
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

空間認知におけるサーベイパース
ペクティブとルートパースペクテ
ィブ：空間情報の学習と想起(
Digest_要約 )

杉本, 匡史

杉本, 匡史. 空間認知におけるサーベイパースペクティブとルートパー
スペクティブ：空間情報の学習と想起. 京都大学, 2015, 博士(教育学)

2015-03-23

https://doi.org/10.14989/doctor.k18733

学位規則第9条第2項により要約公開



 

 

 

 

 

 

 

 

学位論文 

 

 

 

 

 

  

空間認知におけるサーベイパースペクティブとルートパースペクティブ：  

空間情報の学習と想起  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本匡史  

2014 年



1 

 

論文要約 

本論文では人間が大規模空間についての情報をどのように学習，記憶し，またそれを表

現しているのかということを，空間情報の表象化と処理に大きくかかわるサーベイパース

ペクティブとルートパースペクティブという 2つの表現様式を軸にして明らかにする。 

第 1 章「序論：大規模空間の認知」では，本研究における重要概念であるサーベイパー

スペクティブとルートパースペクティブに関わる空間認知研究のこれまでの流れについて，

その起点ともいえる認知地図研究から研究史を概観し，大規模空間における人間の空間認

知プロセスについて言及した。それに加えて本論文の全体の目的と，各章の研究の目的を

述べた。 

人間が空間情報を記憶し，認知地図(Tolman, 1948)を構築していることが先行研究によっ

て明らかにされてきた。しかし「地図」というメタファーとは異なり，認知地図には様々

な体系的なエラーが存在している。Tversky (1993)は認知地図が必ずしも環境の持つ豊かな

情報や複雑さを反映できていないと主張し，空間メンタルモデル(spatial mental models)

を提唱している。空間メンタルモデルでは空間情報の表現様式として，サーベイパースペ

クティブ(survey perspective)とルートパースペクティブ(route perspective)の 2 つが定義

されている。サーベイパースペクティブ(例：A は B の東にある) は，鳥瞰的視点位置から

環境を基準とする東西南北の様な絶対的方向を使って位置情報を表現する空間の捉え方で

ある。その一方ルートパースペクティブでは，主体の視点位置から主体を基準とする前後

左右の様な相対的方向で位置情報を表現し，「歩く」や「見える」といった動的な動詞が使

用される。同じ空間情報を表すためにこれら 2 つのパースペクティブの両方を使用できる

が，2つのパースペクティブには表記の点の差(Taylor, & Tversky, 1996)だけでなく，認知

プロセスでの差も存在することが知られている(Brunyé & Taylor, 2008a; Brunyé & Taylor, 

2008b; Fields & Shelton, 2006)。 

人間は視覚を中心とした直接的な知覚情報からだけではなく，文章などの知覚的具体性

のない情報からも空間表象を構築し，その表象から情報を想起することができる(Taylor & 

Tversky, 1992; Zwaan & van Oostendorp, 1995)。さらに構築した表象を用いて，学習時に

は直接言及されていなかった位置関係についても推論を行うことができる(Tversky, 1992)。

また個人内で情報の想起や推論を行うだけではなく，時としてその記憶された情報は他者

に伝達され，情報の受け手のその後の経路探索に用いられる(加藤, 1998)。これらのことか

ら，空間情報の認知に関して，空間情報を学習して表象を構築し，その表象を用いて情報

を想起するという個人内プロセスとしての側面と，自分が記憶している空間情報を言語で

表現し，他者がそれを理解するという，コミュニケーションについての個人間プロセスの

側面が存在すると考えられる。2つのパースペクティブでのこれらのプロセスに関して，「空

間スキル」，「情報の連続性・順序性」，「方略の個人差」，「空間情報に関するコミュニケー

ションを行う際の外的要因」という 4 つの点に基づいて本論文の構成と各章での目的を示

した。 
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第 2章「空間認知と空間スキル」では，2つのパースペクティブに異なった空間スキルが

影響しているという仮説を，個人差に基づく相関関係の分析を通して明らかにした。Fields 

& Shelton (2006)が 2 つのパースペクティブによる空間認知における空間スキルの影響に

ついて検討しているが，刺激の呈示方法が動画によるものであり視覚に大きく依存してい

るため，空間スキルの影響が動画の学習に影響を与えるのか，それとも空間学習に影響を

与えるのかについては明らかになっていない。そのため研究 1 では刺激の呈示に文章を用

い，言語による空間認知に空間スキルが与える影響について検討した。実験の結果，心的

回転スキルとサーベイパースペクティブの関連が示唆された。その一方，ルートパースペ

クティブとパースペクティブ判断スキルの関連は限定的であった。視覚に障害を抱えてい

る場合にはサーベイパースペクティブでの空間認知能力が低下する一方，ルートパースペ

クティブでの空間認知能力は一定のレベルを保つことができることが知られている

(Noordzij, Zuidhoek, Postma, 2006)。このことから，ルートパースペクティブと空間スキ

ルの関連がサーベイパースペクティブの場合に比べて限定的である理由は，空間スキル以

外の要因との関連にあるのではないかと考え，研究 2，3で記述の性質に注目した検討を行

った。 

第 3 章「空間認知と情報の連続性」では，情報の連続性と順序性という観点から 2 つの

パースペクティブにおける空間認知の機能差を明らかにすることを試みた。研究 2 では 4

つのランドマークの位置関係を 3 つの文で学習する課題において，学習時に記述の連続性

を操作し，連続，半連続，非連続という 3 つの条件を設定した。結果として，サーベイパ

ースペクティブ・ルートパースペクティブの両方において学習に必要な時間は，連続性が

低下するのに合わせて長くなった。このことは机上サイズの空間学習における結果(Ehrich 

& Johnson-Laird, 1982; Payne & Baguley, 2006)と異なっており，移動が必要な大規模空

間の認知が，単一の視点から一度に観察できる小規模空間の認知と異なるプロセスである

ことを明らかにした。さらにその学習時間の上昇はルートパースペクティブでより大きか

った。それにより，サーベイパースペクティブによる空間情報の学習が空間全体を一度に

とらえるのに対し，ルートパースペクティブの場合は，実際の移動の様に，直前の情報に

大きく依存することが明らかになった。 

研究 3 では空間情報の想起における順序の影響に注目した検討を行った。空間情報の順

序が空間表象の構築にのみ影響し，いったん構築された空間表象は抽象的なものであるの

か，空間表象にも順序性があり想起時の順序が成績に影響を与えるのかについて検討した。

その結果，サーベイパースペクティブでの想起には順序の影響がほとんど見られなかった

一方，ルートパースペクティブでの想起では，順序が学習時と不一致であった際に成績が

低下した。また 2 つのパースペクティブにおけるこの差は学習と想起の間に遅延課題を設

定して時間を空けた場合には減少した。これによって，ルートパースペクティブによる空

間認知では，ある環境においてランドマークがどのような位置関係であったかだけではな

く，その情報がどのように呈示されたかということも同時に符号化しているといえる。す
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なわち，ルートパースペクティブで構築される空間表象には学習時の順序が影響している

が，サーベイパースペクティブの場合はより抽象的な空間表象が学習直後から構築されて

いることを明らかにした。研究 2と研究 3では，2つのパースペクティブにおける認知プロ

セスがどのように異なっているのかということを，学習する情報の性質から明らかにした 

第 4章「空間認知の個人差」では，2つのパースペクティブに基づく方略使用の個人差と，

それによる空間認知への影響を検討した。研究 1，2，3 で 2 つのパースペクティブによる

空間認知における個人内のプロセスの違いを明らかにしたが，先行研究(Lawton, 1994; 

Lawton & Kallai, 2002; 竹内，1992)によって明らかにされているような空間認知の個人差

については検討していない。多くの実験室研究では 2 つのパースペクティブのどちらで学

習・想起を行うかということについては実験者が一方的に操作を行っている。しかし同一

の学習状況においても個人間で異なった空間認知方略を用いること(Kato & Takeuchi, 

2003)を考えると，2 つのパースペクティブによる空間認知にも個人間で方略の差が存在し

ている可能性がある。 

したがって研究 4では，2つのパースペクティブにおける空間認知の方略差の存在を示す

ことを目的としてサーベイ・ルート方略質問紙を作成し，信頼性と妥当性を検討した。そ

の結果，サーベイ方略とルート方略の 2 つの因子が存在することが明らかになった。関連

する尺度との相関も仮説を支持するものであった。 

また研究 5 ではサーベイ・ルート質問紙を利用して，幅広い年齢・性別における方略の

変化を検討した。その結果，性差の影響として，男性は女性に比べてサーベイ方略が強く，

女性は男性に比べてルート方略が強いことが明らかになった。空間認知能力の性差

(Masters & Sanders, 1993)や年代差(Yamamoto & DeGirolamo, 2012)は明らかになってい

るが，それに一致する方向で実際の空間探索における方略が変化していることを研究 5 で

示し，尺度の妥当性を確認した。 

さらに研究 6ではサーベイ・ルート方略質問紙を用いて，2つのパースペクティブでの空

間認知方略が実際の空間認知をどのように変化させるかを検討した。参加者はあらかじめ

サーベイ方略群とルート方略群に分割され，地図学習およびその想起を行った。地図学習

中の眼球運動や学習後の正誤判断課題には 2 つの群で差が見られなかったが，地図描画課

題ではサーベイ方略群の参加者が建物を道路に比べてより正確に再生した一方，ルート方

略群では建物と道路の再生率に差は見られなかった。研究 6 の結果は，外部から与えられ

る目標 Brunyé & Taylor (2009)とは別に，個人があらかじめ持っている方略の差が空間の

スキーマに影響を与えており，そのスキーマに従って個人が空間表象を構築することを明

らかにした。 

第 5 章「空間情報の表現と理解」では，空間情報に基づくコミュニケーションの過程に

着目し，表現の産出(研究 7)と表現の理解(研究 8)から，空間認知の個人間プロセスに対する

検討を行った。研究 1 から 6 では個人が内的にどのように空間認知を行っているかという

プロセスに注目していたが，日常場面では空間情報は単に内的に処理されるだけではなく，
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それを用いて他者とのコミュニケーションが行われている。研究 7 および研究 8 では，人

間がどのように経路表現を産出し，それを理解しているのかを明らかにすることを目的と

した。 

研究 7 では特定の経路を言語で表現する際に経路の長さ，北の向き，記述の反復回数を

操作し，記述の反復によってサーベイパースペクティブでの表現が増加することを明らか

にした。 

さらに研究 8Aでは，研究 7で実際に参加者が産出した経路表現がどのように理解される

のかという事を検討し，経路表現の理解しやすさに影響する要因を明らかにした。結果と

してルート記述はサーベイ記述よりも，経路が短い場合は経路が長い場合よりも，理解し

やすさが高くなることが示された。また地図の存在が経路表現の理解しやすさを上昇させ

たが，その効果はサーベイ記述でより大きかった。 

研究 8B ではこれらの経路表現がどのように目的地到達を促すのかを検討した。研究 8A

を用いて，理解しやすさを統制した経路表現を参加者に呈示したところ，理解しやすさが

同程度の経路表現は，経路が長い場合も短い場合も，そこにおいて同程度の長さの経路到

達を促した。すなわち，経路表現の理解しやすさは，経路全体をイメージした上でその経

路全体の理解しやすさを評定するのではなく，経路をスタート地点から順に思い浮かべて，

その中でたどることができる距離に基づいて行われていると考えられる。先行研究によっ

て，経路探索課題ではルート記述はサーベイ記述よりも正確な経路探索を促すことが示さ

れている(Denis et al, 1999)。研究 8Aと 8B を合わせて考えると，ルート記述に引き起こさ

れる経路探索成績は，記述の理解しやすさを経由したものであると考えた。 

第 6 章「総合的考察」では研究 1 から研究 8 までの一連の研究を統合し，サーベイパー

スペクティブとルートパースペクティブという 2 つのパースペクティブが異なった空間ス

キルおよび処理プロセスに支えられていることを明らかにした。さらに個人間でこれら 2

つのパースペクティブに基づく方略を異なった頻度で用い，加齢や性差が方略を変化させ，

方略が実際の空間認知に影響することを示した。またこれら空間情報のコミュニケーショ

ンにおいて 2 つのパースペクティブが異なったパターンで使用されていることを示した。

以上の研究をまとめ，個人内での空間認知プロセスと，個人間での空間認知プロセスにお

いて，2つのパースペクティブがどのような要因に影響されているのかをモデル化した。 

また 6 章では 2 つのパースペクティブによる空間認知について今後検討すべき課題を 2

点挙げた。1点目はスマートホンやカーナビなどの電子デバイスを活用する状況における空

間認知特性の解明である。空間探索における電子デバイスの活用については工学的な研究

が多く行われている。しかし GPSを用いることができても直接経験や地図学習よりも空間

探索成績が低下することが知られている(Ishikawa et al, 2008)など，電子デバイスによる

サポートが必ずしもポジティブに働くとは限らない。これらのツールを用いた空間認知と，

地図学習や直接経験との相違点を明らかにすることが必要である。2点目は文化差の問題で

ある。文化間での認知スタイルの差(Masuda & Nisbett, 2001)や，環境構造の差(秦ら，2002)
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があり，空間認知において文化影響を受けるプロセスが存在すると考えられる。外国で感

じるナビゲーションのしづらさ(高井，2004)がこれらの文化差とどのように関係しているの

かを明らかにすることが必要である。 




