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１．はじめに

1.1 変化検出法による検討（Phillips,1974）

刺激（A’）刺激（A）

　　AとA’は
同じ or 異なる？

20～600msec
ブランク

AとA’が異なる試行：AとA’で１セルのみ異なる

結果　8×8の複雑な図形
　　　　－20-100msecで急激に低下， 100-600msecでほぼ漸近
考察　アイコンは高容量
　　　　100ms前後の保持時間



1.2 フリッカー法による検討（Rensink et al.,1997）

フリッカー法による変化検出

画像A→ブランク→画像A’→ブランク→画像A→・・・
240ms　　 80ms　　 240ms　　　80ms　　 240ms 

AとA’の違いに気づくまで提示 画像A’：
　画像Aを微修正

論理　画像A，A’を詳細に表現，蓄積
　　　　　→画像AとA’の違いを容易に検出

結果　画像AとA’の違いは検出困難
　　　　　＝変化の見落とし（‘change blindness’）

考察　注意した物体のみ詳細に表現
　　　　注意しない物体の表現は後続刺激により上書き

→アイコンで多くの情報が詳細に表現されず



1.3 ２刺激系列提示の問題点

１．アイコン容量の過大評価の可能性

　　仮現運動の影響
　　　→Aが正確に表現されなくても高い記憶成績

A A’

２．アイコン容量の過小評価の可能性

　　マスキングの影響
　　　　画像A→ブランク→画像A’→・・・
　　　　240ms　　 80ms　　 240ms
　　　　　→AとA’が互いにマスキング効果
　　可能性
　　　　注意なしの物体もある程度正確に表現
　　　　　－先行，後続刺激のマスキングで変化検出困難

仮現運動の時間間隔
300ms 程度まで



1.4 単一刺激提示による研究

単一刺激提示による検討の必要性

Schulz（1980）の実験
　　9対の2線分刺激→手がかり刺激

→各対の長さは同じ/異なる？

結果　①全体報告法≈部分報告法
　　　　②手がかり遅延時間（0，250，1000ms）の効果なし

考察　アイコンは高容量でない

問題点　学習刺激の提示中に課題遂行可能
　　　　　　→必ずしも課題成績＝アイコンの正確さ



1.5 本実験の方法

方法　部分弁別法（Palmer,1988）を改変
　　　　単一の学習刺激→手がかり刺激→２曲線の曲率弁別

目的　閾レベルの詳細さで，アイコンの容量制限を検討

検討点　要素数－弁別閾の関数関係

要素数の効果あり
　－アイコンに容量制限あり

要素数の効果なし
　－アイコンに容量制限なし

要素数

弁
別
閾

3 6

時間



２．一般方法
2.1 刺激

注視点7点　中心に1点，直径1.95degの仮想円上に6点

中心窩内の提示

横0.80×縦0.30deg学習刺激　要素数（2，3，4，5，6）の曲線
３ ６

手がかり刺激　緑と赤の２線分



2.2 手続き

時間

注視点
1000 ms

ブランク　500 ms

学習刺激
250 ms 

要素数５種
　2, 3, 4, 5, 6
記憶なしの弁別

手がかり遅延時間
　0 ms  (実験1)
　300 ms  (実験2)
　-50 ms  (実験3)

課題　赤/緑の２曲率いずれが高い？



2.3 実験デザイン

S

C

手がかり刺激学習刺激

S，C以外の各要素：異なる曲率

標準刺激（S）：4.70 deg-1で曲率一定

比較刺激（C）：曲率４種（3.13，4.17，5.22，6.26 deg-1）

学習刺激の構成

S，Cの位置はランダム
赤/緑のいずれが標準/比較刺激かはランダム



2.4 分析

データプロット

　横軸：比較刺激（C）の曲率
　縦軸：“Cが標準刺激（S）より高い曲率”の確率P

フィッティング

　累積正規曲線
　 　－平均と分散：プロビット分析で推定

弁別閾

　＝（P0.75のCの曲率－ P0.25のCの曲率）/2

Cの曲率

75%

25%

弁別閾＝d/2

“
C

 >
 S
”
の
割
合

d



３．実験１・２

3.1 目的

閾表現でのアイコンの容量制限を検証

①容量制限の検証

　　Phillips（1974）：高容量
　　Schulz（1980）：高容量でない

②手がかり遅延時間の効果

　　数百msでアイコンは減衰（Phillips,1974）
　　　－手がかり遅延時間はアイコンの容量に影響？

手がかり遅延時間
　　実験１：0sec
　　実験２：300msec



・要素数の効果（グラフの傾き）に個人差あり
・要素数の増大→Weber比は上昇．Breakpointなし．
・分散分析：要素数（3-6）の主効果に有意差あり（p<.05）
・要素数2と比較－要素数3-6でWeber比は1.20, 1.57, 171, 1.92倍

3.2 結果（実験１）
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3.3 結果（実験２）

・要素数の増大→Weber比は上昇
・分散分析：要素数（3-6）の主効果に有意差あり（p<.05）
・実験１と比較：ほとんど差なし
　　－手がかり遅延の効果（ns），手がかり遅延×要素数（ns）
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3.4 考察

１．アイコンの容量に制限あり

　Phillipsの結果と相違－実験手続きも相違
　①表現レベル
　　　Phillips：比較的粗い
　　　本研究：非常に詳細　　→容量は表現レベルに依存？

　②刺激提示時間
　　　 Phillips：1sec
　　　本研究：250ms
　　　　→短い提示時間により多要素の符号化が困難？
　　　　　 おそらくNO．
　　　　　　∵視覚短期記憶で1.5secで容量制限（Sakai,submitted）

２．300msでアイコンは減衰しない？
　　→手がかり遅延時間を操作した実験



４．実験３

実験３：知覚過程で容量制限は生じるか？

視覚探索による検討（Palmer et al.,1993）
時間

S1

4.1 目的
S2実験１・２：アイコンに容量制限あり

課題：S1とS2のいずれに長い線分あり？
結果：要素数の効果あり
信号検出理論での分析：知覚，判断過程のいずれに制限？
　　・判断過程の制限のみで説明可能
　　　－知覚過程に容量制限なし

検討点　ターゲット以外の線分は同一→知覚の負荷が小
　　　　　 各要素が異なる場合は？

→実験３で検討（手がかり遅延は-50ms）



4.2 結果・考察
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・要素数の増大→Weber比は上昇
・分散分析：要素数（3-6）の主効果に有意差あり（p<.05）
　　－刺激提示中の知覚過程でも容量制限
・実験１と比較：要素数の効果は小
　　－符号化後のアイコン保持で要素数は負荷

手がかり遅延
時間　-50msec



５．総合考察

5.1 本研究の知見

視覚記憶の検討－変化検出法，フリッカー法

問題点
　・仮現運動による過大評価
　・マスキング効果による過小評価
　　→本研究：単一学習刺激の提示でアイコン容量の検討

１. アイコンの容量に制限あり
　　中心窩内でも絵のようにアイコンで表現不可

２. 刺激提示中の知覚過程でも容量制限あり
３. アイコンは急速に減衰しない？
　　少なくとも300msは減衰せず



5.2 詳細さに基づく知覚と記憶の容量

視知覚

　　粗い：複数の要素を同時処理（Treisman,1988）
　　比較的詳細：４要素程度を同時処理（Trick et al.,1993）
　　詳細：要素数1-2で容量制限（Magnussen et al.,1997）
視覚短期記憶

　　比較的詳細：４要素程度の容量（Vogel et al.,2001）
　　詳細：要素数1-4で容量制限（酒井，2002）

視知覚と視覚短期記憶の容量－同じ詳細さでは同程度

　　　　粗い　　　　　　容量制限なし
　　　　比較的詳細　 ４つ程度

　　　　詳細　　　　　　１つのみ
　　　　　　　　　　　　　　→注意の範囲が知覚と記憶で同程度？



5.3 外界の知覚と表現

眼球運動時の知覚と表現
　・ １注視で複雑なほど低い詳細さ（本実験）
　・ 視覚短期記憶で忘却
　　　∵時間減衰（Sakai, 2003）
　　　　 次の注視により上書き（Irwin,1992）

外界

→なぜ外界が安定・詳細に見えるか？

仮想表現（Rensink,2000）？
　・同時に詳細に表現：ごく一部の情報
　・必要に応じて詳細情報を表現
　　→外界全体が詳細に表現される印象

容量は必要な詳細さに依存？
　・非常に詳細：１要素のみ表現
　・ある程度詳細：４要素程度が表現
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