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低・高覚醒状態におけるパフォーマンスに及ぼす
　　　　速度見越しの情報量と時間畢因の影響
　　一速度見越しを含む的当て課題を主課題として一
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　　ba11at　target　on　performing　speed　anticipation　as　Main　Task
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　　This　paper　reports　on　the　effects　of　amount　of　information（distance　of　stimu1us　presentation）and　time

factor（speed　of　stimu1us　presentation）on　performance　in1ow　and　high　arousa1state．

　　Subjects　were20ma1e　undergraduate　students，were　random1y　assigned　to1ow　stress　group（N＝10）and

high　stresさξroup（N＝10）．A　dual　task　method　was　emp1oyed，and　Main　Task　was　required　throwing　temis

ba1ls　at　target　whi1e　simu1taneous1y　performing　the　speed　anticipation．Periphera1Task　was　required

discriminating　the1ight　located　in　visua1pεriphery，The　perf6rmance　scores　were　throwing　score　and　abso1ute

timing　errOr．

　　Astress×distance×speed（2×2×2）factoriaIdesignwastoinvestigatedifferencesinarousa1state．A

significant　stress　X　speed　interaction　indicated　that　high　stress　group　was　worst　performance　in　the1ow　speed

condition　on　both　scores．On　abso1ute　timing　error，distance　main　effect　indicated　that　the　performance　in

1ong　condition　was　better　than　in　shor亡condition，　Thq　resu1ts　were　discussed　from　the　difference　of

attentiona1sty1e　between1ow　and　high　arousa1state；acti▽e　distraction　and　passi▽e　distraction、

，覚醒水準とパフォーマンスの間には逆U字関係

がみられ，号れぞれの課題遂行には至通覚醒水準

が存在すると言われている。これはYerkes－Dodson’s

Lawあるいは逆U字仮説として知られ6〕，様々な覚

醒水準の操作により，．単U字関係を検証する実験

カ？行われてきた2〕3〕†㌧その結果，至遭覚醒水準を

左右する要因として，1）ストレッサーに対する

個人差，2）課題の難易度，3）．課題に対する習

熟度などが挙げられてきた。

　課題の難易度が至遭覚醒水準に及ぼす影響は，

課題が単純で容易であるほど至遭覚醒水準は高い
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ところにあり，複雑で困難になるほど低くなると

言われている。そして，課題の難易度はその課題

の持つ情報量，即ち課題遂行に必要な手がかりの

数で表わせるとされている。したがって，逆U字

仮説の説明理論の1つとして利用されるEaster－

brookのcue－uti1izationtheory1〕によれば，課題が

複雑で課題遂行のための手がかりが多い場含は，

注意の幅を広くすることが必要とな一り，そのよう

な注意の状態は低覚醒水準に．よってもたらされる

ことになる。逆に，単純な課麺では課題遂行に必

要な手がかりの数が少ないので，注意の幅が狭く

なった状態，即ち高覚醒状態で高いパフォー÷ン

スを示すということが推論される。
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　実際の運動場面において要求される課題は；継

時的な刺激提示に対する連続的な反応である場合

が多い。したがって，運動場面における課題の複

雑さは，刺激の数だけではなく，刺激提示におけ

る時問要因によっても影響されることが考えられ

、る。しかしながら，従来の研究では，提示刺弊の

数に関心が向けられることが多く，時間的な要因

については，ほとんど触れられていない。そこで，

至遭覚醒水準と課題の難易度を考える場合には，

提示される刺激の鉾乍けではなく1時問要因卓こつ

いても検市牟加之てい≦ψ要があると考えられ・るg，

　山本ら（ユ9弓5）■f）は，、逆U宇仮満ド対して

attentiona1narrowing現象からの説明を試みてい

る。その中で低覚醒状態と高覚醒状態でのパフォ

ーマンス低下の原因を，それぞれ能動的注意散慢

（active　distraction）と受動的注意散漫（pとssive

distraction）によるものとし，その機序を区別し

た。能動的注意散慢とは，．低覚醒状態で複数の課

題遂行が並行して要求される時，学習者が主体的

1…主課題以外の手がかりにも注意を向ける状態で

ある。・この能動的注意散慢によって学習者は，主

課題遂行に必要な手がかりへの注意が減少し，パ

フォニマンスは低下するとした。一方，高覚醒状

態での受動的注意散慢とは，注意の幅が狭くなり，

その注意の方向が外的な要因によって動かされる

ようになり，それによって主課題遂行に必要な手

がかりを利用できず，その結果パフォーマンスが

低下すると考えた。

　このような低・高覚醒状態における学習者の注

意様式の違いから課題の難易度としての提示刺激

の数と時間要因がパフォーマンスに及ぽす影響に

ついて説明できるものと考えられる。

　低覚醒状態での学習者は，主課題以外の課題遂

行に必要な刺激ピ注意が向けられるこどにより，

主課題の提示刷激の数が少ない場合には，相対的

に主諌題遂行のための手がかり利用への妨害の程

度か高くな’り，その結果，主課輝のパフォーマン

スの低下が予想される。また，低覚醒状態では，

能動的注意散慢が生じることから，学習者が注意
の方向をコジドロールしており，時間要因によっ

て影響を受けることは少ないことが予想される。

一方，高覚酸状態では，学習者が主体的に注意の

方向をコヤ／トルでき牟いため・刺激提示の時

問が長いほど，主課題以外の刺激に注意が向けら

れる可能性が高く，その間の提示刺激の数が少な

い場合には，主訣題遂行1；三刷用そさる手がかりが，

さらに隈定されで一く尋’亭とが予想される。即ち，

高覚醒状態においては主課題の刺激数とともに，

刺激提示の時問要因にも影響を受けることが考え

られるのである。

．本研究では，速度見越しを含む的当てを主課題

としたdua1task場面を設定し，見越し刺激の提示

時間と提示距離が低・高覚醒状態におけるパフォ

ーマンスに及ぼす影響を検討するものである。こ

の三とは＝，逆U宇仮説に対す．今注意理論からの説

明ρ有効性を確める三とに、もな．る。．

　方　　法

，1斗・被騨考，，

　男子大学生20午宇無作為に2群に分け，以下の

ような覚酋星水傘の操作に基づき，LowStress群と

High　Stress群を設定した注〕。

　　Low芦tress研：、Positi平fepdback＋、．

　　　　　　　　　、」P・y・ho！ogi・a1昇・…鼻…．

　　HighStress群1nega吹ρfgedbaCk寸．

　　　　　　　　　♀v剛uative弓udipnce＋

　　　　　　　　　VTR

　2．課題及び装置
　（1）Main　Task（主課題）

　速度兄越しを含む的当て弾題である厄Ssは投球

機から投射されたテニスボールをキャ．ツすし，．投

射と同時ド的当ての標的とな一る正面の同少円中少

に向かって点滅移動を始ゆるヲンプの速さを呆埣

し，標的にランプが達したと判断したと同時にボ

ールが標的に当たるように投球することが要求さ

れた。見越しランプ及び標的板はSs正面5mのと

ころに設置され，標的板の同心円は中心より半径

5cm，15cm，’25c血，35cm，一45cmによって構成さ

れている。

　速度見越しに用いられたランプ刺激め提示距鮭

は60cm（12個提示）と85と㎞（18個提示）とした。

ランプ刺激の移動速度は23．35cm／secと12．66cm／

secの2速度とし走；提示早巨離ならびに速度1辛，．Ss

の実験に対する慣れや学習を’防ぐ■ために無作為に

操作され牟。

　本課題で測牢する従属変熱ぽ，見越し諌題にお

いては見越しラシプか標的に到達する標準蒔間か

らρ絶対誤差時間（abso1ute　timing　error）・1と・し

た。的当て課題の得点’（throwingscore§）’’1よ，’中
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心円に当たった場合を5点とし，以下4，3，2，1点と

なっており，的から外れた場合は0点とした。な

お，absolutetimingerrorについては，KRは与
えなかった。

　（2）Periphera1Task（周辺課題）及び

　　Irre1evant　Task（無関係課題）

　上述のMainTaskの他に，以下のような2つの

課題遂行が要求された。これらによってdua1task

場面が設定された。これらの課題は，低・高覚醒

状態における学習者の注意様式の違いを生じさせ

るための実験条件として本研究では位置づけられ
る。

　Periphera1TaskはMain　Taskの遂行中に提示

される光刺激の位置弁別課題である。的当ての標

的とSsを結ぷ線より左右20すつの方向で，見越し

ランプの延長線上との交点にパネルを1台ずつ設

置した。このパネルには，それぞれ時計の文字板

の位置（中心角3ぴ）に12個のランプが埋められて

いた。Ssは，計24個の周辺ランプのうち1個が点

灯（提示時問200msec）するのに対し，その位置

をできるだけ速く言語反応することを求められた

（例えば，「5時，右」）。なお，周辺ランプは見越

しランプが点滅移動している間に無作為に提示さ

れた。

　Irre1evant　Taskとしては，MainTask遂行中に，

電子音による音楽刺激をヘッドホーンにより65dB

で提示した。この課題は実験終了後，提示された

刺激の内容について記憶再生を求めるものである。

なお，課題説明の教示において，テスト試行終了

後に聴覚刺激に関する質問が行われることをSsに

は知らせなかった。

　MainTaskの見越し刺激提示の距離（ランプ提

示の数）及び時間要因から，Fig．1に示すような4

つの実験条件が設定されることになる。これらの

　　　　　　　　　　　　　　13個0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝸91　　　　　　　　　　　1

1
1
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4条件が，各群（Low，High群）のSsに対して，

無作為に9試行ずつ提示された。

　結　　果

　結果の分析にあたっては，MainTaskである見

越し刺激の提示の距離（Long，Short）と提示の速

さ（High　Speed，Low　Speed）の2条件について，

Low　Stress群とHigh　Stress群との比較を3要因

計画（2×2×2）として行った。

　Tab1e1は，LowStress群とHighStress群にお

ける的当て得点の平均値と標準偏差について，見

越し刺激の提示の距離と速さとの比較の上から示

したものである。3要因分散分析の結果，Tab1e2

に示すように，ストレス操作と提示の速さとの間に

有意な交互作用が認められた（F（1，72）＝4．19，

p＜．05）。この結果を図示したものがFig．2である。

　Table1．Mean　and　standard　deviation　of

　　　　　　throwing　scores

L0H　　Stres昌　　　　　　　　　　H1gh　　Stress

Lon口　　Short　　Long　　Short

　　　　　”　　　　　　29．90　　　　　　29．20　　　　　　30．20　　　　　　30．10
H1gh　Speed
　　　　　S　D　　　　　　2，42　　　　　　3，16　　　　　　4，73　　　　　　2．＝…8

　　　　　両　　　　　　30．70　　　　　　29．O0　　　　　　27．50　　　　　　26．80

Lo阯　Speed
　　　　　S　D　　　　　3，40　　　　　3，16　　　　　3，54　　　　　5．33

Table2，Ana1ysis　of▽ariance　for　throwing　scores

V8r1abL目s SS　　　df　　　蜆S　　F－r8t1o

St　rees

D1StanOe

Speed

＾　茸8

＾x　C

8x　C

＾x目x　C

ErrOF

（＾）

（B〕

｛C）

22．02

12．74

36，45

3．23

54，45

3，23

0．22

935，20

22．02

12．74

36，45

3．23

54，45

3，23

0．22

12．99

1，70

0，98

2，81

0．25

　＊4，19

0，25

0．02

TotaL　　　　　　　　　　　　　　　l067．54　　　　　79

　　　　＊P〈．05

．　A　．　呂

2691

｝「＿」1
　　　　＾：畠timu」u5pre5目［t目tion　tim目

　　　B：目ntioip日tiontime

　　　　　　（m明o〕
　　　　1　：Short－Hi宮h　Sp目6d

　　　lI　l　Lon目一ト1i厘h　Sp86d

　　　lll：Short－Low　Spg6d
1日521　　　　　1V：Lon直一Low　Sp6目d

Fig1．Experimenta1
　　　condition　　　　　w

51201

5441
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Table3． Mean　and　standard　deviation　ofabso1ute

timing　errOrS

L0H　　Str8ss　　　　　　　　　　　　　　H1gh　　Stress

Long　　　　　　　　Short　　　　　　　　Long　　　　　　　　Short

、

、

、
、

　　　　　”
H19h　Speed
　　　　　S　D

871．99　　　　　　1352．75　　　　　　　746．62　　　　　　1164．94

581．92　　　　　　851－96　　　　　　378．04　　　　　　卑85．56

、

、

、▲
L㎝Speed

m　　　　　l098．16　　　　　　1531．11　　　　　　1738．57　　　　　　2378．58

S　D　　　　543．17　　　　　851．96　　　　　695．16　　　　1302．58

Tab1e4．　Ana1ysis　of　variance　for　abso1ute

　　　　timing　errOrS

　　　Low　Stress　　　　　　　High　Stress

Fig2．Mean　throwing　scores　as　a　fmction

　　　of　stress　and　speed

（1■・e・）

o　l．O

山
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．F
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○
岬

く

Va「1目bLes

●■一I■●　High　Speed

SS　　　　df　　　　問S　　　F－r8t1o

St　ress

，D1StanCe

Speed

＾x日
＾X　C

目X　C

＾x8x　C

Error

（＾〕

（日）

（C〕

17～4910．00　　　　　1

4861280．O0　　　　　　1

8516050．00　　　　　1

　25904．O0　　　　　　1

4054530－O0　　　　　1

　37552．O0　　　　　1

　91136100　　　　　　1

39817700I00　　　　　72

17～4910．O0

4861280．O0

8516050．00

25904．O0

4054530．O0

37552．00

91136．00

553023■00

3．12
　＊＊8．79
　＊＊1514口

O．05
　＊＊7，39

0，07

0．16

Tot昌L 59129000・O0　　　　　79

　　　　　　Low　Stress　　　　　　　High　Stress

Fig3．Mean　adso1ute　timing　errors　as　a　f㎜ction

　　　of　stress　and　speed

　Tab1e3は，LowStress群とHighStress群にお

ける見越しの絶対誤差時間の平均値と標準偏差に

ついて，見越し刺激の提示の距離と速さとの比較

の上から示したものである。3要因分散分析の結

果，Tab1e4に示すように，提示の距離の主効果（F（1，

72）＝8．79，　p＜101），提示の速さの主効果（F（1，

72）；15．40，p＜．01），ストレス操作と速さとの交

互作用（F（1，72）＝7．33，p＜．01）がそれぞれ有意で

あった。これらの結果を図示したものがFig．3であ

る。ただし，見越しの絶対誤差時間については逆

数で表わしてある。

　考　　察

　見越し刺激の提示距離が課題遂行に必要な情報

量の差異を規定するとし，また見越し刺激の提示

の速さを学習者の課題遂行に及ぼす時間要因と．考

えることによって，覚醒と注意のnarrOWing現象と

の関連について，さらに検討を試みることになる。

ここでは便宜的に注意の様式が能動的注意散慢で

あると考えられる低覚醒状態（LowStress群）・と

受動的注意散慢であると考えられる高覚醒状態

　　　　　　　　　　　　＊＊　P〈一01

（High　Stress群）とに区別して考察を進めていく

ことにする。

　まず，Fig．2，3に示すように，ストレス操作と

提示の速さとの間に，的当て課題，見越し課題と

もに有意な交互作用が認められるが，低覚醒状態

では，両課題に提示の速さに関する条件間でかな

り近似した値が認められた。このことより，低覚

醒状態では，見越し刺激の提示の速さによる違い

が，的当て及ぴ見越し課題のパフォーマンスに影

響を及ぼさなかったことがわかる。また，見越し

課題において見越し刺激の提示距離に有意な主効

果が認められたことは，提示距離が長い方が見越

しは正確になり，短い方が見越しの絶対誤差時間

が大きくなることを示している。これらの結果を

課題遂行に必要な情報量と時問要因の2要因から

考えるならば，低覚醒状態の見越し課題における

パフォーマンスは情報量にのみ影響を受け，時間

要因の影響は受けないことが考えられる。また，

的当て課題については見越し課題の情報量，時間

要因いずれの影響も受けていないことが示される。

そこで，低覚醒状態における注意様式を能動的注

意散慢とする山本らの報告に従うならば，以下の

ような考察が可能となる。即ち，低覚醒状態での

能動的注意散慢とは，学習者の注意の幅が広く，

その方向は学習者の意図によって主体的にコント



一35一

ロールされた状態である。本実験のSsは，Main

Taskである的当て課題と見越し課題以外にも

Periphera1Taskとしての周辺ランプの弁別反応課

題が要求されていた。そして低覚塑状態では，

Periphera1Taskに対してかなり正確に反応してい

るが，Main　Taskのパフォーマンスは低いことが

山本らの報告で既に明らかにされている。このこ

とから，低覚醒状態では見越しに必要な刺激とと

もに，Periphera1Task遂行に必要な刺激にも積極

的に注意が向けられていると考えた。そして，Main

Taskのパフォーマンスの低下は，このような

Periphera1Taskの情報にも注意が向けられたこと

によって，MainTask遂行に必要な情報の取り入

れに対して妨害的に働いたものと考えた。

　そこで上述のような観点から，見越し課題にお

けるLowStress群の刺激提示の距離（数）による

条件問（Long，Short）での差異を注意のnarrowing

現象から説明することができる。本実験でのPeri－

phe÷a1Task遂行に必要な情報量は一定であること

から，Main　Taskに対する情報量が減少した場合

（Short条件），そこでのパフォーマンスは，Long

条件よりも周辺への注意の拡散によってもたらさ

れる妨害的な影響が相対的に大きくなろことが予

想される。

　次に，高覚醒状態について検討してみることに

する。Fig．2，3に示したように，ストレス操作と

提示の速さとの間に，的当て課題，見越し課題と

もに有意な交互作用が認められ，特に高覚醒状態

において見越し刺激の提示の速さが遅い場合に低

いパフォーマンスを示した。また，見越し刺激の

提示距離にも有意な主効果が認められたことは，

課題遂行のための見越し刺激の提示距離が短い場

合はパフォーマンスが低下することを示している。

これらの給果から，高覚醒状態での見越し課題に

おけるパフォーマンスは，課題遂行のための情報

量とともに，課題遂行に及ぽす時間要因の影響も

受けていることがわかる。また，的当て課題につ

いては，課題遂行に及ぽす時間要因にのみ影響を

受けているようである。

　高覚醒状態は学習者の注意の幅が狭く，その方

向は学習者自身の意図によってコントロールされ

ず，外的な要因によって動かされている受動的注

意散慢の状態であると考えられる。

　このような注意様式から，時問要因に関する条

件間（HighSPeed，LowSpeed）での差異を説明

することができる。つまり，高覚醒状態では課題

遂行に要する時間が長くなることによって，学習

者の受動的注意散慢は促進され，妨害的な刺激に

注意が向けられる時間が長くなることからパフォ

ーマンスの低下を導くと考えられる。こうした影

響は，本実験課題遂行中，常に提示され安定した

情報源とも言える．的当て課題のパフォーマンスに

おいても同様にみられた。このことについても，

課題遂行に要する時間が長くなることによって，

的当て課題遂行に妨害的な刺激に注意が向けられ

る時間が長くなることによるものと考えられる。

しかしながら，的当て課題は見越し課題と異なつ，

結果のフィードバックがある課題であることから，

課題遂行に要する時間要因はこのフィードバック

系に影響するものとも考えられる。

　また，見越し刺激の提示距離が短い場合には，

ほとんど注意が向けられないまま課題を遂行せね

ばならず，より不十分な情報しか取り入れられな

かったためパフォーマンスは低下したと考えられ

る。これは，見越し刺激の提示数の主効果が有意

に認められたことから示される。

　学習者の課題遂行過程の時間要因に関するこれ

までの討議に対して，本実験で用いた見越し課題

の特性からくる隈界について補足しなければなら

ない。つまり，見越し課題は，見越しのための刺

激提示局面と刺激の提示が全くない，いわゆる「見

越し」ている局面の2局面から成り立っている。1

そして，見越し刺激の提示開始地点と見越しのタ

イミング点との距離が一定であることから，見越

し刺激ρ提示距離と提示の速さによって「見越し」

てい．る時間は規定されてくる。したがって，本実

験では，見越し刺激の提示の速さが遅ければ「見

越す」時間，即ち課題遂行に必要な刺激が全く提

示されていない時間が長くなるのである。高覚醒

状態で，課題遂行における時間要因の影響が大で

あったことは，このような2つの局面の時間要因

が影響していると考えねばならない。高覚醒状態

では課題遂行に必要な刺激以外の刺激にも受動的

に注意が向けられるとするならば，「見越し」てい

る時問，即ち課題遂行に必要な刺激が全く提示さ

れていない局面の時間の方が，より活発に受動的

注意散慢がなされるのかもしれない。しかしなが

ら，見越し課題を実験課題とした今回の実験では

先ほど述べた見越し課題の特性から，刺激提示中

の時問によるものか，刺激が提示されていない時
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間による影響なのかは明らかにならなかった。

　以上，低覚醒状態では注意の方向を主体的にコ

ントロールしているため，見越し刺激の提示距離，

即ち課題遂行に必要な情報量にのみ影響を受ける

ようである。また，高覚醒状態では受動的に課題

以外の刺激にも注意が向けられるため，課題遂行

に必要な情報量とともに，見越し刺激の提示の速

さ，即ち課題遂行に及ぼす時間要因にも影響を受

けることが明らかになった。従来，至遭覚醒水準

を左右する一つの要因として課題に対する難易度

が取り上げられ，主に課題の情報量に注目してき

た。しかしながら，本研究結果より，学習者の課

題遂行に及ぽす時間要因も加味した，いわゆる「学

習の難易度」といった立場からも今後検討してい

く必要があると思われる。

注）本研究で用いた資料は，先に報告した山本ら（ユ985）

　　の研究のものであり，新たな観点から分析・検討

　　が加えられた。覚醒水準の操作に関しては，3水

　　準が設定されていた。Main　Taskのパフォーマン

　　スに関する逆U字現象の成立については，すでに

　　報告しており，また，ここでは低・高覚醒状態で

　　の注意散慢の差を検討することから，Midd1e

　　Stress群の結果については，分析の対象としなかっ

た。
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