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推薦論文●WISS

注視していないことを利用した

ポインティング高速化手法とその評価

山中 祥太　栗原 一貴　宮下 芳明

視線計測技術の精度は年々向上しているものの，ユーザが操作したいと考えて注視している画面内のオブジェクトを

視線情報のみから特定することは困難であると言われている．一方で，注視していない範囲は容易に特定できるた

め，この領域を適切に利用することで新たなインタラクションが可能になると考えた．本論文では，注視していない

領域においてカーソルの移動速度を上昇させ，ポインティングを高速化する手法を提案する．評価実験では，PC 操

作において日常的に行われるアイコンクリックを想定したタスクを行い，選択時間とエラー率を計測した．実験に用

いたカーソル速度は，OS の標準速度，OS の最高速度，提案手法の 3 種類である．実験の結果，提案手法は標準速

度より選択時間が短縮され，かつエラー率は上昇しないことから有効性を示した．

In a general GUI environment, it is difficult to detect an object that a user wants to look at. However,

detecting objects within the non-gaze area is easy, and using this region enables us to perform a new in-

teraction. In this paper, we propose a fast target-pointing technique using the non-gaze area. The cursor

speeds up in the non-gaze area for fast pointing and slows down to normal speed near the gaze point for

fine-grained pointing. In a square-clicking experiment, we compared the selection time and the error rate at

three cursor speed settings: the default and the maximum speed settings of the OS, and the speed setting in

our technique. Our technique reduces selection time while maintaining about the same error rate compared

to default speed, thereby illustrating the effectiveness of our proposed method.

1 はじめに

マウスカーソルは現在 PC で広く利用されている

ポインティングインタフェースであり，Fitts’ Law [5]
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に代表されるポインティング速度や精度に関する研究

は今もなお盛んである．それらの研究のうち，ソフト

ウェアのみによる操作支援は以前から多くなされてい

るが（ [6]など），近年では視線計測技術を利用したポ

インティング支援手法も開発されている（ [19]など）．

従来から肢体不自由者を対象として，ポインティン

グ操作を視線のみで行うシステムが開発されてきた．

その一方で，マウスなどのポインティングデバイスを

利用可能なユーザを対象に，視線情報を利用すること

でポインティング時間の短縮を図る手法も提案されて

いる．ただし，人間の目は固視微動（1点に注目して

いるつもりでも，眼球が常に微細に動く現象）をして

いるため，たとえ視線計測器の計測精度が向上したと

しても，一般的な GUI上のターゲット（選択したい

アイコンやボタンなどのオブジェクト）を視線情報の

みから特定するのは困難である [19]．

これとは逆に，画面上の特定のオブジェクトを注視

していないことは容易に判定できる．視線計測器の最
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図 1 提案手法の概要．注視可能性のある領域の外側は，

「確実に注視していない領域」であり，そこにカーソルが含

まれていれば高速化する．

大誤差は保証されており，さらに先行研究によって固

視微動の上限値も判明しているため，検出された注視

点の座標からこれらの誤差を合計した距離以上離れ

ている位置は確実に注視していないといえるからで

ある．

そこで本論文では，視線計測器を「確実に注視して

いない領域」の特定に用いて，図 1 のようにマウス

カーソルを注視していない場合にのみ高速化させる

手法を提案する．これにより，カーソルを長距離移動

させる際の操作時間を短縮するとともに，注視点付近

では微細な操作を可能にし，高速化と操作精度の両立

を図る．

以下では，2章で視線計測技術の概要と測定精度の

限界について述べ，3章で提案手法を説明する．次に

4章で先行研究と提案手法の関係性について述べ，5

章で具体的なシステムの実装を説明する．その後に 6

章で評価実験について報告し，最後に 7 章で本研究

のまとめと今後の課題を述べる．

2 視線計測技術の限界

本章では，視線計測技術について概説し，具体的

な計測誤差について述べる．それを基に，一般的な

GUI環境においてはユーザが注視したいオブジェク

トを特定することが困難である理由を説明する．

2. 1 視線計測技術の分類

視線を計測する手法は，角膜反射法，強膜トラッ

カー法，EOG法，サーチコイル法の 4種類に大別さ

れる．それぞれに長所・短所があるが，強膜トラッ

カー法は頭部の固定，EOG法は皮膚への電極貼り付

け（位置に関するノウハウを要する），サーチコイル

法は専用コンタクトレンズの装着が必要であり，日

常的な PC 操作時に利用し続けることを考慮すると

ハードルが高いといえよう．角膜反射法には頭部装着

型と卓上型があり，後者は机上にアイトラッカーを設

置するだけで頭部を固定する必要がないことから簡

易に利用できる．そのうえ，性能が優れたものでは視

角 0.5度の高精度で視線を検出できる（以上の分類，

性質については文献 [12]が詳しい）．

本論文の評価実験では，視線計測器に Tobii Tech-

nology社製 Tobii X60を使用している．これは角膜

反射法・卓上型であり，ユーザは使用前に 20秒程度

のキャリブレーションを行う．機器は 60Hzで動作し，

計測精度（誤差の最大値）は視角 0.5度である．次節

ではこのデータを基にディスプレイ上での注視点の誤

差を算出する．

2. 2 視線計測器の計測誤差

目からディスプレイまでの距離を l，視線計測器の

計測精度を視角 θとすると，ディスプレイ上での計測

誤差は最大 l × tan θ となる．これを本論文の評価実

験環境 (目からディスプレイまでの距離 65cm，ディ

スプレイサイズ 27インチ，ディスプレイ解像度 1920

× 1200ピクセル)に当てはめると，計算誤差は約 18

図 2 計測精度によるディスプレイ上の誤差範囲．×印の

交点がユーザが見たい位置．
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図 3 固視微動によるディスプレイ上の誤差範囲．×印の

交点がユーザが見たい位置．

ピクセルになる（図 2）．また，固視微動は最大で瞬

間角速度 1度に達するランダムな運動であることがわ

かっている [21]．これはTobii X60で検出できる 1/60

秒あたりに換算すると最大約 0.017度であり，上記の

実験条件では約 1ピクセルになる（図 3）．したがっ

て，視線計測器によって得られる情報は，検出された

座標から半径約 19ピクセル以内のどこかをユーザが

注視している，ということのみである．

2. 3 注視したいオブジェクトを特定することの困

難さ

前節の半径 19ピクセルという値は 1/60秒あたり

の計測誤差であるが，ユーザが特定のオブジェクトを

注視していることを判定するには，注視点が一定時

間オブジェクト上に停留していることを基準にする

ため，合計の誤差はより大きくなる．この制約を考慮

すると，一般的な GUI 環境において最大誤差 19ピ

クセルというのは十分な精度とはいえないと考えら

れる．図 4はWindows7のウィンドウを拡大したも

のであるが，たとえばユーザが最大化ボタンの中心

を注視しているつもりでも，システムからはその右

図 4 Windows7 のウィンドウの拡大図

側にある閉じるボタンを注視していると判定される

危険がある．そのため，既存研究において「一定時間

注視したボタンをクリックする」に類するシステムで

は，大きなボタンを配置することで選択ミスを防ぐよ

う試みられている．たとえば文献 [11] では横 100 ×

縦 50ピクセルのメニューが 40ピクセル間隔で配置

されており，計測誤差を吸収できるように設定されて

いる（ [11]の実験環境では 50ピクセルが視角 1.4度

に相当する）．このように，計測精度と固視微動の問

題を回避するためにはオブジェクトのサイズを大きく

しなければならず，一般的な GUI環境ではユーザが

操作したいオブジェクトを特定するのは困難である．

3 提案手法

ユーザが注目している画面内の位置，すなわち注視

点を計測することによるターゲットの特定が困難であ

ることは第 2 章で述べた．これに対し，注視してい

ない領域（以下，注視外領域と呼ぶ）は比較的容易に

判別可能であるといえる．第 2章 2節で求めた合計

誤差の 19ピクセルは視線計測器の計測誤差や固視微

動の最大値で計算したものであるため，検出された座

標から 20ピクセル以上離れていればユーザは確実に

注視していないと判別できる．

本論文では，この注視外領域においてカーソル移動

を高速化させる手法を提案する．ユーザは画面内の

ターゲットをポインティングする際に，その位置を見

てからカーソルを動かすことが多いことが知られて

いる [20]．これを活用し，カーソルから離れた位置に

あるターゲットを注視しているときに，そこへ向かう

カーソルを高速化し，かつターゲット付近では通常時

の速度に戻すことで詳細なポインティングを可能に

する．

カーソルを注視点付近へジャンプさせることで高速

化する手法 [19] [20]も存在するが，現実的な作業にお

いては必ずしもターゲットを注視しているとは限らな

いため，不都合が生じることがある．たとえばカーソ

ルが画面端にあるとき，それ以上外側に向かってマウ

スを動かしてもカーソルは移動しないため，画面端

のオブジェクトは実質的に無限の大きさを持っている
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といえる．ゆえに，最大化されたウィンドウの右上に

ある「閉じるボタン」や，WindowsOSの左下にある

「スタートボタン」，画面右端のスクロールバーなど

といったオブジェクトは容易にポインティング可能で

あり，特に注視せずとも操作が可能である．文献 [19]

[20]の手法では，これらを注視外領域で操作したいと

きにも注視点付近にカーソルがジャンプして操作が

妨げられたり，この問題を回避するために注視点付近

へジャンプさせる機能のON/OFFを必要なタイミン

グで明示的に切り替える必要がある．一方で本提案

手法では，注視外領域でもカーソル移動は問題なく

行える．移動が高速化されているために微細な操作

ができない懸念はあるものの，画面端のオブジェクト

が無限大の大きさを持っている性質上，微細な操作は

必要とされないため大きな問題は生じないと考えら

れる．また，画面端以外の位置で微細に操作したいオ

ブジェクトがあれば，自然と視線がそこへ移動するた

め，ターゲット付近に差し掛かったカーソルは自然と

細かい制御が可能になる，という設計である．

4 関連研究

本論文では視線計測器を用いたカーソル移動の高

速化を提案しているが，特殊な機器を用いずにポイ

ンティング速度を向上させる手法も多く研究されて

いる．Kobayashi らの Ninja Cursors [9] は，複数の

カーソルを表示して同時に移動させ，ターゲットに近

いカーソルで選択操作をすることで移動距離を短縮

させる手法である．アイコンの領域に侵入可能なカー

ソルを一度に 1 つに限定し，他のカーソルはアイコ

ン付近で待機させることで，複数のターゲットを同時

に選択してしまう問題に対処している．この待機問題

を解決するために，Ninja Cursorsに視線計測器を導

入する手法が複数提案されている [4] [13]．視点に最も

近いカーソルをアクティブにすることで，カーソルが

待機する必要がなくなり，より高速な選択が可能にな

る．Asano らの Delphian Desktop [1] は，カーソル

移動時のピーク速度からターゲットまでの距離を予測

し，カーソルをジャンプさせる手法である．これとは

逆に，カーソルの移動方向からターゲットを推定して

カーソル付近まで引き寄せる Drag-and-Pop [2] があ

る．Delphian Desktopと Drag-and-Popも視線計測

技術と併用することでさらなる精度向上が期待でき

る．すなわち，ターゲットの推定や距離の予測をカー

ソルの動きから求めるだけでなく，ユーザが見ている

位置まで考慮することでより正確な推定ができると

考えられる．

視線のみでポインティングを行う手法も提案され

ている．Sibert らの実験では，従来のマウス操作よ

りも高速にターゲットを選択することが可能である

との結果が出ている [14]．2.3インチ間隔に並んだ直

径 1.12インチの円を選択するタスクにおいて，視線

を用いて 0.15秒間注視する選択手法の方がマウスク

リックよりも高速であることが確認されている．しか

し実際の GUI環境ではターゲットが隣接するなど密

に並んだ状況も多く，視線のみでの高速な選択は困難

な状況も生じうると考えられる．また久野らは，肢体

不自由者を対象として，ターゲットを一定時間注視し

続けることでポインティングと確定操作を行う手法

を提案している [7]．これは視線以外での操作を一切

行わない条件下での操作手法であり，マウス操作との

併用を考慮してはいない．また，視線のみでのポイン

ティングは，意図的な視線移動とそれ以外との判別が

困難である (Midas touch problemと呼ばれる [8])こ

とから，一般的な GUI環境ではかえって操作効率が

悪くなる可能性がある．

視線とマウスを切り替えてポインティングを行う手

法に，Zhai らの MAGIC [20] がある．マウスによっ

てカーソルを移動させた時点で，視点から一定距離

にカーソルをジャンプさせ，そこからターゲットまで

はマウス操作によって移動させる方法である．大和ら

の提案するターゲット選択手法 [19] も MAGIC と同

様に，注視点にカーソルを移動させ，最後のターゲッ

ト選択はマウスで行うものである．これらの手法は，

長距離の移動は高速な視線で行い，微細な移動が求

められるターゲット付近ではマウス操作でポインティ

ングを行うことで，高速化と高精度化の両方を実現し

ている．大和らの手法は，ターゲットの選択面積を拡

大することでポインティング時間をさらに短縮してい

る．ただし，たとえばスクロールバーを何度も操作し

ながらコンテンツをブラウジングする場面などでは，
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マウスを動かす度にカーソルが注視点にジャンプして

しまい操作が破綻すると考えられる．これを回避する

ためには，視線情報を利用するか否かを明示的に切り

替えることが必要になり，日常的な作業時の負担は増

大してしまうと考えられる．これに対し本論文の提案

手法では，注視点から離れた位置ではカーソルが OS

の設定可能範囲内で高速化するのみであり，操作が破

綻するには至らないと考えられる．

カーソルの選択可能範囲を拡大することで操作時

間を短縮する手法に，Grossmanらの Bubble Cursor

[6]がある．ポインティングを一点ではなく円形にす

ることで，カーソルの移動距離を短縮している．ただ

し，ターゲットが密に配置されると通常のカーソルよ

りも操作時間が増大してしまうことが判明している

[10] ことから，実用上の問題は残されている．また，

アイコンやボタンなどの特定の形状・サイズを持った

ターゲットのポインティングを対象としており，長文

から任意の文字列を選択するといった操作には適用が

困難である．

ターゲットから離れているほどカーソルを高速化

するシステムに Blanchらの Semantic Pointing [3]が

ある．また，カーソルがターゲットに重なっている

ときには低速化することで相対的にターゲットを大

きくする Sticky Icons [18]がある．Sticky Iconsは実

際にカーソル速度を低減させる手法だが，築谷らの

Birdlime Icon [17]はこれと同様の効果をアイコンの

形状変化のみで実現している．本論文の提案手法は

Semantic Pointingにおけるターゲットの特定を視線

計測によって行ったものといえる．ただし，これら 3

つの手法も Bubble Cursorと同様に適用可能なター

ゲットが限定的である．

ポインティング以外の GUI操作に視線を活用する

例として，高木はドローツール使用時に図形の配置を

自動で揃えるシステムを開発している [15]．図形の揃

えたい辺上のうち，目標図形に近い頂点付近を他の領

域より有意に長時間注視する性質から，ユーザの操作

意図を推定して自動化するものである．また同じく高

木は，日本語対訳のついた英文を読む際の視線の動き

から，ユーザが英文を滑らかに読んでいるのか，ある

いは英単語を探索しているのかなどの意図を判定可

能であるとしている [16]．さらに，ユーザの英語力ま

で推定可能であるとしており，語彙力や文章の読み込

み状況に応じた翻訳支援が可能であるとしている．

5 実装

視線計測には Tobii Technology 社製 Tobii X60

Eye Tracker（計測精度 0.5度）を使用し，60Hzで注

視点を計測する．カーソルの速度は Hot Soup Pro-

cessor 3.3 及びWin32API により，Windows7 のコ

ントロールパネルにおける「ポインターの速度を選択

する」の設定値をマウス操作中に動的に変更するこ

とで実現する．Windows7ではカーソルの速度が 1～

20の整数値で設定され，デフォルトでは 10である．

本システムは，注視点とカーソルの座標に応じて速度

speedを次式で決定する．

speed = leye cursor/(lmax/stages) + speedmin(1)

ここで leye cursor は現在の注視点とカーソルの距離，

lmaxは注視点とカーソルの距離がとりうる最大値（つ

まりディスプレイの対角線の長さ），stages はカー

ソル速度が変化する段階数，speedmin はカーソルの

最低速度である．本論文の評価実験では speedmin を

OSの標準速度である 10に設定し，最大値は 20に設

定した．すなわち stages は 11 となる．なお，ここ

での距離の単位はピクセルで計算されるため，小数点

以下の値は最終的に切り捨てられる．本論文の評価実

験で用いた 1920× 1200ピクセルのディスプレイの

図 5 注視点が画面左上隅にある場合の，カーソル位置に

応じた速度のマップ（10～20 の範囲で変化）
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場合，例として注視点が画面左上の座標 (0, 0) にあ

るときには，カーソルの位置によって図 5 のように

速度が決定する．式 (1)における (lmax/stages)の値

は，図 5 においてカーソル速度が変わる距離の閾値

である 205 となる．これは注視外領域を特定可能な

20ピクセルを大幅に上回っていることから，カーソ

ル移動を高速化するのは注視外領域であることが十

分に保証される．

6 評価実験

本章では，タイル状に配置された矩形を順次クリッ

クしていくタスクによって，提案手法の有効性を検証

する．これはデスクトップアイコンをカーソルで選択

する操作を模したものであり，PC操作において日常

的に行う作業であることから，既存研究で伝統的に行

われてきたポインティングタスクである．以下に詳細

を記す．

6. 1 タスク

図 6のように隣接した灰色の矩形の中から，1つだ

け赤色になったターゲットをクリックしていく．矩形

の個数は，1920 × 1200 ピクセルのディスプレイを

使用してWindows7のデスクトップに中サイズのア

イコンを敷き詰めた場合と同じ 12行 19列の 228個

である．ただし，第 2 章 2 節に述べたように，画面

端に置かれた矩形が無限の大きさを持ってしまうこと

を防ぐため，画面の左右端に 48ピクセルずつ，上下

に 24ピクセルずつの隙間を設けた．矩形 1個のサイ

ズは外周 1 ピクセルの境界線を含めて縦 96 ×横 96

図 6 タスク開始時の画面と拡大図（数値の単位はピクセ

ル）．ターゲットのみ赤色で他は灰色．

ピクセルとした（実測で一辺約 29mm）．

実験開始時には画面左上の矩形がターゲットとな

り，カーソルはその中心に置かれる．被験者がこの

矩形をクリックした時点から操作時間の計測を開始

する．以降，ターゲットをクリックする度に次のター

ゲットが決定されて赤色になり，最初の 1 個を除く

30個のターゲットをクリックした時点で 1回の試行

が完了となる．選択エラーは，ターゲット以外の領域

をクリックした場合にカウントされる．

なお，提案手法では注視点からの距離が長いほど

カーソルが高速化されるため，次のターゲットの出現

位置によって有効性が変化する可能性がある．そこ

で，ターゲットまでの距離による提案手法の有効性を

検証するために，連続する 2つのターゲットの中心距

離が，ディスプレイの横幅を 100%としたとき 10%区

切りの範囲内で各 3回ずつ，1試行で合計 30回出現

するようにし，この制約内でランダムな位置になるよ

う設定した．10%区切りというのは，厳密にはディス

プレイ横幅に対するターゲット距離の割合を lpercent

として次の範囲である．

n× 10 ≤ lpercent < (n+ 1)× 10 (n = 0, 1, · · · , 9)
ただし，同一の矩形が連続してターゲットに選出され

ることはない．

6. 2 カーソル速度

本実験では以下のように，OSの標準速度をベース

ラインとし，単純に高速化した場合と提案手法の 3種

類でタスクを試行する．

速度 10 常に OSの標準速度

速度 20 常に OSの最高速度

提案手法 速度 10～20の変速

Control-Display比は 10/speedで決定される．使用

したマウスはBUFFALO社製BSMOU05M(1000dpi)

であり，すなわち実距離でマウスを 1 インチ動かす

と，カーソルは画面内で 1000 × speed/10 ピクセル

移動する．また，「ポインターの精度を高める †1」の
チェックを ONにしている．

†1 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/

hardware/gg463319.aspx（2013 年 1 月 8 日閲覧）
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6. 3 実験方法

ディスプレイは DELL社製 2707WFP（27インチ，

1920 × 1200 ピクセル）を用いた．実験前に被験者

にはマウスパッドの位置や椅子の高さを調整させ，姿

勢を正した状態でディスプレイ全体が視認できること

を確認した．顔とディスプレイの距離は約 65cm，目

と視線計測器の距離は約 45cmである．実験時の被験

者と機器の配置を図 7に示す．

被験者は大学生及び大学院生の 15名（男性 14名，

女性 1名，平均 22.5歳）であり，全員右利きで，マ

ウス操作に習熟している．タスク内容やエラーとなる

操作を教示したうえで，可能な限り速くかつエラーを

せずに操作するよう伝えた．

被験者には 1種類のカーソル速度につき 5回タス

クを試行させた．休憩を試行ごとに 10秒間，カーソ

ル速度変更時に 2分間設け，被験者が集中して実験に

臨めるよう配慮した．全てのカーソル速度でタスクを

試行した後，主観評価を行うためのアンケートを実施

した．各カーソル速度での 5 回の試行の平均選択時

間と平均エラー率を，その速度・ターゲット距離にお

ける被験者の記録とする．なお，被験者には各カーソ

ル速度でタスクを試行する前に，カーソルの速度及び

提案手法における速度変化のアルゴリズムを伝えた．

ただし，試行前や休憩中にマウスを動かして速度を確

認する行為は認めなかった．また，タスクの習熟の影

響を平滑化するため，試行するカーソル速度の順序は

被験者によって変更している．

図 7 実験時の被験者と機器の配置

6. 4 結果と考察

ターゲットを 1 つクリックするのに要した平均選

択時間と平均エラー率を，ターゲットの出現距離ごと

に図 8，9に示す．∗マークを付しているのは，3種類

のカーソル速度をペアごとに多重比較し，ベースライ

ンである速度 10（標準）との間に有意差または有意

傾向が見られた箇所である．また，選択時間とエラー

率の標準偏差をそれぞれ表 1，2に示し，さらに被験

者ごとの対応ありで分散分析（反復測定）した結果の

分散比（F 値）と有意確率を表 3 に示す．表 3 に網

掛けを施しているのは，3種類のカーソル速度間に有

意差または有意傾向が見られた箇所である．

図 8より，いずれのターゲット距離においても，提

案手法は速度 10（標準）より早く目的の矩形を選択

できたことがわかる．さらに，ターゲット距離がディ

スプレイ横幅の 10%（192 ピクセル）以上であれば

有意に選択時間を短縮できていることから，提案手

法の有用性を示している．ディスプレイ上における

192ピクセル（実測約 5.8cm）は，図 2において視角

5.1度に相当することから，提案手法は一般的に視角

5.1度以上離れたターゲットをポインティングする際

に有効にはたらくといえる．ターゲット距離が 0%～

10%では有意な時間短縮が見られなかったが，これは

提案手法においてカーソルが高速化される 205 ピク

セルよりもターゲット距離が短いことが理由である

と考えられる．また図 9 のエラー率に関して，全て

のターゲット距離において提案手法と速度 10（標準）

の間に危険率 5%で差が見られなかった．したがって，

提案手法は操作精度を落とさずにポインティング時間

を短縮することが可能であると示された．一方で，速

度 20（最速）はターゲット距離によってはエラー率

が高くなる傾向が見られ，選択時間も速度 10(標準)

より有意に増大することがあることがわかった．

カーソルの制御しやすさに関するアンケート結果を

表 4に示す．これによると，提案手法は速度 10（標

準）よりもカーソルを制御しやすいと感じられている

ことがわかる．自由記述のアンケートでは，「注視点

にカーソルが近づくと，わかるかわからないかという

程度で速度が落ち，最後のマウス移動の調整がしやす
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図 8 選択時間．速度 10（標準）と比較して，速度 20（最速）が有意に遅い箇所には ∗ マークをグラフの上側に付し，提

案手法が有意に早い箇所には下側に付している．

図 9 エラー率．速度 10（標準）と比べて速度 20（最速）が有意に高い箇所には ∗ マークを付している．

かった」，「提案手法ではターゲット付近でカーソルが

減速するので，素早くマウスを動かしてもうまくク

リックできた」といった意見を得られた．これらは提

案手法の狙いである，特に意識せずとも速度を適切に

制御する機能がうまくはたらいた結果であると考えら

れる．一方で，速度 20（最速）は速度 10（標準）と

比べて制御しづらいと感じられていることが表 4 か

らわかる．図 9において速度 20（最速）のエラー率

が速度 10（標準）より高かったことが示されている

が，これが操作しづらいという主観評価につながって

いると考えられる．自由記述によるアンケートでも，

速度 20（最速）は速すぎて操作しづらいと回答した

被験者が 8名，ターゲットをオーバーシュートするこ

とが多かったと指摘した被験者が 5名いたことから，

被験者が意識するほど操作性が悪化していることが

わかる．

提案手法に関するアンケート結果を表 5 に示す．

カーソル速度が動的に変化することを意識していた 2

名は，注視点付近でカーソルが標準速度に近づくこと

を意識したと回答した．さらにその 2 名とも，この

速度変化が操作のしやすさや操作時間短縮にはたら

いていると感じている旨を併せて述べている．また，
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表 1 ターゲット距離ごとの選択時間の標準偏差（秒）

カーソル

速度

0%
｜

10%

10%
｜

20%

20%
｜

30%

30%
｜

40%

40%
｜

50%

50%
｜

60%

60%
｜

70%

70%
｜

80%

80%
｜

90%

90%
｜

100%

速度 10 0.072 0.059 0.063 0.067 0.083 0.087 0.064 0.102 .078 0.159

速度 20 0.088 0.063 0.085 0.104 0.092 0.075 0.107 0.093 0.097 0.073

提案手法 0.069 0.062 0.049 0.060 0.059 0.084 0.074 0.061 0.076 0.074

表 2 ターゲット距離ごとのエラー率の標準偏差

カーソル

速度

0%
｜

10%

10%
｜

20%

20%
｜

30%

30%
｜

40%

40%
｜

50%

50%
｜

60%

60%
｜

70%

70%
｜

80%

80%
｜

90%

90%
｜

100%

速度 10 .042 .031 .031 .033 .042 .042 .034 .033 .056 .066

速度 20 .070 .072 .042 .050 .061 .074 .062 .082 .043 .060

提案手法 .056 .033 .031 .023 .040 .070 .041 .055 .061 .042

表 3 ターゲット距離ごとの選択時間及びエラー率の分散

比（F 値）と有意確率．分散比はいずれも F2,28 の値．

選択時間 エラー率

距離 分散比 有意確率 分散比 有意確率

0～10% 12.484 p < .001 0.189 p < .001

10～20% 9.160 p < .01 2.771 p < .1

20～30% 3.068 p < .1 3.182 p < .1

30～40% 24.546 p < .001 7.850 p < .01

40～50% 14.376 p < .001 2.904 p < .1

50～60% 11.978 p < .001 0.135 p = .875

60～70% 7.945 p < .01 2.488 p = .101

70～80% 14.261 p < .001 3.895 p < .05

80～90% 8.6927 p < .01 0.118 p = .889

90～100% 11.955 p < .001 0.427 p = .656

表 4 カーソルの制御しやすさのアンケート結果の平均値．

5 段階評価で高いほど制御しやすい．

速度 10（標準） 速度 20（最速） 提案手法

3.1 2.3 4.2

タスクの試行中に視線を制御することを意識してい

た被験者は 7 名おり，このうち 3 名はカーソルを動

かすより先にターゲットを見るように意図的にして

いたと回答し，他 1 名は少々目が疲れたように思う

表 5 提案手法に関するアンケート項目と回答（人）

質問内容 はい いいえ どちらでもない

速度の動的な変化を意識したか 2 11 2

視線を制御することを意識したか 7 7 1

と述べた．これは実験前に提案手法のアルゴリズム

を伝えていたため，できるだけカーソルを高速化し

ようと目の動きを意識した結果であると考えられる．

特に意識してターゲットを見つめようとすることは

普段の作業時にはないと思われ，提案手法によって自

然な操作ではなくなっている点であるといえる．ま

た，視線を制御することを意識しなかったと回答した

7名のうち 6名が「ターゲットを見てからそこへカー

ソルを移動させる操作は普段と同じであり，意識する

ことはなかった」という旨の所感を述べた．これは提

案手法の狙いである，自然な視線の動きを利用するこ

とで操作効率を向上するというシステム設計がうま

く機能したものと考えている．

自由記述によるその他の回答では，「視点付近では

カーソルがもっと低速になるとよい」と述べた被験者

がいた．本章の実験よりも微細な操作が求められる作

業，たとえば長文から任意の文字列を選択する操作

などにおいては，カーソル移動を低速化することで
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作業全体では時間短縮を図れる可能性があると考え

られる．今回は OSの標準速度及び最高速度との比較

実験のみ実施したが，標準より低速にするのが有効

な作業においては，注視点から離れるほど標準速度

に近づき，注視点付近では低速にすることで操作性・

操作時間が改善される余地があると思われる．

7 まとめと今後の課題

視線計測器によって確実に注視していない範囲を

特定し，その領域においてマウスカーソルを高速化

させ，ポインティング操作に要する時間を短縮する

手法を提案した．評価実験により，カーソルからター

ゲットまでの距離がディスプレイ横幅の 10%（視角

5.1度）以上のとき，選択時間が OS標準速度の場合

より有意に短縮され，かつエラー率は上昇しないこと

から有効性を示した．

本論文では比較的短時間で完了するタスクにおけ

るターゲットの選択時間とエラー率について評価した

が，今後は提案手法を長期的に利用したときの影響に

ついても調査したい．特に，タスク試行中に意識的に

目を動かしたと回答した被験者がいたが，これは長時

間の作業において負荷が高くなる危険がある一方で，

次第に意識しなくなっていくことも考えられる．すな

わち，提案手法を利用し続けることで自然に手と目の

動きを連携させられるようになり，意識せずともカー

ソルを高速化するような目の動きになっていく可能性

もあると筆者らは考えており，この点について調査し

たい．また，利用継続時間が増大するにつれて使用中

のカーソル速度に慣れていくと述べた被験者がいる

ため，習熟度の向上による操作時間の変化を観察し

たい．

システムの改良案として，カーソルが注視点の方向

へ移動するときのみ高速化することで，ユーザにとっ

て望ましくない加速を回避する機能が挙げられる．現

在のシステムは注視点からの距離によってカーソル

を一律に高速化する設計であるがゆえに，たとえば

ウェブブラウジングをするとき，画面の中央を見なが

ら画面端のスクロールバーを操作すると，カーソル

は注視点から離れているため高速に移動してしまう．

こういった場面で，注視点方向への移動だけ高速化さ

せることで，スクロールバーを上下に動かすときには

意図しない高速化を防ぎ，操作性を向上させられる

と考えられる．また，こういったスクロールバー操作

を含む一般のドラッグ操作中の速度変更方法には様々

なものが考えられるが，これについては現在調査中

である．さらに，本論文の実験では提案手法における

カーソルの最高・最低速度や，図 5における速度変化

の閾値などを筆者らが設定したが，これをカスタマイ

ズ可能にすることでユーザにとってさらに使いやすく

なり，操作時間が短縮できる可能性がある．これらの

改良を行ったうえでの評価実験も実施したい．
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