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航空機用表示装置における情報呈示評価技術
Technologies for Evaluating Information Indicated on Aircraft Displays

従来，人の感性により評価していた電子表示装置における情報呈示の良否を，人間の生理反応を解析するこ

とで，定量的に評価する手法について研究している。研究の内容はHRV(Heart Rate Variability：心拍変動)パ

ワーのトレンド，瞳孔径の変化量解析及び，呼吸周波数解析などである。

本研究では，被験者に自動車用シミュレータによる模擬運転を行ってもらい，ブレーキング時の生理応答で

ある心拍，眼球などの変化を計測し，そのデータ解析を行った。その結果，生理応答評価が，人間の感性の定

量化に有用であることがわかった。　

　今後はこの成果を元に，航空電子装置における最適化の研究に結びつけていきたい。
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As to the evaluation of information indicated through electronic displays, we have been researching

the technical method of quantitative evaluation by analyzing human physiological reaction in place of

the conventional method by human sensitivity-based evaluation. The technical method is based on

various analyses of Heart Rate Variability (HRV) Power's trend, variation in diameter of a pupil, and

respiratory frequency.

In this research, we provided examinees the imitative operation with a simulator for cars, and as the

physiological response, we measured and analyzed the variation in Heart Rate and an eyeball at the

time of a breaking. Consequently, it turns out that the physiological evaluation is useful to quantify

human sensitivity.

Based on this research result, we will keep researching the optimization of information display in

aviation electronic equipment.

図1　統合化ディスプレイ

1. は  じ  め  に

近年航空機のコックピットは，メカニカルな計器から

電子ディスプレイを用い，統合的に表示を行うMFD

（Multi Function Display）と呼

ばれる多機能表示装置が主流

となってきた。（図１）統合表示

は，最適な情報呈示がなされる

ことでパイロットの視線移動

の軽減が可能となり，さらに運

用に重要な表示を強調し表示

することができ，パイロットの

ワークロードの軽減に効果的

である。

しかし，表示の自由度が増加

した分，表示構成や表示シンボルの設計は複雑になり，

明確な評価仕様もないため，表示画面の設計は実際の表

示を用い，パイロットコメントなどの官能評価を運用段

階直前までくり返し実施し，最適化して行くのが実情で

従来のメカニカル計器� 統合表示ディスプレイ�
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ある。このため膨大な作業が発生している。

官能評価は長く評価の手法として用いられており，特

に認知心理学では，情報の処理過程を明らかにするなど

の目的で盛んに使われている。しかしながら，被験者の

選別に細かい考慮を加えないと，抽出されたデータに偏

りが起きやすい。これは，パイロットなどであればベテ

ランとビギナー，あるいは所属する集団特有の性質が反

映される可能性があり，マクロ的に見れば物の考え方や

見方の統一があるように見えても，ミクロ的には差が生

じており，これが実験の結果に反映してしまう場合が多

い。また，実験者の主導性が結果に反映されやすい傾向

も問題である。これは主にアンケートなどの質問項目に

おいて，文脈によって変わる刺激（痛みにも色々あるが，

それをひとくくりにしたような文章）が回答に反映してし

まうことなどである。

そこで，我々は最近の生理人類学分野等で行われ出し

た，被験者の生理応答を計測することで人間の感性を定

量化する技法を，情報呈示装置の表示設計評価法にする

研究を開始した。

2. 生理反応とは

人間には，驚いたときに胸がどきどきしたり，緊張で

手に汗をかくなど，訓練やあるいは演技といった技能で

は克服できない生理的な反応がある。訓練によってそれ

ら現象を低減することはできるが，まったく無くすこと

は不可能である。このような外部の刺激に対して反応す

る生理現象を計測することで，言語変換などに邪魔され

ない，客観的なデータを取得することが可能と考える。

生理的反応としては，脳波，心拍，血圧，眼球運動，呼

吸変動などあるが，すべてがどんな要求にも活用できる

わけではない。例えば脳波は，大脳皮質だけでも140億

あると言われ，その膨大な数の細胞から発せられる信号

は複雑で且つ個人差が大きい。そのために両極端な反応

は得やすいが，比較させる刺激の差が小さい場合などは，

反応に明確な違いが見出しにくい。血圧はその制御機能

上，上昇は早いが下降は緩やかであるため，短時間の反

応には向かない。

生理評価実験では，固体内比較法または単一被験体法

と呼ばれる手法が主に用いられ，基本的には一人の被験

者で反復する刺激呈示を行う「チェインジング・コン

ディション・デザイン」での実験となるが，一人の被験

者の解析結果だけでは感性の定量化は難しい。そこで，

同様な実験を複数の被験者に行う「リプリケーション手

続き」を行うことで，普遍性を高めて行く。

3. 生理反応を求める実験

本研究では，指標となり得る生理反応を取得するため

に，運転タスク負荷装置を用いて実験を行った。図2に

実験装置の構成，図3にその外観を示す。被験者には，簡

易型の運転タスク負荷装置で模擬運転を行ってもらう。

液晶表示器�

アイカメラ�

運転タスク負荷装置�

図2　運転タスク負荷装置の構成（自動車シミュレータ） 図3　実験装置の外観（停止後に再発進をさせる表示）

図4　コントラスト変化におけるHRVと
ブレーキ動作時間の相関
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実験では，シミュレートした市街地を走ってもらい，液

晶表示器に呈示される内容に従い，右折左折，ブレーキ

ング等の運転行為を行ってもらう。この実験での取得生

理反応は，心拍，呼吸変動，眼球運動である。

被験者は運転歴のある男性10名とし，年齢を18～35

歳までに限定した。呈示については，被験者が意識的な

操作をする「呈示慣れ」を防ぐために，どの呈示が計測

対象であるかは知らせない。計測はブレーキ動作を促す

「STOP」呈示時のみとし，呈示文字のコントラスト，輝

度を変化させて呈示。この時のブレーキ応答時間とHRV

との相関関係，及び瞳孔径変化量，また呼吸変動を解析

する。

4. 実  験  結  果

図 4 は，心拍における変動を周波数解析したHRV

（Heart Rate Variability）と，ブレーキ動作時間との相関

図である。HRVは心拍におけるピーク部（R波と言う）と

ピーク部との間隔，R－Rの時系列変動をMEMスペク

トル計算により解析したものである。このグラフから，

高輝度高コントラスト呈示では，HRVとブレーキ動作時

間で正の相関が見出せ，低コントラスト呈示では，相関

が低い結果となった。

図5は，瞳孔径の変化を表している。この図から，高

いコントラスト呈示では瞳孔経の変動は少なく，低いコ

ントラスト呈示では瞳孔径が大きく変動していることが

示唆された。

図6は，呼吸周期をFFTによる周波数解析を行うこと

で，任意の周波数に占めるパワーの比較を行い解析した。

呈示開始から呈示終了までの30秒を呈示時，直線路での

体動がなく，呈示も行われない状態30 秒を非呈示時と

し，データをまとめた。非呈示時の波形はピークがいく

つかに分散したデータであり，刺激呈示時はピークが一

つ，ないしは二つと数が少なく，鋭いピークをもった波

形データとなった。呈示と非呈示においては顕著な差が

図5　コントラスト変化における瞳孔径変動 図6　FFTによる呈示時，非呈示時の呼吸変動解析

見出せたが，輝度，コントラストの違いに対する変化は

見出せなかった。

5. 考　　察

HRVによる生理反応評価は多くの研究例（1）（2）があり，

発展途上の生理反応評価法の中では最も実用度の高い指

標である。また，瞳孔径変化も，興味対象であるかそう

でないかの違いによって変化することが知られており（3），

眼球運動と合わせて，生理反応の評価指標としての優位

性が確認できた。しかし，呼吸データの解析からは，呈

示内での輝度，コントラスト変化に対応した差が見出せ

ないことから，評価指標とするには，実験，計測法に更

なる検討が必要とわかった。

一般に，ある機能について無負荷時の機能水準をXと

した場合，一定の負荷を与えた時にΔxの変化が生じる。

XにもΔxにも個人差は現れるが，変化率Δx／Xとす

れば，個体差は小さくなる。

今回，X＝刺激提示開始時であり，Δx＝刺激提示後

であると定義して計算を行った。

図7は，HRV変化の比率をグラフにしたものである。

図7　高輝度時各コントラストのHRV変化比率
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比率0.1を境に，高コントラストと低コントラストに分か

れていることが確認できる。瞳孔径変化量についても，

同様に計算を行った。これらの比率を指標とした評価フ

ローを，図8のように試案した。図に示した流れによる

計測，解析により，情報呈示時における生理反応の定量

化ができ，従来の官能指標で行う場合に比べ，時間の短

縮や評価の客観性に寄与するものと考える。

6. お  わ  り  に

情報の呈示に対する評価手法について，実験及び解析

を行った。従来の官能検査における曖昧さを補う手段と

して，瞳孔径変化，心拍変動（HRV）等の生理反応が指標

として有効であり，それらの解析データを数値化し，評

価のフローを確立することで，人間の感性をより客観的

に表現する手法が構築できると考えられる。今回は自動

車でのシミュレータを用いたが，今後基本的な作業動作

環境の類似性で検討を行うことにより，航空機用電子表

示装置への応用につなげる予定である。

以上，生理反応を用いた評価では，従来からの官能評

価に比べて客観性，リアルタイム性に優れていると考え

図8　生理評価フロー
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られるが，まだその理解，応用については発展途上であ

る。また，明記しておく必要があるのは，官能評価より

生理的評価が優れていると言うことではなく，あくまで

評価の一手段としての優位な面を使用すると言うことで

ある。

最後に，本研究は経済産業省（旧・通商産業省・工業技

術院）の産業技術基盤研究開発プロジェクト「人間行動適

合型生活環境創出システム技術」として，新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）からの委託を受けて，社

団法人人間生活工学研究センター（HQL）を通して実施し

たものである。関係各位に深甚なる謝意をここに表す。
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