Cognitive Studies, 17(4), 691-712. (Dec. 2010)

●研究論文●

デッサンのダイナミクス
野中 哲士・西崎 実穂・佐々木 正人

The picture-production process by the painter is not easily studied. By obtaining
data about painters at work, this study explores the issues of how the acts of visual
exploration and trace-making manipulation are organized into a coherent act, and how
the organization evolves over time as the surface of the paper bears new meaning. On a
blank sheet of paper, two painters were asked to draw a bronze ﬁgure of a foot. Both the
picture on the paper and the movement of the painters were recorded by digital video
camera and 3D motion capture system. Using RQA strategies, the dynamical properties of the movement of the painters were quantiﬁed. It was found that the movement
of the head to shift gaze between the ﬁgure and the paper, and the movement of the
hand holding a pencil was reciprocally coupled in such a way not to be dysfunctional
to each other. Furthermore, as the surface of the paper progressively gets modiﬁed, the
coordination between the head and hand movement evolved over time reﬂecting the
functional demands of diﬀerent phases of picture production process.
Keywords: skill（スキル）, dynamics（ダイナミクス）, depiction（描画）, posture（姿
勢）, ﬂexibility（柔軟性）

1. は じ め に

(2008) は，2 次元の近刺激（網膜像）の入力から
3 次元の構造を同定する無意識の推論段階を経て

Marr (1982) は 視覚は，網膜像から，世界のどこ

遠刺激（世界の対象）の知覚が生じるとする Rock

に何があるかを発見するプロセスである (p.3) と述

(1983) の知覚理論を引き合いに出し，描画におい

べた．網膜像の入力を起点とし，網膜像の中の有用

ても同様に 近刺激を描くとき，観察者の知覚シス

な情報をいかに処理，抽出し，いかに世界の内的表

テムは近刺激に対して施されるのと同様な知覚変

象を作りあげるのかを検討する視覚的認知研究のフ

換を描画像に施すことになる (pp.17–18)

レームワークは (e.g., Marr, 1982; Marr & Vaina,

た．このとき 最終的な知覚は 3 次元であり，2 次

1982; Rock, 1983, 1996)，既存の描画研究に少なか

元の媒体に正確に再現することはできない (p.18)

らず影響を与えてきた (van Sommers, 1984, 1989;

ため，写実的な絵を描く画家のスキルは， 知覚変

Guérin, Ska, & Belleville; 1999; Mitchell, Ropar,

換以前の近刺激としての網膜像にアクセスする能力

と述べ

Ackroyd, & Rajendran, 2005; Kozbelt, 2001;

(p.18) に依存すると Cohen & Jones (2008) は主

Seeley & Kozbelt, 2008; Matthews & Adams,

張した．

2008; Cohen & Bennet, 1997; Cohen, 2005; Co-

網膜像の入力を起点として考える場合，当然のこ

hen & Jones, 2008)．たとえば，Cohen & Jones

とながら，視覚や視覚に基づく描画行為は，網膜像
が入力された先にある内的なプロセスの問題とし

Dynamics of the Act of Drawing from Life, by Tetsushi Nonaka (Research Institute of Health and Welfare, Kibi International University), Miho Nishizaki,
and Masato Sasaki (Graduate School of Education,
University of Tokyo).

て検討せざるを得なくなる．しかしながら現実に
は，人間の視覚においては，網膜像の入力以前に，
たとえば水晶体を調節して焦点をあわせ，見回し，
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近寄るといった，周囲の利用可能な情報を探り，獲
得，検知する能動的な調整活動が存在する (Gibson,
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2. デッサンというイベントの記述

1966, 1973, 1974, 1976, 1986/1979)．こうした活

描画に関連する既存の認知研究は，知覚実験 (e.g.,

動は，コンピューターのプログラムによってモデ

Kozbelt, 2001; Mitchell et al., 2005; Cohen &

ル化されるような内的処理とは異なり，質量をもっ

Bennet, 1997; Cohen & Jones, 2008) や完成し

た身体の運動を伴い，さまざまな抵抗と機会をも

た絵画の知覚に関する研究 (e.g., Nodine, Locher,

たらす具体的な環境の中で生起する (Clark, 1997;

& Krupinski, 1993; Hekkert & van Wieringen,

Adolph & Berger, 2006)．わたしたちが見ている

1996) が多く，実際に画家が対象と画面に向きあう

対象が網膜像ではなく外部の環境であり，環境には

ことで生起する描画というイベントについて，その時

わたしたちがすべてを探索し尽くすことなど到底

間発展を観察し，客観的に記述するような作業はほと

できないような無限に豊かな情報が存在する事実

んど行われてこなかった (Miall & Tchalenko, 2001;

を考慮するとき，視覚にとって本質的なのは，周囲

Yokochi & Okada, 2005)．しかし近年になって，描

の情報を識別する，わたしたちの行動に現れるよう

画のプロセスについて記録した興味深い報告がいく

な能動的な調整活動なのではないかということを

つか現れている (Miall & Tchalenko, 2001; Land,

Gibson (1966, 1973, 1974, 1976, 1986/1979) は繰

2005; Cohen, 2005; Yokochi & Okada, 2005)．

り返し主張した．

Gibson 以降，
「感覚入力後の内的処理」というフ

Miall & Tchalenko (2001) は，アイトラッカー
と 3 次元モーションキャプチャーシステムを用いて，

レームワークから離れて，感覚の流動の先にある

人物ポートレイトを描いている最中に，プロの画家

環境の対象に定位し，周囲の情報を探索し，情報

Humphrey Ocean の視線と鉛筆を持つ手がどのよ

を選り分けて獲得する能動的な調整活動として認

うに動いているのかを初めて記録した．その結果，

知を検討する試みがしばしば行われてきた (Rune-

画家はモデルと画面の間で視線を正確かつ規則的に

son, 1977; Bingham, Schmidt, & Rosenblum,

移動し，モデルを見る際は対象の一箇所に視線をと

1989; Silva, Harrison, Kinsella-Shaw, Turvey, &

どめ，一回の固視の持続時間は非描画時にモデルを

Carello, 2009; Arzamarski et al., 2010; Pagano,

見る場合よりも長く，また描画時の画面への固視の

Fitzpatrick, & Turvey, 1993; Turvey, 1996; Bril

持続時間はモデルに視線を向けるときよりも短いこ

et al., 2010; Nonaka & Sasaki, 2009; Nonaka, Bril

とが分かった．こうした特徴の多くが素人には見ら

& Rein, 2010)．たとえば，Stoﬀregen et al. (2000)

れなかったことから，画家のスキルが，固視の安定

は，立っている人が (1) 白いボードを見ている場合

性，固視の持続時間，視線を向ける正確さと効率性

と，(2) ボードに書かれた文字を読む場合を比較す

など，観察可能な変数によって記述され得る可能性

ると，後者の方が，頭部の動揺が小さくなることを

を Miall & Tchalenko (2001) は示唆した．さらに，

報告した．このような研究は，網膜像の入力後の処

画家の非描画時の視覚的探索の特徴と描画時のそれ

理とは別のレベルで，さまざまな文脈における「見

が大きく異なるという彼らの報告事実は，知覚実験

ること」を可能にするような調整活動が存在し，環

ではなく，進行中の描画行動を検討することでしか

境の対象を「知る」システムの一部をなしているこ

得られない知見があることを示すものだった．しか

とを示している．

しながら，Miall & Tchalenko (2001) 自身が 予

同様に，環境の対象に向かい合う能動的な調整活

備的な研究 (Miall & Tchalenko, 2001, p.35)

と

動に現れる認知のプロセスとして，環境の対象を特

位置づけているように，膨大な記録を用いて定量的

定するような情報を画面に現出させる画家のスキル

なデータとして示されたのはモデルおよび画面を見

について検討することはできないだろうか．このよ

る一回の固視の持続時間の平均値，また固視の回数

うな考えから，本研究では，網膜像の入力後の内的

および頻度のみであった．手の運動データはその軌

なプロセスを問題とするのではなく，画家の身体が

跡が視線の軌跡とともに図示されたのみにとどまっ

描画の最中に周囲とどのような関係を築き上げてい

ており，複雑な描画行為の特性を定量化することの

るのかを問題とすることで，既存の研究とは異なる

難しさも同研究は露呈した．

切り口から描画について検討することにした．

Miall & Tchalenko (2001) の研究は影響力をも

Vol. 17 No. 4

デッサンのダイナミクス

693

ち，描画のプロセスにおける画家の行動を定量的
に記録しようとする試みがいくつか行われている
（Land, 2005; Cohen, 2005）．しかしながらこれ
らの研究もまた，Miall & Tchalenko (2001) の研
究と同様，いくつかの離散的な変数を提示するにと
どまっており，複数の変数間の関係や，たとえばモ
チーフを見る行為と，見ることで獲得された情報を
画面上に痕跡として持続させる行為とが，どのよう
にして組織化されているのかといった，高次の協調
パターンの定量的な解析は行われていない．また，
既存の研究は，描画の進行に伴う画面上の情報の
図1

変化とともに，視線の移動や運動協調のパターンと

N の実験状況

いった画家の行動が変化するのかどうか，また変化
するのであれば，どのように変化するのか，といっ

に加えて，学部および大学院で日本画の訓練を受け

た行動のダイナミクスの側面については言及してい

ている．

ない．
こうした背景から，本研究ではデッサンというイ

3.2 手順と機材

ベントを画家の行動を通して観察する近年の研究

二人の画家が，別々の日時に実験室を訪れ，足の

手法を踏襲しつつも，既存の研究において記述され

ブロンズ像をモチーフとし，イーゼルの上に設置さ

てこなかった側面，特に (1) モチーフと画面を見回

れた白い画用紙の上に鉛筆を用いてデッサンを行っ

す頭部の運動と鉛筆を持つ手の運動の協調，および

た．デッサンを開始する前に，参加者はモチーフ，

(2) 描画の進行に伴う画面および画家の行動の時間

イーゼルと椅子の位置をデッサンが行いやすいよう

的変化の側面を新たに記述することを試みる．研究

に各自自由に調整した．二人の画家はともに身体前

の目的は大きく二つある．ひとつは，一枚のデッサ

方にモチーフと画用紙が来るような配置をとり，モ

ンの成立という，画家の行動と画面上の配置の変化

チーフは身体左前方，画用紙の載ったイーゼルは画

からなる複合的なイベントの進行過程で何が起こっ

家の右前方に据えられた (図 1)．デッサンの時間は

ているのか，画家の運動協調と画面の時間変化に焦

事前に制限されることはなく，画家はデッサンが終

点を定めて記述し，既存の報告を補う新しいデータ

了した時点で実験者に報告した．デッサンにかかっ

を提示すること．もうひとつは，周囲に配置された

た時間は O が 153 分，N が 129 分であった．

モチーフと画面に対して，習慣的にデッサンを行っ

デッサン時の画家の行動および画面の様子はデジ

てきた人の身体が、デッサンを行う際にどのような

タルビデオカメラで撮影され，また画家の身体各

関係を築き上げているのかを記述することで，
「網

部位の位置情報の時系列データが 6 台のカメラを

膜像入力後の内的プロセス」というパラダイムとは

用いた VICON 光学式 3 次元動作計測システムに

別の切り口から，周囲の環境と向かい合う画家のス

よって，サンプリング周波数 60hz で記録された．

キルの一側面を浮上させることである．

VICON のマーカーは各画家の額，第 7 頸椎，右手

3. 実 験

首にとりつけられた．頭部の運動は視覚的な探索
において重要な役割を果たしていると考えられる

3.1 実験協力者

こと，また鉛筆を持つ手は痕跡を残す操作に直接か

実験協力者は美術大学でデッサンの教育を受けて

かわっていること，さらに操作時の姿勢調整に体幹

いる男性 (O) と女性 (N) の計二名である．O は美

上部の活動が役割を果たしていること (Thelen &

術大学の学部 4 年生，N は大学院生であり，ともに

Spencer, 1998) から，これらの 3 点の身体部位の

長期に渡って習慣的にデッサンを行っている．両者

位置変化の情報を用いて，画家のデッサンにおける

ともに右利きで，特に運動障害はない．N は普段か

視覚的探索，操作，姿勢の運動協調について検討す

ら眼鏡を着用している．N は基本的なデッサン技法

ることにした．本研究で顔を対象に向ける頭部の運
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動に注目した理由としては，視覚的探索タスクに応

時点を経過したときの画面の状態と，上記の各

じた頭部の運動および姿勢調整の変化が報告され

時点における 3 分間1) の額の中央部（左右二つ

ている近年の姿勢研究の流れを考慮したこと (e.g.,

のマーカーの中間値），第 7 頸椎，右手首の位

Stoﬀregen et al., 1999, 2000)，また各部位の運動

置変化を上から見た軌跡を図示した．

とそれに伴うバランスの変化の影響の中で複数の機

(2) モチーフ，画面の配置と身体運動

能を身体がいかに共存させているかを検討する上で

上記の分析結果をもとに，各画家がデッサンに

は重心の変化を生じさせる頭部の運動を計測するこ

要した時間を大きく 3 分割し，各時間枠におい

とが必要だと考えられたこと，既存の視線データを

て，(a) 左右のモチーフと画面を見比べる頭部

補完する身体運動のデータを提示することに意義が

の転回周期，(b) 頭部の転回の振幅，(c) 画面

あると考えられたこと，また VICON の精度が高

と額の前後軸における距離，(d) 画面と右手首

く（誤差 0.7mm 以下），微小な顔の向きの変化を

の前後軸における距離，の各平均と標準偏差を

捉えることができることなどが挙げられる．当然の
ことながら，視覚的探索にかかわっているのは顔を

示し，時間帯ごとの変化を統計的に検討した．

(3) 視覚的探索と鉛筆操作の協調

向ける頭部の動き「だけ」ではない．眼球の運動，

全体の形をとる，細部の描き込み，終盤の仕上

さらには水晶体の曲率半径を調節する毛様体の筋活

げというそれぞれの機能を遂行する一分間の場

動に至るまで，さまざまな水準での活動がシステム

面をビデオ観察から抜き出し，頭部の転回の時

として機能することによってわたしたちは視覚的な

系列変化と鉛筆を操作する右手の 3 次元空間

探索を行っている．複数のレベルで記述が可能な視

における速さの時系列変化から，視覚的探索と

覚的探索活動について，本研究においては，上記の

鉛筆操作の運動協調について検討した．頭部の

理由から顔を対象に向ける頭部の運動の水準で記述

角度と右手の速度の時系列変化を図示し，質的

することを選択した．

な特徴を視覚的に検討するとともに，二つの時

デッサンはイーゼルに立てた B3 画用紙および，

系列信号の共活動の時間構造について，クロス

鉛筆 (6B–2H) と練りゴムを用いて行われた．ブロ

リカレンス解析 (CRQA) を用いて定量的に検

ンズ像と画家を結ぶ軸を前後軸，直交する軸を左右

討した．

軸と設定し，3 次元座標系における各部位の位置お
よびその変化を VICON によって計測した．デッサ

(4) 頭部，右手，体幹の運動協調
デッサンに要した時間全体の額，第 7 頸椎，右

ンに要した時間中は (O，153 分，N，129 分)，途

手首の 3 点の時系列速度信号を取り出し，
「額

中でマーカーが隠れた場面数分を除いてはすべて

と右手首」，
「額と第 7 頸椎」，
「第 7 頸椎と右

VICON による動作計測を行った．

手首」というペアにおける共活動の時間構造を

統計分析には SPSS16.0，時系列信号解析には

CRQA，各部位それぞれの運動の時間構造を

MATLAB を用いた．RQA における時間遅れパラ

オートリカレンス解析 (RQA) によって定量化

メータ，最適次元の算出，リカレンスプロットの作

し，全体を 3 分割した時間帯ごとの変化，およ

成には米国心理学会主催のワークショップ， Non-

び部位間の差を統計的に検討した．

linear Methods for Psychological Science にて提
供された MATLAB のルーティンを用いた．また，

各分析の詳細は，結果と密接に関連するため，後
に結果とあわせて報告する．

RQA 指標の算出には RQA12.1 (Webber, 2008) を
用いた．

3.3.1 RQA
上記 (3), (4) の分析においては Webber & Zbilut

3.3 データの分析

(1994) によって開発された RQA と呼ばれる新し

計測されたデータについて，次の四つの分析を

い非線形時系列解析手法を身体運動の時間構造を抽

行った．

出するために用いた．RQA では (1) 状態空間の再

(1) 画面と運動の軌跡の変化

構成，(2) リカレンスプロットの作成および RQA

各画家がデッサンに要した時間のうち，0%（開

指標の算出，という二つのステップによって時間構

始時），25%，50%，75%，100%（終了時）の

1) 冒頭から 75%までは，各時点から始まる 3 分間，終了
時は終了前の 3 分間を抽出した．
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RQA の手法を拡張し，二つの同時に

状態空間の再構成 生命系のような非線形系にお

生起した時系列信号からリカレンスプロットを作成

いては，時間変化する状態変数群は相互作用する．

し，再構成された状態空間における位置の共有状

状態変数群の相互作用を積極的に利用することに

況を検討する新しい解析手法が CRQA である．具

よって，計測されたひとつの状態変数の時間変化か

体的な手順としては，一対の時系列信号をそれぞ

ら，そこに影響を及ぼしている系全体の時間構造を

れ Z 値に変換してスケールを揃え，状態空間を再

復元することが可能であることを Takens (1981) は

構成し，二つの信号が再構成状態空間上で位置を共

埋め込み定理と呼ばれる定理において数学的に証明

有する点をプロットするリカレンスプロットを作成

した．この定理によれば，時系列信号 x(t) をある

する (c.f., Nonaka & Bril, in press)．CRQA にお

時間 τ 遅らせた信号を代理変数として n 次元ベク

いては，%REC は二つの信号が再構成状態空間上

トル (y(t), y(t + τ ), y(t + 2τ ), . . . , y(t + (n − 1)τ ))

で点を共有する割合を示し，共活動の指標となる．

へと変換し，これを状態値として n 次元空間内に

%DET は二つの信号の共有点のうち，軌道が共有

プロットすることによって，系が本来の状態空間で

されている割合を示し，二つの信号の共活動の時間

示す軌道と同型な構造を持ったアトラクタを再構

変化の規則性を反映する．

成することができる．このとき遅らせる時間の値 τ
と，次元数の設定が重要となるが，本研究では，時

3.4 分析と結果

間遅れ値として検討対象となる時系列信号 x(t) の

3.4.1 分析 1：画面と運動の軌跡

平均相互情報量が最初に極小値をとる値を求めて

結果

全デッサン時間の 0%（開始時），25%，

用いた (Fraser & Swinney, 1986)．次元数の算出

50%，75%，100%（終了時）の時点における画面

には，再構成状態空間の次元をひとつずつ上げてい

と，上から見た 3 分間の二人の画家の身体の運動軌

き，m 次元では互いに近傍であったが，m + 1 で

跡を図 2 (O)，図 3 (N) において示した．画面の状

は近傍でなくなるような点が，全体のうちに占める

態を見ると，どちらの画家も全体の形をとる作業は

割合が 0 に近くなる次元を求める誤り近傍法を用

かなり早い時点で終えられており，全体時間の 25

いた (Kennel, Brown, & Abarbanel, 1992)．

％，およそ 30 分が経過する時点ではすでに足の像

リカレンスプロットの作成と RQA 指標の算出

の全体像が画面の上に現れている．画面の大きな変

一辺の長さがアトラクタ上の点の総数 N となるよ

化は冒頭の時間帯に集中しており，以降の時間帯に

うな 2 次元画像を用意し，次にアトラクタ上の 2 点

おいては慎重に細部が微調整されていたことが伺

間の距離

える．

D(i, j)|v(i) − v(i)|

(1)

を計算する．そして，適当な閾値 θ を定め，2 点間

運動軌跡を見ると，O の 0%と 25%の時間帯で
は，額，および第 7 頸椎は，画面およびモチーフ
に対してほぼ一定の位置に保たれており，右手の運

距離 D(i, j) < θ となるときに，第 (i, j) 画素を塗

動は比較的独立している．対照的に，75%の時間が

りつぶす．このようにして作成される N × N 画素

過ぎて以降は，頭部，体幹，右手首が一斉に画面か

の画像がリカレンスプロットである (合原, 2000)．

らしばしば離れている．このとき，鉛筆を持った右

RQA の主要な指標には %REC と %DET があ

手も画面から離れていることから，一旦描く手を止

るが，%REC は設定された閾値内に点が再帰する

めて，しばしば画面から上半身全体を離していたこ

割合（リカレンスプロット上の塗りつぶされた画素

とが伺える．ビデオ映像を用いて確認すると，冒頭

が総画素数に占める割合）を示す．%DET は，リ

の時間帯においては身体正面の左側に配置されたモ

カレンスプロットの再帰点のうち，右上がりの斜線

チーフと画面の両方を見ながら，首を小さく回しつ

を構成する点の割合を表す．リカレンスプロット上

つ描画が行われていた．終盤においては，頭部を大

の右上がりの斜線は，一定の変化パターンが繰り返

きく後方に引いて，画面とモチーフを離れて見比べ

されていることを示し，系の時間変化の規則性を知

る動作が頻繁に行われる様子が観察された．

るための指標となる．白色雑音などの不規則な信号
においては，%DET の値はきわめて低くなる．

N においても 0%の時間帯では O 同様，額中央
および第 7 頸椎の振れ幅が極めて小さく，鉛筆を
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画家 O における各経過時点の画面と上から見た各部位の 3 分間の軌跡

動かしつつも，画面とモチーフに対してほぼ一定の

右手が一斉に画面に近寄ったり離れたりしていたこ

位置に頭部を保ちながら描画を行っていたことがわ

とが示されている．ビデオ映像を確認すると，序盤

かる．N においては 25%の時間帯で頭の位置が画

は左右に配置されたモチーフと画面を首を回して交

面の方に若干近づく様子が見られる．50%以降は，

互に見ながら描画が行われていた．終盤の時間帯で

O よりも振幅は小さいが，O と同様に頭部，体幹，

は，鉛筆を休めつつ，頭部を画面から後方に離すと
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表1

画家 O における額がモチーフを向く周期，額の転回の振幅，画面と額の距離，
画面と右手首の距離の平均値と標準偏差
時間帯
序
(0–51 分)

額がモチーフを
向く周期 (秒)

2.7 (1.3)
[22 回/分]

中

2.9 (1.4)

(51–102 分)

[21 回/分]

終

3.4 (2.2)

(102–53 分)

[17 回/分]

表2

Dec. 2010

額の転回の
振幅 (◦ )

画面と額の
距離 (cm)

画面と右手首の
距離 (cm)

7.0 (7.4)

40.8 (4.4)

6.7 (5.1)

8.6 (5.3)

40.1 (7.4)

7.7 (5.6)

7.9 (5.1)

46.5 (11.6)

17.5 (17.2)

画家 N における額がモチーフを向く周期，額の転回の振幅，画面と額の距離，
画面と右手首の距離の平均値と標準偏差
時間帯
序
(0–43 分)

額がモチーフを
向く周期 (秒)

3.2 (2.2)
[18 回/分]

中

3.4 (2.3)

(43–86 分)

[17 回/分]

終

2.9 (1.9)

(86–129 分)

[17 回/分]

額の転回の
振幅 (◦ )

画面と額の
距離 (cm)

画面と右手首の
距離 (cm)

17.7 (13.2)

21.4 (5.3)

7.6 (5.2)

20.4 (20.5)

21.9 (6.7)

8.3 (5.8)

20.4 (20.9)

25.2 (6.3)

7.6 (8.0)

いうよりは，頭部を動かしてさまざまな角度から画

れた極値を示す），モチーフの側に額が向いてから

面と対象を眺めていた．

再びモチーフの側に戻るまでの経過時間を計算し，
周期を算出した．さらに，モチーフ側に額が向いた

3.4.2 分析 2：モチーフ，画面の配置と身体運動

角度と，次に画面側に額が向いた角度の間の差を

上の分析では，全体のかたちをとっていく冒頭の

求め，頭部の転回の振幅を算出した．画面と身体部

時間帯，以降の細部を描き込んでいく時間帯，さら

位との間の距離は，前後軸における画面中央部から

に細部の陰影の調子を整えていく中で，画面から手

額，右手首のマーカーの距離を算出した．各平均値

を離して動きながらモチーフおよび画面を見る終盤

については，時間帯を要因とする一要因の分散分析

の時間帯という，大きく分けて三つの質的な変化が

を行い，時間帯ごとの変化を統計的に検討した．

見られた．こうした変化の質的な転換点を定義する

結果 モチーフの側に額を向ける頻度は，O は最

ことは難しいことから，まず全体を三つに等分した

初の 51 分間が平均 22 回／分，次の 51 分間で平均

4〜50 分という時間枠において，(a) 左右のモチー

21 回／分，最後の 51 分間が平均 17 回／分であっ

フと画面を見比べる頭部の転回周期， (b) 頭部の転

た (表 1)．時間帯を要因とする一要因の分散分析は

回の振幅，(c) 画面と額の前後軸における距離，(d)
画面と右手首の前後軸における距離，の各平均値と
標準偏差値を算出した．

時間帯の有意な主効果を見出し (F(2,2920) = 46.8,

p < .001)，多重比較3) の結果，各時間帯におけ
る周期の平均値の間にはすべて有意差が見られた

方法 額の向きの転回周期の算出には，まず，基

(p < .05)．O においては，描画の開始後 51 分間

準座標軸に対して額の二点を結ぶ線分が，高さを除

において，顔をモチーフの側に向ける頻度は最も高

く 2 次元座標平面上においてなす角度を計測し，つ

く，次の 51 分間，最後の 51 分間と，描画が進行

づいて額が基準座標軸に対してなす角度の時系列信

するにしたがって頻度は下がっていった．

号から，モチーフおよび画面の側に額が向いた際の

2) MATLAB 上で動くピーク検知ルーティン (Billauer,
2007) を用いた．
3) Bonferroni 修正による多重比較を用いた．

角度の極値を検出し2)（図 4, 5 参照，黒点が検知さ
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N がモチーフの側に額を向けた頻度は，最初

(F(2,470462) = 17335.0, p < .001)．N の場合，最初

の 43 分間で平均 18 回／分，次の 43 分間で平均

の 43 分間よりも次の 43 分間の方がわずかに額を画

17 回／分，最後の 43 分間で平均 21 回／分であっ

面から離しており (p < .001)，最後の時間帯では O

た (表 2)．分散分析は時間帯の有意な主効果を見出

の場合と動揺に大きく額が画面から離れ，前の二つ

したが (F(2,2491) = 10.5, p < .001)，多重比較の

の時間帯よりも有意に距離が長かった (p < .001)．

結果，最初と中間の 43 分間の間では有意な差が見

続いて画面と鉛筆を持った右手首の平均距離を

られず，最初の二つの時間帯と最後の 43 分間の平

見ると，O において時間帯の主効果は有意であり

均値の間ではともに有意な差が見られた (p < .01)．

(F(2,521151) = 52527.8, p < .001)，特に最後の時

N においては，最後の 43 分間で頭部をモチーフに

間帯で大きく平均値が上昇し，前の二つの時間帯と

向ける頻度が上昇していた．この最後の時間帯を除

よりも有意に距離が長かった (p < .001)．この結果

くと，O と比較してモチーフを見る頻度は若干低

もまた，3 分間の運動軌跡に見られた，画面から鉛

く，周期のばらつきが大きかった．

筆を離して体全体を前後させる終盤の運動軌跡と一

描画時の画家の視線計測の報告と比較すると，プ

致する．また, 最初の時間帯よりもわずかに中間の

ロの画家 Humphrey Ocean が人物のポートレイ

時間帯の方が右手首と画面の平均距離が長く，統計

トを 5 時間かけて描いた際にはモデルに視線を向

的にも有意差が見られた (p < .001)．この時，頭部

ける頻度は 12 回／分，同画家が人物をモデルとす

は逆に画面に近づいていたことから，冒頭の形をと

る 2 分間のラフスケッチを行った際には 22 回／分

る場面と中盤の細部を描きこむ場面の間で鉛筆の持

(Miall & Tchalenko, 2001)，美術を教える画家が

ち方および扱い方が変化し，手首と画面の距離の差

同様に 40 秒間で行った人物のラフスケッチにおい

に現れていた可能性が考えられる．N においては，

ては 35 回／分 (Land, 2006)，また写真を 10 分間

O ほど大きな変化が見られなかったが，時間帯の主

で模写する美術学生の場合，写真を固視する頻度は

効果は有意であり (F(2,455654) = 743.6, p < 001)，

36 回／分 (Cohen, 2005) というデータがこれまで

最初の 43 分間よりも次の 43 分の方が画面と右手

報告されている．本研究で得られた 17 回／分から

首の平均距離が長く (p < .001), また中盤の 43 分

22 回／分という結果は，厳密にはモチーフに視線

間よりも最後の 43 分間の方が有意に距離が短かっ

を向ける回数ではなく，モチーフに顔を向ける回数

た (p < .001)．標準偏差を見ると，時間帯を追うご

であるが，視線計測における既存の報告と近い値を

とに値が上がっており，特に最後の 43 分間では非

示しており，画家 Humphrey Ocean における 5 時

常に大きな値を示していることから，N も，最後の

間の人物のポートレイトと，短時間のラフスケッチ

時間帯では右手を画面からしばしば離していたこと

の値のおよそ中間程度の頻度であった．

が伺える (表 2)．

次に画面と額の平均距離を見ると， O において

次に額の向きの振幅の平均値を見ると， O より

は時間帯の有意な主効果が見られた (F(2,521255) =

も N の方が額の向きの振幅が平均で 2 倍以上大き

30267.3, p < .001)．最初の 51 分間よりも次の 51

かった (表 1, 2)．画面と近い距離に頭部を位置す

分間の方が若干額を画面に近づけており (p < .001)，

る N は首を大きく回転させてモチーフと画面を交

最後の 51 分間では額が画面から大きく離れ，前の

互に見ており, 一方の O は画面から N の二倍の距

二つの時間帯よりも有意に距離が大きかった (p <

離に顔を位置させており，首の回転角度は比較的

.001)．標準偏差は時間帯を追うごとに大きくなっ

小さかった (表 4, 5)．二人の画家ともに額の向き

ていた．特に最後の時間帯では非常に大きく，時間

の振幅に対する時間帯の有意な主効果が見られ (O:

を追うにしたがって大きく頭部が前後していた先の

F(2,5849) = 20.7, p < .001，N: F(2,4991) = 12.5,

3 分間の運動軌跡の結果と一貫した結果が得られた

p < .001)，ともに頭部の回転の振幅は冒頭の時間

(表 1)．

帯でもっとも小さかった (p < 001)．また，両画家

N の額と画面の距離を見ると，平均値は O の半
分ほどであり，O よりもかなり顔を画面に近づけ
て描画していたことがわかる (表 5)．N の額と画
面の距離においても時間帯の主効果は有意であった

ともに最後の時間帯の額の角度の振幅は中盤の時間
帯よりも有意に小さかった (p < .001)．
左側にモチーフ，右側に画面という配置において，
両者に視線を向けながら描画する上で，O は画面と
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頭部の距離を比較的大きくとり，小さく頻繁に頭部

均値の 35%を閾値として定め，閾値内に生起した

を回転させていた．他方 N は頭部を画面に近づけ，

点を共有点として定義した．二人の画家ともに同一

大きく頭部を回転させ，モチーフを見る周期は最後

のパラメータ設定を用いた．

の時間帯を除くと O と比較すると若干長く，周期

結果

O が全体のかたちをとる場面では (図 4A)，

はばらつきが大きかった．二人の画家ともに，最後

鉛筆を持つ右手首の動きが小さく止まる（右の Y

の時間帯において画面と額の距離が大きくなり，描

軸 0 付近で小さくよどむ）時点がいくつかあるこ

画の進行および画面の変化に伴う画家の行動の変

とが確認できる．右手が止まる時点は，モチーフの

化が伺えた．先の分析において，二人の画家が最後

側に額が向いた時点とよく一致している (図 4A)．

の時間帯ではしばしば描画する手を休めて画面とモ

また，右手首が大きく動いている山は，額が画面を

チーフを見ていたことを考慮すると，最後の時間帯

向いている時点としばしば一致している．このこと

においては，画家は頭部のみを位置を保ちながら転

はモチーフを眺める瞬間に一旦手をとめ，画面に視

回させる必要は必ずしもなかった可能性がある．一

線を移しつつ鉛筆を動かすかたちで，頭部を転回す

方，画面に描画しつつモチーフと画面を交互に固視

るサイクルと描画のサイクルが同期していたことを

する冒頭の時間帯には，頭部を画面から大きく離さ

示唆している．O が細部を描き込んでいる場面で

ず，小さく転回することが共起する鉛筆の操作を可

は (図 4B)，冒頭のようなリズミカルな同期ははっ

能にしていたことが考えられる．このような行為の

きり確認できない．鉛筆を持った右手の動きを見る

機能と運動の対応については，次にさらに具体的に

と，冒頭の場面と比較して，右手の動きが全体的に

分析する．

遅く，小さな動きで線を描いている様子が伺える．
一方，額の角度の振幅は冒頭よりも遅く大きく，ま

3.4.3 分析 3：視覚的探索と鉛筆操作の協調

た山の頂上が平らになる形で，しばらく画面の方を

顔がどちらを向いているときに右手が動いている

向いたまま額の角度がとどまる場面がしばしば見

か，またどのような頭部の転回および右手の運動パ

られる．O の仕上げの場面では (図 4C)，額の向き

ターンがそれぞれの行為の遂行時に生じているかを

に注目すると，他の時間帯のような周期的な転回は

検討するために，デッサン時間全体の平均および分

まったく見られない．その一方で，頭部と右手が同

散を見るのではなく，1 分間の短い時間枠にクロー

時に大きく動く新たな協調パターンが見られる (図

ズアップし，額の向きと右手の速さ（単位時間内に

4C)．こうした動きは頭部のみの転回ではなく，先

おける 3 次元空間上の移動距離，i.e., 方向をもたな

の観察で見られたような，画面から手を離して体全

い）の時系列信号を図示し，さらに CRQA によっ

体を動かしている状況を示すと考えられる．

て時間変化の特性を抽出した．行為の質的変化は必

N が全体の形を取っている場面においても (図

ずしも全体時間を三つに等分した時間とぴたりと対

5A)，右手首の動きが止まる時点と額がモチーフを

応しているわけではないことから，ここでは等分し

向く時点はしばしば一致しており，一方で大きな動

た時間で区切るのではなく，全体の形をとる，細部

きを見せる山は額が画面を向く時点と重なってお

の描き込み，最後の仕上げという三つの行為をよく

り，頭部の転回と描画の周期は同期している．N が

示しており，マーカーの遮蔽などが見られなかった

細部を描きこんでいる場面では (図 5B)，O と同様

1 分間の場面を抜き出して検討した．

に，頭部の回転の頻度が下がり，山の頂上が平らに

方法 額の向きの時系列変化（黒）と鉛筆を操作
する右手の 3 次元空間における速さの時系列変化

なる形で，画面側を長く向いていたことが伺える．
また，O と同様，細部を描き込む場面では，冒頭に

（灰色）を図示した (図 4, 5)．額の向きについては

較べて右手首の運動も全体的に小さくなっている．

モチーフの側を向いた最大値を 0，画面の側を向い

N の最後の仕上げの場面も (図 5C)，O と共通した

た最大値を 1 とする値に変換して示している．モ

特徴が見られた．N においても頭部の周期的な転回

チーフおよび画面を向いたときの角度の極値を黒点

は見られない．全体時間を三つに分けた各時間帯の

で示した．

平均値では，N がモチーフを見る頻度が最後の時間

CRQA は時間遅れ値を 0.5 秒，次元数を 8 と定

帯に上昇していたが，O の場合と同様，最後の時間

め，再構成状態空間上のすべての点の間の距離の平

帯における N がモチーフを向く頻度は，必ずしも
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画家 O における A. 全体の形をとる場面（開始後 1 分），B. 細部を描き込む場面（開始後
56 分），C. 仕上げの場面（開始後 143 分）各 1 分間の額の向き，右手の速さ，クロスリ
カレンスプロットおよび CRQA 指標の値．

頭部の転回を反映していない (図 5C)．最後の時間

ことを示す．続く細部の調子を描き込む場面におい

帯では，O と同じく，右手の大きな動きが額の向き

ては (図 4B)，右上がりの斜めの線の割合 (%DET )

の変化としばしば重なっており (図 5C)，N が手を

は減り，縦の太い線がリカレンスプロットに現れる．

画面から離して身体を動かしていたことが伺える．

縦の線は共有状態の変化が少ないよどみの期間の存

次に，同じ一分間の額の転回と右手の速さの一対

在を示す (Marwan, 2008)．細部を描き込む場面に

の時系列信号を，CRQA によって検討した結果を

おいては，状態がよどみつつも，二つの信号の共活

報告する．序盤に O が形をとっている場面のクロ

動は，冒頭の場面ほど規則的ではないことを図 4B

スリカレンスプロットを見ると (図 4A)，右上がり

は示している．最後の仕上げの場面では (図 4C)，

の斜めの線の割合 (%DET ) が多いことが見てとれ

共活動の割合 (%REC) が大幅に増え，縦の線と斜

る．このような右上がりの線は，規則的なパターン

めの線の割合が共に増えている．図 4C の特徴は，

が額の転回と右手首の速さの変化の間に生じている

O が画面から手を離して体全体を動かして画面と
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画家 N における A. 全体の形をとる場面（開始後 1 分），B. 細部を描き込む場面（開始後
22 分），C. 仕上げの場面（開始後 121 分）各 1 分間の額の向き，右手の速さ，クロスリ
カレンスプロットおよび CRQA 指標の値．

モチーフを見ることで，頭部と右手が同時に規則的

値は非常に高く，ひとたび共活動が生じるとその変

に動く共活動のパターンが時折生じた観察事実と対

化のパターンは規則性の高いものであったことを

応している．

示しており，しばし描画の手を休めて体全体を同時

N のリカレンスプロットの全体的な特徴は O の
ものとよく似ている．全体のかたちをとる序盤 (図

に動かすこの時間帯の描画行為の特徴と一貫して
いる．

5A) では右上がりの斜線がかなり多く見られるの
に対し，細部を描き込む場面 (図 5B) では状態の
共有率 (%REC)，およびその時間変化の決定論性

3.4.4 分析 4：頭部，右手，体幹の運動協調
デッサンの際，画家はモチーフと画面を見ながら，

(%DET ) がともに大幅に減少し，状態のよどみを

手を動かして画面に痕跡を残し，さらに両方の行為

示す縦の線が部分的に現れる．仕上げの場面では

は互いを阻害しないような形で調整されなければな

(図 5C)，共有点の割合は少ないものの %DET の

らない．たとえば，鉛筆を持つ手を上下に動かして
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いるときでも，頭部は一緒に上下するのではなく，

を用い，再帰点を定義する閾値は，再構成空間上

視覚的な探索を可能にする程度の安定が保たれなけ

のすべての点の間の距離の平均値の 27%と定めた．

ればならない．こうした考えから，ここでは各部位

CRQA と同様，3631 ポイント（約 61 秒，プログ

の運動がどのような関係にあるかを記述し，描画に

ラムが許容する最大値）の窓を設け，300 ポイント

おける運動協調のなりたちについて示唆を得ようと

（5 秒）ずつ後方にずらし，1689 の各窓内で %DET

試みた．分析にあたっては，デッサンに要した時間

を算出し，三つの時間帯 (563 × 3) において，各部

全体の額，第 7 頸椎，右手首の 3 点における前後

位，前後，左右両軸方向について変数の平均値を算

軸，左右軸の時系列速度信号を取り出し，
「額と右手

出した．N については，デッサン全体を構成する三

首」，
「額と第 7 頸椎」，
「第 7 頸椎と右手首」という

つの時間帯のうち，最後の時間帯を除く二つの時間

ペアにおける共活動について CRQA，各部位それ

帯を近似するものとして，第一の時間帯と第二の時

ぞれの運動について RQA を行い，%DET （状態

間帯それぞれ 452 の窓において %DET を算出し，

共有の時間変化の規則性の指標）を算出し，全体を

各時間帯，各部位の前後，左右軸における平均値を

3 分割した時間帯ごとの変化，および部位間の差を

算出した．

統計的に検討した．
方法 「額と右手首」，
「額と第 7 頸椎」，
「第 7 頸

結果

CRQA で算出された「額と右手首」「
，額と

第 7 頸椎」「
，第 7 頸椎と右手首」という組み合わせの

椎と右手首」というペアにおける共活動を検討する

各軸方向の三つに分けた各時間帯における %DET

CRQA は時間遅れ値を 0.22 秒（13 ポイント），次

の平均値を表したものが図 6 である．時間帯，身体

元数を 8 と定め，再構成状態空間上のすべての点

部位間の組み合わせを要因とする二要因の分散分析

の間の距離の平均値の 30%を閾値として定め，閾

の結果，二人の画家ともに両方の軸方向において，

値内に生起した点を共有点として定義した．長時間

時間帯，身体部位間の組み合わせともに有意な主効

に渡るデッサンをすべて記録した時系列信号は各軸

果が見出された (O 前後：時間帯 F(2,5121) = 645.4,

方向，各部位ごとに数十万ポイントに及ぶ膨大なも

p < .001, 身体部位 F(2,5121) = 52.5, p < .001，O

のであったため， RQA12.1(Webber, 2008) に含

左右：時間帯 F(2,5121) = 1109.6, p < .001, 身体

まれる KRQE プログラムを用い，2029 ポイント

部位 F(2,5121) = 211.1, p < .001，N 前後：時間帯

（約 34 秒，プログラムが許容する最大値）の窓を

F(2,2742) = 78.0, p < .001, 身体部位 F(2,2742) =

設け，信号抽出位置を 300 ポイント（5 秒）ずつ後

37.4, p < .001，N 左右：時間帯 F(2,2742) = 137.6,

ろにずらしていき，1710 の各窓内で CRQA を行っ

p < .001, 身体部位 F(2,2742) = 154.2, p < .001)．

た．デッサンの経過時間を三つの時間帯に分け，各

O は両方の軸において時間帯と身体部位の交互作用

時間帯における 570 組の %DET の平均値を算出

が存在し (前後：F(4,5121) = 10.2, p < .001，左右：

した．

F(4,5121) = 48.0, p < .001)，下位検定の結果，両

N については，デッサンを開始してから 78 分を

方の軸方向ともに冒頭および中盤の時間帯において

過ぎたあたりで，第 7 頸椎のマーカーが髪の毛で

は身体部位の間に差はあるが (p < .001)，最後の時

隠れてしまい，以降データを断続的にしか記録する

間帯においては身体部位間の差がなかった．O の最

ことができなかった．RQA には連続した時系列信

後の時間帯においては，すべての部位の組み合わせ

号が要求されるため，78 分以降は RQA による解

で %DET が 100%の天井に近づきすぎており，部

析は行うことができなかった．全体の解析はできな

位間の有意な差は出なかった．N は左右軸のみ交互

かったが，参考のために 78 分までの部分的なデー

作用が存在し (F(2,2742) = 11.7, p < .001)，下位検

タを提示することにした．78 分という記録時間は，

定の結果，二つの時間帯ともに身体部位の間に差が

デッサン全体の 129 分のおよそ 3 分の 2 にあたるた

見られた (p < .001)．

め，78 分のデータを二つの時期（39 分ずつ）に分

O の最後の時間帯を除くと，どちらの画家も，両

け，デッサン全体を構成する三つの時間帯のうち，

方の軸方向において，頭部と右手首の組み合わせ

最後の時間帯を除く二つの時間帯を近似するものと

が，他の部位間の組み合わせに比べて運動の共活

して解析を行った．

RQA では，CRQA と同じ時間遅れ値と次元数

動の時間構造がもっとも高い決定論性を見せていた

(p < .01)．また，時間帯ごとの変化を見ると， O
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額−第 7 頸椎，額−右手首，第 7 頸椎−右手首の時系列信号のペアの各時間帯の前後，左
右各軸の各時間帯の %DET の平均値．

においては，時間帯を追うごとに共活動の決定論性
が高くなっており, それぞれの時間帯の間に有意な
差が見られた (p < .001)．
さらに図 6 を細かく見ると，二人の画家ともに，
第一の時間帯，特に左右軸において，各部位の組み

および画面を見ていたことを反映するものだろう．
先の一分間の場面における CRQA では，O にお
いて, 細部を描き込む場面よりも，形をとる冒頭の
場面の方が，額の向きと右手の速さの共活動の時
間構造はより高い決定論性を示していた．しかしな

合わせとの間の差が最も大きく，第一の時間帯から

がら, 全体を 3 分割した三つの時間帯における頭部

第二の時間帯へかけての決定論性の上昇の傾きは，

と右手の各軸方向における運動の共活動は，中盤よ

頭部と右手の組み合わせに比べて，頭部と第 7 頸

りも冒頭の時間帯の方が決定論性は有意に低かった

椎，第 7 頸椎と右手の組み合わせの方が急である．

(p < .001)．先の分析とここでの分析の間に一見食

冒頭の時間帯は中間の時間帯に比べて，頭部と第 7

い違いが見られる理由としては，先の分析では額の

頸椎および第 7 頸椎と右手の運動の左右軸の共活

向きと 3 次元空間における右手の速さ（方向をも

動の時間構造が，頭部と右手との共活動と比較する

たない）の時系列信号を用い，額がどちらを向いて

と決定論性の低いものであった．左右方向への頭部

いるときに鉛筆を持つ右手が動いているか，という

の位置変化に頭部の回転が影響することを考慮する

観点から運動協調の特性を検討したが，ここでの分

と，この結果は，特に冒頭の時間帯において，頭部

析ではすべての部位の前後・左右軸方向における速

の回転は体幹の動きからは比較的独立しており，そ

度信号を用い，ある部位がある方向に動いていると

の上で頭部と右手の間に規則的な協調関係が生じて

きに他の部位がどの方向に動いているか，という別

いたことを示すものと思われる．O において，最後

の観点から運動協調の特性を検討していることが挙

の時間帯ですべての組み合わせにおける共活動の決

げられる．冒頭の時間帯において，額の向きと右手

定論性が上昇することは，他の分析で観察されたよ

の速さの変化が規則的なものであることと，額と右

うに，手を画面から離し，全身を動かしてモチーフ

手の各軸方向への位置の変化率の間の共活動の決定
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額，第 7 頸椎，右手首の各時系列速度信号の各時間帯の前後，左右各軸の各時間帯の %DET
の平均値．

論性が低くなることは，必ずしも矛盾するものでは

最初の二つの時間帯においては三つの身体部位の間

ない．

に差があったが (p < .001)，O の最後の時間帯にお

次に，RQA によって算出された，額，第 7 頸椎，

いては三つの身体部位の間に差がなかった．CRQA

右手首の各軸方向の三つに分けた各時間帯における

の場合と同様，O の最後の時間帯では %DET の

と %DET の平均値を表したものが図 7 である．時

値が天井の 100%に近づきすぎてしまい，部位間の

間帯，身体部位を要因とする二要因の分散分析の結

有意な差異をもたらす余地が得られなかったと思わ

果，二人の画家ともに両方の軸方向において，時間

れる．

帯，身体部位ともに有意な主効果が見出された (O

二人の画家に共通して見られる顕著な特徴とし

前後：時間帯 F(2,5058) = 876.3, p < .001, 身体部

ては，体幹上部の第 7 頸椎の運動の時間構造が，O

位 F(2,5058) = 231.2, p < .001，O 左右：時間帯

の最後の時間帯をのぞいて，一貫して決定論性が最

F(2,5058) = 1456.5, p < .001, 身体部位 F(2,5058) =

も低かったことがある．多重比較の結果，冒頭およ

1462.0, p < .001，N 前後：時間帯 F(2,2706) = 141.0,

び中盤の時間帯においては，二人の画家ともに第 7

p < .001, 身体部位 F(2,27062) = 138.8, p < .001，

頸椎の運動の時間構造が他の二つの部位の運動より

N 左右：時間帯 F(2,2706) = 151.3, p < .001, 身体

も有意に決定論性が低かった (p < .001)．また, 図

部位 F(2,2706) = 764.8, p < .001)．二人の画家と

7 を見ると，前の二つの時間帯においては，左右軸

もに，両方の軸方向で時間帯と身体部位の交互作用

の頭部と右手の間の %DET の平均値の差と比較し

が存在し (O 前後： F(4,5058) = 55.7, p < .001，

て，これら二つの部位と第 7 頸椎との間の差が非

左右：F(4,5058) = 344.8, p < .001，N 前後：

常に大きく，左右の動きについては，頭部と右手の

F(2,2706) = 38.2, p < .001，左右：F(2,2706) = 45.7)，

運動の時間変化に対して，体幹上部の運動の時間構

時間帯ごとに分けた下位検定の結果，O，N ともに

造の示す決定論性が比較的低かったことが伺える．
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先の分析でこれらの時間帯に見られた周期的な頭部

見られなかった．全体を 3 分割した中盤の時間

の回転が主に左右の動きから成り立っており, 右手

帯において，モチーフの側に顔を向けた頻度を

の運動と同期していたことを考慮すると，この結果

平均すると，O が 21 回／分，N が 17 回／分で

は，画家が頭部を左右に振ること，また鉛筆を持っ

あった．

た右手が画面上を動くことが，体幹の運動には大き
な影響を与えていなかったことを示唆している．
さらに，右手首の運動に注目すると，どちらの画
家も，冒頭の時間帯と中間の時間帯の間で，右手首

c. デッサン終了前の時間帯には，画家はしばしば
鉛筆を止め，頭部，体幹，鉛筆を持つ右手を一
斉に画面から離してモチーフと画面を見ていた．
両画家ともに，画面と頭部の距離が長く取られて

の運動の時間構造が示す決定論性にはさほど変化

おり，頭部の周期的な転回が見られなくなった．

が見られなかった．統計的には，O の左右軸では

d. 左側にモチーフ，右側に画面という配置に際し，

冒頭の時間帯と中間の時間帯の間には右手首の運動

双方に視線を向けながら描画する上で，O は画面

の決定論性には有意差が見られず (p = 1.00)，他

と頭部の距離を比較的大きくとり（平均 41cm），

の時間帯の組み合わせでは二人の画家，両軸ともに

小さく頻繁に頭部を回転させていた．他方 N は

有意差が見られたものの， N の前後軸では冒頭と

頭部を画面に近づけ（平均 23cm），大きく頭部

中間の時間帯の間の差はマージナルなものであった

を回転させ，モチーフの側を向く頻度は O と比

(p = .038)．このことから，先の CRQA に見られ

較すると若干少なく，その周期はばらつきが大

た時間帯ごとの各部位の運動協調の変化は，右手首

きかった．

の運動のダイナミクスの比較的緩やかな時間帯ごと

e. 序盤，中盤の時間帯においては，画家が頭部を

の変化と，体幹上部の運動のダイナミクスの時間帯

左右に振ること，また鉛筆を持った右手の動き

ごとの大きな変化が構成していたことが伺える．

は，体幹の運動にあまり影響を与えておらず，一

4. 結果の総括

方で頭部と右手の運動の間には規則的な共活動
のパターンが生じていた．また特に序盤の時間

a. デッサン開始時にモチーフ全体の形が画面上に

帯において，体幹上部の第７頸椎の運動の時間

現れる大きな画面の変化が生じ，以降の細部の

変化が他の二つの部位よりも顕著に決定論性が

陰影が重ねられていく微細な画面の変化と対照

低かった．

をなしていた．序盤の時間帯では，鉛筆を持つ
右手が動きつつも，頭部と体幹の位置は保たれ，

5. 議 論

頭部が小さく周期的に転回することで左右に配

本実験では，描画行為において (1) 画面およびモ

置されたモチーフと画面が交互に固視されてい

チーフの視覚的な探索と，(2) 画面に痕跡として情

た．モチーフを向く瞬間に一旦手をとめ，画面

報を持続させる操作が，どのようにしてダイナミッ

に視線を移しつつ鉛筆を動かす形で，頭部を回

クに組織化されるのかという問題を念頭に置きつ

転する周期と鉛筆を動かす周期がしばしば同期

つ，一枚のデッサンの成立というイベントの進行過

し，頭部の回転と右手の運動の規則的な協調パ

程で起こっている事実を，画家の運動協調と画面の

ターンが見られた．全体を 3 分割した序盤の時

時間変化に焦点を定めて記述した．その結果，左右

間帯において，モチーフの側に顔を向けた頻度

に配置されたモチーフと画面の配置がもたらす持

を平均すると，O が 22 回／分，N が 18 回／分

続的な制約と，描画の進行に伴って変化する画面の

であった．

制約を反映する画家の行為の柔軟な組織が浮かび上

b. 主に細部が描き込まれていた中盤の時間帯にお

がってきた．

いては，冒頭と比較して，鉛筆を持つ右手の動
きが遅く，モチーフの側を向く頻度は減り，頭部

5.1 周囲と行為の多様な結びつき

の転回の振幅が大きくなった．頭部の周期的な

画家 Humphrey Ocean は自らの描画行為が， 常

転回は見られつつも，額が画面の方を向いたま

に自分から見えるものを起点としている (Miall &

ましばらくとどまる様子がしばしば見られ，頭

Tchalenko, 2001, p.39) と述べた．事実，人物デッ

部の転回と右手の運動の協調に明瞭な規則性は

サンの間，Ocean は常にモデルもしくは画面を固視
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しており，視線は双方に交互に向けられていた (Mi-

鉛筆を動かす形で同期し，ひとつのまとまりを形成

all & Tchalenko, 2001)．対象を見ることは，像の

していた．

入力とその処理に還元できるものではなく，水晶体

続いて，全体のかたちが現れた画面の上に細部の

の調節から，眼球の運動，眼球の埋め込まれた頭部

調子が描き込まれていくにしたがって，鉛筆を持つ

の運動を伴い，また見る主体としての画家だけでは

手の動きは遅くなり，モチーフの側を向く頻度は減

なく，客体としてのモチーフ，画面を伴う．画家の

り，頭部の転回の振幅は大きくなった．頭部の周期

身体と周囲のモチーフと画面の配置，また画面上の

的な転回は引き続き見られつつも，顔が画面の方を

情報は，それらを見る画家の行為，さらに見ること

向いたまましばらくとどまる様子がしばしば見られ

を起点とする描画行為に制約や機会を与える．

るようになり，画面上を見る時間が長くなった．ま

本研究で検討した二人の画家はともに，身体の

た，頭部の転回と右手の動きの間の結びつきにおけ

左前方にモチーフを配置し，右前方に画面を配置

る規則性は，冒頭の場面よりもより緩やかなものに

していた．モチーフと画面という二つの表面は，そ

なった．

れらを見ることで進行する描画行為に独特の制約

デッサンの終了前には，画家はしばしば鉛筆を止

を課していた．左側のモチーフ，右側の画面に視線

めて画面から離し，体全体を一斉に画面から離して

を向けながら描画する上で，画面と近い距離（平均

モチーフと画面を見ていた．両画家ともに，画面と

23cm）に頭部を位置する N は首を大きく転回させ

頭部の距離はそれまでの時間帯よりも長く取られて

てモチーフと画面を交互に見ており，転回の周期は

おり，一方で頭部の周期的な転回は見られなくなっ

より長く，ばらつきが大きかった．一方の O は画

た．冒頭のように画面付近に手を置いたまま描画と

面から N の約二倍の距離（平均 41cm）に顔を位置

視覚的探索が共起する協調パターンとは対照的に，

させており，小さく短い周期で頻繁に首を転回させ

この時間帯においては，モチーフと画面を見る行為

ていた．物理的な事実として，底辺長さの等しい二

は，しばしば鉛筆の操作行為を中断して，対象と体

等辺三角形の頂点の角度は，高さが高いほど小さく

との間の距離を変化させることで達成されていた．

なる．左右に配置されたモチーフと画面という二つ

このように，二人の画家において，画面の変化と

の表面を見る上で，画面と頭部の距離が近ければ，

ともに，画面とモチーフの視覚的探索や運動協調の

首を回す角度は大きくなり，また，首の振幅が大き

パターンは変化していった．モチーフに顔を向ける

くなると，角速度が同じであればその周期は長くな

周期や，画面と頭部との距離はそれぞれ独立してい

る．本研究のデータでは，モチーフと画面が置かれ

るのではなく，描画の進行や，埋め込まれた周囲の

た位置は完全に同一ではないため，二人の画家の厳

環境に応じて，描画の起点となる 左右に配置され

密な比較は難しいが，二人の画家の変数間の組み合

た二つの表面を見る という目的を達成するかたち

わせの異なる特徴は，左右に配置された二つの表面

で相補的に結びついていた．

を見るという課題を解くやり方はひとつではないこ
とを示唆している．

モチーフの表面の視覚的探索が，画用紙というも
うひとつの表面の修正を制御していく上で，最もク

描画の進行に伴う画家の行動の変化は，周囲と行

リティカルな時間帯はおそらく冒頭だろう．デッサ

為の結びつきの多数性をさらに浮かび上がらせるも

ンの開始時においては，画面は白紙であり，紙の表

のだった．デッサン開始時には，白紙の画面上にモ

面を特定する情報以外に，鉛筆の動きが頼ることの

チーフ全体のかたちが画面上に現れる大きな画面の

できる情報は画面上には存在しない．したがって冒

変化が生じていた．白紙の画面にかたちをとってい

頭においては，モチーフの表面の視覚的な探索に，

く際，鉛筆を持った右手は速く大きく動きながらも，

白紙の表面に跡を残す鉛筆の動きが強く依存して

頭部や体幹の位置変化はきわめて小さかった．頭部

おり，モチーフの視覚的な探索と痕跡を残す鉛筆の

と体幹の振幅を小さく保ったまま，行為の起点とな

操作が互いを阻害しない形で共起させることが描

る モチーフと画面を見る ことは，小さく早い周

画を行うための必須の条件となる．このような状況

期で頭部を転回させることで達成されていた．さら

に際して，二人の画家の描画行為においては，頭部

に，鉛筆を持つ手の動きと頭部の転回は，モチーフ

を小さく早く回転させ，鉛筆の操作をモチーフと画

を向く瞬間に一旦手をとめ，画面に視線を移しつつ

面を見る行為の周期と同期させることで，鉛筆の操
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作と視覚的探索を埋め込んだひとつのまとまりが形

チーフを見る頻度 といった単一の変数を切り取る

成されていた．一方，画面上に絵が成立しつつある

ことでは見えない柔軟性の側面が，配置（持続する

後半の時間帯では，手を止めて二つの表面を見比べ

モチーフと画面の配置，および変化する画面上の線

たり，あるいはたとえば塗り絵のような形で画面上

の配置）と行為の組織（見る行為と，鉛筆の動きを

の情報をたよりに細部を修正したりすることが可能

画面上に記録する行為）という全体の構造において

になってくる．このような場合，モチーフおよび画

現れた．

面の視覚的な探索と，紙表面の修正という，モチー
フと画面という二つの表面にかかわる行為を互いを
阻害しない形で共存させるための要請は冒頭の時間
帯よりもゆるいものになるだろう．二人の画家に見
られた，中盤における頭部の回転の規則性の低下，

5.2 周囲と行為の多様な結びつきを可能にする
もの
変化する制約を反映する行為の柔軟な組織を何が
可能にしていたのだろうか．部位間の運動協調では

および画面の方を向いたままモチーフを見ずにし

(図 6)，二人の画家に共通して，両軸方向において，

ばらく描き続ける行動や，終盤における，描画を中

一貫して額と手首の共活動のダイナミクスがもっと

断して，体全体を画面から離して二つの表面を見る

も決定論性が高かったことが %DET の値に現れて

行動は，このような画面の情報のもたらす制約の変

いる．解剖学的には三つの計測部位の間では額と手

化を反映している．二つの表面の視覚的な探索と鉛

首が，体幹を間にはさむ形で最も離れているのにも

筆の動きを記録する操作との間に見られた協調関係

かかわらず，両部位間の共活動のダイナミクスは，

とその変化は，描画の際に，モチーフと画面の配置

より近接した部位である額と第 7 頸椎，あるいは

が課する持続する制約が，変化する画面の制約を反

第 7 頸椎と右手首の運動の共活動よりも常に高い決

映する形で柔軟に解決されていたことを示すもので

定論性を見せていた．体幹を挟んだ頭部と右手の運

ある．

動が，最も規則的な協調を見せていることは，頭部

Cohen (2005) は，Miall & Tchalenko (2001) の

と右手の運動がそれぞれ互いを阻害しないように体

パラダイムを援用し，網膜像を変換する認知プロセ

幹の姿勢調整がなされており，またそのことによっ

スによる歪みを画家がいかに克服するのかを検討す

て，新たな手と頭部の運動協調の機会をもたらして

る実験を行い，熟達した画家ほどモチーフと画面を

いる可能性を示唆している．

交互に見る周期が早く（i.e., それぞれを見る一回の

各部位それぞれの運動では (図 7)，第 7 頸椎の運

持続時間が短く），描画の写実性と二つの表面を見

動のダイナミクスが，額および右手首の運動よりも

る周期の早さが有意に相関するという結果を示した．

一貫して不規則なものであったことが %DET の値

刺激の提示時間が短くなると形の恒常視から生じる

に示されている．先述の CRQA に現れた部位間の

知覚錯誤が減るという過去の実験 (e.g., Epstein et

運動協調のダイナミカルな特性の背景には，体幹上

al., 1977) を参照し，Cohen (2005) はこの結果を，

部の姿勢動揺におけるこのような非決定論的なダイ

モチーフと画面を早い周期で見ることによって，認

ナミクスがあった．頭部を回して見る行為と右手で

知プロセスによって像に歪みが生じる暇を与えず，

画面に跡をつける行為を共起させつつ，上体の安定

その影響を減じることができるためと解釈した．

を保つ画家の行為の背景に，体幹の運動の非決定論

しかしながら，
「網膜像の内的処理」という前提か
ら離れ，デッサンというイベントにおいてモチーフ

的な時間構造が存在するという事実は，どのような
示唆を持つのだろうか．

と画面に画家の身体の間にどのような関係が生じて

Schmit et al. (2006) は，RQA を用いてパーキ

いるのかをあらためて記述してみると，モチーフを

ンソン病患者と健常者の立位姿勢における足圧中心

固視する頻度や画家の身体運動は，行為が埋め込ま

の動揺の時間構造を検討した結果，パーキンソン病

れた周囲のモチーフや画面の配置および画面の変化

患者においては足圧中心位置の変動が非常に大きい

と独立した要素ではなく，進行中の描画の状況と，

が，その時間変化の規則的なパターンが存在し，一

環境のさまざまな制約との関係において共起する

方健常者の方は，足圧中心位置の変動は非常に小さ

複数のプロセスのせめぎあいの結果として生じてい

いが，決定論性の低い時間構造を伴っていることを

た．本研究においては Cohen (2005) のように モ

示した．この結果は，パーキンソン病患者の姿勢動
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伺えた．

のではなく，むしろ反対に，規則性を伴う，まるで

絵画とは，壁面，紙やキャンバスといった環境の

機械のようなきわめてリジッドな揺れが，パーキン

表面が，その表面自体以外の風景や人物といった対

ソン病患者における状況に応じた姿勢の調整を阻害

象についての情報を持つように配置を改変された特

していることが示唆している．

殊な表面である．モチーフを特定する情報を画面に

本研究の結果では，体幹を挟んだ頭部と右手とい

現出させるデッサンにおいては，画面の持つ意味は

う離れた部位の運動協調パターンが高い決定論性を

描画の進行とともに変化する．習慣的にデッサンを

見せると同時に，その背景には体幹の運動パターン

行ってきた二人の画家は，モチーフと画面の配置の

の比較的不規則な時間構造が存在していた．モチー

持続する制約と，描き込まれることによって現出す

フおよび画面の視覚的探索と，情報によって柔軟に

る画面上の情報の変化の双方に対して周囲と身体と

制御される描画行為が柔軟に共存する背景に，体幹

の関係を調整することで，モチーフと画面を視覚的

の運動パターンの比較的非決定論的な時間構造が存

に探索し，画面上に手に持った鉛筆の動きを記録す

在していたことは，非決定論的な姿勢動揺の時間構

ることを可能にしていた．画家が周囲のモチーフと

造が，状況に応じた安定した姿勢維持において役割

画面，および画面の変化に対して築いていた関係と

を果たすという Schmit et al. (2006) の報告と矛

その変化は，モチーフを特定する情報を画面上に生

盾しない．

成することを可能にする，周囲の制約を反映する画

RQA で得られた変数の時間帯ごとの変化を見る

家の能動的な調整活動を示すものだった．

と，%DET の値は，二人の画家において一貫して

本研究の結果は，環境の対象を特定するように画

デッサン開始時の方が低かった．先述の通り，デッ

面を修正する描画における認知を，内的なプロセス

サン開始時の白紙に描画対象の形を痕跡として残

のみに還元できないことを示している．身体を伴い，

していく行為と，全体の形が描きこまれた以降の，

環境に埋め込まれて生起する描画においては，画家

画面上に持続する足の像の陰影や細部を微調整し

の身体は変化する画面の情報と持続する環境の対象

ていく行為は，質的に異なるものだろう．二人の画

に二重に定位する．二人の画家の行為は，持続する

家に共通して見られた冒頭の時間帯における低い

周囲の物の配置を，変化する描画の状況に応じて異

%DET の値は，冒頭の時間帯において，初めて見

なる形で利用するかたちで多層的に調整されていた．

るモチーフの精密な視覚的探索と，鉛筆の動きがた

Clark (1997) の言葉を借りるならば，本研究の主

よりにする情報に乏しい白紙の画面上の慎重な操作

要な貢献点はこのような周囲の複合的な文脈を反映

行為を共存させるという，画家たちが直面していた

する柔軟な調整という，描画における 身体を伴っ

厳しい課題を反映していたものと考えられる．

た，環境において生起する認知 (embodied, envi-

ronmentally embedded cognition) (p.130) の一
5.3 描画における認知プロセスへの示唆

側面を浮かび上がらせたことにある．

米国の作家 Alice Walker は描画について， 私
は最近絵画を始めたのだけれど，絵を描くことを学
ぶことは，見ることを学ぶことなのだということを
つくづく実感している (Walker, 2006)

と述べた．
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画家の「見る」スキルを， 網膜像の入力後の内的
処理能力に還元して捉えてきた．しかしながら，一
枚の絵ができるまでのデッサンというイベントをあ
らためて眺めてみると，網膜の外にある具体的な環
境に際した画家の，周囲の物の配置の制約や変化す
る画面を反映しつつ，共起する鉛筆の操作を可能に
するような柔軟な「見る」スキルが存在することが
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