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3D イメージと 3D 印刷されたオブジェクトの利用が
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mental model construction of liver structure
前東晃礼 1∗ 三輪和久 1 小田昌宏 1 中村嘉彦 2 森建策 3 伊神剛 4
Akihiro Maehigashi1
Kazuhisa Miwa1
Masahiro Oda1
Yoshihiko Nakamura2
Kensaku Mori3
Tsuyoshi Igami4
名古屋大学情報科学研究科 2 苫小牧工業高等専門学校
3
名古屋大学情報連携統括本部 4 名古屋大学医学部
Graduate School of Information Science, Nagoya University
2
National Institute of Technology, Tomakomai College
3
Information and Communications, Nagoya University
4
Graduate School of Medicine, Nagoya University
1

1

Abstract: In this study, we experimentally investigated the influence of a three-dimensional
(3D) graphic image and a 3D-printed object on a spatial reasoning task in a situation where liver
resection surgery was presupposed. The results of the study indicated that using a 3D-printed
object produced more accurate and faster mental model construction of a liver structure than
a 3D image. Using a 3D-printed object was assumed to reduce cognitive load and information
accessing cost more than using a 3D image.

1

はじめに

物体の形状や構造，または物体間の位置関係の推測
は空間的推論とよばれる [1]．ルート探索，坂道の傾斜
角の推測，部屋の家具の配置を考えるなど，日常生活
のあらゆる場面で空間的推論が行われている．
空間的推論には，多くの場合，図表やグラフなどの
外的表象が利用される [2]．空間認識に関する研究では，
同一情報を異なる外的表象で示すことにより，人間が行
う空間的推論が変化することが示されている．先行研
究では，同一情報を 2 次元 (2D) と 3 次元 (3D) イメー
ジで示す効果について実験的な比較が行なわれている
[3]．その結果，3D イメージの利用は，物体の全体的な
構造の理解に有効であることが明らかにされた．一方
で，物体間の位置関係の理解については，2D イメージ
の利用が有効であることが示された．3D イメージの利
用においては，複数視点の情報の獲得，奥行情報の獲
得，さらに 2D イメージでは表現されない構造の特徴
を把握することが可能であるため，全体的な構造の理
解が促進されると考えられている．一方，2D イメージ
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の利用においては，単一視点の情報に集中することが
できるため，特定の情報の理解に有効であると考えら
れている．さらに，いくつかの研究は，空間認識能力
の高い人においてのみ，3D イメージを利用する効果が
現れることを実験的に示している e.g. [4]．空間認識能
力は，空間情報を内的に保持，操作する能力である [5]．
空間認識能力の高い人は，3D イメージの複雑な情報を
上手く活用することができるため，その情報を利用す
る効果が顕著に現れると考えられている [4]．
近年，3D プリンタの登場により，グラフィックスを
オブジェクトとして複製することが可能になった．教
育，産業，医療などの様々な現場で，3D 印刷されたオ
ブジェクトが利用されはじめているが，外的表象として
のオブジェクトの利用が空間的推論に与える影響につ
いてはあまり検討が行われていない．先行研究では，肝
切除手術現場において，3D 印刷された肝臓のオブジェ
クトがどのように利用されているかエスノグラフィの
手法に基づく検討が行なわれている [6]．その結果，オ
ブジェクトの利用は，医師らが内的に形成する肝構造
のメンタルモデルの精緻化を促すことが示された．さ
らにこの先行研究では，オブジェクトの利用は，3D イ
メージの利用よりも，医師らのメンタルモデルの精緻
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化を促進する可能性が示唆されている．
本研究の目的は，肝切除手術現場を想定した空間的
推論課題を用いて，3D イメージとオブジェクトの利用
がメンタルモデルの形成に与える影響について実験的
に検討を行うことである．

実験

2

本研究では，肝切除手術現場を想定した空間的推論
課題を実施した．参加者は，3D イメージまたは 3D 印
刷されたオブジェクトが示す肝構造を記憶して，また
は参照しながら，肝臓の切断面上に現れる血管と腫瘍
の位置の推測を行った．

2.1
2.1.1

方法
参加者

参加者は，名古屋大学の大学生 48 名であった．

2.1.2

要因計画

本実験は，外的表象要因 2 水準 (イメージ/オブジェ
クト) と課題要因 2 水準 (記憶/参照) のそれぞれ参加者
間と参加者内の混合要因計画であった．

2.1.3

材料

参加者の正面には，患者が横たわる手術台を想定し
たメインデスクが設置され，右横には器具が置かれる
台を想定したサブデスクが設置された．メインデスク
には 3 つの箱が設置され，各箱に解答用紙と患者の肝
臓を想定して作られた内部構造の見えない薄い灰色の
肝臓のオブジェクト（以下，ターゲット）が入れられ
た．サブデスクには，参加者が記憶または参照をする
肝臓の 3D イメージが表示されたコンピュータ，または
肝臓のオブジェクトが入れられた箱が設置された．図
1 は，3D イメージ，オブジェクト，ターゲットを示す．

図 1: (a)3D イメージ,(b) オブジェクト,(c) ターゲット

3D イメージは，CT(Computed Tomography) によ
る患者の臓器計測によって獲得された肝臓データに基
づいて，名古屋大学情報科学研究科で開発された画像
診断支援システム Pluto を使用して作成された (図 1a)．
最も太い血管である下大静脈とそこから分岐する 5 本
の血管が青色で表現され，腫瘍が白色で表現された．オ
ブジェクトとターゲットは，3D イメージと同様の肝臓

データに基づいて 3D プリンタにより作成された．具
体的には，厚さ 0.02mm のアクリル樹脂のユニットを
約 4000 層重ね，その後，余分な樹脂を溶かして表面を
磨いて完成させた．オブジェクトは，実際の手術現場
で利用されるものと同じ手法で作成された (図 1b)．肝
構造が可視化され，3D イメージと同様に，下大静脈と
そこから分岐する 5 本の血管が青色，腫瘍が白色で表
現された．また，ターゲットは，患者の肝臓を想定し
て作成された (図 1c)．3D イメージとオブジェクトと
同一の肝臓データから 3 つのターゲットが作成された．
実際の手術中には，患者の肝臓内部を視覚的に確認す
ることは不可能であるため，ターゲットの表面は薄い
灰色で覆われた．3 つのターゲットのそれぞれの異なる
位置に，肝臓を一周する線が描かれた．さらに，その
線を境に分離された 2 つの領域を示す「A」と「B」の
印がつけられた．なお，3D イメージ，オブジェクト，3
つのターゲットのセットが，異なる肝臓データに基づ
いて 2 セット作成された．

2.1.4

実験課題

上記の材料を使用して，2 つのテストを実施した．1
つ目のテストは血管の位置テストであった．参加者は，
ターゲットの線に沿って肝臓を切断した場合に，その
切断面上に現れる血管の位置を解答用紙に描かれた切
断面の輪郭上に示すことが求められた (図 2)．

図 2: (a) 切断面の輪郭,(b) 切断面,(c) 血管の数を正確
に示した参加者の解答
その際，最も太い血管である下大静脈を「○」，分岐
する血管を「×」で示すことが求められた．なお，正
解として，下大静脈 0 本と分岐血管 2 本，下大静脈 1
本と分岐血管 2 本，下大静脈 1 本と分岐血管 3 本が各
ターゲットの断面上に現れるように切断線が描かれた．
2 つ目のテストは，血管の位置テストであった．参加
者は，ターゲットの線に沿って肝臓を切断した場合に，
腫瘍がターゲットの「A」と「B」のどちらの領域に存
在するかを解答することが求められた．

2.1.5

手続き

24 名の参加者は 3D イメージを利用するイメージ条
件，残りの参加者はオブジェクトを利用するオブジェ
クト条件にランダムに割り振られた．参加者は，実験
課題を行う前に，解剖学の知識テストと空間認識テス
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クトを患者の肝臓の真横に置いて，肝臓内部の構造の
確認を行うため [6]，オブジェクト条件ではオブジェク
トをメインデスクに持ち入れることは許された．

結果

3

解剖学の知識テストに関して，問題に正答した参加者
はいなかった．また，空間認識テストの正答数に関して，
イメージ条件 (M = 9.08) とオブジェクト条件 (M =
7.88) で有意な差はみられなかった (t(46) = 1.01, p =
.32)．これらの結果から，解剖学の知識と空間認識能力
に関して条件間の均一性が確認された．
次に，学習時間について，2(外的表象：イメージ/
オブジェクト) × 2(課題：記憶/参照) の分散分析を実
施した．学習時間は，各条件における課題前に参加者
が 3D イメージまたはオブジェクトを記憶または観察
した時間の平均であった (図 3)．その結果，交互作用
はみられなかった (F (1, 46) = 0.14, p = .71)．外的
表象要因の主効果がみられ，イメージ条件よりもオブ
ジェクト条件で有意に学習時間は短いことが示された
(F (1, 46) = 7.72, p < .01)．また，課題要因の主効果が
みられ，記憶条件よりも参照条件で有意に学習時間は
短いことが示された (F (1, 46) = 23.35, p < .001)．

&'()*&+'#

トを受けた．解剖学の知識テストは，5 問の質問から成
り，肝臓の部位や血管の名称を解答するテストであっ
た．空間認識テストは，Guay and McDaniels [7] によ
り作成された 24 問から成るメンタルローテーションを
要するテストであった．参加者は，3 分間でできるだけ
多くの問に正解することが求められた．
次に，実験課題の練習を行った．全ての参加者が記
憶課題のあとに参照課題を行った．課題の練習では，下
大静脈 1 本と分岐血管 3 本の 3D イメージまたはオブ
ジェクトが使用された．課題前に最短 1 分から最長 3
分の学習時間が設けられ，その間に，サブデスク上で，
参加者は記憶課題では肝構造を記憶し，参照課題では
肝構造を観察した．その後，課題としてメインデスク
上で 1 つのターゲットについて血管と腫瘍の位置テス
トを行った．
その後の本実験の記憶課題では，課題前の最短 3 分
から最長 5 分の学習時間の間に，参加者はサブデスク
上で 3D イメージまたはオブジェクトを使用して肝構
造を記憶した．3 分経過後に，肝構造を記憶できたと参
加者が判断した，または 5 分経過後に，参加者は，メ
インデスクに向かって，3 つの箱の内の 1 つからター
ゲットと解答用紙を取り出して，血管と腫瘍の位置テ
ストを開始した．その際，イメージ条件ではコンピュー
タの画面が消され，オブジェクト条件ではオブジェク
トがサブデスク上の箱の中に入れられた．1 つのター
ゲットについて解答が終了した後，参加者は，そのター
ゲットと解答用紙を元の箱に戻し，別の箱に入ってい
るターゲットと解答用紙を取り出して同様のテストを
行った．3 つのターゲットについてテストに解答して記
憶課題は終了した．本実験の参照課題は，基本的に記
憶課題と同じ流れで実施された．参照課題では，記憶
課題とは別の肝臓データに基づいて作成された 3D イ
メージまたはオブジェクト，そしてターゲットが使用
された．参照課題では，参加者は，課題前の最短 3 分
から最長 5 分の学習時間の間に，3D イメージまたはオ
ブジェクトを使用して肝構造を観察し，課題遂行の間
も 3D イメージまたはオブジェクトを自由に参照する
ことが可能であった．
課題を行う順序は，参加者間でカウンターバランス
がとられた．また，課題の種類と 2 種類の肝臓データ
の組み合わせについても、参加者間でカウンターバラ
ンスがとられた．さらに，3 つの箱に入っているター
ゲットと解答用紙のセットはランダムな順で配置され
た．各課題の間には，5 分間の休憩がとられた．参加者
は，できる限り正確に血管と腫瘍の位置テストを行う
ようことが求められた．また，実際の手術現場で，患
者の肝臓を手術台の外へ持ち出すことは不可能である
ため，実験中に，参加者がターゲットをメインデスク
の範囲外に持ち出すことは禁止された．さらに，実際
の手術現場では，医師らは 3D 印刷された肝臓オブジェ
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図 3: 学習時間
また，血管の位置テストに関して，下大静脈と分岐血
管の各血管における血管の数の乖離値を算出した．血
管の数の乖離値は，各条件で，参加者の記入した血管
と正解の血管の数の差分の絶対値を平均した値であっ
た．そのため，この値が 0 に近いほど血管の数が正確
に記入されたことを意味する．下大静脈と分岐血管の
それぞれの血管の数の乖離値について 2(外的表象：イ
メージ/オブジェクト) × 2(課題：記憶/参照) の分散分
析を実施した．その結果，下大静脈の数の乖離値につ
いて交互作用はみられなかった (F (1, 46) = 1.73, p =
.19)．また，外的表象要因の主効果はみられなかった
(F (1, 46) = 0.50, p = .48)．一方，課題要因の主効果に
有意傾向がみられ，記憶条件よりも参照条件で乖離値
が低く，正確に血管の数が記入される傾向が示された
(F (1, 46) = 3.08, p = .09)．次に，分岐血管の数の乖離
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値の結果を図 4 に示す．分析の結果，交互作用はみられ
なかった (F (1, 46) = 0.09, p = .77)．また，外的表象要
因に主効果がみられ，イメージ条件よりもオブジェク
ト条件で乖離値が有意に低く，正確に血管の数が記入
されたことが示された (F (1, 46) = 8.30, p < .001)．し
かし，課題要因の主効果はみられなかった (F (1, 46) =
2.19, p = .15)．
/012#

%"

0123#
45367-#

$"

#"

!"
!"#

342567#

$%#

図 5: 腫瘍の位置テストの得点
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図 4: 分岐血管の数の乖離値
さらに，腫瘍の位置テストの得点について，2(外的表
象：イメージ/オブジェクト) × 2(課題：記憶/参照) の分
散分析を実施した．各テストで正しく腫瘍の位置が解答
されれば，1 点が与えられた．腫瘍の位置テストの得点
は，各条件における 3 つのターゲットに関するテストの
合計得点の平均であった (図 5)．そのため，得点が高い
ほど，参加者は正確に腫瘍の位置を解答したことを意味
する．分析の結果，交互作用が有意であった (F (1, 46) =
18.98, p < .001)．交互作用について単純主効果の検定
を行った結果，記憶条件では外的表象要因の単純主効果
に有意傾向がみられ (F (1, 92) = 3.38, p = .07)，参照
条件では有意差がみられ (F (1, 92) = 21.15, p < .001)，
イメージ条件よりもオブジェクト条件で有意に得点が
高く，正確に腫瘍の位置が解答されたことが示された．
なお，外的表象要因の主効果はみられたが (4F (1, 46) =
18.98, p < .001)，課題要因の主効果はみられなかった
(F (1, 46) = 0.12, p = .73)．
最後に，各条件における空間認識テストの得点と課

題パフォーマンス (学習時間，血管の数の乖離値，腫瘍
の位置テストの得点) の相関分析を行った (表 1)．その
結果，記憶条件におけるイメージ条件で，空間認識テ
ストの得点と学習時間に正の相関が確認され，分岐血
管の数の乖離値に負の相関が確認された．これらの結
果は，記憶課題で 3D イメージを利用した際に，空間
認識能力の高い参加者ほど，学習時間が長く，分岐血
管の数を正確に記入したことを示している．

4

考察

血管と腫瘍の位置テストの結果，3D イメージよりも
オブジェクトを利用した際に肝構造の理解は促進され
た．つまり，オブジェクトの利用は，3D イメージの利
用よりも，メンタルモデルの精緻化を促進させたこと
が明らかとなった．
オブジェクトの利用は，3D イメージの利用よりも認
知的負荷を削減させた可能性が考えられる．先行研究
は，ヴァーチャル 3D 環境よりも現実世界で奥行き情報
が豊富であるため，人間の奥行きの認識は正確である
ことを示している [8]．このことは，3D イメージにおい
ても奥行情報が不足していることを示している．その
ため，3D イメージを利用する際に，参加者は，奥行情
報を補足または修正し，一時的にそのイメージを記憶
して，内的に大きさの調整を行った上で，そのイメー

表 1: 各条件における空間認識テストの得点と課題パフォーマンス (学習時間，血管の数の乖離値，腫瘍の位置テ
ストの得点) の相関関係．値は相関係数 (r) を示す.
学習時間
イメージ
オブジェクト

記憶
参照
記憶
参照

.45∗∗
-.22
.08
.17

血管の数の乖離値
腫瘍の位置
下大静脈 分岐血管 テストの得点
-.14
-.44∗
.30
-.19
-.13
-.19
-.03
-.04
-.30
.21
-.05
.18
∗ p < .05, ∗∗ p < .01
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ジをターゲットに対応づける必要があったと考えられ
る．その一方，オブジェクトを利用する際には，参加者
は，認識をしたイメージを内的に補足，修正，または
大きさの調整を行うことなく直接的にイメージをター
ゲットに対応づけることが可能であったと考えられる．
その結果，オブジェクトの利用により，参加者は，認
知的負荷を削減させて内的な操作から生じるエラーを
削減することができたと考えられる．
さらに，オブジェクトの利用は，3D イメージの利用
よりも情報獲得に掛かるコスト (information accessing
cost) を削減させた可能性が考えられる．情報獲得コス
トは，情報を獲得する際に掛かるコストである [9]．今
回の実験における 3D イメージの利用では，マウス操作
を行って情報を獲得する必要があった．その一方，オ
ブジェクトの利用では，オブジェクトを持ち上げて物
理的に回転させて情報を獲得することが可能であった．
そのため，オブジェクトの利用は，情報獲得に掛かる
コストや操作ミスを軽減させることができた可能性が
考えられる．
学習時間に関する分析の結果，3D イメージよりもオ
ブジェクトを利用した際に肝構造を学習する時間は短
かった．上記のように，オブジェクトの利用により，認
知的負荷や情報獲得に掛かるコストが削減されたこと
により，迅速なメンタルモデルの形成が促進され，学
習時間が短くなったと考えられる．
さらに，記憶課題で 3D イメージ条件を利用した場
合にのみ，空間認識テストの得点と学習時間または分
岐血管の数の乖離値との相関関係が確認された．空間
的認識能力の高い参加者は，複雑な空間情報を正確に
保持して操作することが可能であるため，肝構造の学
習に十分な時間を掛けてメンタルモデルを精緻化させ，
課題に正確に解答することができたと考えられる．特
に記憶課題では，参加者は，内的なイメージの記憶ま
たは操作に基づいて課題を遂行する必要があった．ま
た，今回の分岐血管に関する血管の位置テストは最も
難易度の高い課題であった．そのため，記憶課題の分
岐血管に関するテストで空間的認識能力の影響が顕著
に現れたと考えられる．さらに，オブジェクトの利用
は，空間認識能力の影響を相殺する可能性が考えられ
る．特に，空間的認識能力の低い参加者のパフォーマ
ンスを向上させる可能性が考えられる．しかし，今回
の実験では，このような仮説を検証するためのデータ
は得られなかった．
本研究では，実際の肝切除手術現場を想定して，3D
イメージとオブジェクトの利用がメンタルモデルの形
成に与える影響について実験的に検討を行った．その
結果，オブジェクトの利用は，3D イメージよりも，迅
速かつ正確なメンタルモデルの形成を促進させ，正確
な空間的推論を促すことが明らかとなった．
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