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絵画鑑賞時の眼球停留の時間的な発生頻度に
着目した注目状態の検出
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人の視線には，興味や関心などの心的な状態が現れることが知られている．このた
め，視線からこれらの情報を抽出し，人とコンピュータとのインタラクションを円滑
にする視線インタフェースや，インタラクティブシステムの操作性に対するユーザビ
リティ評価で利用する試みが行われている．しかしながら，傾注状態（何かを見てい
る状態）の検出に関しては，傾注の有無を視線の停留時間により判別するにとどまっ
ているのが現状である．傾注には，対象が単に視界に入っている状態，視界中から興
味の対象となる物体を探す状態，特定物に傾注して詳細な情報を得る状態など複数の
状態があると考えられ，傾注の状態をより細かく識別することは視線に基づくインタ
ラクションの高度化に貢献すると考えられる．本論文では，傾注状態をさらに分類し
て認識することを目標とし，複数の注視状態があることが知られている絵画鑑賞活動
に着目する．絵画鑑賞における眼球運動には，視界中から興味の対象となる物体を探
す「拡散的探索」と特定物に傾注して詳細な情報を得る「特定的探索」がある．本論
文では注目時の状態のうち，「特定的探索」時の視点を検出する手法について検討し，
停留時間に加えて停留の発生頻度を用いる検出法について考察した．さらに，この検
出手法を実装し，小規模ではあるが実験的に本手法の有効性を確認し，本手法が傾注
状態を複数の状態に分類できる可能性を示した．

object in detail’. Based on this observation, classifying human’s state of gaze
in more detail contributes to the progress of man-machine interaction based on
gaze detection. In this paper, we proposed the method of classifying the state of
gaze into more states, focusing on the task of picture appreciation. It is known
that there are two states of ‘diﬀusion search’ and ‘speciﬁc search’ in gazing
process. We propose a method of detecting the state of ‘speciﬁc search’ based
on the evaluation of frequency of speciﬁc interval of ﬁxations in eye movement.
Experimental result showed the possibility that the proposed method classiﬁes
the state of ‘speciﬁc search’ better than the methods based on the duration of
ﬁxation.

1. は じ め に
人の視線には，興味・関心の対象や心的な状態が現れることが知られている．視線情報か
ら興味・関心の対象や心的な状態が反映された対象や領域を抽出することができれば，それ
を手がかりとしてユーザの作業支援や操作性，認知性，快適性などのユーザビリティを考慮
したインタフェースの構築など，人とコンピュータとの円滑で，かつ適切なインタラクショ
ンを実現することが期待できる．
視線とは，眼がある物体（点）を見ている際の眼球と視対象物間を結ぶ線を指す．また，
注視点とは，眼が見ている対象（点）である，視線の先の点のことを指す．サッケード（跳
躍運動）とは，人が見る対象を代える際に発生する随意眼球運動である（図 1）．停留点と
は，サッケード中の視線がとどまっている状態の視線の位置を示す．また，本論文では，注
視点と停留点をまとめて視点と呼ぶ．
人は興味のあるところを注視し，関心の高いところに視線が向く1) ことが明らかにされ
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ている．このことを利用して，注視対象物に至る視線の位置である注視点を検出し，この注
視点の位置より，傾注対象を検出する手法が考えられる．しかし，この方法では，視線がそ
こに向いたという意味では傾注対象であったといえるが，その物体に対する興味や関心を
持った結果そこに視線が向いたのかを判断するのは困難である．そのため，視線に関する情
報から興味や関心などの心的な状態の違いとともにその対象や領域（以下，「興味や関心な
どが反映された箇所」とする）を検出する研究が行われている．

It is known that person’s view point corresponds to his/her mental states of
interest. Therefore, gaze detection is utilized in the ﬁeld of human interface
and that of usability evaluation. However, detecting the state of focusing on a
visual object is simply based on measuring the duration of eye ﬁxation. It is
possible to classify the state of focusing into the state of ‘an object is in his/her
view regardless of attention’, ‘searching for an object to watch’, and ‘staring an
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これに対し，
（C）は眼球運動のみから傾注状態を判定する手法であり，停留点，すなわ
ち狭い範囲内に注視点が一定時間以上とどまるという制約を加えた点の検出に基づいてい
る3)–7) ．人の視覚情報処理においては，視線が停留している間に視覚情報を取得し，一方
サッケード（跳躍運動）の間は，ほとんど視覚情報を得ることができないサッケード抑制が
起きることが明らかにされている16) ．そこで，サッケード中の視線を除外することで，い
い換えれば視線が停留している状態を検出することで，視覚情報を取得している状態にお
ける視点を検出する．そして，人の視線は，興味や関心がある場所では視線がとどまり，視
線が停留する時間が長くなることが明らかにされていることから，視線が停留する時間長3)

図 1 視線，視点とサッケード
Fig. 1 Gazing point, viewpoint and saccade.

によりフィルタリングして傾注状態やその対象を検出する手法が提案されている．しかし，
視線が停留する時間長により興味対象の検出を行う手法では，活動に制約がない場合，たと

これらは，その方法により（A）注視点の分布に基づく手法，
（B）興味や関心などが反映

えば明確な目的を持たずに 1 カ所をただ漠然と見るような状態時の停留との区別ができず，

された箇所の特定においては注視点を用い，興味や関心などの強弱や状態の違いの検出には

興味や関心などを反映しない状態やその際の視対象も検出してしまうという問題がある3) ．

瞬目頻度，瞳孔径の変化などの他の指標を組み合わせる手法，（C）一定時間ある場所に注

対象タスクに対して常時傾注状態にあることを前提として考えるよりは傾注している状態

視点がとどまった状態である停留点に着目した手法，に分類できる．次に，（A）から（C）

とそうでない状態が混在することを前提とする方がより自然であり，これらの状態を判別す

の手法により興味や関心などの状態を検出しているものについてその特徴をまとめる．

るために（B），（C）のような傾注や心的負荷の有無を検出する手法が提案されてきた．こ

（A）の手法である注視点の分布に着目したものとしては，注視点の空間的な分布に着目

れらの手法はいずれも傾注や心的負荷の有無を判別しようとするものであり，傾注の状態や

した手法がある2) ．この研究では，注視点間の距離を基にクラスタリングを行い，注視点が

質の違いを区別しようとするものではない．また，先に述べたように傾注の有無の判別にお

集中している箇所を興味や関心などが反映された箇所として検出している．しかし，注視点

いても，漫然と視対象を見るような状態と傾注状態の区別が課題となっている．さらに，傾

はつねに興味や関心などがある状態下のものという前提をおいており，視覚情報に対する興

注にもいくつかの状態があると考えられ，これらを区別することはより的確なヒューマンコ

味や関心などが反映された状態の有無の検出が課題としてあげられている．

ンピュータインタラクションのためには必要だと考えられる．

視対象に対する心的状態の違いを検出するものとしては（B）の手法があげられる．その

傾注状態を分類するための手がかりとして，たとえば絵画の鑑賞行動には “視覚情報の概

一例である，瞳孔径変化の計測に基づく手法では，瞳孔径の変化から与えられた課題の難

観を把握するために対象全体を見渡す” 注目行動である「拡散的探索」と “興味や関心など

易度という心的な負荷の有無を判定し，その対象箇所を視線から検出している8)–15) ．この

が特定の対象に向き，特定対象物の細部を見る” 注目行動である「特定的探索」があること

手法では，課題の難易度という心的な負荷は検出しているが，注目度合いなど興味や関心

が示されている19) ．したがって，特定の傾注対象物に対する嗜好の獲得や情報提示などの応

などが反映される状態の違いを検出するものではない．瞬目の頻度，間隔による手法では，

用を考える場合，「拡散的探索」と「特定的探索」の状態を区別し，特定的探索時の視対象

一定時間における瞬目の回数や瞬目の時間間隔と視点情報より，人の関心や興味などが反映

を検出することが視線によるインタラクションの質の向上のためには必要だと考えられる．

11)

．また，眼球

そこで，本研究ではまず傾注状態分類への試みとして絵画鑑賞時において明かにされてい

運動であるサッケード時の視線移動距離や頻度に着目した研究では，人が対象に注意を向け

る，不特定物に対する興味を示している状態である「拡散的探索」の状態と，特定物に対す

ようとする際，サッケードの速度や移動距離に関係があることが示されている13) ．この研

る興味を示している状態である「特定的探索」を判別する手法を検討し，傾注状態を複数に

究では，サッケードの特徴より，興味や関心などの心的な状態が反映された視点の検出可能

分類することの効果について検証した．

された状態の有無，つまり傾注の有無とその対象部位の検出を行っている

性を示唆している．
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れている停留時間長の傾向の違いに加えて特定時間長の停留の発生頻度に違いがあること
を見出した．そこで，人が対象を見る過程のうち，興味や関心がある対象の特定部分を詳細
に見ている場合の視点，すなわち特定的探索の視点に対して，停留時間に加え特定時間長の
停留の発生頻度に関する条件に基づく検出手法を提案する．そして，その手法が両者の判別
により有効な条件であるかに関する検証を行った．
本論文では，2 章で視点や停留点と提案手法で検出の対象とする注目点について説明し，
図 2 視線の停留
Fig. 2 Fixation point.

3 章では本研究で対象とする注目時の眼球運動の特徴と提案する検出手法の検出精度につい
て述べる．また，4 章では，提案手法で検出される視点と他の研究で利用されている基準に
基づく視点との比較，ならびに提案手法や他の手法がどの程度「特定的探索」時の興味対象
を区別して検出できるかに関する実験結果について述べ，最後に 5 章でまとめと今後の課

複数連続して近傍に位置する状態の視点を検出している．よって，停留点の検出では，視線

題について述べる．

が停留している状態と視線が停留する時間に関する条件を規定する必要がある．視線が停留

2. 視点の検出

している状態は，視線の移動距離や視線移動速度が一定の値（閾値）以下であるという条件

ユーザの興味や関心などが反映された箇所を検出する手法の 1 つとして，ユーザの視点を

躍運動間で，視線の位置が一定の近傍内に連続してとどまる時間を計測することにより求め

により検出する．また，停留時間は，上記条件を満たしている時間，いい換えれば前後の跳

利用するものがあげられる．ユーザの視線の位置である視点の検出は，後述する注視点あ

られる．しかし，停留点を検出するための判断基準である，停留状態や停留時間の条件は，

るいは停留点の検出による．しかし，1 章で述べたように，これらの視点を検出する方法で

研究者によって様々であり4)–6) ，統一的な条件は確立されていないのが現状である．

は，ユーザの興味や関心などが反映された箇所を検出することを目的とした場合，ユーザ

2.3 提案手法における注目点

の見方の違いを十分に区別できないという問題があげられる．まず，本章では注視点，停留

注視点とは，ユーザの視線の位置を連続的にすべて検出したものである．停留点は，注視

点，そして本研究で検出対象とする特定的探索時の視点である「注目点」の違いについて

点に時間条件を加えた，視線がとどまっている位置を指す．それに対し，本論文で提案する
「注目点」は，この停留点条件に加えて停留点の発生頻度条件を考慮したものである．すな

述べる．

2.1 注 視 点

わち，注目点は注視点に停留時間および停留の発生頻度に関する条件により，特定の状態に

注視点とは，単に人の見ていた対象物の位置のことを示す．つまり，視線計測システムに

あるときの視点に絞り込むものである．提案手法では，これらの条件により，興味や関心が

よって逐次検出される視点を指す．注視点には，視覚情報を認識できないサッケード中の視

ある対象の特定部分を詳細に見ている「特定的探索」と，興味や関心がある対象を見るとき

線も含まれることになり，それらも視覚情報を獲得している際の視点だと判定されてしまう

詳細に見たい部分を探す「拡散的探索」の視点を判別し，傾注状態のうちでも特定物に対す

という問題がある．

る傾注を示す「特定的探索」の視点を「注目点」として検出する．そして，周辺を見渡し不

2.2 停 留 点

特定物を探索する状態の「拡散的探索」との区別を行う．

停留点とは，眼球が跳躍運動をせずその視点がとどまり，人が視覚情報を取得している状

提案手法による注目点は，特定の部分に興味や関心などを集中していた状態の視点に対

態の視点である．停留点を取得するということは，人が視覚情報を獲得しているとされる視

応する．提案手法における注目点の検出では，実験によって得られた一定時間範囲の停留

線が停留している状態と視線を切り替える際に発生するサッケード中の視線とを区別し，視

の出現の粗密に関する特徴が，拡散的探索と特定的探索では異なるという特徴を利用する．

線が停留している状態における視点をのみを得ることに相当する（図 2）．停留点の検出で

そして，一定の停留時間条件を満たす停留点を検出し，この停留点が時間的に密に出現す

は，視線計測システムによって，一定のサンプリングレートで連続して獲得される注視点が

る状態と疎に出現する状態とを区別することで，“興味や関心などにより，特定の部分を詳
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いて述べる．
まず，興味や関心がある対象の特定部分を詳細に見ること（「特定的探索」に対応），な
らびに，興味や関心がある対象のうち，詳細に見たい部分を探すよう見ること（「拡散的探
索」に対応）を被験者に指示し，意図的にそのような鑑賞活動を行ってもらった．その際の
眼球運動を視線計測システムを用いて記録し，特定的探索の状態を検出するための条件を決
定した．そして，このようにして決定した検出条件により，「特定的探索」の視点がどの程
図 3 停留点が密に出現する状態
Fig. 3 Densely-arranged fixation points.

度の精度で検出できるかに関して他手法との比較も交え検証を行った．

3.1 特定的探索と拡散的探索における眼球運動の特徴の分析
本研究では，絵画を自由に鑑賞しているとき，視線の停留と跳躍を繰り返す20) ことと，
停留点分布の粗密などの停留点の発生頻度を指標とした興味対象の検出可能性が示唆され
ている2),17) ことに着目する．そして，特定の時間長の範囲にある停留点の時間的な発生頻
度に基づき，興味や関心などのユーザの心的な状態が反映されると考えられる特定的探索時
の視点を検出するための条件を決定する．
美術作品の鑑賞活動には，興味や関心の対象となりうる部分を探すように絵画全体を見る
拡散的探索と，特定の部分に興味，関心がありそこを集中して見る特定的探索の 2 種類の探

図 4 停留点が疎に出現する状態
Fig. 4 Sparsely-arranged fixation points.

索活動があることが分かっている19) ．本研究では，特定的探索と拡散的探索の視点を区別
して検出することより，興味や関心などのユーザの心的な状態が反映された状態とその注目
対象の検出を目標とする．以下に述べる実験では，美術作品の一例である絵画の鑑賞におけ

細に見ていた状態” における視点である注目点を検出し，従来の停留点の検出では区別が困

る眼球運動を対象とし，特定的探索と拡散的探索における眼球運動や視線の特徴を調べた．

難であった拡散的探索状態との区別を行う．ここで，停留点が時間的に密に出現するとは，

3.1.1 実験システムおよび実験方法

一定の停留時間条件を満たす停留点が一定時間内に連続して頻度高く出現することである

視線は，被験者の眼球運動を，赤外 LED を用いた光学的な手法により計測している17) ．

（図 3）．また，停留点が時間的に疎に出現するとは，一定の停留時間条件を満たす停留点が

視線計測システムは，Windows2000 上で動作し，VisualC++を用いて構築した．処理す

一定時間内に出現しない状態や停留時間の長い停留点が一定時間内に連続して出現する頻

る画像は 320 × 240 [pixel]，256 階調グレースケールである．視点検出のカメラのサンプリ

度が低い状態である（図 4）．提案手法では，一定時間範囲の停留点の時間的な発生頻度に

ングレートは，30 [Hz] である．また，1 フレームあたりの視線移動に関して 1.2 [deg]（約

着目し，注目点検出のための停留時間長の範囲，停留点の発生時間間隔，停留点の連続出現

36 [deg/s]）を閾値として，これを上回る視線移動が検出されたとき，サッケードが発生し

回数に関する条件を検討する．そこで，まず，絵画鑑賞時の被験者が特定の部分に興味や関

たと判定している．

心を集中している状態における眼球運動の特徴を調べ，これらの条件を決定する．

3. 特定的探索時の眼球運動の特徴と検出精度

実験環境の概略を図 5 に示す．被験者には，1 試行につき，絵画 1 枚を提示した．実験
で提示した絵画は，風景画，人物画，風俗画の計 28 枚からランダムに選択し提示した．被
験者には特定的探索活動である，“絵画の各部分に興味や関心を集中し，詳細に見る” 見方

本章では，特定的探索時の眼球運動の特徴から検出条件を決定するために行った実験とそ

と，拡散的探索の見方である “絵画内で，興味や関心の対象となりうる部分を探すため，絵

の結果，ならびに決定した検出条件により特定的探索状態の判定を行った際の検出精度につ

画全体を見渡す” 見方を交互に 10 秒ごとに指示し，計 40 秒間鑑賞してもらった．被験者
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図 5 実験環境
Fig. 5 Experimentation environment.
図 6 停留点の時間間隔における特徴
Fig. 6 Feature with regard to interval.

は，実験で使用した絵画に関して専門的な知識を持たず，芸術に関する専門教育を受けてい
ない 20 代の大学生，大学院生 5 名とし，芸術に関する専門的知見を持たず，かつ幼年者，
高齢者ではない者が絵画を鑑賞する状況を設定した．上記試行を各被験者に対し，3 回ずつ
行った．提示する絵画は各試行ごとに代えることとした．

着目した視点の特徴の分析や判別手法の評価を行う．
実験で得た特定的探索，拡散的探索の視線データに対して，300 [ms] 以上の停留の発生時
間間隔の特徴を分析した．その結果を図 6 に示す．図中の横軸は，停留点の発生時間間隔を

3.1.2 停留時間，停留点の発生時間間隔，停留点の連続性に関する特徴

表しており，300 [ms] 以上の視線の停留を検出し，次の 300 [ms] 以上の視線の停留が検出

絵画鑑賞の特定的探索活動における視線の停留時間の特徴としては，300 [ms] 以上の停留

されるまでの時間を示す．また，図中の縦軸は，(横軸の条件を満たす 300 [ms] 以上の停留

が多くみられる傾向があり，それ以外の見方である拡散的探索活動における視線の停留時間

点の区間数)/(特定的探索あるいは拡散的探索で獲得された 100 [ms] 以上の停留点の区間の

の特徴としては，300 [ms] 未満の停留が多く見られる傾向があることが述べられている19) ．

数) であり，各条件における時間間隔の発生頻度を示している．特定的探索や拡散的探索で

本研究では，被験者にあらかじめ “特定的探索” の見方と “拡散的探索” の見方をするよう

獲得された停留点の時間間隔の発生頻度を求める際，視線が停留する時間条件を 100 [ms] 以

指示し，その際の視点データをそれぞれ “特定的探索の視点”，“拡散的探索の視点” の基準

上とした．これは，人が視覚情報を認識する際に必要とされる最小の停留時間が約 100 [ms]

データとした．実験により得られた特定的探索の状態における視線の停留時間の分布を確

であるとされるからであり18) ，この時間条件で特定的探索，拡散的探索の見方における停

認したところ，300 [ms] 以上の視線の停留の割合が特定的探索である状態の全停留点の約

留点の発生時間に関する特徴を調べた．

82%を占めた．一方，300 [ms] 未満の停留の割合が拡散的探索時の全停留点の約 76%を占

結果より，発生回数を単位として割合を求めたところ，300 [ms] 以上である停留の発生時

めていた．また，この傾向は実験で用いた絵画の種類によらず同様であった．これより，見

間間隔が 600 [ms] 以下である場合が特定的探索時の停留の発生時間間隔の約 95%を占め，

方を指示することで得られた特定的探索と拡散的探索における停留時間が，文献 19) で示

拡散的探索における停留の発生時間間隔の約 50%を占めていることが特徴として見られた．

されている特定的探索および拡散的探索の特徴に従っていることが確認できた．

しかし，視線の停留時間条件と停留の発生時間間隔の条件だけでは，特定的探索と拡散的探

しかし，上記停留時間を閾値として拡散的探索時の視点を判別する場合，24%は特定的探
索の状態の視点と区別できず誤って検出してしまうことになる．よって視線を用いた個人の
嗜好獲得や傾注対象検出を利用したインタラクティブ・システムに応用することを考える場

索の視点を十分に区別して検出することができない．そこで，次に 300 [ms] 以上の停留点
の連続数に関する特徴を調査した．
特定的探索における 300 [ms] 以上の停留点の連続数に関する特徴を図 7 に示す．縦軸は，

合，各探索活動の判別精度をより向上させる必要があると考えられる．本研究では，特定

(横軸に記載の条件を満たす停留点数)/(特定的探索や拡散的探索における全停留点数) であ

的探索における視線の停留時間条件を，文献 19) および実験により最適であると確認され

り，各条件を満たす停留点数の割合を示している．結果より，300 [ms] 以上の視線の停留が

た 300 [ms] 以上とし，さらに各探索活動を判別するための指標として停留点の発生頻度に

600 [ms] 以内に出現し，この停留点が 4 回以上連続して出現する状態が，特定的探索におけ
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件だけで比較した場合その前後の条件で優劣が異なる可能性もあるため，停留時間条件を変
化させたうえで検出精度を求めた．

3.3 検出精度の評価結果
検出精度は Recall （再現率），Precision （適合率），F 尺度により評価した．Recall は，
式 (1)，Precision は，式 (2) で算出した．式中の「正しく検出できた停留点数」とは，提
案手法，比較手法により獲得される「特定的探索の視点」と判定された停留点のうち，実
験実施者が見方を指示した “特定的探索の状態における停留点” の数であり，「特定的探索
図 7 停留点の連続数における特徴
Fig. 7 Feature with regard to consecution.

時の全停留点数」は，特定的探索の見方において獲得された全停留点の総数である．また，
「検出された全停留点数」とは，特定的探索とそれ以外の見方である拡散的探索が行われて
いる状態の視点から，提案手法あるいは比較手法により獲得された，“特定的探索時の停留

る全停留点数の約 95%を占めることが分かった．また，300 [ms] 以上の停留点が，600 [ms]
以内に出現し，それが 3 回以下の回数連続して出現する状態が，拡散的探索における全停留
点数の約 80%を占めていることが分かった．
本研究では，特定時間長の停留の連続数と発生時間間隔が特定的探索を特徴付けるととら
え，実験結果より特定時間長の停留点に対する時間間隔の条件を 600 [ms] 以下，連続数を

点” であると判定された数である．

Precision =
Recall =

正しく検出できた停留点数
検出された全停留点数

正しく検出できた停留点数
特定的探索の全停留点数

(1)
(2)

4 回以上とした．この条件を設定した理由として，600 [ms] より小さな値では，拡散的探索

F 値は，式 (3) で算出される．これは，誤検出の少なさを示す Precision と検出漏れの少

の視点の区別は高い精度で可能となるが，逆に特定的探索の視点の検出条件が厳しくなるた

なさを示す Recall の調和平均であり，一般的にトレードオフの関係にある要素を総合的に

めに特定的探索における停留点を検出する精度が低くなり，一方，600 [ms] より大きな値で

評価する尺度である．

は，特定的探索における停留点を精度高く検出できる反面，拡散的探索の視点の検出条件が
緩くなるために拡散的探索の視点であると誤検出することが多くなることがあげられる．こ

F 値=

2 × Recall × Precision
Recall + Precision

(3)

れらの結果より，特定的探索時の視点に関する特徴として，300 [ms] 以上の停留が 600 [ms]

特定的探索の視点検出において，提案手法である “停留点の時間的な発生頻度” に着目

以内に出現し，そのような停留点が 4 回以上連続して出現するという条件がより適した条

する手法と停留時間条件のみに基づく手法による，Recall ，Precision ，F 値のそれぞれを

件であることが確認できた．よって，これを特定的探索と拡散的探索の視点を区別し検出す

図 8，図 9 に示す．結果より，停留時間条件を 300 [ms] 以上とする場合に提案手法と比較

る際の条件とした．この条件は，4 章で述べる評価実験の際の判定条件とした．

手法の F 値がともに最良であることが分かる．これは，停留時間条件である 300 [ms] 以上

3.2 検出精度の評価実験

の視線の停留が，少なくとも実験した範囲では絵画鑑賞における特定的探索の特徴を適切

3.1 節で述べた実験により，特定的探索と拡散的探索の視点の特徴を分析した．提案手法

にとらえられる指標であるからだと考えられる．提案手法は，獲得される停留点の中から，

では，この視点の特徴から特定的探索とそれ以外の見方である拡散的探索が混在している状

停留点の発生頻度に関する条件を考慮することで，特定的探索と拡散的探索の視点をより

況で特定的探索の視点を検出するために，停留時間条件に加え停留点の発生時間間隔と停留

精度良く検出することが可能となった．しかし，提案手法は制約をさらに付加することで視

点の連続数に関する制約を検討し，その条件を決定した．この検出手法が，他研究における

点の絞り込みを行った手法であるため，Precision の向上が期待できる反面，Recall の低下

視点の解析手法である停留時間条件を用いる手法と比べ，特定的探索時の視点検出において

が懸念される．しかしながら，F 値を見ると，図 9 に示したとおり Recall を大きく低下さ

より有効な条件であるかについて検証した．他手法との比較においては，特定の停留時間条

せず（0.75 から 0.73）に Precision を向上させる（0.61 から 0.86）ことが確認できた．実
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図 10 提案手法と比較手法
Fig. 10 Comparative method and proposed method.

図 8 停留時間条件による手法
Fig. 8 Method of gaze duration.

4. 提案手法による視点検出の評価
前章で述べた実験は，被験者に特定的探索と拡散的探索の見方をそれぞれ指示した状況で
の視点データを取得，分析したものであった．本章では，被験者に見方に関する制約を課さ
ず，被験者が自由に絵画を鑑賞する状態においても，提案手法で検出される注目点が，“興
味，関心などを持ち，特定の部分を詳細に見ている” 箇所を検出できているかを評価した実
験について述べる．
評価は，他研究での基準に基づき得られる視点（注視点，停留点）分布と提案手法に基づ
き検出される注目点分布とを比較することより行った．

4.1 実 験 方 法
図 9 停留点の時間的な発生頻度に着目した手法
Fig. 9 Method of Temporal Frequency.

評価実験環境は，3 章で述べた眼球運動の特徴を調査する実験と同様であり，図 5 に示す
とおりである．被験者に絵画 1 枚を提示し，被験者には自由に絵画を鑑賞するよう指示し
た．被験者に課した鑑賞時間は 40 秒である．鑑賞後，被験者には “興味や関心などを持っ

験結果の図 8，図 9 より，従来研究で提案されている 300 [ms] 以上の条件において，従来

て，詳細に見ていた部分” を提示した絵画中に閉曲線で記述することにより回答してもらっ

手法，本手法ともに最も良い F 値となっており，かつ，提案手法は比較手法より精度の向

た．被験者が “興味や関心などを持って，詳細に見ていた部分” の回答例を図 11 1 に示す．

上が見られることが確認できた（図 10）．視点データから興味や関心を持ち，特定の部分を

被験者は前章で述べた実験と同様，実験で使用した絵画に関して専門的な知識を持たず，芸

見ている状態の特定的探索の視点とそれ以外の状態である拡散的探索の視点を区別するこ

術に関する専門教育を受けていない 20 代の大学生，大学院生 5 名とし，被験者 1 名あたり，

とに関して，停留時間長に関する条件のみを変化させる場合と比較して，提案手法では精度

絵画を代えて同内容の試行を 4 回行った．

をより改善可能であることが確認できた．
1 使用した絵画は Temptation of ST. Anthony（Hieronymus Bosch）
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図 11 被験者によって記述された領域の例
Fig. 11 Example of region described by an examinee.

4.2 評 価 方 法
提案手法により検出される注目点，停留時間（300 [ms] 以上）条件により検出される停留
点，関連研究 4)–6) における注視点，停留点の定義に基づき検出される視点と，絵画鑑賞後
に被験者に記述してもらった特定的探索時の領域（図 11）とを比較し，提案手法の注目点
分布（図 12 (a)），300 [ms] 以上の停留時間条件により検出される停留点分布（図 12 (b)），
各関連研究での注視点，停留点の分布（図 12 (c)–(f)）が，“被験者が興味や関心などを持
ち詳細に特定の部分を見ていた” 箇所を的確にとらえることができているかを比較した．検
出精度は，式 (4) で求める．
領域内の視点数
検出精度 =
検出された視点数

図 12 視点分布例
Fig. 12 Example of eye point.

(4)

表 1 検出精度結果
Table 1 Result of detection accuracy.

4.3 評 価 結 果
評価実験の検出精度の結果を表 1 に示す．他の基準と比較すると，提案手法における注

視点定義法

最小値

平均値

最大値

注視点の定義

50%

62%

76%

山田ら4) の定義

55%

66%

83%

戸田ら5) の定義

55%

66%

81%

大野ら6) の定義
300 [ms] 以上の停留条件
提案手法

52%
55%
64%

68%
69%
77%

83%
88%
93%

目点検出条件の方がより高い検出精度になっており，“ユーザが興味や関心などを持ち，特
定の部分を詳細に見ている” 視点をより精度良く検出できていることが確認できる．また，
提案手法の検出結果は比較手法のそれと比べ，有意水準 5%で有意差が確認できた．
視点の検出結果（図 12）より，関連研究で用いられている視点検出条件（図 12 (b)–(f)）
では，絵画内上部の破線で囲んだ部分にも各々の条件を満たしている視点が点在しているの
が確認できる．しかし，これらの視点は，被験者が興味や関心の対象となりうる部分を探す
際の視点である拡散的探索時の視点であり，特定的探索時の視対象抽出精度を下げる要因と
なっていることが分かる．いい換えれば，関連研究で提案されている視点の検出条件では，

誤って検出されている．
それに対し，提案手法では，特定的探索の視点である，ユーザの興味や関心などが反映さ

特定的探索と拡散的探索における視点を区別して検出することは困難であり，その結果，拡

れた部分をより適切にとらえていることが注目点分布（図 12 (a)）からも確認できる．少人

散的探索時の視点が特定的探索時の視点である，“ユーザが興味を持って見ていた箇所” と

数での実験にとどまるが，この結果より，停留時間と停留点の発生頻度に関する制約によっ
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て注目点を検出する提案手法は，特定的探索時の眼球運動の特徴をより的確にとらえたもの

に着目した．これらの探索活動における視線や眼球運動の特徴の分析を行い，一定時間長の

であり，拡散的探索時の視点をより精度良く区別することの可能性が示せたと考えられる．

停留という条件に加えてその発生頻度に関する制約により，特定的探索の視点，すなわち特

このように，傾注対象を検出する目的では Precision の良し悪しが特定的探索時の視対

定の部分に対する興味や関心が反映された状態とその際の対象部位の検出を行い，その評価

象を明瞭に検出できるか否かに影響する．提案手法は従来提案されている条件にさらに制

を行った．

約を付加したものであるため，Precision の向上が期待できる反面，従来のものと比較して

絵画鑑賞などの興味の違いが見方に影響を及ぼすと考えられるタスクでは，視線や眼球運

Recall が低下することが懸念されるが，図 10 で示したとおり Precision が 0.61 から 0.86

動に異なった特徴が現れることが確認できた．また，従来手法の停留時間のみによる判別条

に向上したのに対して Recall は 0.75 から 0.73 となっており，その低下はごくわずかにと

件と比べ，提案手法である “停留点の発生頻度” に着目した方法により，ユーザが興味対象

どまっている．また，1 つの傾注対象領域には通常複数の注目点が検出されることが期待で

に注目している際の視点と興味対象を探す際の視点，すなわち特定的探索と拡散的探索の視

きるので，傾注対象を抽出するうえでは大きな問題にならないと考えられる．

点をより良く区別することが可能となった．しかし，現状では非常に限定された対象に対し

提案手法では，従来の停留時間に特定時間長の停留の発生頻度に関する条件を考慮するこ
とで，特定的探索の視点と拡散的探索の視点との区別を行った．現状では，限られた種類の

ての，少数被験者による実験であり，現時点では本アプローチの可能性を示せたにすぎない
といえる．

絵画や被験者による実験から得られた結果にとどまるが，絵画鑑賞時のユーザの興味や関心

本論文では視覚情報獲得時の状態，いい換えれば眼球停留の状態を，絵画鑑賞活動におい

などが反映された視点の検出において，この手法は従来研究における視点検出条件と比較し

て明らかにされている拡散的探索と特定的探索の 2 つの状態に区別する手法について述べ

て，より良い精度で特定的探索と拡散的探索の視点を区別できる可能性を持っていることが

た．提案手法は特定対象物へ傾注している状態の眼球運動を興味対象となるものを探す状態

確認できた．

の眼球運動と区別するものである．他の視覚情報への適用性の可否が今後明らかになれば，

実験は絵画に対して専門的知識，技能を持たない 20 代の被験者に対して実施した．絵画

Web ページや商品レイアウト，グラフィックデザインなどを対象としたより実質的な誘目性

に対する専門的知識や技能を持つ被験者の場合の眼球運動特徴が非専門家のそれと同様な

評価にも応用できる可能性がある．今後の展開としては，“停留点の発生頻度” に着目した

傾向を持つか否かに関しては解明する必要がある．また，幼年者においては視覚刺激に対す

手法が他の視覚的対象物やタスクにおいても有効な手法であるか否かに関する検証や，より

る停留，跳躍の時間的，空間的特徴である停留の頻度や位置が成人のそれとは異なること

詳細に傾注状態を分類することの可能性についての考察，さらにユーザの興味や関心などが

が報告されており21) ，一方高齢者においてはサッケード潜時の延長，修正サッケードの発

反映された視点の検出における精度改善が AR 環境などへ応用した場合にどのくらい有効

生確率の増加，視対象の認識に要する時間の増加が報告されている

22)

．これらのことから，

本論文で設定した条件で幼年者，高齢者に対しても同様な精度で検出することは困難である
と考えられ，各層の被験者に適応させた検出条件の決定やその場合の精度評価などに課題が
残る．

5. まとめと今後の課題・展開
本論文では，ユーザの興味や関心などが反映された視点を興味対象に注目している際の視
点と興味対象を探す際の視点，すなわち特定的探索時の視点と拡散的探索時の視点とに区別
することを目的とし，一定の停留時間条件を満たす停留点の発生頻度を条件とした視点検出
方法を提案した．
絵画鑑賞においては視対象への傾注状態に特定的探索と拡散的探索の 2 種類があること
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であるかを評価することなどがあげられる．
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