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あらまし  既存の注意研究は現実世界の視環境への注意から共通性を見つける手法が一般的であるが、この手法

では外因・内因性の要因が注意に及ぼす影響と注意の基本特性を分離することは難しかった。本研究では，あえて

非現実的な周囲 360 度一様な視環境と個別の文脈を持つ視環境の中で視覚探索課題を行うことで，注意の基本特性

を計測する手法を開発した。実験の結果、前者と後者の視環境で得られた視線データの差分は，後者の視環境の顕

著性マップと類似することが明らかとなった。本研究手法は、非現実環境を使った実験が、現実世界での注意行動

の推定に有効である可能性を示唆する。 
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Abstract  Most studies have measured attentional characteristics in real-world environments where subjects are exposed to 

exogenous stimuli and perform an attentional task. However, using such a measurement, it is difficult to discriminate between 

the effects of exogenous or endogenous factors on attention and the basic characteristics of attention. In this study, we 

developed a visual search task using virtual reality technology to investigate the basic characteristics of attention. The results 

showed that the difference in viewing times between basic and specific contexts is related to the saliency map. This study thus 

suggests that employing a virtual reality-based procedure is useful for estimating attentional behaviors in real-life situations. 
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1. 背景

コンテンツ利用時のパフォーマンスやエクスペリ

エンスを高めるためには，ユーザの注意を予測するこ

とが重要である。実際に，注意は視覚認知 [1]，記憶 [2]，

課題の理解 [3]などの多くの認知パフォーマンスに影

響することが知られている。さらに，注意特性は，自

動車運転の事故 [4]や列車運転における対応の遅延 [5]

などのヒューマンエラーとも関連すると報告されてい

る。この点を踏まえ，近年ではユーザの注意に応じた

デザインの議論 [6]や，注意特性を考慮した作業トレー

ニング [7]などの応用的な取り組みも行われている。こ

のような取り組みの論点の 1 つは，ユーザの注意をど

こまで正確に予測できるかである。しかしながら，注

意は情報の数 [8]，加齢 [9]，感情 [10]，予測可能性 [11]

などのさまざまな要因の影響を受けて変化するため，

その予測は困難である。このような背景から，注意の

予測はチャレンジングなテーマとして長きにわたって

研究されてきた。  

注意を予測するための方法の 1 つとして，実験によ

る注意特性の定量的評価が行われてきた。具体的には，

呈示された刺激の中からターゲットを検出することで

選択的注意の特性を評価する課題（視覚探索課題 [12]），

ターゲットの呈示直前に手がかり刺激を呈示すること

で注意の時間的捕捉を評価する課題（先行手がかり課

題 [13]），そして特定の場面（e.g., 自動車運転）で周辺

視野にターゲット刺激を呈示することで一度に注意を

向けられる範囲を評価する課題（有効視野課題 [14]）

などがある。これらの研究では，刺激を呈示するため

にディスプレイやスクリーンを用いることが多く，そ

の限界点として刺激の呈示範囲に制約があると指摘さ

れている [15]。なぜなら，日常空間はユーザの周囲 360
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度に展開されているため，この空間すべてをディスプ

レイやスクリーンで覆うことは困難だからである。む

ろん，マルチディスプレイを用いて刺激の呈示範囲を

広げる方法も採用されているが [16]，その場合でもデ

ィスプレイ間の継ぎ目やフレームそのものが注意を歪

める可能性がある。こういった限界点をクリアするた

めに，近年では仮想現実技術を用いた注意計測が行わ

れている [17-19]。仮想現実環境では，ヘッドマウント

ディスプレイ（HMD）を用いることで周囲 360 度に視

覚刺激を呈示できることから，より日常的な空間に近

い環境で注意を計測できる。  

これらの研究を通して，注意には内因特性と外因特

性の 2 つのレイヤーがあると議論されている [20]。内

因特性は，ユーザ自身の状態や個人差に由来しており，

加齢，感情，発達特性などが挙げられる。一方で外因

特性は，ユーザを取り巻く環境に由来しており，情報

の数，色，動きなどが挙げられる。特に，外因特性の

1 つである刺激の顕著性は，ユーザの注意をある程度

予測することが知られている [21,22]。これらの特性が

影響し，個別具体的な場面での注意が出力されると考

えられる。  

さらに近年では，内因 /外因特性に加えて，注意の基

本特性を仮定する試みが行われている [23]。注意の基

本特性は，ユーザの個人差・状態・環境的な要因の影

響を受けない注意の側面であって，すべての人に普遍

的に備わっていると仮定されている。例えば，周辺視

野のうち，情報を検出・弁別・同定できる範囲（有効

視野 [24]）は内因・外因的な要因の影響を受けて変化

するものの [6,10]，基本的には注視点を中心とした楕円

形をしている [25,26]。この楕円の形状は，視覚的注意

における普遍的な特性と考えられる。このような注意

の基本特性に内因性・外因性要因の効果が加えられる

ことで，個別具体的な環境における注意が出力される

可能性がある。  

 しかしながら，360 度の環境における注意の基本特

性がどのようになっているかは明らかとなっていない。

日常空間は 360 度で構成されているため，この環境に

おける注意の基本特性を明らかにすることは，ユーザ

の注意行動を予測するうえで重要と考えられる。また，

外因性要因が加わることで，注意がどのように変化す

るかも明らかとなっていない。そこで本研究では，仮

想現実技術を用いることで 360 度の環境における注意

の基本特性の計測を試みた。  

 

2. 実験 1 

2.1. 目的 

実験 1 の目的は，360 度の環境における注意の基本

特性を明らかにすることであった。実験では，仮想現

実技術を用いて外因性の要因を統制し，視覚探索課題

を行った。ターゲットを発見するまでの探索時間と視

線を計測し，これらのデータに基づいて注意の基本特

性を考察した。  

 

2.2. 方法 

2.2.1. 被験者  

34 名の成人が実験 1 に参加した。加齢の影響を考慮

するため，15 名は若年者（平均年齢 22.50 歳，標準偏

差 2.00），19 名は高齢者（平均年齢 67.05，標準偏差

2.46）であった。本実験は，事前に産業技術総合研究

所のライフサイエンス実験管理室の倫理審査を受け，

実施が承認された。  

 

2.2.2. 装置と材料  

装置と実験環境の概要を Figure 1 に示す。仮想環境

を呈示するために視線計測デバイスがアタッチされた

HMD（based on HTC Vive, SensoMotoric Instruments）

が用いられた。行動反応の取得には 2 つのコントロー

ラが用いられた。頭部の動きは 2 つのセンサーでセン

シングされ，情報の呈示や行動の取得の制御は

Experiment Center 4.0 (SensoMotoric Instruments) とノ

ート PC（Alianware, DELL）によって行われた。  

探索のターゲットとして，白色と黒色のドットを用

いた。探索の背景は無地の灰色（ [R, G, B] = [128, 128, 

128]）の空間であった。  

 

ノートPC

センサー1 センサー2

コントローラ2コントローラ1

HMD

 

Figure 1. 実験 1 と 2 で用いられた実験環境の概要。  

 

2.2.3. 手続き  

視覚探索課題が約 90 分（休憩含む）かけて行われ

た。1 試行の流れを Figure 2 に示す。まず，被験者の

身体を仮想空間の正面に向けるために，正面に黒い正



 

  

 

 

方形と足元に二本の線を呈示した。被験者はこの正方

形の中心に体を向けて，足を二本の線に沿うように向

けた。被験者がスタートボタンを押して 1 秒経過する

と，仮想空間の中心に凝視点（”＋”）が 0.5 秒間呈示

された。これが探索の起点であり，被験者は視線をこ

れに向けた。凝視点が消えると，仮想空間のいずれか

の一点に白色もしくは黒色の探索ターゲットが呈示さ

れた。被験者の課題は，このターゲットを探してその

色に対応するボタンを可能な限り正確にかつ素早く押

すことであった。このとき，被験者は体や足を自由に

動かすことができた。回答ボタンを押したら 1 試行が

終わり，再度正方形と足元の二本線が呈示された。  

 

ボタンを
押すまで

ボタンを
押すまで

1秒 0.5秒

時間の流れ
 

Figure 2. 視覚探索課題における 1 試行の流れ。  

 

ターゲットの呈示位置は緯度と経度の組み合わせ

によって定義されており，全部で 50 か所あった（Figure 

3）。ターゲットの位置の順序や色とボタンの対応は被

験者間でカウンターバランスされた。総試行数は 400

回で，その内訳はターゲットの位置（50）×ターゲッ

トの色（2）×繰り返し（4）であった。  

 

L120 
L90

U90
U60

U30

UD0

D30

D60
D90

L150 

LR180 

R150 R120

背面
U90

R60

U60

U30

UD0

D30

D60
D90

R90

L90
R30 

LR0 

L30 L60 

正面

 

Figure 3. 実験 1 のターゲットの呈示位置。各試行では，

白丸のいずれか一点にターゲットが呈示された。  

 

2.2.4. 解析  

課題中の注意の指標として，ターゲットを探索し回

答ボタンを押すまでにかかった時間（探索時間）と探

索中に空間に向けられた視線の量（ビューイングタイ

ム）を用いた。探索時間は，特定の位置にある情報の

検出パフォーマンスの指標である。ビューイングタイ

ムは，探索中に注意をどの空間に向けやすいかといっ

た，視空間注意の配分や探索方略の指標である。  

探索時間は，ボタン押しの誤答や外れ値の除外の後，

ターゲット位置条件ごとに被験者間平均された。その

後，Surfer（Golden Software）によって正距円筒図のヒ

ートマップに変換され，THETA（RICOH）によって 3D

画像に変換された。  

ビューイングタイムの計算の前に，ノイズを除去す

るために，視線移動が始まるまでのデータ（各試行の

開始に，探索の起点から視覚 7.5 度の範囲内に視線が

とどまっていた時）とターゲットが周辺視野に入って

いた時のデータ（HMD の有効視野角から計算）を除外

した。さらに，仮想空間を緯度と経度 15 度ごとに 312

のサブエリアに分割し，各サブエリアに含まれるビュ

ーイングタイムを計算した。最後に，その被験者間平

均を用いてヒートマップを作製した。  

 

2.3. 結果 

 ターゲット位置ごとの探索時間の被験者間平均を

Figure 4 に示す。この結果から，情報の検出は正面方

向の情報に対して最も素早く，情報位置の緯度と経度

が大きくなるにつれて漸進的に遅くなることが示唆さ

れる。  
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Figure 4. 実験 1 の探索時間の被験者間平均。ターゲッ

トを探索し，ボタン押しまでにかかった時間をターゲ

ット位置ごとにプロットしてヒートマップ化した。  

 

 また，仮想空間の各エリアに向けられたビューイン

グタイムの被験者間平均を Figure 5 に示す。視線が長

く向けられたエリアは赤く，短いエリアは青く表示さ

れている。この結果から，外因性要因が統制された環

境において，注意は探索の起点から上下に移動し，さ

らに左右に移動していくことが示唆される。  
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Figure 5. 実験 1 のビューイングタイム。図は正距円筒

図に変換されている。  

 

2.4. 考察 

正面の探索時間に注目すると，正面を中心とした半

径 60 度の範囲内の情報は素早く検出されていた。興味

深いことに，ビューイングタイムは探索時間と必ずし

も一致しておらず，特に経度約±10 度から±60 度かつ

緯度±30 の空間にはあまり視線が向けられていなか

った。この結果は，注意の基本特性として，一定範囲

の周辺視野に情報が投影されればその情報の存在を検

知できることを示唆している。この点は有効視野の先

行研究とも一致している。本実験のような一様の空間

での検出課題の場合，有効視野のサイズは視角 30-60

度程度と報告されている [6]。したがって本実験におい

ても，この範囲にある情報を検出する場合，視線の移

動を必要とせずに情報を素早く認知できたと考えられ

る。  

また，背後の探索時間に注目すると，背後正中線の

情報の検出には比較的時間がかかっていた。この結果

には，身体的な特性だけでなく，探索方略が関わって

いると考えられる。本実験では，ターゲットの呈示位

置がランダマイズされていたため，ターゲットが正面

と背後に出てくる確率は等しかった。このような環境

では，ターゲットの出現場所の予測ができないため，

無秩序な探索方略が採用される可能性もあった。しか

しながらビューイングタイムに注目すると，被験者は

探索の起点から上下に視線を移動させ，そこから左右

へと徐々に探索を広げるといった，秩序ある探索方略

が採用されていた。これらの結果から，ユーザは有効

視野をレーダーのように活用し，周辺にある情報を検

知しつつ未探索のエリアへ視線移動すると示唆される。

この場合，背後の探索は必然的に後回しになるであろ

う。この方略は，注意の移動を最小にしつつ広い範囲

の情報を検知できるといった点で合理的と考えられる。 

実験 1 の結果は，外因性の要因を統制した環境にお

ける注意の基本分布を示す。この分布が外因的な文脈

によってどのように変化するかを検討するために実験

2 を行った。  

3. 実験 2 

3.1. 目的 

実験 2 の目的は，360 度の空間における注意の基本

分布が外因性要因によってどのように変化するかを検

討することであった。具体的には，視覚探索課題を行

うときの仮想空間の文脈を操作することで，探索時間

と視線に及ぼす影響を定量的に計測した。  

 

3.2. 方法 

実験 1 とほぼ同様の方法を用いたため，差分のみを

以下に示す。  

 

3.2.1. 被験者  

大学の学部生または院生 20 人（平均年齢 23.35 歳，

標準偏差 2.08）が実験 2 に参加した。  

 

3.2.2. 材料と手続きと解析  

 実験 1 と同様の視覚探索課題を 4 つの空間文脈の中

で行った（Figure 6A）。基本文脈は実験 1 と全く同じ

で，無地の灰色の背景で構成されていた。部分床文脈

は，足元に正方形の床が表示されていた。部屋文脈は，

被験者を取り巻く六方が部分床と同じ正方形で取り囲

まれていた。無限床文脈は，被験者の周囲に大きさの

異なる大量の円が配置されており，それが地平線まで

続いているように知覚される条件であった。これらの

文脈は，実験ブロック間で操作されており，同ブロッ

ク内では常に呈示され続けた。  
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Figure 6. 実験 1 と 2 の方法の差分。（A）実験 2 で用い

られた空間文脈。（B）実験 2 のターゲット位置。  

 

実験 2 では文脈の条件数が増えたため，被験者の負

担を軽減するためにターゲットの呈示位置を減らした。

ターゲットの呈示位置は緯度と経度の組み合わせによ

って定義されており，全部で 26 か所あった（Figure 6B）。

各文脈の実施順序は被験者間でカウンターバランスさ



 

  

 

 

れた。総試行数は 416 回で，その内訳は空間文脈（4）

×ターゲットの位置（26）×ターゲットの色（2）×繰

り返し（2）であった。  

文脈の効果を検証するために，マルチレベルモデル

を用いた分散分析を行った。解析ソフトには Rstudio，

パッケージには lmerTest，関数には lmer を用いた。多

重比較には lsmeans 関数を用いて，p 値を Tukey 法で

補正した。ランダム傾きモデルが収束しなかったこと

から（おそらくターゲット位置の水準数が大きすぎる

ため），Bone et al. [27]の解析手法を参考にしてランダ

ム切片モデルを利用した。また，順行マスキング [28]

の効果を考慮するために，探索の起点（LR0×UD0）

のターゲット条件のデータを検定の際には除外した。  

外因性要因の効果を顕著性の観点から解析するた

めに，各文脈の顕著性マップを作製した。作成には

MATLAB， Image Processing Toolbox（Mathworks），そ

して Graph-Based-Visual-Saliency technique [29]を用い

た。  

 

3.3. 結果 

ターゲット位置ごとの探索時間の被験者間平均を

Figure 7 に示す。文脈の効果を検証するために，文脈

（4）とターゲット位置（25）を固定効果とした 2 要因

分散分析を探索時間に対して実施した。ランダム効果

には，被験者とターゲットの色を投入した。その結果，

文脈の主効果は有意ではなく [F (3, 10.5) = 1.133, p 

= .380]，ターゲットの位置の主効果は有意であった [F 

(24, 145.6) = 42.712, p < .0001]。また，2 要因の交互作

用が有意であった [F (72, 6858.2) = 1.416, p = .012]。多

重比較の結果を Figure 8 に示す。  

背面

方位

右側正面左側

基本

部分床

部屋

無限床

探
索
時
間
（
秒
）

2

2.5

3

3.5

4

4.5

 

Figure 7. 実験 2 の探索時間の被験者間平均。  
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Figure 8. 実験 2 の探索時間における多重比較の結果。 

 

仮想空間の各エリアに向けられたビューイングタ

イムの被験者間平均を Figure 9A に示す。文脈の効果

を検討するために，文脈（4）×エリア（312）の 2 要

因分散分析を正規化されたビューイングタイムに対し

て行った。ランダム効果には被験者を投入した。その

結果，エリアの主効果と 2 要因の交互作用が有意であ

った [F (311, 3166.9) = 13.90, p < .0001; F (933, 

18663.2) = 3.396, p < .0001]。そこで，多重比較の結果

を Figure 9B に示す。さらに，各文脈の顕著性を可視

化するために，顕著性マップを Figure 9C に示す。  

 

3.4. 考察 

探索時間は文脈の影響を受けることが明らかとな

った。特に，頭上と足元のターゲットに対する探索は，

部屋や無限床のほうが基本文脈よりも有意に遅かった。

この結果には，空間の親和性がかかわっていると考え

られる。注意や記憶などの認知行動は周囲の空間が馴

染みのある空間か否かによって影響を受ける [30,31]。

部屋や無限床は，壁や地平線といった空間構造の手が

かりがあったため，基本文脈よりも日常的親和性のあ

る空間として認知されやすいと考えられる。日常場面

で探索する場合，足元や頭上に探し物があることは珍

しいため，これらの位置の探索の優先度は相対的に低

下する可能性がある。その結果として，頭上や足元へ

の注意が抑制されたと解釈できる。  

探索時間だけでなく，ビューイングタイムも文脈の

影響を受けることが明らかとなった。興味深いことに，

部分床や無限床と基本文脈の間のビューイングタイム

の差分は顕著性マップと似ていた。この結果は，外因

性要因に依存しない特性と依存する特性の，少なくと

も二層によって注意が出力されていることを示唆する。 

その一方で，部屋と基本文脈のビューイングタイム

の差分は顕著性マップとあまり似ていなかった。この

結果には，部屋特有の空間構造に対する認知が影響を

及ぼした可能性がある。そのほかの文脈とは異なり，

部屋は空間の構造（ e.g., 壁の面，輪郭，そして角）に

関する手がかりが多い。Figure 9C に注目すると，部屋

の壁の角（四隅）に対するビューイングタイムが基本  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文脈よりも長いように見える。オブジェクトの角は優

先的に注意を捕捉することを踏まえると [32]，本実験

の部屋文脈では空間構造による注意捕捉の効果が顕著

性の効果を覆い隠した可能性がある。  

 

4. 総合考察  

本研究では 2 つの実験を実施し，外因性要因を統制

および操作して視覚探索課題を行った。その結果，注

意の基本特性と外因性要因との関わりについていくつ

かの示唆を得た。  

基本文脈における探索時間は，実験 1 と 2 の間でほ

ぼ同様の結果であった。具体的には，探索の起点から

半径 60 度のエリアにあるターゲットの検出が素早く，

ターゲットの緯度と経度が大きくなるにつれて検出が

遅くなることが示唆された。探索時間と同様に，ビュ

ーイングタイムも実験 1と 2の間でほぼ同様であった。

具体的には，探索起点から上下に注意を移動させて，

さらに左右に移動させるという探索方略が観察された。

これらのことから，本研究で得られた注意の基本特性

はある程度頑強なものと考えられる。  

また，ビューイングタイムは文脈の顕著性の影響を

受けることが明らかとなった。この点は，環境内の顕

著性に基づいて現実場面の人の注意配分を予測できる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可能性を示す。例えば自動車運転では，道路，標識，

歩行者などの雑多な情報を視覚認知しつつ，一連の運

転作業に従事しなければならない。もしも，それらの

情報の顕著性をリアルタイムでセンシングし，必要に

応じて拡張情報 [33,34]による認知支援を行えば，情報

の見落としを防止できるかもしれない。このようなイ

ンタラクティブなシステムは人の能力を拡張するうえ

で今後重要になってくるであろう。  

一方で本研究の限界点の 1 つは，顕著性以外の外因

性要因の効果が不明確であるという点である。現実の

場面では，情報の数，色，大きさ，課題の種類，そし

て視覚以外のモダリティの情報などさまざまな外因性

要因がある。これらの要因が 360 度環境における検出

パフォーマンスや注意配分をどのように変化させるか

についてはいまだに明らかとなっていない点が多い。

今後の研究では，このような要因の効果を明らかとし，

外因性要因と注意の関係をモデル化して注意の予測の

精度を高めていくことが求められる。  

 

5. 結論  

本研究では，注意の基本特性として以下の 2 点が示

唆された。第 1 に，情報の検出パフォーマンスは探索

の起点が最も高く，情報の緯度と経度が大きくなるに

つれて低下した。第 2 に，被験者は起点から上下に視

Figure 9. 各文脈に関するデータ。（A）各エリアに向けられたビューイングタイム。（B）各文脈と標準文脈の

差分（p 値）。（C）各文脈の顕著性マップ。  
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線を移動させ，そこから左右に視線を移動させること

で，有効視野をレーダーのように使いながら効率的な

探索を行った。さらに興味深いことに，基本文脈と個

別文脈の視線の配分時間の差分は，個別文脈の顕著性

マップと似ていた。この結果は，注意の基本特性に外

因性要因の効果を加えることで，現実場面の注意を予

測できる可能性を示唆する。  
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