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筆者はこれまで，定位反応 (orientingresponse; OR)と処理資源配分との関係を探るた

め，刺激情報価を操作した実験的検討を行ってきた (今井， 1995; 1996)。その第一報 (今

井， 1995)では， ORの指標として自律系生理反応である皮府電気反応 (electrodermal

response; EDR)に加え，視覚刺激に対する空間定位の持続時間 (visualOR; VOR)を測

定した。この VORは， EDRなどの自律系反応とは異なる ORの側面を示す可能性が示唆

されており (Verbaten，Woestenburg， & Sjouw， 1979， 1980; Verbaten， Woestenburg， 

Sjouw， & Slangen， 1982)， EDRとの比較検討による新たな展開が期待された。その結果，

VORにはEDRと同様，刺激の反復提示に伴う減少傾向が認められ，ORの指標と しての有

効性が示唆された。 しかしながら 2つの刺激 (S1，S2)の強化随伴性スケジュ ーノレを操

作して設定した，刺激情報価の異なる 3つの条件群 (0%強化群，50%強化群，100%強化

群〉の差異が EDR，VORともに見られなかった (今井， 1995)。この結果は，個人差によ

るデータ変動が大きい指標である EDRとVORにおいては 3条件各 8名ずつの被験者を

配置した計画で、は条件差が検出で、きなかったためではないかと考えられた。そこで， ビット

計算(Attneave，1954)をすると情報量が Oピットと等しくなる 0%群と 100%群を一つの条

件群とし， 50%群を 1ピッ ト群として被験者を追加して再検討を行ったが，やはり情報価の

効果は示されなかった く今井， 1996)。

上記の研究では，処理資源の配分量の指標としたプロープに対する反応時間(reaction

time; RT)にも，同様に刺激情報価の効果が示されなかったが，プロー プの位置の違いによ

る効果は一貫して認められていた。プ ロープが刺激中に提示された場合 と刺激間間隔中

Cinterstimulus interval ; ISI)に提示された場合とでは，RTの変動傾向が異なっていたので‘

ある。すなわち， プロープが刺激中に提示された場合，刺激の反復提示に伴L、RTが速化す

る傾向が見られたが， ISI中に提示されたプ ロー フに対する RTは，試行を通じての速化傾

向がより小さかった。この結果は，刺激の反復提示に伴い処理が進行する刺激に対しては，

徐々に資源の配分量が少なくなると L、う傾向を示すものと解釈され，やはり刺激反復の効果

が認められた EDRとVORの結果とも一致していた。

以上の傾向は，ORを誘発する事態は処理資源を要求し，刺激反復に伴う ORの馴化

(habituation)は，反復提示された刺激に対して必要とされる処理資源の低下を反映してい

るとし、う仮説(Siddle，1991)と一致するものである。刺激情報価操作の効果は，EDR， VOR， 

及び RTのいずれの指標においても明確ではなかったが (今井， 1995; 1996)，プロープを含
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まなかった刺激に対する VORには，ブロック後半部で情報価の差異に応じた反応傾向の違

いがみられていた(今井 1996)0 EDRには示されなかったこの VORの傾向は， 0 %群と

100%群を合わせて Oピット群とした場合に示されたが，この結果が 0%群と100%群を l群

としてまとめたことにより生じたのか，それとも，それぞれ別々の条件群として設定しても

得られるのかは不明である。前報では， 0 %群と100%群の VOR~.こは， 条件聞の差異が統

計的には認められなかったことを根拠として再グループ化を図ったが，個人差の大きい

VORにおいて条件差を見い出すには被験者が少数であったということも考えられる。また，

それぞれの条件群は， Sl-S2強化随伴性スケジュ ールを操作して構成されており ，Sl刺激

は視空間的に周辺部に，S2刺激は中央部に提示すると L、う方法を用いてきた。従って， 100 

%群では，Sl刺激が提示される周辺部への凝視が，S2刺激提示後中心部により向かいやす

いと考えられるが， 0 %群では S2刺激が提示されないため， Sl刺激消失後も周辺部により

留ま りやすいと思われる。すなわち，EDRには情報価という観点からは 0%群と100%群と

の差異が期待されにくいが，VORの場合には条件差を生ずる可能性が残される。

そこで本研究では， 0%群と100%群 とにさらに各 8名ずつの被験者を追加して，0%群，

100%群，及び50%群の 3群聞において，プロープを含まなかった刺激に対して示された，

ブロック後半部での情報価の差異に応じた VORが改めて認められるかどうかを検討するこ

とを目的とした。加えて，刺激情報価が ORと処理資源の配分に及ぼす効果を引き続き調べ

ることとした。

実験

方法

被験者 前報 (今井， 1996)での被験者男女大学生32名に， 0%群と100%群とのそれぞれ

に男女各4名ずつ計16名を追加し，合計で48名とした (うち女子24名;年齢19-26歳，平均

2l.4歳〉。従って， Sl-S2強化随伴性スケシュ ー/レの違いにより ，50%強化群， 0 %強化群，

100%強化群の 3群に各々16名ずつが配置された。

装置 前報 (今井， 1995; 1996)に準じたが，概要は以下の通りであった。 EDRは通電法

により取得した。被験者の非利き手第一指と第二指末節骨部に，心持用ベースト(日本光電

Ge!aid)を満た した銀一塩化銀電極(日本光電;直径 5mm)をサージカルテープで固定し，

0.2Vの定電圧を供給するブリッジ回路 (日本光電GSR-2100)を介して DC増幅後，ベン

オシログラフ (日本電気三栄 8K20)により ，紙送り速度 1mm/sで記録した。眼球活動は眼

球静電図Ce!ectroocu!ogram; EOG)法により測定した。 EOGは，被験者の左右両眼の外側

眼角 Coutercanthus)に脳波用ぺースト(日本光電 Elefix)を満たした銀一塩化銀電極(日

本光電 ;直径 510m)をサーシカルテープで固定し，水平成分のみを DC増幅(日本光電 AN-

601G)した後，紙送り速度30mm/sで脳波計 (日本光電 WI-612A)により記録した。プロ ー

ブ刺激に対する RTの測定には，マイクロコンピューター CNECPC-9801RA)に接続され

たマウスキーと，入/出ポートを介してコンビューターに接続されたユニバーサノレカウンタ

ー(岩通 UC-6152)を用いた。

刺激 前報と同様であり ，刺激情報価を Sl-S2強化随伴性スケジューノレによって操作し
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た。 Sl刺激として， “>"または“<"を，S2刺激として“・"を用いた。これらの視覚

刺激は， コンビューターが持つキャラクター単位で黒色背景に白色で提示された。プロープ

刺激として，1，000 Hzの純音 (67c1B(SPL))を用いた。純音は，コンピューターに実装さ

れた FM音源ボードにより作成され，音源ボード付属のス ピーカーから提示された。

手続 前報とほぼ同じであった。電極装着後，被験者を，画面の中央部が被験者の正中線

と一致するように固定された顔面固定器に顎をのせて座らせ，まず RTの練習試行として，

プロ ーブ刺激の単独提示に対する単純 RT課題を行った。被験者は，音刺激が提示されたら

速やかに利き手に持ったマウスキーを 1回クリックするよう教示された。プロープ刺激は，

持続時間500ms，刺激間間隔(ISD 8 -12 sで20回提示された。

練習セッション終了後，以下のような教示を被験者に与えて実験セッシ ョンが導入された。

すなわち，CRT画面lこ単純な視覚刺激が時々提示される こと，その視覚刺激は自由観察し

てよいこと，さらに，練習セッションで提示された音刺激と同じ刺激もあるタイミングで提

示されるので，この音刺激が提示されたら速やかにマウスキーをク リッ クすること である。

この実験セッションでは，Sl刺激提示直後に S2が随伴する確率が50%， 0 %，及び100%と

なる 3条件が構成された。Sl刺激はコンピュ ータ CRT画面中央部より左右水平方向に視角

10度離れた位置に，視角0.4度の大きさ，持続時間10sで24回提示された。 S2刺激は画面中

央部に視角0.4度の大きさ，持続時間 1sで，50%条件では12回， 0 %条件では0回，100% 

条件で は24回提示した。 ISIは20-30(平均25)sの間隔でランダムに変動させた。プロー

フは，Sl刺激オンセット後300msとISI中 (S2刺激オフセット後， 10-15 sの間〉に，そ

れぞれ 6回ずつ計12回提示された。ま た，プローフ l"i， Sl刺激提示中に提示される場合 と

ISI中に提示される場合が，前半，後半の12試行中にそれぞれ 3回ずつ，さらにプロ ープが

出現する試行と ISIとがランダムになるよう提示された。また， 50%群における強化試行の

スケジュールも被験者ごとにランダムとした。以上の刺激提示の制御は，すべて前述のコン

ビューターを用いて千子った。

データの数量化 VORは以下の 3つの測度について検討した。すなわち，① Sl刺激提示

後500ms以内に出現した Sl刺激への初発凝視の持続時間 (VORl)，② Sl刺激提示中に生

じた総凝視時間，及び③総凝視時聞を Sl刺激提示中に出現した総凝視頻度で除した凝視頻

度あたりの凝視時間 (sec/frequency)であっ た。 VOR1においては，凝視が刺激提示後

500 ms以降に出現した場合は，持続時間 omsとして処理した。各 VORはEOGの紙記録

から，凝視時聞を16ms単位で計測した。EDRは， Sl刺激提示後，1-4 sの聞に出現した

初発反応を皮府伝導度の変化値(ムC)に換算した。プロ ープに対して同様な基準で出現し

たEDRについても分析した。また， Sl刺激提示直前の基礎抵抗値から，皮府伝導水準

(electroclermal level; EDL)を算出し自律系覚醒水準の指標とした。 RT は， プロ ーフ'~jリ激

オンセットからマウスキーを被験者がクリ ックするまでの時間とし， ms単位で測定した。

これらのデータは 2試行平均を 1ブロックと し， 凝視頻度を除いて統計的検定の際には対

数変換された。
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結果

1. VOR 

(1) VOR1 Fig. 1aには，実験セ ッシ ョンにおけるプロ ープを含まなかった刺激 と含ん

でし、た刺激に対する 3群の平均 VOR1が，ブロックの関数として示されている。この図では，

プロ ープを含ま なかった刺激に対する50%群の VOR1は， 0 %及び100%群に比較 してブロ

ックの初期から増大しているようであり ，さらにその傾向がブロック後半において顕著にな

っているようである。そこで，条件×ブロックの分散分析を行ったみたが，ブロックの主効

果のみが有意 (FC8.:l60) = 2.47，ρ< .05)であっ た。従って，刺激の反復提示により ，凝視

時間の減少が認められたといえるが，その傾向に各条件聞では差がみられないといえる。

一方，プロープを含んでいた刺激に対する VOR1にも，50%群における増大がみられるか

のように思われる。そこで上記と同様な分析を VOR1についても行ってみたが，いずれの主

効果も交互作用も有意とはならず，各条件聞の差は示されなかった。

(2) VOR2 Fig. 1bには，実験セ ッションにおける 3群の平均 VOR2が Fig.1aと同様

に示されている。この図におけるプロ ープを含まなかった刺激に対する VOR2には，各条件

群ではほとんど差がみられない。 VOR1と同様な分散分析の結果では，ブロックの主効果に

有意差 (FC8.360) = 2.63，ρ< .01)が示されたのみで、あった。

一方，プロ ープを含んでいた刺激に対する VOR2は，VOR1より も3群聞の差異がより大

きくなっている ように思われる。 しかし，同様な分散分析を行ってみたがし、ずれの主効果も

交互作用も有意とはならなかった。

(3) VOR3 Fig. 1cには，実験セッションにおける 3群の平均 VOR3が Fig.1aと同様

に示されている。この図では，プロープを含まなかった刺激に対する VOR3が，ブロック初

期から条件間差を生じており ，さらにその差異が後半の 5から 6ブロック以降にかけて顕著

になって L、く様子がうかがえる。 しかし，VOR1と同様な分散分析では，ブロックの主効果

のみが有意 (FCS.360)=2.73，P < .01)という結果にとどまった。

さらに，プロ ープを含んでいた刺激に対する VOR3についても，VOR1， VOR2と同様な

分散分析を行ってみたが，し、ずれの主効果も交互作用も有意ではなかった。

2. EDR 

Fig. 2a~.こは， 実験セッションにおけるプロ ー プを含まなかった刺激と含んでいた刺激，

及びプロ ープに対する 3群の平均 EDRが，ブロックの関数として示されている。この図に

おし、ては，プロープを含まなかった刺激に対する EDRには各条件群でほとんど差が示され

ていなし、。この傾向は， VORlと同様な分散分析の結果，ブロックに伴う反応の減少傾向の

みが有意 (FC8.360)二 4.36，ρ<.001)であったことから確認された。

一方，プロ ープを含んでいた刺激やプロ ープに対する EDRにも，予想された50%群にお

ける増大した反応量は認められず，各条件聞の差異は明確ではなし、。プローブを含んでいた

刺激，及びプロ ープに対する EDRについての同様な分散分析では，し、ずれの主効果も交互

作用も有意とはならなかった。

そこで，自律系覚醒水準に差異がみられていたかどうかを検討するため，プロープを含ま
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なかった刺激と含んでいた刺激，及びプロ ープに対応する各群の平均 EDLにおいて，同様

な分散分析を施してみた。しか し， それぞれの EDLにおいていずれの主効果 も交互作用も

有意とはならず，上記の結果が自律系覚醒水準の違いによるもので、はなかったこ とが示され

た (Fig.2b参照〉。

3. RT 

Fig. 3には，練習セッションにおける 3群の平均 RT(図中の p) と，実験セッションに

おけるプロープに対する 3群の平均 RTがプ ロープの位置別に示されている。 この図では，

以下の ような傾向がみられる。すなわち，RTは，プロープが刺激中に提示された場合，刺

激の反復提示に伴い顕著に減少するが，ISI中にプロ ープが提示された場合にはブロック聞

の変動が比較的小さい。加 えて，これらの RTには条件差が明確に示されていない。そこで，

群 ×プロ ープ位置×ブロックの分散分析 を行ったところ，ブロック の主効果 (F(2.90)ニ

17.11，ρ< .001)及びプ ロープ位置 とブ ロックの交互作用 (F(2.90) = 10.43，ρ<ー001)が有

意 となった。 そこで，単純主効果の検定を行ったところ，すべてのブロックにおいてプ ロー

プ位置の単純主効果が有意(ブロック 1:F (J • 135) = 77 . 77，ρ< .001 :ブロック 2:F (1.135) = 

32.35，ρ<ー001:ブロック 3: F (J. 1:l5) = 208. 11，ρ< .001)であり ，また，両プロー プ位置に

おいてブロックの単純主効果が有意(刺激 中 F(2.180) = 184.03，ρ< .001: ISI中 :F

(2.180)=5.94， jJ < .01)であった(Tab.1参照〉。

4.凝視頻度
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Fig. 4には，実験セッションにおけるプロープを含まなかった刺激と含んでいた刺激に対

する 3群の平均凝視頻度が， VORlと同様に示されている。この図においては，刺激の反復

提示に伴う凝視頻度の減少傾向も，刺激情報価の効果も明確ではない。 Sl刺激提示中の凝

視頻度を，プロープを含まなかった刺激，含んでいた刺激についてそれぞれ別々に VORlと

同様な分散分析を行った。しかし， Sl刺激がプローブを含まなかった場合，含んでいた場

合 ともに， 有意な結果は得られなかった。

考察

本研究では， ORの指標として自律系反応である EDRに加えて，随意的な反応である視

覚刺激に対する凝視時間 CVOR)を取得して， ORの出現様相と処理資源配分との関連につ

いて検討した。すなわち， VORに示される ORの行動的側面を EDRなどの自律系反応と

比較することで，処理資源配分との関係をさらに詳細に探ることができるであろうと予測さ

れた。その結果， VOR に刺激の反復提示に伴う減少傾向が見られ，行動的反応における馴

化が明確に示されたといえる。 しかし， VORのみならず EDRにおいても， Sl-S2強化随

伴性によって操作された刺激情報価の違いに応じた条件聞の差異が認められなかった。同様

に，処理資源配分の測度と してのプロープに対する RTにも群間差は生じておらず，刺激情

報価の効果はいずれの指標にも影響を与えなかった。

本研究では， VORについて以下の 3つの測度を検討した。すなわち， Sl刺激提示直後に

生じた初発凝視時間 CVORl)， Sl刺激提示中に生じた総凝視時間 CVOR2)，及び総凝視時

聞を凝視頻度で除した凝視頻度あたりの凝視時間 CVOR3)である。このL、ずれの測度にお

いても刺激情報価による群間差が示されず，前報 (今井， 1995; 1996)と一致した結果が得

られた。しかしながら，今井(1996)では認められた，プロープを含まなかった刺激に対す

るVOR1における条件群とブロックの交互作用が，本研究では確認されなかった CFig.1a 

参照)0VOR1， VOR2，及び VOR3のいずれの測度も，プロープを含まなかった刺激に対

しては， 50%群におけるブロックの後半部での増大した凝視傾向がみられていたが CFig.1a 

から1c参照)，統計的には有意ではなかった。本研究では前報で認められた，この ブロッ

ク後半部での凝視傾向の差異が， 0 %群と100%群とで異なるのかどうかを調べることが目

的の一つであった。刺激提示の手続を考慮すると， 0 %群と 100%群とでは VORに差が現

れる可能性も考えられたが，ブロック後半部における凝視時聞には違いは示されなかった。

従って， Sl-S2強化随伴性スケジューノレによって刺激情報価を操作した場合，ともに Oビ

ットととなる 0%と100%条件とでは，VORに差異をもたらさないことが示唆される。

また，プロープを含んでいた刺激に対する VORは，その 3つの測度とも一貫して50%群

において平均して長かったが， 0 %及び100%群との差は統計的に有意ではなかった。全般

的には，情報価の高い刺激にプロープが含まれていた時，被験者はその刺激を“より長く凝

視する"傾向にあったといえるが，前報(今井， 1995; 1996)と同様統計的な確証は得られ

なかった。↑育報価の高い刺激に二次的な課題の関連刺激が含まれている場合により長い凝視

が生ずるのかどうかについては，これまで組織的に検討されておらず，さらに調べる必要が

あろう。
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一方，プロープを含まなかった刺激に対する EDRにも情報価の効果は示されず，試行に

伴う減少傾向のみが認められた CFig.2a参照〉。 この EDRは，プロープが含まれていた Sl

刺激及びプロープに対しては，各 3条件とも増大して現れていた。 しかし，前報 (今井，

1995; 1996)でみられた，50%群における反応量の増大傾向は本研究では示されなかった。

加えて，これらの EDRにおける結果が，自律系覚醒水準の違いによるものかどうかを EDL

によって検討してみたが，各条件間で EDLには差異が認められず，覚醒水準の効果による

ものではなかったことも確認された。

さらに，処理資源配分の測度として取得されたプロ ープに対する RTにも，前報(今井，

1995; 1996)と同様，刺激情報価の違いによる差異が示されなかった。しかし，プロープが

刺激中に提示された場合と， ISI中に提示された場合とにおける RTの有意差は，これまで

の報告(今井， 1996)と一致していた CFig.3及び Tab.1参照〉。すなわち，プロープが刺激

中に提示された場合の RTは，第 lブロックにおいては ISI中に提示された場合よりも有意

に遅かったが，この差は第 2ブロック以降逆転していた。処理資源の配分という観点からは，

プロープが刺激中に提示された場合の RTには，刺激提示の初期には遅れ刺激の反復に伴い

漸減する傾向が示されることが期待される。一方，プロ ープが ISI中に提示された場合，プ

ロープの処理に要する資源は実験セッションを通じて一定であると仮定されるため，試行に

伴う変化は見られないはずである(Dawson，Filion， & Schell， 1989; Filion， Dawson， 

Schell， & Hazlett， 1991; Siddle， Jordan， & Lipp， 1993)。従って，本研究でも期待されたプ

ローブ位置の違いによる RTが認められ，刺激処理に必要とされる資源は，刺激提示初期に

より 多く配分され，後期には配分量がより減少していたと思われる。

プロ ープに対する RTに刺激情報価の違いが反映されなかったという結果は， VORや

EDR において'1育報価の違いに応じて分化した反応が認められなかったとし、う結果と一致す

るものである〔今井， 1995; 1996)0 VOR， EDR，そして RTの 3指標とも情報価の効果が

認められなかったということから，筆者の一連の研究で用いられた情報価の操作は適切では

なかったことが示唆される。本報告において用いられた， Sl-S2随伴性スケジューノレによ

る情報価の操作は LovibondC 1969)に基づいており ，Lovibondでは，随伴性確率50%を頂

点として，EDR反応量が随伴性確率に対して逆U字型の関数を示すことが見い出されてい

る。 Lovibondと本実験結果の違いがなぜ生じたのかについてはさらに検討されなければな

らないが，用いられた刺激の差異で、あるのか CLovibondでは音刺激)，あるいはさらに被

験者を追加する必要があるのかどうか CLovibondでは各条件30名の被験者を配置〉など，

今後の課題とされよう。

最後に，凝視頻度においては，刺激情報価の効果も，刺激反復に伴う反応の減少傾向も認

められず，これまでの報告(今井， 1995 ; 1996)と一貫する傾向をみせたCFig.4参照〉。凝視

頻度と総凝視時間とを考慮、した VOR3においても，やはり明確な有意差が得られていないこ

とから，凝視頻度には ORに特有な過程が反映されないものと思われる。

付記

1) 本研究の一部は，筆者が平成 4年度文部省在外研究員(名古屋大学)として，オーストラリ
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ア ・クイーンズランド大学心理学研究室に滞在中 0992-1993年)，Siddle教授との交流により

着想を得たものである。

2 ) 本研究の一部は，平成 8年度科学研究費補助金 (奨励研究 (A) 課題番号 08710042)によ

る補助を受けた。
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