動や状況を思い出すことができた、と

ているころが確認された。とは言え、三人称視点が

いうコメントがあった。また、2004 年 8 月の実験の

役に立つこともあるのは確かだが、それがどれほど

時には体験直後のことなので気づかなかったことだ

コストに見合ったものかは今後議論していかなけれ

が、例えば、会話の相手が『これ』といって指差し

ばならない。
映像記録、さらには複数視点の映像記録とその閲

た対象や状況は、容易には思い出せなくなっていた。
そういったときには、二人称視点映像（会話の相手

覧を支援するシステムがメタ認知に役立つかどうか

の視点映像）が役に立ったと言うコメントがあった。

と言う議論は、本来、認知対象としている技能や能

また、興味深いこととして、実験者が被験者用に

力の発展に寄与したかどうかで議論すべきである。

貼り付けておいた付箋について、映像閲覧前は「こ

そのためには、我々が提案してきたような体験記録

の付箋は私の貼ったものじゃない」と言っていたも

のシステムを、道具として日常的に使えるものにし、

のが、映像閲覧時に、やはりその被験者によるもの

継続的に使って評価することが重要である。

であったことが確認されたことが少なからずあった。
したがって、過去の体験を正確に「追体験」するに
は、豊富な映像記録は有用であると言えよう。しか
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らば、過去の体験にとらわれ過ぎてしまうことはマ
イナスかもしれない。その一方で、過去と現在の見
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