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視線知覚空間の異方性 1
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People are generally unable to correctly determine the fixation point from the gaze direction when facing an-
other person. This study investigated this tendency from the viewpoint of the anisotropy of space. Experiment 1 
showed that compared with the physical space, the gaze perceptional space was 1.227 times larger laterally and 0.516 
times narrower sagittally, suggesting that the gaze perceptional space has an orthotropic property. Furthermore, this 
space had an anisotropic property in the oblique direction. In Experiment 2, the space was constructed from the ver-
bal cues of distance and angle, with the same size as the physical space in Experiment 1. Compared with the physical 
space, the space constructed from the verbal cues was 0.866 times larger laterally and 0.783 times narrower sagittally. 
These results show that the gaze perceptional space differs from the space constructed by verbal cues in terms of the 
degree of anisotropy. They also suggest that gaze direction was not judged on the basis of quantitative verbal repre-
sentation concerning distance and angle.
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序 論

頭部が固定された状態で，空間内に置かれた視覚的対
象物が網膜の中心窩に投影されているとき，眼球回旋運
動が生じ，虹彩及び瞳孔の位置が移動する。このとき，
対象物，節点，中心窩の3点を結ぶ直線（視軸）は視線
と呼ばれ，左右の眼の視軸が交差する空間上の地点（対
象物の位置）は注視地点と呼ばれる。我々は，向かい
合って会話をしている他者の意図を読み取ろうとする
際，他者の視線方向から注視地点を推測し，注意が向け
られている対象物が何であるかを知ろうとする。このよ
うな推測は視線知覚と呼ばれ，乳幼児期から有する能力
であると考えられている（Csibra & Volein, 2008; Johnson, 

Dziurawiec, Ellis, & Morton, 1991; Yamashita, Kanazawa, & 

Yamaguchi, 2012）。また，社会性やコミュニケーション能
力等に関し障害がある自閉スペクトラム症児は，定型発
達児よりも視線知覚が困難であることが多数の研究で指
摘されている （例えば，Baron-Cohen, Campbell, Karmiloff-

Smith, Grant, & Walker, 1995; Klein, MacDonald, Vaillancourt, 

Ahearn, & Dube, 2009; Senju, Yaguchi, Tojo, & Hasegawa, 

2003）。以上より，視線知覚は，他者の意図を理解する
際に必要な情報を得る能力の1つであることが伺える。
既述されたいずれの先行研究も，乳幼児や自閉スペク
トラム症児における視線知覚の能力を評価する際に，一
般成人が他者の視線方向をもとに正確に注視地点を復元
できることを前提としていると考えられる。果たして，
この前提は正しいのであろうか。この前提の真偽を明ら
かにするには，一般成人を対象に，他者の視線方向から
推測された注視地点と，他者が実際に注視している地点
が一致するかを検討する必要があろう。前者を視線知覚
地点，後者を物理地点とし，視線知覚地点を要素とする
集合（視線知覚空間）から物理地点を要素とする集合
（物理空間）へ1対1対応である写像を考える。両者の空
間が定量的に取り扱われた場合，2つの空間の間に何ら
かの関数関係を見いだすことができる。
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視線知覚に関する研究は，Wollaston （1824）が，肖像
画の視線方向が同じ場合に，肖像画の頭部方向によって
注視地点が異なる位置に知覚されるという現象を報告し
たことに始まる。この現象は，多数の研究により追試が
繰り返され，実験心理学的手法を用いて再現されている
（例えば，Cline, 1967; Gibson & Pick, 1963; Otsuka, Mareschal, 

Calder, & Clifford, 2014）。
Anstis, Mayhew, & Morley （1969）は，Wollaston （1824）
及びGibson & Pick （1963）の研究を発展させ，実験参加
者（一般成人）の目線の高さ（水平線上）において，視
線知覚空間と物理空間の間に求められた写像関数から，
視線知覚の性質を探求している。実験刺激は，テレビ画
面に提示された顔写真9枚である。顔写真の人物におけ
る頭部中心座標系を基準とし，正面を角度0°，右を正の
数 （＋），左を負の数（－）と定めた場合に，水平方向へ
の眼球回旋角度が0°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°のいずれか

に調整されている。実験参加者の課題は，テレビ画面に
映し出された顔写真を観察し，顔写真の人物が注視して
いると知覚された地点を棒で指し示すことである。結果
として，顔写真の人物が実際に注視していた地点につい
ての角度（物理角度φ）と，棒で指し示された地点につ
いての角度（知覚角度Φ）の間に線形回帰式Φ̂＝0.96＋
1.67φが推定されている。この回帰式は，定数項及び回
帰係数の有意差検定がなされておらず，検討の余地があ
る。もし，回帰式の定数項が0から統計的な有意な差が
なく，回帰係数が1よりも有意に大きいとみなせる場
合，知覚角度は，物理角度よりも誤差範囲を超えて大き
いと考えられる。このとき，回帰式は，知覚角度が物理
角度の約1.7倍であることを表す。同様にして，Anstis et 

al. （1969）は，顔写真の代わりに実際の人物を実験刺激
に用いた実験を行い，物理角度と知覚角度の間の線形回
帰式Φ̂＝－0.05＋1.50φを推定した。この回帰式は，知覚
角度が物理角度の約1.5倍であることを表す。これらの
結果から，いずれの実験刺激が用いられている場合も，
水平方向への視線の変位は過大に知覚されていると考え
られる。この結果は，一般成人が他者の視線方向をもと
に注視地点を正確に復元できないことを示唆する。それ
に対し，Masame （1990）は，眼球回旋角度が0°, ±1.3°, 

±2.0°, ±3.7°, ±10.1°のいずれかに調整された実際の人物
を用いて，Anstis et al. （1969）の研究と類似した実験を
行い，知覚角度が物理角度の約1.05倍であることを見い
だしている。Masame （1990）の実験結果は，Cline （1967）
及び佐藤・松嵜（2000）の実験結果により支持されてい
る。いずれの研究結果も，知覚角度は物理角度よりも大
きい傾向を示す点において共通する。しかし，知覚角度

の大きさの程度については，両者の研究間で評価が分か
れていることが伺える。さらに，日々の生活において，
視線知覚は，2次元空間（平面）あるいは3次元空間に
おいてなされるであろうが，多数の先行研究は，1次元
空間（水平線あるいは正中線）内の地点に限定して，視
線知覚の性質を探求している。Imai, Sekiguchi, Inami, 

Kawakami, & Tachi （2006） は，2次元空間（水平面）を用
いて視線知覚の性質を探求している。この研究は，水平
方向への視線の変位が過大に知覚されること（Anstis et 

al., 1969の結果を確認），用いられた実験刺激（実物，平
面視での顔写真，立体視での顔写真）による影響の存在
を見いだしたものであり，視線知覚空間の幾何学的性質
に関して言及していない。そこで，本研究は，2次元空
間内の地点を元に視線知覚空間の幾何学的性質を探求し，
いずれの先行研究の結果を支持するかを検討していく。
空間の幾何学に関する研究は，主に視空間を対象とし
て古くからなされてきている。現在では，視空間だけで
なく，両眼立体視空間や写真空間，聴空間や触空間，認
知空間などにおいても，空間の幾何学が探求されている
（Foley, 1968; Tobler, 1965; 大倉・前田，2004; Watanabe, 

2006）。これらの心理的空間がどのような幾何学的構造
であるかを探求することは，空間内で生じる心理現象を
説明及び予測する役割を果たす可能性を秘めている。

Luneburg （1950）は，Blumenfeldによって報告された
並木実験のデータを用いて，視空間が定曲率のリーマン
空間で負の曲率を示すという双曲型幾何学仮説を提唱し
ている。双曲型幾何学仮説が提唱されて以来，仮説の検
証，数理モデルの改良，計量方法の開発がなされている
（Blank, 1953; Higashiyama, 1984; Indow, 1979）。計量方法
として，平行線の公理が成り立たないことのほかに，中
点連結定理が成り立たないこと，測地線（一般化された
最短距離線）が曲線であること，三角形の内角の和が
180°よりも小さいこと等の性質を利用する方法が見いだ
されている（渡辺，1996）。これらの方法により，多く
の先行研究は，視空間が双曲型空間であることを支持し
ている。これらの知見では，視空間が定曲率のリーマン
空間であることが前提とされている。しかしながら，
Indow & Watanabe （1984）は，視空間は負の曲率である
が，観察条件によって曲率が異なることを実験的に見い
だしている。この実験結果は，視空間が等質空間ではな
く，非等質空間である可能性を示唆する。視空間が非等
質空間であるのであれば，等質空間を前提とした幾何学
モデルよりも，非等質空間であることを考慮に入れた幾
何学モデルの方が，空間の幾何学的性質をより広い枠組
みで扱っている点において適当であると考えられる。そ
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こで，何らかの幾何学モデルを用いて，空間の非等質性
を示すことを考えていく。
空間の非等質性の1つに，空間の異方性が挙げられ
る。異方性とは，方向により知覚特性が異なることを意
味し（Lechelt & Verenka, 1980），視空間，垂直・水平錯
視や月の錯視の現象で古くからよく知られる性質である
（Avery & Day, 1969; 盛永，1935; Rock & Kaufman, 1962）。
例えば，垂直・水平錯視の図形は，水平方向と垂直方向
で知覚された線分の長さが異なることから，方向によっ
て線分の長さの知覚に異方性があると言える。空間の異
方性を定量的に取り扱う方法の1つに，心理的空間と物
理的空間の間に線形変換による写像関数を当てはめる方
法が挙げられる（渡辺，2008）。線形変換とは，物理的
空間を回転及び拡大・縮小し，心理的空間（線形空間）
に写像することである。原点移動を含む線形変換はア
フィン変換である。アフィン変換は，原点の移動がない
場合の線形変換を含んでいるため，線形変換よりも広い
枠組みで心理的空間の幾何学を取り扱うことができる。
また，いずれの写像関数も，直交する2軸の方向で心理
的空間の性質が異なるかを検討することができる。すな
わち，これらの写像関数を当てはめることは，心理的空
間における空間の異方性を取り扱うことを意味する。特
に，この異方性は直交異方性と呼ばれる。
渡辺（2004）は，アフィン変換以外の方法を用いて，

視空間における空間の異方性を見いだしている。実験参
加者は，前方に置かれた固定点から斜めの方向に置かれ
た対象物（54地点）までの距離と角度 （偏角） を判断し
ている。その結果，物理距離 （4 m, 10 m, 16 m, 22 m, 28 m）
により知覚角度と物理角度の関係が異なること，及び，
物理角度（0°, ±4°, ±8°, ±12°, ±16°, ±20°）により知覚
距離と物理距離の関係が異なることを見いだしている。
これらの結果は，奥行き知覚において，角度の知覚及び
距離の知覚に関し空間の異方性があることを示唆する。
同様にして，写真の中の奥行き知覚における空間の異方
性が見いだされている。これらの異方性は，アフィン変
換により見いだされた空間の異方性とどのように関連し
ているのであろうか。
本研究は，視線知覚空間の幾何学的性質を探求するこ
とを目的とし，視線知覚空間における空間の異方性をア
フィン変換及び渡辺（2004）の方法を用いて検討してい
く。実験1では，実験参加者は，顔写真の視線方向から
知覚された注視地点の位置を，床面上に布置された460

個の目印から選択するように求められる。実験参加者に
より選択された目印の布置（視線知覚空間）と，顔写真
の人物が実際に注視していた地点の布置（物理空間）の

間にどのような関数関係が成り立つのかを調べる。

実 験 1

方　法
実験参加者　ナイーブな大学生または大学院生15名

（平均年齢21.8±1.38歳；女8名，男7名）がボランティ
アとして実験に参加した。実験参加者の裸眼あるいは矯
正視力は，0.5から1.5の範囲内であった。
装置と刺激　判断刺激として用いられた顔写真の作成
方法を示す。Figure 1に示すように，幅400 cm，奥行き
450 cmの床面に，2つの固定点O, Aと，可動点Pが布置
された。点O （0 cm, 0 cm） 上に置かれた椅子に顔写真の
被写体となる人物が座り，点A （0 cm, 100 cm）上に三脚
に固定されたビデオカメラ （JVC製 GZ-HM450； 35 mm

カメラ換算値で f＝42 mmに固定して使用）が置かれた。
被写体の両眼とカメラレンズの中心は，床面から高さ
125 cmの位置に存在した。被写体は，アジア人の男子
大学生1名と女子大学院生1名の計2名 （裸眼あるいは矯
正視力はそれぞれ0.9, 0.8；斜視，輻輳不全といった視機
能の異常なし）で，実験参加者にとって未知であるか，
親近性の低い人物であった。被写体は，可動点Pを注視
しているときに，黒色の画用紙を背景に，鎖骨より上部
が撮影された。被写体は，顔の正面とカメラレンズが正
対するように頭部方向を固定すること，角膜，虹彩，瞳
孔が明瞭に撮影されるように瞼を大きく開けることに協
力した。被写体が可動点Pを注視する際に三脚や撮影者
が妨げにならないように，カメラの位置を変えずに，三
脚や撮影者の位置のみを適宜変更した。可動点Pは，11

種類の角度∠AOPと4種類の距離OPの組み合わせによ
り空間布置（44地点）が定められた。角度∠AOPは0°, 

±6°, ±12°, ±18°, ±24°, ±30°のいずれかで，距離OPが

175 cm, 225 cm, 275 cm, 325 cmのいずれかであった。た
だし，角度は，被写体の視点において，右側を正の数，
左側を負の数とする。判断刺激のほかに，被写体がカメ

Figure 1.　The structure of constructed stimuli.
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ラを注視しているときの顔写真が作成され，これを標準
刺激とした。
実験刺激は，パーソナルコンピュータ（SONY製SVT-

131B11N） 上のPowerPoint 2013 （Microsoft製） により，提
示順序が制御され，デジタルハイビジョンプラズマテレ
ビ （三洋電機製PDP-42HD6； 解像度 1024×768 pixels；
画面のサイズ42 inch） の画面に映し出された。映し出さ
れた人物の大きさは実物大であった。実験参加者からテ
レビ画面までの視距離が100 cmである時，実験刺激が
映し出された領域の視角は38°×29°であった。
手続き　実験は，Figure 1に示された環境から，カメ

ラ，被写体，椅子，可動点Pの目印が取り除かれ，新た
に，点Oにテレビ，点Aに椅子，床面に目印460個（水
平方向20個×奥行方向23個）が置かれた環境で行われ
た。目印は，20 cm四方の正方形の中にアルファベット
2文字の順列が印刷された紙であり，床面に隙間なく敷
き詰められた。実験参加者は，椅子に座り，標準刺激を
2 s観察した直後に，判断刺激を観察した。そして，判断
刺激から知覚された注視地点を，目印460個の中からい
ずれか1つを選択し，アルファベット2文字を読み上げ
るように教示された。判断刺激は回答がなされるまで提
示し続けられた。これらを1試行とし，1つの判断刺激
につき1試行ずつ実施した（全44試行）。1人当たりの実
験時間は，インストラクション等を含めて30分程度で
あった。倫理的配慮として，実験参加者は，実験内容及
び利益の有無等について十分に説明を受け，理解したう
えで，自由意志によって実験参加へ同意した。実験参加
者は，被写体2名のうち，いずれか一方のみから構成さ
れた実験刺激をもとに実験を行った。判断刺激の提示順
序が判断に及ぼす影響を取り除くため，提示順序は実験
参加者ごとにランダムであった。
分析手法　本研究は，2つの分析手法を用いて異方性
を検討した。

1つは，渡辺（2004）により見いだされた分析手法で
ある。ある物理空間が距離と角度についての2変数の組
み合わせから構成されているとする。この物理空間に対
応する心理的空間のデータを得る。このとき，それぞれ
の物理距離において物理角度と心理角度の間に線形回帰
式を当てはめる。物理距離により線形回帰式のパラメー
タが異なる場合，物理距離により心理角度が異なること
を意味する。すなわち，心理的空間は，角度に関して異
方性があると考えられる。同様にして，物理角度毎に物
理距離と心理距離の間に線形回帰式を当てはめると，心
理的空間は，距離に関して異方性があるかどうかを検討
することができる。

もう1つは，アフィン変換である。ある物理的空間
（XY直交座標系） 内の任意の座標点（x, y）を心理的空間
（UV座標系）内の座標点 （u, v） に変換する際，アフィン
変換による写像関数は，

         
         
         

u

v

u a a x a e
v a a y a e

11 12 13

21 22 23
＝ ＋ ＋   （1）

で表される。a11, a12, a13, a21, a22, a23はパラメータで，eu, ev

は誤差項である。a13＝a23＝0を満たす場合，式1は，線
形変換による写像関数を表す。U軸とV軸が直交するこ
とを仮定し，式2の正方行列を対角行列と回転行列に分
解すると，

θ θ
θ θ

° °           
           ° °           

u

v

u k x a e
v k y a e

1 13

2 23

0 cos sin
0 sin cos

－
＝ ＋ ＋   （2）

となる。式1及び式2におけるパラメータを推定する方
法は，渡辺 （2008） の研究を参照されたい。式2から，UV

座標は，XY座標の原点をX軸方向にa13, Y軸方向にa23移
動し，原点を中心として反時計回りにθ°回転し，X軸方
向にk1倍，Y軸方向にk2倍したものである。k1＝k2であ

る場合，心理的空間は空間の異方性がないことを表し，
k1≠k2である場合，心理的空間は空間の異方性があるこ
とを表す。

結果と考察
目印が印刷された正方形の重心をおのおのの目印の空
間内の地点とし，判断された可動点Pの布置を，点O 

（0 cm, 0 cm） を基準に0.5 cm単位で測量した。そして，
実験参加者15名のデータについて，可動点Pに1対1対
応する地点ごとに座標値の平均を求め，それらの地点の
空間布置を視線知覚空間と定めた。その視線知覚空間の
座標値をもとに，知覚角度∠AOP1′と知覚距離OP1′を算出
した。また，可動点Pの空間布置を物理空間と定めた。
物理空間内の角度∠AOPを物理角度，距離OPを物理距
離と呼ぶ。
まず，視線知覚空間は角度に関して空間の異方性があ
るかを調べた。物理距離OP毎に物理角度∠AOP （φ）と
知覚角度∠AOP1′（Φ）の間に，直線の式Φ＝a＋bφ＋eを

当てはめ，パラメータa, bを推定した。両者の関係を
Figure 2に示す。図中の白丸 （〇） はデータ，実線は回帰
直線，破線は物理角度と知覚角度が等しい場合を表す。
グラフには，おのおのの線形回帰式と決定係数が付して
ある。決定係数は .975から .982の範囲にあり，いずれの
式も当てはまりがよい。いずれの物理距離である場合も，
定数項は0からの有意差がなく［t175（9）＝－1.135, p＝.143; 
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t225（9）＝－0.574, p＝.290; t275（9）＝－1.282, p＝.116; t325（9）＝
－0.906, p＝.194］，回帰係数は1よりも有意に大きかった
［t175（9）＝9.484, p＜.001; t225（9）＝11.309, p＜.001; t275（9）＝

9.945, p＜.001; t325（9）＝9.473, p＜.001］（有意水準5％；両
側検定）。回帰係数は2.03から2.10の範囲であり，いず
れの物理距離においても，知覚角度の大きさは物理角度
の大きさの2倍程度であることが伺える。このことは，
水平方向への視線の変位が過大に知覚されていることを
意味する。この傾向は，Anstis et al. （1969）の研究結果
を支持するが，Masame （1990）及び佐藤・松嵜（2000）
の研究結果とは傾向が若干異なる。本研究及びAnstis et 

al. （1969） の研究は，他者の視線方向が空間内のいずれ
の位置を指し示しているか（どこを見ているか）を判断
するように視線知覚がなされているのに対し，Masame 

（1990）及び佐藤・松嵜（2000）の研究は，他者の視線
方向に自己の瞳孔が存在するか（目が合うか）を判断す
るように視線知覚がなされている。両研究の結果の差異
は，課題で要求された判断内容の違いに起因すると考え
られる。また，本研究結果において，回帰係数及び定数
項は，物理距離の違いによるばらつきの程度が小さい。
これは，いずれの物理距離においても，物理角度と知覚
角度の関係があまり変わらないことを意味する。すなわ
ち，視線知覚空間は角度に関して異方性の程度が小さい
ことが示唆される。
同様にして，物理角度∠AOPごとに物理距離OP （d）
と知覚距離OP1′（δ）の関係（グラフ，線形回帰式δ＝a＋
bd＋e，決定係数） をFigure 3に表す。決定係数は .862か

ら .999の範囲にあり，当てはまりがよい。線形回帰式に
関して，物理角度が－30°及び30°である場合に，定数項
は0よりも有意に大きく ［t－30（2）＝6.878, p＝.010; t30（2）＝
13.753, p＝.003］，それ以外の角度である場合，定数項は
0からの有意差がなかった ［t－24（2）＝0.699, p＝.278; t－18（2）
＝1.642, p＝.121; t－12（2）＝－0.955, p＝.220; t－6（2）＝－1.104, 

p＝.192; t0（2）＝0.293, p＝.399; t6（2）＝－1.525, p＝.133; t12（2）＝
－2.571, p＝.062; t18（2）＝－1.195, p＝.177; t24（2）＝1.334, p＝ 

.157］。物理角度が－24°, －12°, 6°である場合，回帰係数
は1からの有意差がなく ［t－24（2）＝2.814, p＝.053; t－12（2）＝
2.964, p＝.049; t6（2）＝2.493, p＝.065］，それ以外の角度であ
る場合，回帰係数は1よりも有意に小さかった ［t－30（2）＝
12.352, p＝.003; t－18（2）＝4.683, p＝.021; t－6（2）＝5.518, p＝ 

.016; t0（2）＝5.168, p＝.018; t12（2）＝7.725, p＝.008; t18（2）＝
7.207, p＝.009; t24（2）＝5.735, p＝.015; t30（2）＝62.894, p＜ 

.001］。物理角度の大きさにより結果に若干のばらつき
はあるが，全体的な傾向として，定数項は0で，回帰係
数は1よりも小さいことが伺える。これより，知覚距離
は物理距離よりも短いと考えられる。Figure 3のグラフ

を参照すると，破線よりも右下にデータマーカーが存在
していることからも，同様の傾向を見いだすことができ

Figure 2.　Relationship between the physical angle AOP 
（φ） and the perceived angle AOP1′ （Φ） each of the 

physical distance OP. The symbol ‘○’ stands for the data 
in Experiment 1. The solid line stands for the regression 
line. The dashed line stands for the expected result if 
the physical angle was equal to the perceived angle.
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る。床面上の奥行方向に変位する可動点Pを被写体が注
視している時，視線は垂直方向に変化する。知覚上の注
視点P′が可動点Pよりも点Oの近くに位置する場合，点
Pと実験刺激の眼を結んだ直線よりも点P′と実験刺激の
眼を結んだ直線の方が，実験参加者と実験刺激の眼を結
んだ直線とのなす角が大きい。これより，垂直方向への
視線の変位は過大に知覚されていると考えられるかもし
れない。Anstis et al. （1969） は，垂直方向に変位している
視線が実際の視線方向とほぼ等しく知覚されることを見
いだしており，これは本研究の全体的な傾向とは異な
る。異なる結果が得られた原因として，知覚された注視
地点が復元される面が，本研究では水平面であったのに
対し，Anstis et al. （1969） の研究では前額平行面であった
ことが挙げられるかもしれない。詳しく述べると，本研
究で扱われた物理空間は，前額平行面上にある虹彩及び
瞳孔の位置が，水平面上に射影された面であるのに対し，
Anstis et al. （1969）の研究で扱われた物理空間は，虹彩
及び虹彩の位置と平行関係にある，前額平行面上に射影
された面である。すなわち，本研究とAnstis et al. （1969）

の研究は，物理空間そのものが射影空間であるか否かに
より，結果に違いが生じたと考える。Cline （1967）の研
究は，垂直方向への視線の変位が過少に知覚されること
を見いだしており，本研究と結果が異なる。Cline （1967）
の研究は，鏡に映し出された人物を実験刺激に用いてい
る点が本研究と異なる。鏡映像は，実際の人物とは左右
が反転（鏡映反転）しているため，視線方向は実際の人
物の視線方向と反対の方向に知覚される。さらに，用い
られた実験刺激の違いが視線知覚に影響を及ぼすこと
は，いくつかの研究で指摘されている（Koenderink, van 

Doorn, Kappers, & Todd, 2004; Maruyama, Endo, & Sakurai, 

1985; Rogers, Lunsford, Strother, & Kubovy, 2003）。これら
の違いが，両者の研究結果の違いを生んだ可能性が予想
される。また，本研究は，Anstis et al. （1969）及びCline 

（1967）の研究よりも視線が垂直方向に変位する程度は
小さい。この違いが，結果に違いを及ぼした可能性も考
えられる。
本研究結果は，物理角度の絶対値が大きくなるにつれ
て，定数項が大きくなるという傾向を示している。さら

Figure 3.　Relationship between the physical distance OP （d） and the perceived distance OP1′ （δ） each of the physical angle 
AOP. The symbol ‘○’ stands for the data in Experiment 1. The solid line stands for the regression line. The dashed line 
stands for the expected result if the physical distance was equal to the perceived distance.
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に，物理角度の大きさによって，回帰係数は0.35から0.71

の範囲でばらつきがある。物理角度の大きさの違いによ
り物理距離と知覚距離の関係にばらつきがあるため，視
線知覚空間は，距離に関して異方性があることが示唆さ
れる。Figure 3のデータマーカー（＋）の布置から，物
理角度が大きくなるほど知覚距離が長くなる傾向が伺え
る。これは，視線知覚空間は，空間の斜め方向に空間の
異方性があることを示唆する。
視線知覚空間における空間の異方性について，さらに
明らかにするため，アフィン変換による写像関数を物理
空間と視線知覚空間の間に当てはめた。アフィン変換式
のパラメータは，渡辺 （2008） の研究と同様の推定方法で
求められた。物理空間及び視線知覚空間は，点Oを原点
とし，角度 （∠AOP及び∠AOP1′） と距離（OP及びOP1′）
をもとに算出された直交座標系の座標値であった。物理
空間をXY座標系，視線知覚空間をUV座標系としたと
き，次式

       
       

      

xu
yv

1.226 0.049 16.299
0.068 0.511 6ˆ 904

ˆ
.

－
＝ ＋

－
  （3）

を得た。û, v̂はu, vの理論値を示す。データと理論値の間
の決定係数は，U軸に関して ru

2＝.979, V軸に関して rv
2＝ 

.877であり，視線知覚空間における水平方向は奥行方向
よりも，式の当てはまりがよいことが伺える。物理空間
と視線知覚空間の空間布置をFigure 4に示す。図中の白
四角（□）は物理空間，白丸（〇）は視線知覚空間（デー
タ），実線の交点は理論値を表す。定数項 （－16.299 cm, 

－6.904 cm）はいずれも0からの有意差がないため，視
線知覚空間は物理空間から原点移動がないと考えられる
［tx（41）＝－1.564, p＝.063; ty（41）＝－0.932, p＝.178］。これ
は，式3の写像関数がアフィン変換の特殊な形である線
形変換であることを意味する。そこで，定数項を除去し，
さらに，視線知覚空間が直交座標系であることを仮定し，
式3の正方行列を対角行列と回転行列に分解すると，

° °       
       ° °      

xu
yv

1.227 0 cos 1.1 sin1.1
0 0.516 sin 1.1 cos 1.1

ˆ
ˆ ＝ －

  （4）

に変形できる。式4より，UV座標（視線知覚空間）は，
XY座標 （物理空間） を，原点Oを中心に時計回りに1.1°

回転し，X軸方向に1.227倍に拡大し，Y軸方向に0.516倍
に縮小したものであると考えられる。空間内の直交する
2軸の方向により空間の性質が異なるため，視線知覚空
間は空間の直交異方性が存在すると予想される。
視線知覚空間における空間の直交異方性を，個人差を
考慮に入れて検討するため，個人ごとに，視線知覚空間

と物理空間の間にアフィン変換による写像関数を当ては
めた。式1及び式2に関するパラメータをTable 1に示
す。Table 1から，パラメータk1, k2は個人間でばらつき
があるが，いずれもk1＞k2という関係は一貫しているこ
とが伺える。この関係が支持されるかを検討するため，
k1とk2の値について，対応のある t検定を行い，k1はk2よ

りも有意に大きいことを見いだした ［t（14）＝12.281, p＜ 

.001］。よって，視線知覚空間は，奥行方向よりも水平方
向に拡大された空間であり，空間の直交異方性があると
考えられる。ただし，式4ではk1＞1及びk2＜1であった

関係が，個人ごとにパラメータを推定した場合には，必
ずしも満たされていない。直交異方性（k1＞k2）は各個
人の視線知覚空間に共通してみられる系統的な傾向であ
るが，その程度 （k1＞1及びk2＜1） は斉一的ではないこと
が伺える。これは，視線知覚空間の異方性に個人差があ
る可能性が伺える。この個人差を考慮に入れたうえで，
k1が1よりも有意に大きいか，及び，k2が1よりも有意
に小さいかを調べると，これらの関係は支持された［順
に，t（14）＝2.512, p＝.025; t（14）＝－7.538, p＜.001］。これ
より，個人差を考慮した場合にも，視線知覚空間は，水
平方向に拡大され，奥行方向に縮小された空間であると
考えられる。決定係数は，U軸に関して .873から .968の

範囲にあり，いずれもよく当てはまっているのに対し，
V軸に関して .189から .660の範囲にあり，あまり当ては
まりがよくない。推定されたパラメータがよき推定値で

Figure 4.　The configuring locations of the gaze percep-
tional space in Experiment 1. The symbols ‘□’ and 
‘○’ stand for the physical and the perceived loca-

tions. The intersection of the solid lines stands for the 
theoretical location.
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はないことにより，個人ごとのパラメータk1, k2がばら

ついている可能性もあるかもしれない。
実験1で行われた課題において，実験参加者は，顔写
真を観察し，頭の中で視線方向に関する情報を表象化
し，その表象をもとに注視地点を復元していると考えら
れる。この場合，どのような表象に基づき復元されてい
るのであろうか。考えられる可能性として，顔写真の視
覚的表象や，視線方向を角度及び距離に数量化された言
語的表象が挙げられる。もし，視線方向が言語情報に変
換され，表象化されているのであれば，角度と距離に関
する言語的手がかりをもとに空間内の地点を生成した空
間（以降，「言語性生成空間」と呼ぶ）と視線知覚空間
は一致するであろう。そこで，実験2では，実験参加者
は，実験1で用いられた物理角度と物理距離に関する言
語的手がかりをもとに空間布置を生成するという課題を
行った。

実 験 2

方　法
実験参加者　実験1とは異なるナイーブな大学（院）
生13名（平均年齢21.0±0.88歳；裸眼または矯正視力の
範囲は0.5から2.0）であった。
装置と刺激　装置は，実験1と同様であった。判断刺
激は，実験1において視線方向を設定する際に用いられ
た，物理角度∠AOPと物理距離OPに関する言語情報で
あった。例えば，物理角度∠AOPが＋24°，物理距離OP

が225 cmであるとき，「右24°と225 cm」と書かれたス
ライドがテレビ画面に提示された。

手続き　手続きは，実験1と同様であった。実験1で

用いられた標準刺激が2秒間提示された直後に判断刺激
が提示された。
分析手法　分析手法は実験1と同様であった。

結果と考察
実験1と同様にして，言語性生成空間の座標値，判断

角度∠AOP2′と判断距離OP2′を得た。まず，物理距離ご
とに物理角度 （φ）と判断角度 （Φ）の間に線形回帰式を
当てはめた。

Φ̂175＝－0.27＋0.88φ, r2＝.956 （5）

Φ̂225＝0.98＋0.80φ, r2＝.966 （6）

Φ̂275＝1.43＋0.73φ, r2＝.974 （7）

Φ̂325＝0.78＋0.69φ, r2＝.976 （8）

いずれの物理距離である場合にも，定数項は0からの

有意差はなく ［t175（9）＝－0.229, p＝.412; t225（9）＝1.041, p＝ 

.163; t275（9）＝1.931, p＝.043; t325（9）＝1.114, p＝.147］，物理
距離が175 cmである場合を除き，回帰係数は1から有意
に小さかった［t175（9）＝1.924, p＝.043; t225（9）＝4.049, p＝ 

.001; t275（9）＝6.912, p＜.001; t325（9）＝8.303, p＜.001］。これ
らの結果及び式5から式8より，いずれの式も定数項が
0であるとみなすことができ，加えて，物理距離が長く
なるにつれて回帰係数が小さくなる傾向が伺える。物理
距離が長くなるほど判断角度が小さくなるという関係が
存在すると考えられるため，言語性生成空間は距離に関
して空間の異方性があることが示唆される。このような

Table 1. 
Estimated values of parameters and the coefficient of determination for the data in Experiment 1.

Participant a11 a12 a13 a21 a22 a23 θ° k1 k2 r2
u r2

v

 1 0.638 0.012 －4.5 0.651 0.306 4.9 －5.5 0.638 0.313 .927 .189
 2 0.724 －0.002 －1.8 －0.006 0.268 19.4 0.6 0.724 0.268 .951 .660
 3 1.377 0.089 －32.0 －0.076 0.516 －13.0 6.0 1.380 0.522 .941 .563
 4 1.373 －0.091 22.4 0.123 0.482 24.5 －9.1 1.376 0.498 .946 .338
 5 1.217 0.057 －19.9 －0.160 0.618 －21.6 8.6 1.218 0.639 .905 .572
 6 1.331 －0.003 6.7 0.136 0.793 －53.4 －4.9 1.331 0.804 .968 .778
 7 0.781 －0.072 12.5 0.093 0.189 28.6 －15.8 0.784 0.210 .958 .644
 8 0.969 0.019 －15.9 0.079 0.348 7.2 －5.8 0.969 0.357 .956 .585
 9 1.853 0.201 －49.3 0.268 1.151 －102.7 －4.6 1.864 1.182 .957 .530
10 1.105 －0.077 5.4 0.053 0.355 12.0 －6.2 1.108 0.359 .964 .602
11 1.147 0.138 －22.1 0.159 0.649 －48.0 －3.5 1.155 0.668 .873 .471
12 1.226 0.104 －26.4 0.118 0.586 －31.0 －3.3 1.230 0.598 .966 .660
13 1.514 0.067 －27.7 0.168 0.512 －13.2 －7.8 1.515 0.538 .934 .497
14 1.365 0.115 －34.5 0.030 0.370 6.7 0.1 1.370 0.371 .913 .597
15 1.765 0.173 －57.4 －0.029 0.527 75.9 4.4 1.773 0.527 .889 .309
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異方性は，視線知覚空間に存在しない。よって，言語性
生成空間と視線知覚空間では異なる性質を示すと考えら
れる。
さらに，物理角度ごとに物理距離（d）と判断距離（δ）

の間に線形回帰式を当てはめた。

δ̂－30＝196.34＋0.46d, r2＝.990 （9）

δ̂－24＝84.26＋0.79d, r2＝.927 （10）

δ̂－18＝66.03＋0.88d, r2＝.992 （11）

δ̂－12＝75.8＋0.84d, r2＝.996 （12）

δ̂－6＝121.39＋0.66d, r2＝.992 （13）

δ̂0＝78.77＋0.80d, r2＝.990 （14）

δ̂6＝68.94＋0.84d, r2＝.994 （15）

δ̂12＝72.93＋0.86d, r2＝.984 （16）

δ̂18＝73.86＋0.83d, r2＝.990 （17）

δ̂24＝83.62＋0.81d, r2＝.922 （18）

δ̂30＝90.01＋0.88d, r2＝.941 （19）

物理角度が－30°, －18°, －12°, －6°, 0°, 6°, 18°である場合の
み，定数項は0よりも有意に大きく［t－30（2）＝24.419, p＝ 

.001; t－24（2）＝2.082, p＝.086; t－18（2）＝4.901, p＝.020; t－12（2）＝
7.405, p＝.009; t－6（2）＝12.059, p＝.003; t0（2）＝5.233, p＝.017; 

t6（2）＝5.526, p＝.016; t12（2）＝3.563, p＝.035; t18（2）＝4.863, 

p＝.020; t24（2）＝1.957, p＝.095; t30（2）＝2.241, p＝.077］，物
理角度が－30°, －6°, 18°である場合のみ，回帰係数は1よ

りも有意に小さかった ［t－30（2）＝17.362, p＝.002; t－24（2）＝
1.311, p＝.160; t－18（2）＝2.207, p＝.079; t－12（2）＝3.970, p＝ 

.029; t－6（2）＝8.756, p＝.006; t0（2）＝3.345, p＝.039; t6（2）＝
3.268, p＝.041; t12（2）＝1.723, p＝.114; t18（2）＝2.917, p＝.005; 

t24（2）＝1.167, p＝.182; t30（2）＝0.738, p＝.269］。これらの
結果から，全体的傾向として，定数項が60から80程度
であること，及び，回帰係数が0.8程度であることが伺
える。視線知覚空間では，物理角度が－30°である場合の
関係式で定数項が90程度であることを除くと，いずれの
関係式も視線知覚空間の傾向と一致しない。また，言語
性生成空間における物理角度が－30°と－6°である場合を
除くと，定数項と回帰係数は物理角度の大きさによるち
らばりがあまりないことが伺える。言語性生成空間は角
度に関して空間の異方性の程度が小さいことが示唆され
た。言語性生成空間は，空間の斜め方向に異方性があま
り生じていないと考えられる。この点においても，視線
知覚空間は言語性生成空間と性質が異なる。

Figure 5は，44地点ごとに座標値の平均を求めた言語性
生成空間の空間的布置が描かれたものである。物理空間

をXY座標系，言語性生成空間をUV座標系としたとき，
実験1と同様にして，アフィン変換式を得た（ru

2＝.945, 

rv
2＝.876）。
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（21）

定数項（－12.549 cm, －90.829 cm）は，水平方向に0から

の有意差がなく［t（41）＝－1.048, p＝.150］， 奥行方向に0

からの有意差があった［t（41）＝8.159, p＜.001］。これよ
り，言語性生成空間は，物理空間よりも，原点が奥行方
向に90 cm移動していると考えられる。原点から奥行方
向に90 cm離れた地点は，椅子が置かれている地点Aに

近い。実験参加者は，言語的手がかりをもとに空間を生
成する場合に，原点の位置が明示されていたにもかかわ
らず，実験遂行時に座っていた地点から原点までの距離
を一定の距離として見積もっていたのかもしれない。こ
れを明らかにするには，原点からの距離が1 m以下であ
る空間について，本研究と同様の実験及び分析を行い，
定数項が式20と同程度であるかを調べる必要があろう。
式21より，UV座標は，原点を奥行方向に90 cm移動

Figure 5.　The configuring locations of the space con-
structed by verbal cues in Experiment 2. The symbols 
‘□’ and ‘○’ stand for the physical and the perceived 

locations. The intersection of the solid lines stands for 
the theoretical location.
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し，XY座標を，原点Oを中心に反時計回りに0.3°回転し，
X軸方向に0.866倍，Y軸方向に0.783倍に縮小したもの
であると考えられる。これは，言語性生成空間が，物理
空間をいずれの方向（水平方向・奥行方向）にも縮小し
た空間であることを表す。大島・岡市（1990）及び渡辺
（2008） の実験結果は，視空間及び認知空間が，物理空間
をある方向に縮小（あるいは，拡大）したものである場
合，その方向と直交する方向にも縮小（拡大）している
という傾向を示しており，本研究で得られた言語性生成
空間と性質が一致する。それに対し，視線知覚空間は，物
理空間を水平方向に拡大し，奥行方向に縮小した空間で
あることから，言語性生成空間とは性質が異なることが
指摘できる。また，言語性生成空間は，視線知覚空間よ
りも異方性の程度は小さいことが伺える。これらのこと
をさらに明らかにするため，個人ごとに，言語性生成空
間と物理空間の間にもアフィン変換による写像関数のパ
ラメータを求め，視線知覚空間と言語性生成空間に違い
があるかを検討した。おのおのの空間のパラメータk1，k2

の平均値をFigure 6に示す。空間内方向要因 （水平方向・
奥行方向）及び判断空間要因（視線知覚空間・言語性生
成空間）を独立変数，パラメータk1及びk2の値を従属変
数とし，空間内方向要因についてのみ対応のある2要因
分散分析を行った（有意水準5％）。その結果，空間内方
向要因の主効果，及び，2要因の交互作用 （空間内方向要
因×判断空間要因）に有意差があり［順に，F（1, 26）＝
47.730, p＜.001; F（1, 26）＝27.760, p＜.001］，判断空間要因
の主効果に有意差はなかった［F（1, 26）＝0.203, p＝.656］。
交互作用に有意差があったため，多重比較（Tukeyの

WSD法）を行った。その結果，言語性生成空間におけ
る水平方向と奥行方向の間にのみ有意差がなく，他の条
件間には有意差があった。これらの結果とFigure 6から，
言語性生成空間は，パラメータk1及びk2が空間内の方向

によって違いがなく，直交異方性がないと考えられる。
それに対し，視線知覚空間は，パラメータk1及びk2が空
間内の方向によって異なり，直交異方性があると考えら
れる。この直交異方性は，実験1で得られた結果と一致
している。両者の空間は，直交異方性があるかという点
において性質が異なることが示唆された。また，視線知
覚空間及び言語性生成空間における同じ方向において，
パラメータk1及びk2の値は異なった。具体的には，視線
知覚空間は，言語性生成空間を水平方向に拡大し，奥行
方向に縮小した空間であることが指摘できる。この点か
らも，視線知覚空間は言語性生成空間と性質が異なるこ
とが示唆される。これより，視線方向は，角度及び距離
についての言語情報に表象化されて判断されるものでは
ない可能性が考えられる。

総 合 考 察

本研究は，視線知覚空間と物理空間の間にいくつかの
関数関係を導出し，視線知覚空間における空間の異方性
について検討した。結果から，視線知覚空間は，物理空
間を水平方向に拡大し，奥行方向に縮小したものである
ことが見いだされた。すなわち，視線知覚空間は，空間
内の方向（水平方向・奥行方向）により性質が異なる。
さらに，視線知覚空間と物理空間の間にアフィン変換に
よる写像関数を個人ごとに当てはめることにより，視線
知覚空間が奥行方向よりも水平方向に拡大された空間で
あることは，いずれの実験参加者においても一貫した傾
向であることが見いだされた。これらの結果は，視線知
覚空間に空間の直交異方性が存在することを示唆する。
また，本研究は，視線知覚空間において，空間の斜め方
向に空間の異方性があることを見いだした。これは，空
間内の直交する2軸以外の方向に空間の異方性が生じて
いることを意味する。すなわち，空間の斜め方向の異方
性は，直交異方性とは異なる性質であると考えられる。
さらに，結論として，本研究結果は，視線知覚空間が等
質空間であることを仮定し空間の性質を探求するよりも，
非等質空間であると考えた方が良いことを示唆する。
本研究の実験方法は，対象物としての目印が無数に布
置されていた点が特筆されるべき事項であると考えてい
る。なぜなら，Lobmaier, Fischer, & Schwaninger （2006） は，
注視地点の近傍にただ1つの対象物が布置されている場
合に，対象物の位置によって視線方向が異なって知覚さ
れることを報告しているからである。ただし，本研究と
Lobmaier et al. （2006）の研究は，布置された対象物の数
が大きく異なるため，本研究結果に対象物の位置が視線
知覚に及ぼす影響が含まれているかは定かでない。対象

Figure 6.　Mean of scale of space as Gaze Perceptional 
Space （GPS） and Space Constructed by Verbal Cues 
（SCVC）. Error bars indicate standard errors.
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物が無数に置かれている場合にも，対象物の位置が視線
知覚に影響を及ぼすかを知るには，実験を重ねる必要が
あろう。

Imai et al. （2006）の研究は，視線知覚空間の幾何学的
性質について言及していないが，本研究で見いだされた
視線知覚における空間の直交異方性及び奥行方向への視
線の変位が過少に知覚されていることが論文中の図から
伺える。ただし，Imai et al. （2006）の研究は本研究より
も視線の変位が過少に知覚されている。本研究は，判断
刺激の下方向に位置する水平面上で視線知覚を行ってい
る点が Imai et al. （2006）の研究と一致する。一方で，本
研究は，可動点Pが実験刺激からの奥行距離175–325 cm

の範囲に位置したのに対し，Imai et al. （2006）の研究は，
奥行距離47–86 cmの範囲に位置した。さらに，本研究
は，可動点Pが観察者の後方に位置したのに対し，Imai 

et al. （2006）の研究は，可動点Pが観察者の前方に位置
した。両研究の結果の差異は，可動点の布置が異なるこ
とに起因すると考えられる。
また，本研究は，注視地点（可動点P）の布置が奥行

方向を基準として線対称な配置であったのに対し，水平
方向を基準とすると線対称な配置ではなかった。注視地
点の布置の対称性が本研究結果に影響を及ぼした可能性
も考えられる。
本研究結果は，Watanabe illusion 2010を説明する可能
性を秘めていると考えている。Watanabe illusion 2010は，
2次元平面上で，白抜きの大きな円（白大円）2個が水
平方向に並べて描かれ，さらに，白大円の斜め上方向に
存在する1点と白大円の中心を結んだ直線と，白大円の
円周が交差する点に内接するように黒色の小さな円（黒
小円）が描かれている図形である（Watanabe, 2018）。
Watanabe illusion 2010を上下反転し，白大円と黒小円を
眼球に見立てた場合，視線方向は，外部に存在する1点
よりも上方を指し示しているように知覚される。これ
は，外部に存在する1点よりも外側に知覚されていると
考えることもでき，本研究結果から予想されうる性質で
ある。さらに，この錯視図形は，眼球に見立てた円が用
いられる代わりに，白大円1個の中に黒色の傾斜線分
（直径）が描かれた場合にも，同様の傾向が生じる。こ
れは，Watanabe illusion 2010が傾斜線分の知覚（ポッゲ
ンドルフ錯視，的外し錯視等）と関連する現象である可
能性を示唆する。視線知覚空間の計量的な性質を探求し
ていくことは，視線知覚及び傾斜線分の知覚に関する錯
視現象を説明する可能性を秘めており，重要な研究であ
ると考えている。
視線知覚は，乳幼児，発達障害児，精神障害者と，定

型発達児（者）で異なることが度々報告されており
（Csibra & Volein, 2008; Jun, Mareschal, Clifford, & Dadds, 2013; 

Klein et al., 2009），発達段階や障害の種類により異なる
可能性が予想される。しかしながら，これらの違いが視
線知覚にどのような影響を与えるかに関し，計量的な面
はあまり考慮されていない。本研究は，視線知覚空間に
おける空間の異方性が一般成人において生じていること
を明らかにした。このことは，一般成人が他者の視線方
向をもとに正確に注視地点を復元できないこと，その復
元できない程度は注視地点が水平方向と奥行方向に変位
している場合で異なることを意味する。本研究で得られ
た知見は，幅広い年齢層や障害のある人を対象に実験を
行い，発達及び障害の特性を考えていくための基盤とな
ろう。
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