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図形の形状と動作の関連に対する人の反応
図形の形状と動作の関連に対する人の反応
ー刺激反応適合性を通じた考察ー
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Color movement from dissonance to harmony
yields more satisfaction than harmony itself in
some color arrangements
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Similar to harmony resolution in music
← Our papers (2022) →
[in Japanese (thanks to DeepL in advance)
abstract in English]

図形の形状と動作の関連に対する人の反応
ー刺激反応適合性を通じた考察ー
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Object shape and moving direction
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るが，逆三角形が移動している場合は，安定／不安定に関
し，逆三角形が静止している場合にはそのような印象を与え
する感覚が変化することが考えられる。そこで，本研究では，
るが，逆三角形が移動している場合は，安定／不安定に関
上方向または下方向に移動する▲や▼の図形を画面上に呈示
する感覚が変化することが考えられる。そこで，本研究では，
し，被験者が移動する図形にマウスカーソルを合わせてクリッ
上方向または下方向に移動する▲や▼の図形を画面上に呈示
クする実験を行った。この実験を通じて，三角形の方向と移
し，
被験者が移動する図形にマウスカーソルを合わせてクリッ
動する方向が一致する場合（▼が下方向に移動・▲が上方向
クする実験を行った。この実験を通じて，三角形の方向と移

catching zone

に移動）は，一致しない場合よりも，正確にクリックできる
動する方向が一致する場合（▼が下方向に移動・▲が上方向
ことを見いだした。
に移動）は，一致しない場合よりも，正確にクリックできる
この効果は，刺激反応適合性 (Stimulus-response (S-R)
ことを見いだした。
compatibility) の一種と考えられる。刺激反応適合性とは，
この効果は，刺激反応適合性 (Stimulus-response (S-R)
刺激とそれに対する反応について，刺激と反応の特性が適合
compatibility) の一種と考えられる。刺激反応適合性とは，
的であるときは，そうでないときよりも，反応が速くまた正
刺激とそれに対する反応について，刺激と反応の特性が適合
確になる，という効果であり，古くから研究されている [1][2]。
的であるときは，そうでないときよりも，反応が速くまた正
例えば，左右に刺激が呈示されて左右で反応を行うとき，左
確になる，という効果であり，古くから研究されている [1][2]。
側の刺激には左側で，右側の刺激には右側で反応する方が，
例えば，左右に刺激が呈示されて左右で反応を行うとき，左
逆の場合よりも，速く正確に反応できるという効果である [2]。
側の刺激には左側で，右側の刺激には右側で反応する方が，
本研究の実験では，刺激には方向があるが，反応には方
逆の場合よりも，速く正確に反応できるという効果である [2]。
向はない。しかし，動く図形にマウスカーソルを合わせてクリッ
本研究の実験では，刺激には方向があるが，反応には方
クするには，動作の方向に追従して反応する必要があり，そ
向はない。しかし，動く図形にマウスカーソルを合わせてクリッ
のため刺激反応適合性の効果が現れると考えられる。この実
クするには，動作の方向に追従して反応する必要があり，そ
験の結果から，逆三角形の視覚的効果は，それが動作する
のため刺激反応適合性の効果が現れると考えられる。この実
場合には，動作方向を考慮して適用すべきものと思われる。
験の結果から，逆三角形の視覚的効果は，それが動作する
２．実験手法
場合には，動作方向を考慮し
て適用すべきものと思われる。
本研究では，パソコンの画面上に表示される動く図形に，
２．実験手法
実験協力者がマウスカーソルを合わせてクリックする実験を，
本研究では，パソコンの画面上に表示される動く図形に，
下の 3 種類の方法で行った。いずれも，パソコンの画面の大
実験協力者がマウスカーソルを合わせてクリックする実験を，
きさは縦 17 ㎝×横 26 ㎝で，実験協力者の眼から画面まで
下の 3 種類の方法で行った。いずれも，パソコンの画面の大
の距離は 45 ㎝とした。実験協力者は，20 代の男性 3 名、
きさは縦 17 ㎝×横 26 ㎝で，実験協力者の眼から画面まで
女性 10 名であった。
の距離は 45 ㎝とした。実験協力者は，20 代の男性 3 名、
実験10
1 名であった。
▲と▼の三角形を多数同時に，上から下または下か
女性
ら上に向かって動かし，▲，▼のどちらかを問わず，マウスカー
実験
1 ▲と▼の三角形を多数同時に，上から下または下か
ソルを合わせてクリックする。三角形の上にカーソルをおいて
ら上に向かって動かし，▲，▼のどちらかを問わず，マウスカー

ソルを合わせてクリックする。三角形の上にカーソルをおいて
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目につきやすい図形といわれており，交通標識

Catching objects moving on a PC screen
by mouse clicking
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図 1. 実験 1（上から下に移動）
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The experimental results indicate
that it is easier to catch:
▼ moving downward↓ than ▲ moving downward
▲ moving upward↑ than ▼ moving upward
図 2. 実験 2（下から上に移動）
．

図 2. 実験 2（下から上に移動）
．

図 2. 実験 2（下から上に移動）
．
クリックするのに成功すると，三角形は消去される。図形は縦 4
㎝×横 6 ㎝の範囲に表示された。三角形の大きさは 1 辺 0.4cm
クリックするのに成功すると，三角形は消去される。図形は縦 4
で，▲，▼は 10 個ずつ現れ，移動速度は 2mm/sec とした。
㎝×横 6 ㎝の範囲に表示された。三角形の大きさは 1 辺 0.4cm
図 1 は上から下に動く場合で，表示領域の下から 1/4 のところに
で，▲，▼は 10 個ずつ現れ，移動速度は 2mm/sec とした。
引かれた赤い線を通過した三角形を，▲，▼にかかわらずでき
図 1 は上から下に動く場合で，表示領域の下から 1/4 のところに
るだけ多くクリックするよう，実験協力者に指示した。図 2 は下
引かれた赤い線を通過した三角形を，▲，▼にかかわらずでき
から上に動く場合で，表示領域の上から 1/4 のところに引かれた
るだけ多くクリックするよう，実験協力者に指示した。図 2 は下
赤い線を通過した三角形をクリックするよう指示した。
から上に動く場合で，表示領域の上から 1/4 のところに引かれた
実験 2 実験 1 と同様に，▲と▼の三角形を 10 個ずつ同時に，
赤い線を通過した三角形をクリックするよう指示した。

実験 2

上から下または下から上に向かって動かす。ただし，▲，▼
のどちらをクリックするかを指示して，その三角形だけをク
リックする。ひとりの実験協力者に対し，各々の移動方向に
ついて 2 回の実験を行い，どちらの移動方向についても，1
回目は▲のみを，2 回目は▼のみをクリックするように指示し

i.e. the object shape direction and moving direction are identical

クリックする対象が実験 1 の半分になったため，動作速度が

，パソコンの画面上に表示される動く図形に， クリックするのに成功すると，三角形は消去される。図形は縦 4

2mm/sec では 10 個の三角形全部をクリックできてしまうた
めである。

で，▲，▼は 10 個ずつ現れ，移動速度は 2mm/sec とした。
図 1 は上から下に動く場合で，表示領域の下から 1/4 のところに

実験 3

方向の三角形と●，■の 6 個の図形を横一列に配置し，横

るだけ多くクリックするよう，実験協力者に指示した。図 2 は下

方向の配置を保ったまま縦方向に動かす。上から下に図形を

から上に動く場合で，表示領域の上から 1/4 のところに引かれた

7mm/sec で動かし，図形が画面に現れてからできるだけ早

赤い線を通過した三角形をクリックするよう指示した。

く▲だけをクリックする操作を，図形の配列をランダムに変え

実験 2

て 5 回行う。このとき，表示領域の下端からクリックした位

▼の三角形を多数同時に，上から下または下か

動かし，▲，▼のどちらかを問わず，マウスカー

クリックする。三角形の上にカーソルをおいて

Stimulus - response (S-R) compatibility?

Although the “catching” action has no direction, the motion to catch is
directional because it follows the movement of the target objects

実験 1 と同様に，▲と▼の三角形を 10 個ずつ同時に，

置までの縦方向の距離 (mm) を，このときの「得点」とする。
そのあと，▼だけをクリックする操作を，同様に 5 回行う。
さらに，下から上に図形を動かして同様の操作を行う。この
ときは，表示領域の上端からクリックした位置までの縦方向
の距離 (mm) を得点とする。

Experimental
settings:

は，▼に比べて，有意にクリックしやすい」という結果になっ
た。どちらの移動方向についても「三角形の移動方向と頂点

downward↓
upward↑

の向きが一致しているとき，有意にクリックしやすい」という
結果となった。
実験 2

実験 1 と同様に評価点を定義する。図形が上から下

に移動するときの平均評価点は ‒1.692，下から上に移動す
るときの平均評価点は +0.923 であった。実験 1 と同様の

average score

p-value

-1.385
+1.538

0.016
0.014

Experiment 2
Moving direction

average score

p-value

-1.692
+0.923

0.0002
0.001

下から上のとき " 値は 0.001 で，どちらの移動方向について

も「三角形の移動方向と頂点の向きが一致しているとき，有
意にクリックしやすい」という結果となった。
実験 3

–
評価点を
「
（▲での得点）
（▼での得点）
」と定義する。

図形が上から下に移動するときの平均評価点は ‒101.108
で，実験 1,2 と同様の検定を行うと，" 値が 0.001 で「評

downward↓
upward↑

価点は 0 より小さい」という対立仮説が採択された。また，

図形が下から上に移動するときの平均評価点は 93.046 で，

同様の検定を行うと " 値が 0.006 で「評価点は 0 より大き

い」という対立仮説が採択された。したがって，どちらの移
ているとき，有意に反応が速い」という結果となった。

It is signiﬁcantly easier to catch the objects (triangles)
when the object shape direction and moving direction are identical

各実験の結果と評価を，以下に記す。
実験 1

で，有意水準 5% で対立仮説が採択された。すなわち，
「▲

動方向についても「三角形の移動方向と頂点の向きが一致し

3．実験結果

Screen size: 17cm x 26 cm
Distance between respondents’ eyes and screen: 45cm
Respondents: 10 females and 3 males around 20 years old

Experiment 1
Moving direction

検定を行うと，移動方向が上から下のときの " 値は 0.0002，

図 3 のように，縦 8cm ×横 8cm の表示領域に，4

㎝とした。実験協力者は，20 代の男性 3 名、 引かれた赤い線を通過した三角形を，▲，▼にかかわらずでき

った。

Moving speed: 3mm/sec

The null hypothesis: the score = 0 (no diﬀerence between ▲ and ▼)

マウスカーソルを合わせてクリックする実験を， ㎝×横 6 ㎝の範囲に表示された。三角形の大きさは 1 辺 0.4cm

×横 26 ㎝で，実験協力者の眼から画面まで

Experiment 2
Catching one of ▲s or ▼s as speciﬁed
Each respondent tries twice for each moving direction:
one for catching ▲s and the other for ▼s

実験 1 と同様に，▲と▼の三角形を 10 個ずつ同時に，

た。実験 2 では，移動速度は 3mm/sec とした。これは，

方法で行った。いずれも，パソコンの画面の大

The ▲▼ are equilateral of 0.4cm sides
# of ▲▼ s: 10 for each
Moving speed: 2mm/sec

The score is negative: easier to catch ▼ than ▲
The score is positive: easier to catch ▲ than ▼

動する図形にマウスカーソルを合わせてクリッ

一致しない場合よりも，正確にクリックできる

た。

図 1. 実験 1（上から下に移動）
．

The evaluation score is deﬁned by (# of successful catch of ▲) - (that of ▼)

行った。この実験を通じて，三角形の方向と移

，刺激反応適合性 (Stimulus-response (S-R)

図 1. 実験 1（上から下に移動）
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Experiment 1
▲s and ▼s are moving upward and downward
Catching as many ▲▼s as possible

Results

一致する場合（▼が下方向に移動・▲が上方向

対する反応について，刺激と反応の特性が適合
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Our conventional research –
Improvement of color harmony by “resolution”
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4．おわりに

各実験協力者の「評価点」を，
「（▲のクリックに成

功した数）–（▼のクリックに成功した数）
」と定義する。図
形が上から下に移動するとき，実験協力者間での平均評価

点は ‒1.385 であった。また，帰無仮説を「得点は 0 である」
とし，対立仮説を「得点は 0 より小さい」として，対応の

実験結果から，実験 1 〜 3 のどの条件においても，三角

形の移動方向と頂点の向きが一致しているとき，有意に反応
しやすいことがわかった。したがって，刺激反応適合性の効
果が現れているといえ，逆三角形の視覚的効果は，三角形

が移動しているときは，移動方向に影響されているといえる。

ある片側 ! 検定を行ったところ，" 値は 0.016 で，有意水準

この知見は，音楽ゲームでの符号など，動く図形によるデ

有意にクリックしやすい」という結果になった。また，図形が

ており，VR 環境でのインターフェースデザインにも，この知

Thisザインに応用できる。また，現在は
research is partially
ﬁnancially supported by JSPS KAKENHI Grant Nos. 19K12692 and 22K03202.
VR 装置が急速に普及し

▲に比べて，
5% で対立仮説が採択された。すなわち，
「▼は，
下から上に移動するときは，平均評価点は +1.538 であった。

見の応用が期待できる。

